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この手引きについて
この手引きのレッスンは，回復されたイエス・キリスト
の福音の基本的な教えについて述べた単元にまとめら
れています。各レッスンは青少年が抱きそうな疑問や，
その答えを見つけるのに役立つ教義的な原則に焦点を
当てています。レッスンはあなた自身が教義を学んで
霊的に備え，そのうえで，青少年が力強い学習体験を
得られるよう計画するのに役立つよう作られています。

学習アウトライン
目次にあるそれぞれの教義テーマには，その月に教え
切れないほどの学習アウトラインが 含まれています。
どのアウトラインを教え，一つのテーマにどのくらいの
時間を割くかを決める際には，御霊の導きに従い，青
少年の疑問や興味に合わせてください。
アウトラインはあなたがクラスで何を話すか，または何
をするかを指示するものではありません。自分自身が
教義を学び，あなたが教える青少年の必要に応じた学
習経験を準備するのを助けるよう意図されています。

霊的に備える

話し合う
クラスの青少年について，ほかの教師や指導者と話し
合ってください。家庭やセミナリー，日曜学校など，ク
ラス以外の場で何を学んでいるでしょうか。青少年が
教える機会にはどのようなものがあるでしょうか。（こ
の話し合いの中で慎重に扱うべき情報が共有された
場合は，内密に保ってください。）

インターネットで得られる追加情報
各レッスンのために，その他の資料や教えるためのアイ
デアを lds.org/youth/learnで検索できます。オンラ
インレッスンには以下が含まれます。
•

•
•

生ける預言者，使徒，その他の教会指導者の最新の
教えへのリンク。これらのリンクは定期的に更新さ
れるので，頻繁に参照してください。
自分自身を霊的に備え，青少年を教えるために使用
できるビデオや画像，その他のメディアへのリンク
青少年を改心へと導く力を高めるために，効果的に
教えている実例が収められたビデオ

青少年がこれらの学習アウトラインの原則を理解でき
るように助けるためには，まずあなた自身がそれを理
解し，それに従って生活しなければなりません。アウト
ラインに提示されている聖句やほかの資料を研究し，
青少年にとって特にふさわしく，霊感を与えるような言
葉，話，実例を探してください。それから学習アウトラ
インを用いて，青少年が自分で真 理を見つけ，自分の
証を得，福音を学び教える自らの取り組みに応用でき
るよう，どのように助けるか計画してください。
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単元の概要

1 月―神会

「わたしたちは，永遠の父なる神と，その御子イエス・キリストと，聖霊とを信じる。」
（信仰
箇条 1：1）
この単元のアウトラインは，青少年が聖文を研究して人と証を分かち合うときに，神会を構
成している方々に対する信仰を強める方法を学ぶうえで役立つでしょう。彼らが福音を学
び教える努力をするとき，聖霊の導きに従うという経験を得るでしょう。学んでいることに
ついて質問したり，さらに深く学んだり，発見したことをほかの人と分かち合ったりするよう
に励ましてください。

今月は以下のアウトラインから選んでください。
わたしが学べるように聖霊はどう助けてくださるでしょうか
聖文を研究することは天の御父について学ぶのにどのような助けとなるでしょうか
ほかの人が天の御父について学ぶのをどのように助けられるでしょうか
すべてのことに天の御父の御手があると分かるにはどうすればよいでしょうか
聖霊はわたしが福音を教えるのをどのように助けてくださるでしょうか

教師へ
この単元を通じて，青少年に神の御名は神聖であるこ
とを思い起こさせるとよいでしょう（教義と聖約 63：61

参照）。敬意と尊敬の念をもって神の御名を用いるよう
に青少年に勧めてください。

この単元をオンラインで見るには，lds.org/youth/learnにアクセスしてください。
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1 月―神会

わたしが学べるように聖霊はどう
助けてくださるでしょうか
救い主は，聖霊がすべてのことを教え，すべてのことを思い出させてくれると約束
してくださいました（ヨハネ 14：26 参照）。わたしたちは福音の学習者として，福
音を学ぶ際に聖霊がともにいてくださり，霊感を与えてくださるように求める責任
があります。それは教室でも，個人で学んでいるときも，そのほかの場面でも同じ
です。御霊によって学ぶことには神の影響を祈り求めることや，理解に光を与えて
くれるささやきに耳を傾けることが含まれます（アルマ 32：28 参照）。

霊的に備える
聖霊はあなたが福音を学ぶ
ときにどのように助けてくだ
さいましたか。あなたは青
少年とどのような経験を分
かち合おうと思いますか。
青少年は霊的な備えをして
からクラスに来ていますか。
青 少 年 が 御 霊 を求めるな
ら，彼らの学習はどのように
改善するでしょうか。

これらの聖句と資料を，よく祈って読んでください。御霊によって学びたくなるよ
うに青少年を動機づけてくれるのはどの言葉でしょうか。
ヨハネ 16：13（聖霊は真理に導いてく
ださる）

教義と聖 約 11：12 － 14（御霊は思い
を照らす）

1 コリント 2：9 － 14（神に関すること
は聖霊によってしか理解できない）

ドナルド・L・ホールストロム「教 会を
通じて 福 音 に 改 宗 する」
『リアホナ』
2012 年 5 月号，13 － 15

1 ニーファイ 10：19（熱心に求めるな
らば，聖 霊は神の奥 義を示してくださ
る）

A・ロジャー・メリル「御霊によって受
け る」
『リ ア ホ ナ』2006 年 11 月 号，
92 － 94

アル マ 5：45 － 46；モロナイ 10：3
－ 5（聖霊を通して真 理の証を得るこ 「聖霊によって学ぶ」
『わたしの福音を
とができる）
宣べ伝えなさい』18

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 家庭で神について学んだ経 験を分
かち合うように青少年に勧めます。
教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

• 「聖餐 会が退 屈なときはどうしてい
ます か」という質 問 に 対 するスペン

サー・W・キンボール大管長の答えに
ついて，青少年に読んでもらいます（ド
ナルド・L・ホールストロム長老「教会
を通じて福音に改宗する」）。キンボー
ル大 管長が 聖 餐 会で 退 屈したことが
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なかったのはなぜでしょうか。青少年
に，聖餐会や教会のほかのクラスで御
霊を感じたときの経験を分かち合って
もらいます。そのような経験をするため

に，彼らはどのような備えをしたでしょ
うか。自分の答えをホワイトボードに書
くように勧めます。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「教 えを受ける人々の心に
福音のメッセージを届ける
には 御 霊 が その 場 にとど
まっておられなければなら
ない（ 2 ニーファイ 33：1；
教義と聖約 42：14 参照）。
したがって，あなたが用い
る教授法はレッスンの性質
に合ったものであると同時
に，御 霊を招くものでなけ
ればならない。」
（『教師，そ
の大いなる召し』91）

以下の活動は，御霊によって学ぶとは何を意味するのか青少年が理解するのに役
立つでしょう。聖霊の促しに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾
つか選んでください。
• クラスの一人一人に，ここに示されて 校，そのほかの福音学習の場面に当て
いる聖句を一つ読んで，聖霊はどのよ はめる方法について，青少年にアイデア
うにして福音を学ぶ助けをなさるのか を分かち合うように勧めます。
見つけてもらいます。御霊の導きを受
• 『わたしの福音を宣べ伝えなさい』の
けずに福音を学ぼうとした場 合に，ど
「聖霊によって学ぶ」
（ 18 ページ）を読
のような結果になり得るでしょうか。あ
んで，御霊によって学ぶときに得られる
なたが福音を学ぶときに感じた聖霊の
祝 福を見つけるように，青少年に勧め
影響について経験を分かち合ってくだ
ます。ビショップの許可を得て，専任宣
さい。青少年にも同じような経験があ
教師（または最近帰還したばかりの宣
れば話すよう勧めます。
教 師）を招待し，御霊によって学ぶ努
• A・ロジャー・メリルの説教の中か 力をしたときに，どのようにこれらの祝
ら，御霊によって受けるために行うべき 福が成就したかを分かち合ってもらい
3 つの事柄を読むよう，青少年に勧め ます。御霊によって学ぶことで今の生
ます（「御霊によって受ける」）。クラス 活が祝福されるための具体的な方法を
の一人一人に，その 3 つの中から一つ 青少年に尋ねてください。福音学習に
を選び，その項目に関係のある聖句か 御霊を招くために彼らは何ができるで
経験を分かち合ってもらいます。メリ しょうか。
ル兄 弟の助言を個人の学習や日曜学
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。御霊によって学ぶとは何を意味するか理解したでしょうか。ほかに
質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。

救い主の方法で教える
弟子たちを信頼しておられ
た救い主は，人を教 え，祝
福し，仕える責任を彼らに
お与えになりました。学ん
で いる事 柄を 分 かち合う
機会を青少年に与えるため
に，どんな機会を提 供した
らよいでしょうか。
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行動するように勧める
今日学んだことを通して，何を実行しようと感じたか，青少年に尋ねてください。
その気持ちに従って行動するよう励ましてください。御霊を求めて祈りながら，
フォローアップする方法を考えてください。

精選されたリソース
第 3 に，御霊によって受ける人は，行おうとします。預
言者モロナイが教えているように，モルモン書の証を
受けるには，
「誠 心誠 意」尋 ねなければなりません。
教会の集会や，個人や家族の聖文研究において，さら
（モロナイ 10：4 ）御霊は，学んだ事柄を誠実に行お
には，今日主の預言者や使徒の話を聞いている間も，
うとするときに，教えを与えてくださるのです。
ある人々はほかの人々よりも多くを受けています。そ
『わたしの福音を宣べ伝えなさ
れはなぜでしょう。わたしが学んできたのは，真に受 「聖 霊によって学ぶ」
ける人は，ほかの人がしていないような事柄を少なくと い』18 から抜粋
A・ロジャー・メリル「御霊によって受ける」
『リアホ
ナ』2006 年 11 月号，92 － 94 から抜粋

も 3 つ行っているということです。

まず，彼らは求めます。世の娯楽に囲まれ，観客にな
りがちなわたしたちは，知らず知らずのうちに，
「わた
しはここにいます。さあ，霊感を与えてください」とい
う態度で大会や教会に出席することがあります。霊
的に受け身の姿勢になっているのです。
しかしそうではなく，御霊を求め，受けることに集中す
ると，教師や話者に注意を向けることよりも，御霊に
心を向けることを意識するようになります。受けるとは
動詞であることを忘れないでください。行動の原則で
あり，信仰を表すための基本的な表現です。
第 2 に，受ける人は，感じます。啓示は思いと心に与
えられますが，最も多くの場合，感じるものです。霊的
な感覚に注意を向けられるようにならなければ，御霊
を認識することさえできません。
最 近，義理の娘と話す中で，助けがあれば幼い子供
たちでさえも御霊を受けたときの感じ方に気がつくと
教えられました。子供たちに次のような質問ができる
でしょう。「一緒に聖文を読むと，どんな気持ちがす
る？」
「御霊は何をするように言っているだろう？」これ
らは，すべての人にとって役立つ質問です。受けたい
という望みを表しています。

福音の学習が最大の効果を上げるのは，聖霊によっ
て教えを受けるときです。学ぶことができるように必
ず聖霊の助けを祈り求めてから福音の勉強を始めま
す。聖 霊によって与えられる知 識と確 信はあなたの
生活に恵みをもたらし，さらにあなたがほかの人々の
生活を祝福できるようにしてくれます。イエス・キリス
トを信じるあなたの信仰はいっそう強められることで
しょう。また，悔い改めて，成長したいと思う気持ちが
強められます。
このような方 法で 勉 強するなら，あなたは奉仕の業
に携わるために備えられ，慰めを受け，問題が解決さ
れ，最後まで 堪え忍ぶ強さが 得られるでしょう。福
音の効果的な勉強には意 欲と行動が求められます。
「熱 心に求める人は見いだすであろう。神の奥 義は
聖霊の力によって，昔の時 代のみならず今の時 代に
も . . . . . . 同じようにその人々に明らかにされる。」
（ 1 ニーファイ 10：19 ）エノスのように永 遠の命の言
葉に飢え渇き，それらの言葉を「〔あなたの〕心に深く
しみ込〔ませる〕」ならば（エノス 1：3 ），聖霊はいっ
そう大きな光と理解に向けてあなたの思いと心を開い
てくださるでしょう。
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1 月―神会

聖文を研究することは天の御父に
ついて学ぶのにどのような助けとな
るでしょうか
歴史を通じて，預言者たちは神の特質に関する真理を明らかにしてきました。聖
文にある預言者の証を熱心に研究するとき，天の御父の属性について学び，信仰
と証を増すことができます。御父の特質を理解すればするほど，御父の霊の子供
としてわたしたちの神聖な可能性が理解できるようになります。

霊的に備える
個人の聖文研究をすること
で，天の御父への信仰やそ
の証はどのように強められ
ましたか。あなたが使った
ことのある，青少年にとって
役 立つ聖 文 研 究の方 法に
はどんなものがありますか。
青少 年が 天の 御 父の 特 質
を知り，理 解することはな
ぜ大 切でしょうか。どんな
聖句が青少年のために役立
つと思いますか。

聖文やほかの資料をよく祈って研究するとき，青少年が天の御父の特質について
詳しく学ぶために使うことのできる聖句や話を探してください。
オムナイ 1：17；モ ー サ ヤ 1：3 － 7； 聖句ガイド，
「神；神会」
アルマ 37：8 － 9（聖文は神の特質を
Ｄ・トッド・クリストファーソン「聖 文
理解するのに役立つ）
の 祝 福」
『リアホナ』2010 年 5 月号，
教 義 と 聖 約 1：37 － 39；18：34 － 32 － 35；ビデオ ―
「聖 文の 祝 福」
36（聖文の中に神の声を聞くことがで も参照
きる）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• クラスの一人の若い男性に，最近の
アロン神権定員会で神会について学ん
だことを，若い女性と分かち合ってもら
うよう勧めます。そして一人の若い女性
に，若い女性のクラスで学んだことを若
い男性と分かち合ってもらうよう勧めま
す。

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。
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• 青少年に次の質問について深く考え
てもらいます。「聖文を持っていない，

または使用していない人たちはどうなる
でしょうか。」このアウトラインに提 示
されている聖句や，Ｄ・トッド・クリス
トファーソン長老の説教「聖文の祝福」
の中の「聖文はわたしたちに多くのこと
を思い出させる」と題された部分を読
んで，この問いの答えを探すよう勧めま
す。見つけたことを分かち合ってもらい
ます。

一緒に学ぶ
以下の活動は，青少年が神会の理解を深めるために聖文をどのように活用すべき
か理解するのに役立つでしょう。御霊の促しに従って，クラスに最も適した活動
を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 神について知っている真 理を挙げ
て，ホワイトボードにリストを書くよう青
少年に勧めてください。これらの真実
をどのように学んだか尋ねてください。
リストに挙げた神についての真 理を教
えている聖句を見つけるために，聖句ガ
イドの使い方を教えてください。（例え
ば，
「神；神会」
を探してみます）。見つ
けた参照聖句をボードに書くよう勧め
てください。これらの聖句を読んで天
の御父についてさらに学んだ真理を分
かち合い，それらをホワイトボードに書
いてもらいます。神を理解する助けとし
て，これらの聖句はなぜ重要でしょう
か。

は 1 節を読み，天の御父について学ん
だことを何でもメモしてもらいます。以
下の節を提 案してもよいでしょう。イ
ザヤ 55；2 ニーファイ 26：23 － 33；
モーサヤ 2：19 － 25；教義と聖約 1：
17 － 39 。一人，グループまたはクラ
ス全体で行ってもよいでしょう。見つ
けたことをお互いに分かち合ってもらい
ます。

教師へのヒント
「決められた時間内に教え
られる以 上の内 容が 一 つ
の課に盛り込まれている場
合がしばしばある。そのよ
うな場合，あなたは生徒に
とって最も役立つ資料を選
択すべきである。」
（『教師，
その 大 いなる召し』98 －
99）

• 聖句ガイドの「神；神会」の項を各
自で読んで，そこから父なる神について
学んだことを一つ書きとめるように勧め
てください。その項に参照してある関
連聖句のいずれかを調べるよう励まし
てください。全員が終わったら，一人一
• 聖文から 1 章または 1 節を選んで， 人に自分と違ったことを書いている人を
その章から天の御父について学べるこ 見つけて，
（ 見つけた聖句も含めて）何
とを青少年に説明してください。例え を学んだかを分かち合うように勧めてく
ば，ニーファイ第一書第 1 章がどのよう ださい。自分が聖文を読むことによっ
に神の栄光（ 8 － 9 節参照）と神の憐 て，どのように天の 御 父を知るように
れ み（ 14 ，20 節 参 照）について教え なったか分かち合ってから，何人かの
ているか説明できるでしょう。クラスで 青少年にも経験を分かち合うよう勧め
青少年に時間を与えて聖文の 1 章また てください。
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。聖文を研究することが，天の御父について学ぶのにどのように役立
つか理解できたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと
時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める
今日学んだことを使って，個人の聖文研究を改善するよう青少年を励ましてくださ
い。今後のレッスンで，その研究から天父について得られた考えを分かち合うよ
う勧めてください。

救い主の方法で教える
救い主は，御父の計画の中

での御自分の使命について
教え証するために聖文を使
われました。青少年が天の
御父について詳しく学ぶた
めに，聖文を使って学ぶの
をどのように助けることがで
きるでしょうか。
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精選されたリソース

16

D・トッド・クリストファーソン「聖文の祝福」『リアホ
ナ』2010 年 5 月号，32 － 35 から抜粋

らの事柄を思いと心で理解するとき，神と神の愛する
御子に対するわたしたちの信仰が根付くのです。

聖文は多くのことを思い出させてくれます。いつも主
について，主や御父との関係について思い起こさせ，
前世で知っていたことを思い出させてくれます。聖文
は別の意味でも記憶を広げてくれます。わたしたち自
身が経験したことのない時代，会ったことのない人々，
見たことのない出来事について教えてくれるのです。
わたしたちの中で，紅 海が二つに分 かれるのを見，
モーセとともに水の壁の間を渡って対岸にたどり着い
た人はいません。 山上の垂訓を聞き，ラザロが死人
の中からよみがえる光景を目の当たりにし，救い主が
ゲツセマネで，また十字架上で苦しまれるのを目撃し
た人はいません。空になった墓の前で，マリヤととも
に，イエスは死者の中からよみがえられたと二人の天
使が証するのを聞いた人はいません。わたしも皆さん
も，バウンティフルの地で救い主の招きにこたえ，群
衆とともに一人ずつ進み出て，釘の跡に触れ，涙で救
い主の足をぬらしたことはありません。聖なる森でジョ
セフ・スミスのそばにひざまずいて，御父と御子を見
詰めたことはありません。しかし，わたしたちはこれ
らの事柄のすべて，また，さらに多くのことを知って
います。なぜなら聖文の記録が多くのことを思い出さ
せ，知らなかったことを教えてくれるからです。これ

また，聖文が多くのことを思い出させてくれるおかげ
で，わたしたちは，自分や昔の世代の人々が学んだ
ことを忘れずにいられます。記 録された神の言葉を
持っていない人，あるいは無視する人は，最終的に
神を信じなくなり，自分が 存 在する目的を忘れてし
まいます。皆さんは，エルサレムを去るときに真鍮の
版を携えて行くことがリーハイの民にとってどれほど
大切だったかを覚えているでしょう。それは聖文であ
り，神と，来るべきキリストの贖いについて知るうえ
で欠かせないものでした。リーハイのすぐ後に「エル
サレムから出て来た」別の民は，聖文を持っていま
せんでした。そのおよそ 300 年から 400 年後，リー
ハイの子 孫が 彼らに会ったときの状況について，記
録には次のようにあります。
「彼らの言葉はなまってお
り，. . . . . . しかも，自分たちの創造主の存在を否
定していた。」
（オムナイ 1：15，17）
ティンダルの時代，聖文に無知な人が多かったのは，
聖書，とりわけ自分たちの言語で理 解できる聖書が
なかったためでした。今日，聖書などの聖典はすぐ
手に入りますが，それを読もうとしないために聖文に
無知な人の数が増えています。そうした人々は，結果
として彼らの祖父母が知っていたことを忘れてしまっ
ているのです。

1 月―神会

ほかの人が天の御父について学ぶ
のをどのように助けられるでしょうか
今日の世界では多くの人が神についてまったく知らないか，または神のほんとうの
特質とは大きく異なった認識を持っています。わたしたちは完全な福音を知って
いるので，ほかの人々が天の御父の特質と，御父と彼らの関係について理解する
のを助けることができます。

霊的に備える
父なる神についてほかの人
に教えた，または教えられ
た経験にはどんなものがあ
りますか。自分の教える人
たちが 信じていることを理
解することはなぜ役に立つ
と思いますか。
父なる神について信じてい
ることを青少年がほかの人
に 説 明 する 機 会 が あると
したら，どんなときでしょう
か。彼らがこのような時に
備えるのをどのように助け
られるでしょうか。

これらの聖句とほかの資料をよく祈って研究してください。自分が教える青少年
に最も役に立つと感じるのはどんなことですか。
アルマ 18：24 － 40；22：4 － 23（ア 「神は愛にあふれる天の御父であられ
ンモンとアロンがレーマン人の王たちに る」
『わたしの福音を宣べ伝えなさい』
神について教える）
31 － 32
ア ル マ 30：12 － 15 ，37 － 53（コリ 「生徒 一人一人を知る」
『教 師，その大
ホルが神の存在についてアルマと論争 いなる召し』33 － 34
する）
「父なる神」
『真理を守る』145 － 147

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 神会について何か最近学んだことを
青少年に分かち合ってもらいます。ど
んな質問があるでしょうか。その質問
の答えを見つけるためにお互いどのよう
に助け合うことができるでしょうか。

教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

－ 32 ページの「神は愛にあふれる天
の御父であられる」または『真 理を守
る』145 － 147 ページの「父なる神」
を紹介します）。数 人に書いたことを
分 かち合うよう勧めます。 青少 年に，
違う宗教の人と神について話し合った
• わたしたちが天の御父について信じ
ことがあれば分かち合うよう勧めます
ていることを，短い時間で書き留めるよ
（自分の経験を分かち合うこともできま
う青少年に勧めます（必 要であれば，
す）。その経験から何を学びましたか。
『わたしの福音を宣べ伝えなさい』31
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一緒に学ぶ
教師へのヒント
「尊厳と礼儀を持って正しく
ない答えに対応する。生徒
がその後も気持ちよく参加
できるようにしなければな
らない。ある場合には，
『す
みません。はっきりと質 問
していなかったと思います。
もう一度，質問を言わせて
ください』などと言って，正
しくない答えの責任をあな
た が 取 っても良 い。」
（『教
師，そ の 大 い な る 召 し』
69 ）

以下の活動は，青少年が神について信じていることをほかの人にどのように説明
するかを学ぶのに役立つでしょう。御霊の促しに従って，クラスに最も適した活
動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• クラスまたは小さなグループで，ア
ルマ 30：12 － 15 ，37 － 53 を研究し
ます。何人かの青少年にコリホルが神
を信じなかった理由を，残りの人たちに
はアルマが 信じた理由を探してもらい
ます。青少年はコリホルに似た考え方
を持つ人を知っているでしょうか。神
の存 在について確 信が 持てない友人
を，どのように助けることができるか考
えるように勧めます。このような状況で
はどうしたらいいか，青少年が 計 画す
る時 間を取ってください。どのような
経験を分かち合うことができるでしょう
か。どのように証を述べるのが適切で
しょうか。
• クラスの 半 分 にアル マ 18：24 －
40 を，残りの半 分にアルマ 22：4 －
23 を読むように勧めます。アンモンと
アロンの模範から，教えることについて
何を学べますか。アンモンとアロンは，

ラモーナイとその父が神の特質を理解
するのを助けるために何をしましたか。
なぜアンモンとアロンの二人は，ラモー
ナイとその父が神について信じているこ
とを質問することから始めたのでしょう
か。青少年に，何を学んだかを分かち
合い，神について信じていることをほか
の人に説明する機会があるとき，このこ
とをどのように応用できるか話し合って
もらいます。
• ビショップに許可をもらい，一人か，
あるいは何人かの改宗者をクラスに招
待して，教会に入る前に神について信
じていたことと，回復された福音を知っ
たことでどのように信じていたことが変
わったか，または影響を受けたかを分
かち合ってもらいます。天の御父につ
いてその改宗者が得た新しい理解を裏
付ける聖句を探すよう勧めてください。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。ほかの人が天の御父について学ぶのをどのように助けるか理解でき
たでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべ
きでしょうか。
救い主の方法で教える
救い主は，御自身が教えた
人々をご存じで理 解してお
られました。主は人々が学
んで成長するのに比類のな
い方法を見いだされました。
自分が教える青少年につい
て何を知っていますか。もっ
と彼らを理 解するために何
が できますか。こうするこ
とで教え方にどのような影
響があるでしょうか。
18

行動するように勧める
今日学んだことを通して，何を実行しようと感じたか，青少年に尋ねてください。
その気持ちに従って行動するよう励ましてください。御霊を求めて祈りながら，
フォローアップする方法を考えてください。

精選されたリソース
「父なる神」
『真理を守る』145 － 147

至高の創造者

父なる神はわたしたちが 信じ，礼 拝する至高の御方
です。父なる神は，究極的な創造者，統治者，万物の
保護者であられます。完全で，あらゆる力を持ち，あ
らゆることを御存じです。父なる神は「人間の体と同
じように触れることのできる骨肉の体を持っておられ
〔ます。〕」
（教義と聖約 130：22 ）

天の御父は至高の創造者であられます。イエス・キ
リストを通して，神は天と地，そこにある万物を創造さ
れました（モーセ 2：1 参照）。アルマはこう語ってい
ます。「万物は神がましますことを示している。まこと
に，大 地も，大 地の面にある万物も，大 地の運 動も，
また各々整然と運行しているすべての惑星も，それら
のすべてが至高全権の創造主がましますことを証して
いる。」
（アルマ 30：44 ）

天の 御 父は裁き，力，知 識，権 力の神 であられます
が，同時に，まったく憐れみ深く，思いやりと慈愛にあ
ふれた神でもあられます。わたしたちは「すべてのこ
との意味を知っているわけではありません」が，神が
わたしたちを愛しておられるという確かな知識がある
おかげで，心穏やかになります（ 1 ニーファイ 11：17
参照）
わたしたちの霊の父
人生最大の質問の一つ，それは「わたしは何者なのだ
ろう」という質問です。しかし，初等協会で親しまれ
ている歌の一つを歌えば，小さな子供たちですらこの
質問に答えることができます。わたしたちは「神の子
です。わたしやあなた」と歌います。わたしたちが神
の子供であるという知識はわたしたちに力と慰め，希
望を与えてくれます。
あなたは文字どおり神の子供であり，前世で霊として
生まれました。神の子供であるあなたは，自分が神か
ら受け継いでいる永 遠に続く可能性を秘めているこ
と，その可能性を最大限にまで伸ばそうと努力すると
きに神が助けてくださることを確信できるのです。

折に触れて，木，花，山，海の波，生まれたばかりの赤
ちゃんなど創造の業の美しさについて思い巡らしてく
ださい。時間を取って空を眺めてください。そこに浮
かぶ星や惑星の運行は「尊厳と力をもって進む神」の
存在を証明するものです（教義と聖約 88：41 － 47
参照）。
永遠の救いの源
天の御父はわたしたちが御自身とともに永遠に住むこ
とを望んでおられます。御父の業と栄光とは「人の不
死 不滅と永 遠の命をもたらすこと」です（モーセ 1：

39 ）。その実現のために，御父は救いの計画を備え
られました。御父は，死の縄目を解き世の罪を贖うた
めに，その愛する御子イエス・キリストを送られまし
た。「神はそのひとり子を賜わったほどに，この世を
愛して下さった。それは御子を信じる者がひとりも滅
びないで，永 遠の命を得るためである。」
（ヨハネ 3：
16 ）この犠牲は御父のわたしたちに対する愛を最も
的確に示すものです。
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すべてのことに天の御父の御手が
あると分かるにはどうすればよい
でしょうか
預言者アルマは，
「万物は神がましますことを示している」
（アルマ 30：44 ）と教
えました。天の御父はわたしたちを愛しておられ，毎日祝福してくださいます。よ
く観察するなら，わたしたちの生活や身の回りに神の力と影響があるというしるし
を見いだすことができます。個人的に神にお会いすることはないかもしれません
が，すべてのことにおいて神の御手を認めることで，神が生きておられるという証
が強められます。

霊的に備える
人 生で 天の 御 父の 影 響に
気づ いたのはいつですか。
主の深い憐れみに気づくた
めに何をしますか。
青少年の生活において，天
の御父の御手がどのように
働いているのを目にしたこ
とがありますか。青少年が
生活の中でそれに気づくの
を妨げているものがあると
したら，それ は何 でしょう
か。彼らが主の影響に気づ
くことを学 ぶと，今 から将
来にかけてどんな祝福を受
けるでしょうか。

これらの聖句と資料をよく祈って研究してください。青少年にとって，生活の中で
神の御手に気づく助けとなるのはどんなことでしょうか。
詩 篇 145：9；1 ニーファイ 1：20（主
の深い 憐 れ みはそのすべての業に及
ぶ）
アルマ 30：44；モーセ 6：63（すべて
のことが神の存在を証している）
教義と聖約 59：21（すべてのことにお
いて神の御手を認めなければ神を不快
にさせる）

い」も参 照。（ダウンロードできませ
ん）
デビッド・Ａ・ベドナー「主の深い憐れ
み」
『リ ア ホ ナ』2005 年 5 月，99 －
102；ビデオ ―
「主の深い 憐 れ み」
も参照

デビッド・Ａ・ベドナー「観 察が鋭い」
『リアホナ』，2006 年 12 月，14 － 20

ヘンリー・Ｂ・アイリング「記 憶にと ビデオ ―
「神 様はわたしたちのお父
どめ，覚えておきなさい」
『リアホナ』 様です」，
「わたしたちは神様と住んでい
2007 年 11 月，66 － 69；またはビデ ました」
（ダウンロードできません）
オ―
「記憶にとどめ，覚えておきなさ
「わが主よ，わが神」
『賛美歌』44 番

関連づける
教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。
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毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。

• この 1 週 間に福音の証を強めた経
験を，青少年に分 かち合ってもらいま
す。

• 神が自分の人 生を導き，守り，また
は祝福してくださっていると確信したと
きの経験を分かち合ってください。天
の御父に対する証を述べてください。

一緒に学ぶ
以下の活動は，青少年が生活の中で神の影響をどのように認識するか理解するの
に役立つでしょう。御霊の促しに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるい
は幾つか選んでください。
• このアウトラインの中で提案されて
いるビデオを一つ視聴させます。ビデ
オの登場人物が神を信じている理由を
聞き取るよう青少年に伝えます。この
人たちが周囲にあるという神の御手の
しるしは何でしょうか。青少年たちが
理 解できるほかのしるしは何でしょう
か。生活の中の天父の影響について証
を分かち合うよう青少年に勧めます。
• ヘ ンリー・Ｂ・アイリング 管 長 の
「記憶にとどめ，覚えておきなさい」を
読むか，または関連するビデオを視聴
するように勧めます。アイリング管長は
人生において神の御手を探し求めたた
めにどんな祝福を受けましたか。今経
験していることについて考え，アイリン
グ管長の提案した以下の質問に答える
よう青少年に勧めてください。「神はわ
たし個人に向けてメッセージを送られ
ただろうか。自分自身の生活に神の御
手を見ただろうか。」二人一組または小
さなグループで答えを分かち合うよう
励まします。青少年に「神の優しさに
気づき，覚えておく方法を見つける」た
めにどんなことをするか決めるよう勧め
てください。
• 青少年に，賛美歌「わが主よ，わが
神」を歌うか，聴く，または読むように
勧めます。ホワイトボードに，この賛美
歌の中で神の偉大さを示しているもの

のリストを書くか，または絵を描いても
らいます（賛 美 歌の下に引用してある
聖 句を読むこともできます）。 神の力
と愛を証する事 柄で，ほかにどんなこ
とが追 加できるでしょうか。自分なり
に天の御父を証する方法を考えるよう
青少年に勧めてください。例えば，リス
トを使って自分で短い賛美歌を書いた
り，または写真を撮ってスライドショー
を作ってもよいでしょう。以降のレッス
ンで，制作したものを分かち合うよう励
まします。

教師へのヒント
「一人の生徒に朗読させて
いるときは，ほかの生徒に
は聖文を目で追わせる。そ
して，特定の原則や概 念を
探させるとよい。読み始め
る前にその聖句の箇所を開
く時間を十分にとる。」
（『教
師，そ の 大 い な る 召 し』
56 ）

• 次の文をホワイトボードに書いてくだ
さい。「深い憐れみを
と定義し
ます。その一つの例は
です。も
し
なら，深い憐れみに気づかな
いかもしれません。」青少年に，デビッ
ド・Ａ・ベドナー長老の説 教「主の深
い憐れみ」の中の「主の憐れみとはな
んでしょうか」と小見出しが 付いた部
分を読み（または同じタイトルのビデオ
を視聴して），どんな言葉を入れてこの
文を完成するか考えるように勧めます。
考えを分かち合うよう勧めます。青少
年が気づいた生活の中の深い憐れみ
の例にはどんなものがあるでしょうか。
このような経験は，天の御父に対する
証をどのように強めたでしょうか。自分
の経験を分かち合ったら信仰を強める
助けができそうな人を考えるよう勧め
ます。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。生活の中でどのように天の御父の御手を認識するか理 解できたで
21

救い主の方法で教える
救い主は，簡単な物語や実
生活のたとえを分かち合わ
れました。信者 が，日常生
活や身の周りから福音の教
訓を見いだすよう助けられ
ました。すべてのことが 神
の存在を証していると青少
年が分かるのに役立つ例，
または経 験はありますか。
青少年にも同様の経験があ
るでしょうか。
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しょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべき
でしょうか。

行動するように勧める
今週生活の中で神の御手が分かる努力をするよう青少年を励ましてください。次
週のレッスンの初めに，その経験を分かち合うよう勧めてください。

精選されたリソース
もちろん，このメッセージにある「離れていても」とい
う夫の言葉は，軍 務のために家族と離れていること
を指していました。しかしこの姉妹にとっては，世を
最近，あるステーク大会で，わたしは主の深い憐れみ
去った永遠の伴侶であり子供の父親である人からの，
を目の当たりにしました。 4 人の子供を抱える，ある
地から叫ぶ者の声として，最も必要としていた霊的な
若い母親の感動的な証を聞いたときのことです。彼
確信と証がもたらされたのです。先に述べたように，
女の夫は，2003 年 12 月にイラクで命を奪われまし
主の深い憐れみは無作為に注がれるものでも，偶然
た。この信仰深い姉妹は，夫の死を知らされた後に，
に示されるものでもありません。わたしたちの忠実さ，
夫からのクリスマスカードとメッセージを受け取ったと
従順さ，謙遜さによって，生活に深い憐れみが注がれ
きのことを話してくれました。突きつけられた現実と
るのです。そして多くの場合，主の御心にかなったと
劇的に変化する生活の中で，この立派な姉妹は，時宜
きに初めて，そうした重要な祝福を認識し，心に留め
にかなった，深い憐れみに満ちた言葉を思い出すこと
られるようになるのです。
ができたのです。それは，家族は永 遠に一緒にいら
れるという夫の言葉でした。許可を頂きましたので， 主の深い憐れみの力を過小評価したり，軽々しく見過
ごしたりするようなことがあってはなりません。主の深
そのクリスマスカードから直接引用します。
い憐れみの簡潔さ，麗しさ，そして普遍性は，現在と
「世界一の家族へ。一緒にすばらしい時間を過ごし
将来にわたる困難に満ちた時代にあって，わたしたち
て，クリスマスのほんとうの意味を思い出してくださ
を強め，守るうえで，非常に大きな役割を果たします。
い。主はわたしたちを永遠の家族にしてくださいまし
必要な慰めや内なる喜びを言葉では表現できないと
た。だから，たとえ離れていても，わたしたちは一つで
き，説明がつかないことを伝えようとするとき，人生の
す。
不公平や不平等について論理や理性に訴えても十分
神様の祝福と守りがあって，このクリスマスをわたした な理解が得られないとき，この世での経験や評 価で
ちから天のお父様への愛の贈り物とすることができま は，望ましい結果を十分に出せないとき，さらに，自分
がまったく孤独に思えるとき，そのようなときこそ主の
すように。
深い憐れみによって祝福を受けるのです。さらに自ら
心からの愛を込めて。パパ，そして君の愛する夫よ を解放する力さえ与えられます（ 1 ニーファイ 1：20
り」
参照）。
デビッド・A・ベドナー「主の深い 憐 れ み」
『リアホ
ナ』2006 年 5 月号，99 － 102 から抜粋
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聖霊はわたしが福音を教えるのを
どのように助けてくださるでしょうか
福音を教えるとき，聖霊がほんとうの教師であることを謙遜に認めるべきです。わ
たしたちの特権は，聖霊が人々を教え，証し，慰め，霊感をお与えになるための器
となって仕えることです。御霊を受けるのにふさわしく生活し，準備し教えるとき
に導きがあるように祈り，教える人たちに御霊の影響を感じさせられるような雰囲
気を作り出すべきです。

霊的に備える
自分が御霊によって教えて
いるとどのようにして分かり
ますか。教えるにあたって，
青少年と分かち合うのにふ
さわしい霊的な経験があり
ますか。
青少年がほかの人々に福音
を教えるのはどのような機
会でしょうか。御霊によっ
て教えるとはどういうことな
のか理 解しているでしょう
か。青少年が，御霊に従っ
て教えることの重要性を感
じるためにどんな助けがで
きるでしょうか。

これらの聖文や資料をよく祈って研究してください。どんなことを青少年と分かち
合うべきだと感じますか。
ヨハネ 15：26；教義と聖約 50：13 －
22；52：9（慰め主は真理を教えるた
めに使わされる）
2 ニーファイ 33：1 － 2（聖 霊は人の
子らの心にわたしたちの言葉を伝えてく
ださる）
アルマ 17：3（モーサヤの息子たちは力
と権 威を持って教えるために自らを備
えた）

教義と聖約 42：11 － 17（御霊がなけ
れば教えてはならない）
ダリン・Ｈ・オークス「御 霊によって
教え，学ぶ」
『リアホナ』1999 年 5 月
号，14 － 24
マシュー・Ｏ・リチャードソン「御 霊
の方法で教える」
『リアホナ』2011 年
11 月号，94 － 96

「改 宗における御霊の力」
『わたしの福
教義と聖約 11：21；84：85（御霊は， 音を宣べ伝えなさい』92 － 93
わたしたちが 神のみ言葉を得ようと努
「御 霊によって教える」
『教 師，その大
めるとき，何を言えばよいか分かるよう
いなる召し』40 － 48
助けてくださる）

関連づける
教え，学ぶ際のその他のア
イデアについては，付録を
参照してください。

毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 教会のクラス，セミナリーまたは家
庭の夕べで，御霊を感じたときのことを
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考えるように伝えます。教師は御霊を
招くためにどんなことをしましたか。

• 青少年に，ほかの人に福音を教える
機 会を挙げてリストにするよう勧めま
す。正式な教師の責任と同様に，形式
張らない，偶然の場合も含めるように促
します。ホワイトボードに「御霊によっ

て教えるとはどういう意味ですか」と書
きます。青少年に，レッスンの間，リス
トに挙げた教える機会に関連して，こ
の問いにどのように答えるか深く考える
ように勧めてください。

一緒に学ぶ
以下の活動は，御霊によって教えるとは何を意味するのか青少年が理解するのに
役立つでしょう。聖霊の促しに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは
幾つか選んでください。
• 青少 年に，次の質 問から一つ 選 ん
でもらいます。「御霊によって教えるこ
とはなぜ大 切なのでしょうか。」
「御霊
は教師をどのように祝福なさるでしょう
か。」
「御霊はわたしたちが 教える人を
どのように祝福なさるでしょうか。」
「教
えるにあたって，御霊を招くにはどうす
ればいいでしょうか。」各自で，御霊に
よって教えることについての聖句（例え
ば，このアウトラインで提案している聖
句）を読んで，その聖句から自分が選
んだ質問の答えを見つけてもらいます。
聖句と見つけた答えを分かち合う時間
を取ります。

か」
「わたしたちは，どのように御霊の
方法で教えますか」といった質問の答
えを探すよう青少年に勧めます。見つ
けた答えを互いに分かち合ってもらい
ます。 教 師 が「御 霊の方 法に倣って」
教えていたという経験が青少年にあれ
ば，それはどのような経験だったでしょ
うか。次に彼らが教えるとき，どのよう
にその教師の模範に倣うことができる
でしょうか。

教師へのヒント
「沈黙を恐れてはならない。
質問に答えたり，自分の気
持ちを表現したりするのに
考える時間を必要とするこ
とがある。質問を投げかけ
た後， 霊 的 な 経 験を分 か
ち合った後，あるいは生徒
が自分の考えをよく表現で
きないときに，間を置くこ
とが必要である。」
（『教師，
その大いなる召し』67）

• クラスで，
『教 師，その 大 いなる召
し』41 － 42 ページにあるリチャード・
Ｇ・スコット長老の経験を読んでくだ
さい。青少年に二つの経験を比べても
• ダリン・Ｈ・オークス長 老 の 説 教 らいます。聖霊はどうして最初のレッス
「御霊によって教え，学ぶ」または『教 ンにはとどまらなかったのでしょうか。
師，その大いなる召し』40 － 48 ペー 二つ目のレッスンは何が違ったのでしょ
ジから，御霊によって教えるとはどうい うか。次にほかの人を教える機会があ
うことなのか青少年が理解するのに役 るとき，これらの経験から学んだことを
立つと思われる部分を，よく祈って選び 応用するために，どのように計画するか
ます。クラスを小さなグループに分け， 分かち合うよう青少年に勧めます。
選択した部分をグループで一緒に読ん
• 一人一人に『わたしの福音を宣べ伝
で，御霊によって教えるためにできるこ
えなさい』
（ 92 － 93 ページ）にある
とを挙げてリストを作らせます。学んだ
「改宗における御霊の力」のコピーを渡
ことをグループごとに発表し，それを聞
します。各自で読み，
「御霊によって教
いて自分たちのリストに加えるよう促し
えるとはどういう意味ですか」という質
ます。これから教える機会があるとき
問の答えを探してもらいます。見つけた
に，学んだことをどのように応用できる
ことを分 かち合うよう勧めます。専任
か深く考えてもらいます。
宣教師として奉仕する前に，今これを知
• マシュー・Ｏ・リチャードソンの説 ることがなぜ大 切だと感じるか，青少
教「御 霊の方 法 で 教 える」を読 んで， 年に尋ねます。自分で「個人学習」や
「御 霊はどのようにお 教 えになります 「聖文研究」の活動を終えるよう励まし
25

救い主の方法で教える
救い主が質 問なさると，教
えを受けた人々は深く考え
感じるようになりました。主
は，彼らが 質 問をしたり考
えを分かち合う機会を与え
られました。主は人々を愛
しておられ たので，彼らは
安心して考えや気持ちを分
かち合うことができました。
青少年にもそのように感じ
てもらうためにどんな助け
ができますか。
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ます（可能であれば，クラス内で時間 について書き留めて，今後のレッスン
を取って始めてもらうこともできます）。 のときクラスで分かち合うように勧めま
これらの聖句を読むときに受けた霊感 す。
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。どのように御霊によって教えるか理解できたでしょうか。ほかに質問
はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める
今日学んだことを通して，何を実行しようと感じたか，青少年に尋ねてください。
その気持ちに従って行動するよう励ましてください。御霊を求めて祈りながら，
フォローアップする方法を考えてください。

精選されたリソース
「改宗における御霊の力」
『わたしの福音を宣べ伝えな
さい』92 － 93
改宗するには聖霊の力が不可欠です。改宗の教義と
改 宗の経験を理 解するように努めてください。ボイ
ド・K・パッカー会長は改宗において御霊の果たす大
切な役割について次のように説明しています。

を教え，証することによって醸し出されます。御霊に
よって導かれるままに教え，また教えていることが真
実であると聖霊の力によって知っていることを証してく
ださい。
• あなたのメッセージを各人の必要に合わせるに当
たって，御霊の導きに従います。

「人が改宗するとき，そこには御霊の力があります。伝
道活動を成功させるには次の 3 つの状態が起きてい
なければなりません。

• 人々に行動を起こすよう勧めます。悔い改め，戒め
に従い，聖約を交わして守るときに彼らの信仰は強め
られます。

わたしたちは，求道者が改宗するために何を感じなけ
ればならないかを理解していなければなりません。

M・ラッセル・バラード長老は御霊の力を次のように
説明しています。「真の改心は，御霊の力を通じても
たらされます。御霊が心の琴線に触れるとき，心に変
化が生じます。 . . . . . . 人は御霊の働きかけを感じ
るとき，または生活の中で主の愛と憐れみが現れてい
るのを目にするときに，霊的に高められ，強められて
主への信仰が増していきます。御霊を伴うこれらの経

わたしたちは，御霊から与えられる改宗の力によって
教えるために宣教師が何を感じなければならないか
を理解していなければなりません。

さらにわたしたちは，会員が改宗を実現させるために
どのような思いを抱いていなければならないかを理 験は，人が喜んで御言葉を試そうとするときに自然に
解していなけれ ばなりません。」
（伝 道 部 会 長 大 会， 起こる事柄です。そしてわたしたちは福音が真実であ
る，と感じるようになるのです。」
（「今が，その時であ
1985 年 4 月 3 日）
る」
『リアホナ』2001 年 1 月号，89 ）
求道者，宣教師，会員が御霊の証を受けるときにどの
ように感じるかを理解すればするほど，あなたは次の 聖霊は人々の心に働きかけてこれらの変化を生じさ
せてくださいます。人々は決意を貫こうとするときに，
ような自分の役割をよく理解できるようになります。
聖霊の力をいっそう強く感じて，キリストに従う信仰
• 聖文を研究し，教義を教えるときに，霊的に強め を養うのです。このように，あなたは人々に悔い改め，
られ，思いが照らされるようにします。
決意をしてそれを貫くよう勧めることにより，彼らが信
仰にあって成長するよう助けなければなりません。
• 聖霊が 証されるような雰囲気を作り出し，その中
で教えます。そのような雰囲気は，回復のメッセージ
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単元の概要

2 月―救いの計画

この単元のアウトラインは，青少年が救いの計画の中で学び教えることの重要性について
理解するうえで役立つでしょう。十二使徒定員会のデビッド・A・ベドナー長老は次のよ
うに述べています。「信仰から学ぶことと経験を通して学ぶことは，御父の幸福の計画の
中核を成す二つの特色です。」
（「信仰によって学ぶ望みを持つ」
『リアホナ』2007 年 9
月号，16 － 24 ）あなたには，青少年が救いの計画についてより強い証を持ち，人々に教
える能力についてより自信が持てるよう助ける機会があります。青少年が学んでいること
について質問したり，さらに深く学んだり，発見したことをほかの人と分かち合ったりするよ
うに励ましてください。

今月は以下のアウトラインから選んでください。
天の御父の計画の中で学ぶことが大切なのはなぜでしょうか
救いの計画の中で福音を教えることが大切なのはなぜでしょうか
福音を学ぶときの選択の自由の役割は何でしょうか
どのようにしたら人が学習に参加するよう助けることができるでしょうか
救いの計画について学ぶときに教会の音楽をどのように使うことができるでしょうか

この単元をオンラインで見るには， lds.org/youth/learnにアクセスしてください。
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2 月―救いの計画

天の御父の計画の中で学ぶことが
大切なのはなぜでしょうか
天の御父がわたしたちを地上に送られた大きな理由の一つは，わたしたちが御父
について学び，より御父に似た者になれる経験を与えるためです。わたしたちが
従順で学ぶ意欲があるなら，神は生涯を通じて教えに教えを加え，わたしたちが
知る必要のあることを学べるよう助けてくださるでしょう。天の御父はわたしたち
が得た知識を活用して人々を祝福し，神の王国を築くよう期待しておられます。

霊的に備える
学び 続けるためにどのよう
な機会がありますか。学び
続けることによって，あなた
の人 生はどのように祝福さ
れてきましたか。
どのようにしたら青少 年が
生涯にわたって学び続ける
ことの重要性を理解できる
よう助けられるでしょうか。
青少年が現世のことと福音
を学ぶことの価値を見いだ
すためにできることは何で
すか。

よく祈って，これらの聖文と資料を研究してください。生涯学び続けるようあなた
を動機づけるのはどれでしょうか。
2 ニーファイ 28：27 － 30；教 義と聖 ダリン・H・オークスおよびクリスティ
約 98：11 － 12（主はわたしたちが 学 ン・M・オークス「学 問と末 日 聖 徒」
び，それ に従って生きるときに「訓 戒 『リアホナ』2009 年 4 月号，22 － 28
に訓戒を与え（て）」教えると約束され
「教育」
『若人の強さのために 』9 － 10
た）
「救 い の 計 画」
『真 理を 守る』120 －
アル マ 12：9 － 11；教 義と聖 約 50：
122
40（従順であり，学ぶ気持ちがあれば
わたしたちは生涯にわたって学び続け ビデオ ―
「あなたは十分知っている」
る）
（ニール・L・アンダーセン長老が学ぶ
ことによって訓戒に訓戒が与えられる
教義と聖 約 88：77 － 80（主は召しを
と教えている）
尊 ぶのに備えるようにわたしたちが 学
ぶことを望まれる）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 青少年は救いの計画の一部としてど
んなことを学びましたか。（例として，
聖約，従順，贖い，死後の世界）彼らは
どんなことを分かち合えるでしょうか。

• 「天の御父の計画の中で学ぶことが
大切なのはなぜでしょうか」とホワイト
ボードに書きます。レッスンの間中，こ
の質問について深く考え，考えられる答
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えを書き出す時間を与えます。クラス

の最後に書いたことを分かち合うよう
に勧めてください。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
生徒 から質 問を受けたら，
あなたが答えるのではなく，
ほかの生徒に答えさせるこ
とを考えてください。 例え
ば，このように言うことがで
きます。「興 味深い質問で
す。ほかの人はどう思いま
すか。」あるいは「この質問
に答えてくれる人はいます
か。」
（『教師，その大いなる
召し』64 ）

以下の活動は，どれも青少年を生涯学び続けるように動機づけるのに役立つで
しょう。御霊の導きに従って，あなたのクラスに最も適していると思うものを一つ，
あるいは幾つか選んでください。
• 青少年に一人一人に，このアウトライ
ンにある聖句を一つずつ読み，学習の
原則を探してもらいます。それぞれの
青少年に聖句の中の原則を表す絵や図
を描くように勧めます。青少年が 読ん
だ箇所について教え合うときにその絵
を使ってもらいます。これらの聖句は，
天の御父の計画の中で学ぶことが大切
な理由についてどう教えていますか。
• 青少年に『若人の強さのために 』の
「教育」の項を，参照聖句を含めて読む
ように勧めます。クラスの半分に天の
御父がわたしたちに望んでおられるこ
とを探してもらい，残りの半分に天の御
父が約束された祝福を見つけてもらい
ます。見つけたことを分 かち合い，自
分で努力しなければならないと感じる
ものを選ぶように勧めます。クラスとし
て，そのような分野を伸ばす方法につ
いて話し合い，主の勧告を応用するよ

救い主の方法で教える
救い主は自らが教えられた
ことの完 全な模 範でした。
ともに祈ることによって，弟
子たちに祈ることを教えら
れました。自分が愛し仕え
ることによって，愛し仕える
よう彼らに教えられました。
あなた が 教 える青 少 年 に
とって学ぶことを愛する模
範となるために，あなたは何
ができますか。
32

う個人的な目標を立てるよう励ましま
す。
• ビデオ「あなたは十 分 知っている」
を視聴させ，青少年がニール・L・アン
ダーセン長老の話から知識を得る方法
について何を学んだか，分かち合うよう
に勧めます。福音についてすべてを理
解できずに苦しんでいる友人に対して，
何を言ってあげられるでしょうか。天
の御父の計 画の中で学習の果たす役
割について友人が 理 解できるように，
彼らはどのような助けを与えることがで
きますか。
• 青 少 年 に『真 理 を 守 る』
（ 120 －
122 ページ）から「救いの計画」の項
を，引用聖句も含めて読んで，今まで知
らなかったことを探してもらいます。学
んだことを分かち合い，なぜ 天の御父
はわたしたちが学び続けることを望まれ
ているか話し合うよう勧めます。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。青少年は天の御父の計画に
おいて学ぶことが大切であることが理解できたでしょうか。どんな思いや印象を
抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費や
すべきでしょうか。

行動するように勧める
• 青少年が 友 達や家族に伝えたいと
思う救いの計画の一部について考える
よう勧めてください。そのテーマにつ
いて学ぶとき，彼らは何ができるでしょ
う。

• 生涯を通じて学習するよう務めると
きに受ける祝福についてあなたの証を
述べてください。

精選されたリソース
「教育」
『若人の強さのために 』9 － 10

てくれます。今，教育を得る計 画を立ててください。
自分 から熱 心に働いて，必 要ならば，進んで代価を
教育は天の御父の計画で重要な部分を占めています。
払ってください。支えや励ましが得られるように，教
それはあなたが天の御父に似た者となる助けとなりま
育に関するあなたの目標を，家族，友人，そして指導
す。天の御父はあなたが自らの知性を磨き，技術と才
者と分かち合ってください。
能，様々な責任を立派に果たす力，生きていることの
喜びを感じる能力を伸ばすよう望んでおられます。あ 一生涯，学ぶ意欲を持ち続けてください。学び続け，
なたが修得する教育は，現世にあっても来るべき世に 興味を広げる喜びを知ってください。あなたが利用で
あっても，あなたにとって価値あるものとなるでしょう。 きる様々な学ぶ機会に積極的に参加してください。
教育は社会や教会でより大きな奉仕ができるようあな
たを備えてくれます。自立し，家族や助けの必要な人
を養うためのより大きな助けをあなたに与えてくれま
す。また将来の伴侶にとっては賢明な相談相手や同
僚，将来の子供にとっては知識が豊富で有能な教師
になれるようあなたを助けてくれます。
教育は投資であり，とても大きな報いを与えてくれま
す。またほかの手段では得られない機会の扉を開い

あなたが受ける教育には霊的な学問も含めるべきで
す。聖文と末日の預言者の言葉を研究してください。
セミナリーやインスティテュートに参加してください。
天の御父の計画について生涯を通じて学び続けてく
ださい。このように霊的な事柄を学ぶことによって，
人生の様々な問題に対する答えを見いだし，聖霊を常
に伴侶とすることができるでしょう。
アルマ 37：35；教義と聖約 88：77 － 80
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2 月―救いの計画

救いの計画の中で福音を教えるこ
とが大切なのはなぜでしょうか
幸福の計画の目的を成就するためには，天の御父の子供たちは福音について学
ぶ必要があります。だからこそ，神はわたしたち一人一人が家族やほかの教会員，
そして福音を受け入れていない人々に福音を教えることを必要とされるているのです。

霊的に備える
あなたは福音の教師からど
のような影 響を受けました
か。あなたが教える青少年
にあなたはどのような影 響
を与えていますか。
あなたのほかにクラスの青
少年を教えているのは誰で
すか。それらの教師たちは
青少年の人 生にどのような
影響を与えていますか。
青少年はいつ教える機会が
ありましたか。彼らはどのよ
うにして人を助けたでしょう
か。

よく祈って，以下の聖文や資料を研究してください。青少年と分かち合うべきだと
感じるのはどれですか。
ルカ 2：46 － 52（若いうちから救い主
は福音の真理を人々に教えた）

教 義 と 聖 約 43：8；88：77 － 80（主
は互いに教え合うように言われる）

2 ニーファイ 2：8（これらのことを知ら 『教師 ― その大いなる召し』3 － 4
せるのはとても大切である）
ビデオ―
「教えることは命を救う」

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 先週青少年が日曜学 校で学んだこ
とをチェックしてください。彼らは，先
週どのように学習を続けたでしょうか。
• だれかから有意義な方法で何かを
学んだ経験について話してもらいます。
あなたの経験を分かち合うこともでき
ます。

• 青少年が福音を教えたときのことに
ついて話すよう勧めてください。（例と
して，家庭，友人，教会）なぜ教えるこ
とは神の子供たちの計画の中で大切な
のでしょうか。

一緒に学ぶ
教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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以下のそれぞれの活動は青少年が天の御父の計画の中で福音を教える重要性を
理解するのに役立つでしょう。御霊の導きに従って，あなたのクラスに最も適して
いると思うものを一つ，あるいは幾つか選んでください。

• 神 殿 で 教 える 救 い 主 の 絵 を見 せ
（『福 音 の 視 覚 資 料 集』34 参 照），青
少 年にルカ 2：46 － 52 を読むように
勧めます。 救い主は少 年であっても，
教えることの大切さをどのように感じて
いたのでしょう。この話は天の御父の
計画の中で教えることの重要性につい
てほかに何を教えていますか。青少年
に現在持っている教える機会をすべて
箇条書きにしてもらいます（形式的で
ない状況，例えば友人との会話のよう
なものを含めるよう勧めます）。挙げら
れたものの中からどれかを選び，この
質問についてよく考えるよう勧めてくだ
さい。「この教える機会を生かして，わ
たしはどうしたら天の御父の計画を実
行する助けとなれるだろうか？」彼らに
思っていることを分かち合ってもらいま
す。
• ビデオ「教えることは命を救う」を
見せ，青少年に両親や家族を含む印象

的な福音の教師について考えてもらい
ます。二人一組で，思いつく教師につい
て互いに話し合うよう勧めます。これら
の教師を印象的にしたのは何でしょう。
彼らはどのようにして天の御父の計画
を遂行する助けとなりましたか。青少
年が彼らの模範に従うには何ができま
すか。
• 青 少 年 が『教 師，その 大 いなる召
し』の 3 － 4 ページを 読 み，
「福 音を
教えることはなぜ救いの計画で重要な
のでしょうか」という質問の答えとなる
文章を探すように勧めます。青少年が
小さなカードにその文章を書いたら，集
めます。そのうちの一つを読み，書い
た人が前に出て，なぜそれを選んだの
か説明してもらいます。選んだ文章を
表すような経験があったら，それを分か
ち合うよう青少年を励まします。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。救いの計画の中で教えるこ
とが果たす役割が理解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。
ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。

教師へのヒント
「あなたの 最 大 の 関 心 は，
感 動的なレッスンをするこ
とではなく，青少年が 福音
を学ぶように助けることに
向けられていなければなら
ない。これには青少年が教
え合う機 会を与えることも
含まれる。」
（『教師，その大
いなる召し』64 ）

救い主の方法で教える
救い主は人々に福音を教え
るために自らを備えられま
した。一人で祈りと断食を
する時 間を持たれました。
主は天の御父の導きを求め
ました。青少年を教えるた
めに，あなたはどのように霊
的に備えることが できます
か。

行動するように勧める
• 青少年に今日，教えたことについて
どのような印象を持ったか尋ねてくださ
い。これらの印象に従って行動するた
めに彼らは何ができるでしょうか。

• 教えることの重要性についての証を
分かち合ってください。
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精選されたリソース
『教師，その大いなる召し』3 － 4 から抜粋
天父の計画における教育の役割
選択の自由を義にかなって十分に行使するには，救い
主とその福音について学ぶ必要がある。天父がその
子供たちのために作られた計画の中で福音を教える
ことがいつも非常に重要な役割を果たしてきたのはそ
のためである。
わたしたちは生まれる前の霊界において「最初の教え
を受け，主の定められたときに出て行って人々の霊の
救いのために主のぶどう園で働く準備をしたのであ
る。」
（教義と聖約 138：56 ）アダムとエバがエデンの
園から追放された後，主は天使を遣わして贖いの計画
をお教えになった（アルマ 12：27 － 32 参照）。後に
主はアダムとエバに，これらのことを子 供たちに「率
直に教え」るように命じられた（モーセ 6：57 － 59
参照）。

すべての会員が教師である
復活された救い主はニーファイ人にこうお教えになっ
た。「あなたがたの光を掲げて，世の人々に輝き渡る
ようにしなさい。見よ，あなたがたの掲げる光とは，わ
たしである。すなわち，わたしが行うのをあなたがた
が見た，その行いである。」
（ 3 ニーファイ 18：24 ）こ
の教えの中で主は，主の声を聞いた人を区別される
ことはなかった。全員に教えるよう命じられたのであ
る。
それは今日でも同じである。福音を教える責任は，教
師としての正規の召しを受けている人に限られない。
皆さんは，末日聖徒イエス・キリスト教会の会員とし
て，福音を教える責任がある。親や息子，娘，夫，妻，
兄弟，姉妹，教会指導者，クラスの教師，ホームティー
チャー，訪問教師，仕事の同僚，隣人，友人として，皆
さんには福音を教える機会がある。話す言葉や証に
よって人々の前で直接教えることもあるが，常に模範
を通して教えている。

福音のすべての神権時 代において，主は贖いの計画
を教えるように命じられた。主は天使を遣わし（モー
主は言われた。「人の不死不滅と永遠の命をもたらす
サヤ 3：1 － 4；モロナイ 7：29 － 32；ジョセフ・スミ
こと，これがわたしの業であり，わたしの栄光である。」
ス― 歴 史 1：30 － 47 参 照），預 言者を召し（アモス
（モーセ 1：39 ）神の子の救いと昇栄において福音を
3：7 参照），聖文を授け（教義と聖約 33：16 参照），
教えることがどのような役割を果たすかについて考え
民が聖霊の力によって真理を知ることができるように
るとき，これ以上に気高く神聖な務めがほかにあるだ
助けられた（1 ニーファイ 10：19；モロナイ 10：5 参
ろうか。教師の召しには理解を深め，教える技術を高
照）。また主は従う者たちに，福音を家族にも（申命
めるための熱心な努力が求められる。しかし，主が命
6：5 － 7；モ ー サ ヤ 4：14 － 15；教 義と聖 約 68：
じられた方法で教えるならば，主が皆さんの力を増し
25 － 28 ），教会員にも（教 義と聖 約 88：77 － 78 ，
加えてくださる。教えることは愛の働きであり，人々が
122 参 照），そして完 全な福音をまだ受けていない
選択の自由を義にかなって使ってキリストのもとへ行
人々にも（マタイ 28：19 － 20；教 義と聖 約 88：81
き，永遠の命の祝福を受けるのを助ける機会なのであ
参照）宣べ伝えるように命じられた。. . . . . .
る。
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2 月―救いの計画

福音を学ぶときの選択の自由の役
割は何でしょうか
天の御父はわたしたちを強いられるものとしてではなく行動するものとして創造さ
れました（ 2 ニーファイ 2：26 参照）。この原則は福音を学ぶという取り組みを含
む，わたしたちの死すべき人生のすべての状況にあてはまります。わたしたち一人
一人は自分のために福音を学ぶ必要があります。だれも代わりに学ぶことはでき
ません。福音を学ぶということは自発的な経験であり，受け身のものではありませ
ん。選択の自由を使って熱心に真理を求めるならば，主は光と知識を増してわた
したちを祝福してくださいます。

霊的に備える
最 近学んだことについて思
い出してください。 それを
学ぶためにあなたは何をし
ましたか。どのように感じ
ましたか。
福音を学ぶにあたって青少
年が参加できる方法にはど
のようなものがありますか。
あなたのクラスのだれ が，
学ぶことに積極的に取り組
んでいるように見えますか。
そうで な い の は だ れで す
か。青少年がクラスでも個
人でも学習に積極的に参加
するのを励ますために，ほ
かの教師とどのように協力
して働くことができますか。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

以下の資料を学んでください。青少年が学習に積極的に参加するという意味を
理解させるのを助けるために，どの聖句，あるいはどの例を使うことができますか。
ヨハネ 7：17（天の御父の教えを知るに
はみこころを行わなければならない）
ヤコブ 1：22（御言葉を聞くだけでなく
行う者となりなさい）
1 ニーファイ 10：19（わたしたちが 熱
心に真 理を求めるなら，見いだすであ
ろう）
2 ニーファイ 2：26（わたしたちは強い
られずに行動するべきである）

教 義と聖 約 50：24（わたしたちが 真
理を受け，行うなら，さらに真理を受け
る）
教義と聖約 88：118（研究と信仰によ
り学問を求めるべきである）
デビッド・A・ベドナー「信仰によって
学ぶ望みを持つ」
『リアホナ』2007 年
9 月号 16 － 24

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• セミナリー，聖餐 会，個人の聖文学
習などで学んだことを挙げるよう勧め
ます。クラスとして，それらすべてのこ
とが救いの計画とどのような関係があ
るのか話し合います。

• 積極的に参加したお気に入りのレッ
スンについて話すよう，青少年に勧めて
ください（例として，家庭の夕べ，ホー
ムティーチング，日曜学 校のクラス，初
等協会）。彼らは参加するために何を
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しましたか。参加することにより，どの
ようにもっとよく学ぶことができました
か。学習に参加するためのほかの方法
にどんなものがありますか。（クラスで

発言することだけが参加する唯一の方
法ではないということを指摘してもいい
でしょう。）

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「聖典と末日の預言者の教
えから答えを見つけさせる
ような 質 問 をする。」
（『教
師，そ の 大 い な る 召 し』
62 ）

以下にあげる活動は，青少年が活発に福音を学ぶ動機づけをするのに役立つで
しょう。御霊の導きに従って，あなたのクラスに最も適した活動を一つ，あるいは
幾つか選んでください。
• 聖文の中から積極的に福音を学ぶ
ことを求めた人々について，幾つか 例
を挙げるよう青少年に勧めます（例と
して 1 ニーファイ 2：14 － 16〔ニーファ
イ〕，教 義と聖 約 138：1 － 11〔ジョセ
フ・F・スミス〕，ジョセフ・スミス－歴
史 1：10 － 18〔ジョセフ・スミス〕参
照）。青少年がこれらの例を読むと，彼
らは福音の学習にどのような原則を見
いだすことができますか。（例えばニー
ファイは父の教えを聞き，自分でも知り
たいと望み，その望みに従って行動しま
した。）青少年は救いの計 画について
何を知りたいと思いますか。どのように
してこれらの原則を自分の学習を進め
るのに応用できるでしょうか。
• 青少年にデビッド・A・ベドナー長
老の説教「信仰によって学ぶ望みを持
つ」という記 事の「信 仰によって学ぶ
望みを持 つ：主体 性を持って行 動 す
る」の部分を読むように勧めます。ベ
ドナー長老が勧めている福音の学習に
もっと責任を持つために青少年ができ
ることは何か注目するように言います。

救いの計画について自ら学ぶ取り組み
にベドナー長老の勧めを取り入れるた
めには，何をしたらよいでしょうか。
• ホワイトボードにこのアウトラインで
提示している聖句を書きます。以下の
質問の答えを探しながら，クラスの一人
一人に聖句を読んでもらいます。学ぶ
ことに熱心に取り組むことにより，どん
な祝福がもたらされますか。青少年に
見つけた答えを分かち合ってもらいま
す。個人で以下の文を完 成させるよう
に勧めます。「わたしは . . . . . . をし
て福音を学ぶことに熱心に取り組もう
と思います。」何人かの青少年にクラス
で計画を発表してもらいます。
• 青少年に，福音を学ぶ者としての役
割に応用できる主の教えを探しながら
教 義と聖 約 58：26 － 28 を読 むよう
勧めてください。生徒としてしなければ
ならない選択のリストを作ってもらいま
す（例としてクラスで発言するか否か，
あるいはクラスのためにどのように霊的
に備えるか）。これらの選択の結果は
どうなりますか。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。福音を学ぶときの選択の自由
の役割が理解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに
質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。
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救い主の方法で教える

行動するように勧める
• 青少年が 教会のほかのクラスで救 • 熱心に探求することからあなたが得
いの計画を学ぶときに習ったことを応 た祝福の証を述べてください。
用するために彼らは何が できますか。
彼らが積極的に学ぶ者となるためにあ
なたはどのように助けることができます
か。

救い主は教えるときに簡単
な 物 語，たとえ，実 例を使
われました。主は人々が自
分の経験から福音の教えを
見いだすことが できるよう
に助けられました。どのよ
うにしたらあなたは青少年
が教えられている例を自分
自身の生活にあてはめる助
けができるでしょうか。
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精選されたリソース
デビッド・A・ベドナー「信 仰によって学ぶ望みを持
つ」
『リアホナ』2007 年 9 月号，
16 － 24 から抜粋
すべての英知ある者に行動を促す力という意味での
信仰は，福音を学ぶこととどのような関係があるので
しょうか。信仰によって学ぶ望みを持つとは，どうい
う意味でしょうか。
神が創造されたものはすべて，作用するものと作用さ
れるものに分けられます（ 2 ニーファイ 2：13 － 14 参
照）。天の御父の息子，娘として，わたしたちには，選
択の自由という賜 物つまり個々に行動する能力と力
が与えられています。選択の自由（英語では agency
〔エージェンシー〕）を与えられているわたしたちは，作
用する者（英語では agent〔エージェント〕）です。つ
まり受け身でいるだけではなく，主体性を持つことが
まず必要であり，霊的な知識を得て応用するときは特
にそうしなければなりません。
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したちは聖霊から教えを受けて学びたいという意欲を
天の御父とその御子イエス・キリストに示しているの
です。このように，信仰によって学ぶ望みを持つとは，
道徳的な選択の自由を働かせて，待ち望む事柄への
確信に基づいて行動し，唯一まことの教師であられる
主の御霊から，見ていない事柄への確証を受けること
なのです。

信仰から学ぶことと経験を通して学ぶことは，御父の
幸福の計画の中核を成す二つの特色です。救い主は
贖罪によって道徳的な選択の自由を守られ，人が信
仰によって行動して学ぶことを可能としてくださいまし
た。御父の計画に逆らったルシフェルは，人の選択の
自由を奪うことによって，わたしたちを受け身でしか学
べない者にしようとしました。. . . . . .

求道者が信仰によって学べるよう，宣教師がいろいろ
と助けているところを思い浮かべてください。モルモ
ン書を読んで祈る，教会に出席する，戒めに従うなど
の霊的な決意をしてそれを守るには，求道者が 信仰
を働かせて主体的に行動しなければなりません。宣
教師の基 本的な務めの一つは，求道者が決意をし，
それを守れるように助けること，すなわち信仰によっ
て行動し，学べるように助けることです。教え，勧め，
説明することは大 切ですが，それだけでは回復され
た福音が真実であるという証を伝えることはできませ
ん。求道者が信仰に基づいて行動を起こし，心の扉
を開くまで，聖霊はその心に確認の証を与えることが
おできにならないのです。宣教師が御霊の力によっ
て教えられるようになる必 要があるのは明らかです
が，同じように重要な責任として，宣教師には，求道
者が信仰によって学べるように助ける必要があるので
す。. . . . . .

正しい原則に従って行動することによって選択の自由
を働かせる学習者は，聖霊に心を開きます。そして聖
霊からの教え，聖霊による証の力，そして聖霊による
確認の証を受けることができます。信仰によって学ぶ
望みを持つには，外からの影響を受けるだけでなく，
霊的，精神的，肉体的な努力が必要です。信仰に鼓
舞されて行動し，真心をこめて努力し続けるとき，わた

信仰によって学び，霊的な真理を生活に応用するのは
最終的には個人の責任です。今もこれからも生活を
続けるこの世界において，信仰によって学ぶ責任はま
すます重要になっていきます。わたしたちは，教師の
助け，教 授法，テーマ，工夫されたレッスンによって，
何を，いつ，どのように学ぶかを知る助けを得られま
すが，それですべてを学べるわけではありません。

2 月―救いの計画

どのようにしたら人が学習に参加
するよう助けることができるでしょうか
わたしたちは皆，自ら熱心に努力して福音の教義を学ぶ責任があります。わたした
ちは福音を教える者として，青少年が自ら学ぶことに責任を持つよう助けることが
できます。わたしたちは人々が福音を研究し，理解し，それに沿って生活する望
みを呼び起こすことができます。わたしたちは生徒が自分で福音の原則を見いだ
し，神から力を得るのを助けるときに，教師として最も成功したと言えるでしょう。

霊的に備える
あなたが生徒として有意義
に参加した経験にはどのよ
うなものがありますか。参
加しな いとどん な 経 験 に
なってしまいますか。
人が学ぶときに有意義な参
加をするための方法として，
意見を述べるほかにどんな
ものがありますか。参加を
促すためにあなたは何をし
ますか。
青少年が教えた経験にはど
んなものがありますか。彼
らは自分の教える人を参加
させるためにどのように促し
ましたか。彼らの経験をも
とに，どのようにそれを発展
させられるでしょうか。

よく祈って，以下の聖文と資料を学んでください。あなたが教える青少年にとって
どれが一番助けとなると感じますか。
マタイ 16：13 － 16（救い主はペテロに
証するよう招く）
マ タ イ 28：18 － 19； ル カ 10：1 － 9
（救い主は弟子たちに，
人々に教え，仕え
る責任を与える）

3 ニーファイ 17：1 － 3（救い主は人々
にもっと学ぶように自らを備えるように
招く）
教義と聖約 88：122（学ぶ者は考えや
洞察を分かち合い，互いに耳を傾ける
ときに高められる）

マルコ 10：17 － 21（救 い主は 教 えた
人々に信仰を持って行動するよう招く） デビッド・A・ベドナー「目をさましてう
むことがなく」
『リアホナ』2010 年 5
ルカ 7：36 － 43（救い主は教えた人々
月号，40 － 43
にメッセージをよく考えるように質問す
る）
「熱 心に学ぶように勧める」
『教 師，そ
の 大 い なる 召 し』60 － 74 ，208 －
ヨハネ 3：1 － 13（救 い主は人々の 質
212
問に答える）
LDS.org「熱心に学ぶように勧める」
3 ニーファイ 11：13 － 15（救 い 主 は
人々に御自分が何者であるか知るよう
に招かれる）

関連づける
教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
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• クラスの外でした最近の学びや教え
る経験について青少年に分かち合って
もらいます。先週教えた原則がどのよ
うに役に立ちましたか。
• 教師だけが話して，青少年は参加す
ることを求められないクラスに参加す

るデメリットについて話し合うよう，青
少年に勧めます。学ぶ者が参加できる
様々な方法のリストを彼らが作れるよ
う助けてください（クラスの内外で）。
教師はどのようにすればこのような参
加を促すことができますか。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「耳を 傾けることは一つの
愛の表現である。耳を傾け
ることはしばしば犠 牲を要
求される。人々の話に心か
ら耳を傾けるには，彼らの
考えていることを表現させ
るために自分の言いたいこ
とを抑えなければならない
ことがある。」
（『教師，その
大いなる召し』66 ）

以下の活動は，青少年が福音を教える相手が学習に参加するよう助けるのに役に
立つでしょう。御霊の導きに従って，あなたのクラスに最も適していると思うもの
を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 青少年が『救い主の方 法で福音を
教える』の 4 － 5 ページを読んで，救
い主が人々を自ら学びに参加するよう
招いた方法について，ホワイトボードに
書き出します。二人一組になってリスト
から項目を選び，聖文の中で救い主が
この方法（このアウトラインで提示され
ているような）で教えた例を見つけるよ
う割り当てます。教師が同じような方
法で教えたときの彼ら自身の経験をに
ついても，考えてみるよう勧めることも
できます。それぞれの組が見つけたこ
とをクラスで分かち合ってもらいます。
青少年が教えるときに救い主の方法を
どのように取り入れることができるか話
し合います。生徒をこれらの方法に参
加させることはなぜ大 切なのでしょう
か。
• クラスの前に複 数の 青少 年に『教
師，そ の 大 い なる 召 し』の 63 － 74
ページの一つの原則について学ぶよう
割り当てをします。学んだ原則につい

て，クラスでほかの青少年に教える準
備をしてきてもらいます。プレゼンテー
ションの一部として，学習する人が個人
学習に積極的に取り組むために自分の
選んだ原則がどのように役に立ったか
説明してもらいます。また，教えるにあ
たってはその原則を応用するよう励まし
ます。
• LDS.org の「熱 心に学 ぶよう勧め
る」の中の 3 つのビデオを見せ，デビッ
ド・A・ベドナー長老の「目をさまして
うむことがなく」の「作用する者になる
よう子供に勧める」を読むよう勧めてく
ださい。福音を教える教師は生徒に個
人学習に積極的に取り組むよう促すべ
き理由をみつけ，分かち合ってもらいま
す。今までにデビッド・A・ベドナー長
老が述べる方法で教師が教えたときの
例について，青少年に話し合うよう勧め
ます。このように教えることは彼らの学
習にどのような効果がありましたか。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どうしたら人が学習に参加す
るように助けることができるか理解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべ
きでしょうか。
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救い主の方法で教える

行動するように勧める
青少年が持っている救いの計画について人々に教える機会について彼らに考える
よう勧めてください。自分が教える人々が実りある参加ができるような方法を計
画するよう励ましてください。いつかレッスンで何をしたか分かち合うよう勧めて
ください。

救い主は簡単な物語，たと
え，実生活での例を使って
人々が主の教えられたこと
を理 解できるようにしまし
た。主は人々が自分の経験
から福音の教えを見いだす
ことが できるように助けら
れました。人々が福音を熱
心に学ぶ 者となるように青
少年はどのような助けを与
えることができますか。

43

精選されたリソース
デビッド・A・ベドナー「目をさましてうむことがなく」 んで話し合い，家庭で何げなく証を述べることを土台
とします。例えば，モルモン書を読んで学んだことに
『リアホナ』2010 年 5 月号，
40 － 43 から抜粋
ついて，また家庭での福音の話し合いや何げない証
福音の学習者であるわたしたちは「御言を行う人に
の中で最 近強調されたことについて，子供が質問を
なり . . . . . . ただ聞くだけの者となっては」なりませ
用意して家庭の夕べに参加する場面を想像してくださ
ん（ヤコブの手紙 1：22 ）。選択の自由を正しく使い，
い。さらに，子供の質問に答えるために親が十分に準
正しい原則に従って行動するとき，わたしたちの心は
備できていない様子を想像してください。あらかじめ
聖霊の影響を受けやすくなり，教え証する聖霊の力を
答えが準備できないそのような家庭の夕べに不安を
招くことができます。信仰によって行動し，学問を求
感じる親もいるでしょう。でも，最良の家庭の夕べは，
めるように子供を助けることは，親の神聖な務めです。
レッスンプランと視覚教材の一式を前もって準備した
そして，このように学べないほど幼すぎる子供はいま
り，購入したり，ダウンロードしたりしなければできな
せん。
いわけではないのです。家族が一緒に聖句を探した
魚をもらえば 1 食は賄えます。魚の取り方を学べば り，聖霊から教えを受けたりするのは，何とすばらしい
一生食べていけます。親であり福音の教師である皆 機会でしょう。「教えを説く者は聞く者よりも偉いわけ
さんやわたしの仕事は，魚を与えることではなく，魚の ではなく，教える者は学ぶ者よりも偉いわけではない
. . . . . . 彼らは皆，各々自分の力に応じて働い
取り方を学び，霊的に安定するよう子供を助けること ので，
た。
」
（アルマ
1：26 ）
です。このきわめて重要な目標を達 成する最も良い
方法は，正しい原則に従って行動するよう子供を励ま
し，実践によって学ぶよう助けることです。「神のみこ
ころを行おうと思う者であれば，だれでも，わたしの
語っているこの教が神からのものか，
. . . . . . わかる
であろう。」
（ヨハネ 7：17 ）このような学習には，単に
受け身の姿勢ではなく，霊的，精神的，肉体的に努力
することが求められます。
福音の学習者である子供に，作用される者ではなく
作用する者になるよう勧めることは，モルモン書を読
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皆さんやわたしは，研 究と信仰によって学問を求め，
自ら選択し行動する者となるよう子供を助けているで
しょうか。あるいは，教えられるのを待つようにしつ
けてきたでしょうか。親であるわたしたちは大抵の場
合，子供に霊的な魚に相当するものを与えていないで
しょうか。それとも，自ら学び，確固として動かずに立
てるよう常に助けているでしょうか。熱心に求め，捜
し，たたくよう子 供を助けているでしょうか（ 3 ニー
ファイ 14：7 参照）。

2 月―救いの計画

救いの計画について学ぶときに教
会の音楽をどのように使うことが
できるでしょうか
大管長会は次のように教えています。「賛美歌を歌うことが，すばらしい説教とな
ることもあります。賛美歌は，人を悔い改めと善い行いへと駆り立て，証と信仰を
強めてくれます。また，疲れた者を元気づけ，悲しむ者を慰め，そして最後まで堪
え忍ぶように励ましを与えてくれます。」
（『賛美歌』ix ）救いの計画に関連したも
のも含め，福音のほとんどの原則は賛美歌やほかの教会の音楽から大いに学ぶこ
とができます。

霊的に備える
あなたは賛美歌やほかの教
会の音楽からどのような福
音の真理を学んだことがあ
りますか。音楽はあなたの
証と信仰にどのような影 響
を与えましたか。どんな経
験から音楽の持つ力を学び
ましたか。
音楽はあなたが教える青少
年の生活にどのような影響
を与えていますか。音楽が
持つ人を高める力について
教えるとき，どの青少 年が
助けとなれると思いますか。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

よく祈って，以下の聖文と資料を研究してください。青少年と分かち合うべきだと
感じるのはどれですか。
コロサイ人への手 紙 3：16（賛 美 歌や 「音楽とダンス」
『若人の強さのために 』
音楽を通じて互いに教え合う）
22 － 23
教 義と聖 約 25：12（義 人の 歌は主へ 「大 管 長 会 はしが き」
『賛 美 歌』9 －
の祈りとなる）
10
ダリン・H・オークス「音 楽 による 礼 「音 楽の効 果によりレッスンの質を向
拝」
『リアホナ』1995 年 1 月号，11 － 上させる」
『教 師，その大いなる召し』
13
172 － 173
教会音楽ウェブサイト

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 救いの計画について友人に話したい
と思うことを青少年に分かち合ってもら
います。友人が学ぶのを彼らはどのよ
うに助けることができますか。

• クラスで賛美歌から「大管長会のは
しがき」
（ 9 － 10 ページ）を読んでく
ださい。青少年に，大管長会がわたし
たちに勧めていることや約束された祝
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福について，ホワイトボードに箇条書き
に書いてもらいます。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「青少 年に質 問に答える準
備をさせるために，何かを
読んだり，提示したりする前
にあらかじめ青少年から意
見を求めるつもりでいるこ
とを告げておくとよい。 例
えば，
『これ から読 む 聖 句
を聞いて，いちばん関心を
持ったことを話してくださ
い』あるいは『この聖 句を
読んでいる間，主が信仰に
ついて何を語りかけようと
しておられるかを理 解でき
るよう注 意していてくださ
い』などと言うことが でき
る。」
（『教師，その大いなる
召し』69 ）

救い主の方法で教える
救い主は教える人々を信頼
しておられました。主は彼
らを備えられ，教 え，祝 福
し，人に仕えるという重大な
責任をお与えになりました。
青少年を教えるというあな
たの召しは，救い主があな
たを信 頼していることを証
明するものだとどのように分
かりますか。 どうしたら青
少年に，彼らの教える能力
を信 頼していることを示す
ことができるでしょうか。
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以下の活動は，青少年が救いの計画についてもっと学ぶために教会の音楽を使う
のに役立つでしょう。御霊の導きに従って，あなたのクラスに最も適していると思
うものを一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 青少年に救いの計画に関連した音
楽を探すために賛 美 歌や子 供の歌 集
の主題別索引の使い方を教えます。そ
れぞれの青少年が賛美歌，または子供
の歌を選び，歌詞や関連した聖句（楽
譜右下にあります）を学ぶよう勧めま
す。賛美歌の歌詞から，青少年は救い
の計画について何を理解することがで
きますか。
• 教会の音楽で得た霊的な経験を分
かち合ってもらいます。その経験を彼
らにとって意義深いものにしたのは何
でしょうか。音楽はどのようにして，ほ
かの福音の真理を教える助けとなり得
るでしょうか。『教師，その大いなる召
し』の「音楽の効果によりレッスンの質
を向上させる」
（ 172 － 173 ページ）の
セクションを読むように勧めます。そこ
には教えるときに音楽を使う５つの方
法が紹介されています。青少年が興味
を持った提案を選 択し，そのセクショ
ンを個人でまたは小さなグループで学

ぶよう勧めます。終わったら，学んだこ
とをクラスで発表し，救いの計画につい
て人に教えるためにどのようにその提
案に従うか実演してもらいます。彼ら
はどの賛美歌，または歌を使うでしょう
か。
• 「前 世」，
「現 世」，
「死 後 の 世 界」と
いう見出しをホワイトボードに書きます。
「高きに栄えて」
（『賛美歌』180 番）を
歌うか，聴くかしてもらいます。この賛
美歌が，救いの計画のこれらの３つの
段階について何を教えているか見つけ
るよう話し，分かったことをホワイトボー
ドに書いたそれぞれの見出しの下に書
き込んもらいます。青少年はほかにこ
の賛美歌から，天の御父の計画につい
てどんなことを学べるでしょうか。救い
の計画について教える賛美歌や子供の
歌として，ほかに何が思い浮かぶでしょ
うか。青少年に御霊が音楽を通してわ
たしたちに教える方 法についての思い
や気持ちを分かち合うように勧めます。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。救いの計画について教え，学
ぶときに教会の音楽をどのように使うことができるか理解できたでしょうか。どん
な思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマに
もっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める
音楽を使って教え，学ぶことについて今日学んだことを青少年に深く考えてもらい
ます。彼らは学んだことにより何をしようと動機づけられましたか。彼らの福音
の学習にどのような影響を与えますか。彼らの音楽についての考え方でしょうか。
彼らの将来教える機会でしょうか。

精選されたリソース
「音 楽の効 果によりレッスンの質を向上させる」
『教
師，その大いなる召し』172 － 173 から抜粋

歌集』74 ）のように，聖句に対応する賛美歌を生徒に
歌わせることができる。

福音の原則を教える，もしくは復習する

生徒が証を育て，表現するのを助ける

ほとんどの賛美歌は，福音の原則を教えたりすでに教
えた原則を復習するのに役立つ。

生徒が賛美歌や教会のほかの歌を歌うとき，御霊は
生徒に学んだ原則の真実性について証される。歌詞

原則を教えるのに歌を用いる際，生徒に，歌の伝えよ
うとしている内容について考えさせたり，話し合わせた
りするために質問してみるのもよいであろう｡ 例えば，
生 徒に「戒めを守る人を」
（『賛 美 歌』193 番，
『子 供
の歌集』68 ）を歌わせる前に，
「戒めに従うとき，心の
安らぎと平安を感じられるのはなぜだと思いますか」
と尋ねてみることもできる。逆境と向き合うわたしたち
を救い主が助けてくださることを生徒に理解させるの
には，
「主のみ言葉は」
（『賛美歌』46 番）を用いるこ
とができる。
福音の原則を教えた後で，生徒に「その原則を思い出
すのにどの賛美歌が役立つでしょうか」と尋ねるのも
よいであろう。その後で生徒が提案した賛美歌の中
から 1 曲を歌う。子供たちに教えるときは，あなたが
歌い，その歌がレッスンにどのように当てはまるかを
尋ねるのもよい。その後子供たちも一緒にその歌を
歌うよう促すこともできる。
聖文への洞察を与える
教会の賛美歌集に収められている賛美歌には，それ
ぞれ参照聖句が付され，賛美歌集の巻末にはその索
引が 設けられている（『賛 美 歌』346 － 350 参 照）。
『子供の歌集』にあるほとんどの歌にも，参照聖句が
付されている。特定のレッスンに最適な歌を見つける
ためにこうした参照聖句を利用することもできる。例
えば，ヨハネ 13：34 － 35 を教えようとしているので
あれば，
「共に愛し合え」
（『賛美歌』192 番，
『子供の

が 証そのものを表現しており，それらを歌うことで証
を伝え合うことが できるというような歌 が 幾つかあ
る。「主は生けりと知る」
（『賛美歌』75 番），
「神の子
です」
（『賛美歌』189 番，
『子供の歌集』2 ），
「感謝を
神に捧げん」
（『賛 美 歌』11 番）
「イエス様，本当に復
活したの」
（『子 供の歌 集』45 ）などがこれに該当す
る。. . . . . .
レッスンを締めくくり，生徒に福音の原則を応用するよ
う励ます
レッスンの締めくくりとして，賛美歌や歌を歌うことで
教えた原則をまとめることができ，動機づけとなるメッ
セージを伝達できる。例えば，戒めを守るというレッ
スンの終わりには，生徒に「選べ，正義を」
（『賛美歌』
152 番），
「戒めを守る人を」
（『賛 美 歌』193 番，
『子
供の歌集』68 ）
「おそれずぎをなせ」
（『子供の歌集』
80 ），
「ニーファイの勇気」
（『子 供の歌 集』64 ）を歌
わせるとよい。
敬虔な感情を啓発する
あなたとあなたの家族は，家庭の夕べや家族会議，そ
のほか家族の集まりの席上敬虔な感情を啓発しよう
として，また家族で行う福音学習をさらに良いものと
するために，賛美歌やそのほかの歌を歌うことができ
る。クラスでは，生徒が教室に入って来る間，録音さ
れた音楽を流したり，だれかにピアノを演奏してもらう
こともよい。これは，敬 虔な雰囲気をもたらし，生徒
がレッスンに取りかかる備えをするのに役立つ。
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単元の概要

3 月―イエス ・ キリストの贖い

「見よ，わたしはあなたがたに言う。あなたがたはキリストの贖罪 ……によって望まなけ
ればならない。」
（モロナイ 7：41）
この単元のアウトラインは，青少年がイエス・キリストやその贖いに対する証を強め，聖文
や生ける預言者の言葉を研究する方法を学ぶうえで役立つでしょう。あなたは，青少年
が贖いに対する証をさらに強め，それを人々に教える能力にさらに自信を持てるように助
ける機会に預かるでしょう。学んでいることについて質問したり，さらに深く学んだり，発
見したことをほかの人と分かち合ったりするように励ましてください。

今月は以下のアウトラインから選んでください。
イエス・キリストの贖いに対する信仰を強めるために，生ける預言者や使徒たちの言葉をどのように活用することが
できるでしょうか
イエス・キリストの贖いについて，聖文から何を学べるでしょうか
モルモン書は，イエス・キリストの贖いに対する信仰を強めるうえでどのように役立つでしょうか
さらに良い教師になるために，救い主の恵みに頼ることはどのように役立つでしょうか
贖いについて教えるために，どのように比較を用いることができるでしょうか

この単元をオンラインで見るには， lds.org/youth/learnにアクセスしてください。
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3 月―イエス ・ キリストの贖い

イエス・キリストの贖いに対する信
仰を強めるために，生ける預言者
や使徒たちの言葉をどのように活
用することができるでしょうか
古代の預言者と同じように，今日の預言者や使徒もイエス・キリストについて証
し，主の贖いを受けるようすべての人を招いています。彼らはイエス・キリストの
「特別な証人」と呼ばれています。生ける預言者と使徒がキリストについて証する
とき，聖霊がそれを証してくださいます。そして，彼らの教えに従って生活すると
き，わたしたちは祝福されます。

霊的に備える
生ける預言者と使徒の言葉
は，イエス・キリストに対す
るあなたの信仰をこれまで
どのように強めてくれまし
たか。 預 言 者 や 使 徒 のど
の説教や本，あるいは記事
が，あなたがイエス・キリス
トをさらによく知る上で 役
立ったでしょうか。

最近の大会説教の中で，青
少 年が イエス・キリストに
対する信仰を強めるのに役
立 つ のはど れでしょうか。
どうしたら，青少年が生ける
預言者の言葉を研究し，生
活に生かすように励ますこ
とができるでしょうか。

預言者と使徒の言葉をよく祈って研究するとき，どんなことがあなたの教える青少
年の信仰を強めると感じますか。
ヤコブ 7：11 － 12；モーサヤ 13：33
－ 35；15：11 － 12（すべての預 言者
が イエス・キリストについて 証してい
る）

ボ イド・K・パッカー「贖 罪」
『リアホ
ナ』2012 年 11 月号，75 － 78
リチャード・G・スコット「生きて変わ
らぬ 主，御 名に栄えあれや」
『リアホ
ナ』2010 年 5 月号，75 － 78

教 義 と 聖 約 27：12；107：23（使 徒
は，イエス・キリストの特別な証人であ
「生けるキリスト― 使徒たちの証」
『リ
る）
アホナ』2000 年 4 月号，2 － 3
教義と聖 約 76：22 － 24（イエス・キ
ビデオ ―
「重荷を軽くする」
（ダウン
リストに関するジョセフ・スミスの証）
ロードはできません）
聖句ガイド「使徒」
「キリストの 特 別な 証 人」
ビデオ ―
の一部（ダウンロードはできません）

関連づける

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。次のアイデア
が役に立つでしょう。
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• 青少年に，このクラス以外の場所で
最近学んだり教えたりした経験を分か
ち合ってもらいます。
• 青少年に，聖句ガイドの「使 徒」の
項を読んでもらい，使徒の役割につい
て説明している部分を見つけてもらい

ます。クラス全体で，預言者や使徒が
イエス・キリストの特別な証人であるこ
とを示す聖句（このアウトラインに提示
されている聖句など ）を見つけて，読み
ます。これらの聖句から，青少年はど
のようなことが心に残ったでしょうか。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「〔生徒の意見〕に対してあ
なたが肯定的に対応するな
らば，生徒が 話し合いに参
加する自分の能力について
自信を持つように助けるこ
とになる。 例えば，次のよ
うに言うとよい。『答えてく
ださったことを感 謝してい
ます。 とても深く考えられ
た意見です。』あるいは……
『よい 例 です ね。』
『今日皆
さんがお話ししてくださった
すべてのことに感 謝してい
ます。』」
（『教 師，その 大 い
なる召し』64 ）

以下の活動は，青少年が，生ける預言者と使徒の言葉がいかに彼らのイエス・キ
リストに対する信仰を強めてくれるかを理解するのに役立ちます。御霊の導きに
従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• クラス全体で，最近の大会説教を読
み，大 管長 会 や 十二使 徒 定員会の会
員がイエス・キリストや主の贖いにつ
いて証している部分を探します（『リア
ホナ』の大会号の目次を利用するとよ
いでしょう）。預言者や使徒の証を聞
いて，青少年はどのようなことが印象に
残ったでしょうか。彼らの証によって，
救い主に対するわたしたちの証はどの
ように強められるかを分かち合っても
よいでしょう。
• ホワイトボードに，
「イエス・キリスト
の贖い」と書きます。クラスの生徒一
人一人に，このアウトラインで提示され
ている総大会の説教から一つをコピー
して渡します。 青少 年に，ボイド・K・
パッカー 長 老，あるいはリチャード・
G・スコット長老が贖いについて教え
ていることの中で，印象に残ったことを
書き留めてもらいます。ホワイトボード
に，分かったことや気づいたことを一つ
の文にまとめて書いてもらいます。そし

て，なぜその教えが自分にとって大 切
な意味を持つと感じたかを尋ねます。
• このアウトラインに提示されている
ビデオの一つ，あるいは幾つかを見せ
るか，クラス全員で順番に「生けるキリ
スト― 使徒たちの証」を読んでもらい
ます。その間，青少年に，イエス・キリ
ストに対する自分の証を強める文章を
見つけてもらいます。青少年に，これら
のメッセージによって，友人や家族の証
がどのように強められると思うかを分か
ち合ってもらいます。
• 青少 年に，
「生けるキリスト― 使 徒
たちの証」の中で，自分にとって大切な
意味があると思った文章を暗唱するよ
うに励まします。もしも生ける預言者や
使徒の教えがなかったら，イエス・キリ
ストに対する自分の信仰はどのように
違っていたと思うかを書いてもらいま
す。書いたことを分かち合う時間を与
えます。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。生ける預言者の言葉が贖い
に対する彼らの信仰をどのように強めてくれるかが理解できたでしょうか。ほか
に質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。
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救い主の方法で教える

行動するように勧める
• 青少年にクラスで受けた印象を分か
ち合ってもらいます。生ける預言者や
使徒の言葉を学んで，イエス・キリスト
に対する信仰がどのように強められた
でしょうか。あなたは青少年が学んだ

ことに従って行動できるよう，どのよう
に励ませるでしょうか。
• 生ける預言者と使徒がキリストの特
別な証 人であるというあなたの証を分
かち合ってください。

イエスは，ご自分 が 教えら
れた人々について，彼らがど
のような人物になり得るか
を御存じでした。彼らが学
び，成長できるように助ける
ための独特な方法を見いだ
されました。青少年が生け
る預言者と使徒の言葉を大
切にし，覚えていられるよう
に動 機 づけるために，どの
ような経 験を与えることが
できるでしょうか。
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精選されたリソース

生けるキリスト
あかし

使徒たちの証
末日聖徒イエス・キリスト教会

20

00年前のイエス・キリストの降誕を祝うに当たり，

ています。
「その目は燃える炎のようであり，その頭髪は清らか

が現実のものであり，この御方の偉大な贖いの犠牲

な雪のように白く，その顔は太陽の輝きに勝って光り輝いてい

が無限の力を有することを証します。これまでに地上に生を受

た。また，その声，すなわちエホバの声は大水の奔流のとどろ

けた人々およびこれから生を受けるすべての人々に対して，こ

きのようで，このように言われた。

あがな

あかし

の御方以上に深遠な影響を及ぼしてきた人物は存在しません。
イエス・キリストは旧約の大いなるエホバであり，新約のメ
シヤでした。御父の指示の下に，イエス・キリストは地球を創

『わたしは最初であり，最後である。わたしは生きている者
であり，殺された者である。わたしは父に対するあなたがたの
弁護者である。
』
」
（教義と聖約110：3−4）

造されました。
「すべてのものは，これによってできた。できた

イエス・キリストについて，預言者ジョセフはまた次のよう

もののうち，一つとしてこれによらないものはなかった」ので

に宣言しています。
「そして今，小羊についてなされてきた多く

す（ヨハネ1：3）
。イエス・キリストは罪がなかったにもかかわ

の証の後，わたしたちが最後に小羊についてなす証はこれであ

らず，すべての義を成就するためにバプテスマをお受けになり

る。すなわち，
『小羊は生きておられる。
』

ました。イエス・キリストは「よい働きをしながら……巡回」

わたしたちはまことに神の右に小羊を見たからである。また，

されましたが（使徒10：38）
，そのためにさげすまれました。イ

わたしたちは証する声を聞いた。すなわち，
『彼は御父の独り子

エス・キリストの福音は平和と善意のメッセージでした。イエ

であり，

ス・キリストはすべての人々に，御自身が示す模範に従うよう

彼によって，彼を通じて，彼から，もろもろの世界が現在創

熱心に勧められました。イエス・キリストは病人を癒し，目の

造され，また過去に創造された。そして，それらに住む者は神

不自由な人々の目を見えるようにし，死人をよみがえらせなが

のもとに生まれた息子や娘となる』
と。
」
（教義と聖約76：22−24）

いや

ら，パレスチナの道を歩まれました。また，永遠の真理と，前世

わたしたちは，イエス・キリストの神権とイエス・キリスト

が実際に存在すること，この世での人生の目的，および神の息

の教会が地上に回復されたこと，そしてその教会は「使徒たち

子や娘が持つ来世における可能性についてお教えになりました。

や預言者たちという土台の上に建てられ……キリスト・イエス

イエス・キリストは，御自分の偉大な贖いの犠牲を思い起こ
せいさん

すためのものとして，聖餐をお定めになりました。イエス・キ

ご自身が隅のかしら石である」ことを厳粛に宣言します（エペ
ソ2：20）
。

リストは捕らえられ，偽りの訴えによってとがめられ，暴徒の

わたしたちは，イエス・キリストがいつの日か地上に戻って

意に応じて有罪とされ，カルバリの十字架上での死刑を宣告さ

来られることを証します。
「こうして主の栄光があらわれ，人は

れました。そして，全人類の罪を贖うために命をささげられま

皆ともにこれを見る」のです（イザヤ40：5）
。イエス・キリス

した。イエス・キリスト御自身が，地上に生を受けるすべての

トは王の王として治め，主の主として統治されます。イエス・

人々のための偉大な身代わりの贈り物となられたのです。

キリストの前にすべてのひざがかがみ，すべての舌がイエス・

わたしたちは，全人類の歴史の中心であるイエス・キリスト

キリストを賛美することでしょう。わたしたち一人一人は将来，

の生涯が，ベツレヘムで始まったのでもなければカルバリで終

自分の行いと心の望みについて裁きを受けるためにイエス・キ

わったのでもないことを厳かに証します。イエス・キリストは

リストの前に立つことになります。
わたしたちは正式に聖任を受けたイエス・キリストの使徒と

御父の長子，肉における独り子，世の救い主でした。
イエス・キリストは「眠っている者の初穂として」墓からよ

して証します。イエスは生けるキリスト，不死不滅の状態にあ

みがえられました（1コリント15：20）
。そして復活された主と

る神の御子です。イエス・キリストは今日，大いなる王，イン

して，地上での生涯において愛した人々のもとをお訪ねになり

マヌエルとして御父の右に立っておられます。イエス・キリス

ました。また，古代アメリカの「他の羊」の間でもお教えになり

トは世の光，命，そして希望です。イエス・キリストの道は，

ました（ヨハネ10：16）
。現代においては，御父とともに少年ジョ

この世においては幸福に，後の世においては永遠の命に至る道

セフ・スミスに御姿を現されました。こうして，長い間約束されて

です。わたしたちは御子という比類ない贈り物を授けてくだ

きた「時の満ちる」神権時代が到来したのです（エペソ1：10）
。

さった神に感謝しています。

みすがた

大管長会

2000年1月1日
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生けるキリストについて，預言者ジョセフはこのように記し

わたしたちはイエス・キリストのたぐいまれな生涯

十二使徒定員会

3 月―イエス ・ キリストの贖い

イエス・キリストの贖いについて，
聖文から何を学べるでしょうか
聖文の第一の目的はイエス・キリストについて証し，わたしたちが主のもとに来て
贖いを受けられるように助けることです。熱心に聖文を探究するなら，わたしたち
は教えや物語，象徴を通して救い主について学ぶことができるでしょう。

霊的に備える
イエス・キリストに関 する
聖 句 で，あなたにとって大
切な意味があるのはどの聖
句でしょうか。それらの聖
句の中に，イエス・キリスト
のどのような象徴を見いだ
しましたか。贖いについて
さらに理 解できるように役
立ったのはどの聖句でした
か。

祈りの気持ちで聖文と教会の資料を研究してください。青少年と何を分かち合う
ように促しを感じますか。

あなたが 教える青少年は，
聖文の中にイエス・キリスト
をどのように見いだしました
か。イエス・キリストのどの
ような象 徴を，彼らが見い
だせるように助けられるで
しょうか。

関連づける

創世 22：1 － 14（アブラハムが息子イ
サクを犠牲としてささげたのは，神の御
子 の 犠 牲の予型である；ヤコブ 4：5
参照）

2 ニーファイ 11：4；モーセ 6：63（神
がわたしたちに与えてくださるすべての
ものは，御子について教えている）
モーサヤ 13：33 － 35（すべての預言
者はイエス・キリストを証している）

毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 先週，日曜学校で学んだことをフォ
ローアップします。学んだことを先週ど
のように生活に生かすことができたで
しょうか。

• 青少 年に，イエス・キリストや主の
贖いについて最近読んだ聖句を分かち
合ってもらいます。

一緒に学ぶ
教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

以下の活動は，青少年が聖文の中でイエス・キリストを見いだす方法を学ぶのに
役立ちます。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つ
か選んでください。
• クラス全員に，聖句ガイドを調べて
「イエス・キリスト」で始まるテーマを

数えてもらいます。青少年はどのテー
マに興味を持っていますか。それらの
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教師へのヒント
「沈黙を恐れてはならない。
質 問に答えたり，自分の気
持ちを表現したりするのに
考える時間を必要とするこ
とがある。質問を投げかけ
た後，霊的な経験を分かち
合った後，あるいは生徒が
自分の考えをよく表現でき
ないときに，間を置くことが
必要である。」
（『教師，その
大いなる召し』67 ）

救い主の方法で教える
イエスは御自分の使命につ
いて教え，証するために聖
文を用いられました。イエ
スは人々に聖文を自分の身
に置き換えて考えるよう教
えられました。 あなたは，
青少年が救い主と主の使命
についてよりよく理 解でき
るよう助けるために，どのよ
うに聖文を使ったらよいで
しょうか。

テーマに関する聖句を幾つか読んでも
らい，救い主の役割について学べること
を分かち合ってもらいます。

イエス・キリストの贖いについて象徴的
に教えているほかの聖文の物語を見つ
ける機会を与えます。

• 青少年一人一人に，イエス・キリスト
と贖いに関する好きな聖句を選んでク
ラスに参加してもらいます。全員に，選
んだ聖句の箇所をホワイトボードに書
いてもらい，クラス全員で一つずつ読ん
でいきます。青少年に，なぜその聖句
が自分にとって大切な意味があるかを
分かち合ってもらいます。全員が選ん
だ聖句を使って関連 聖句の連 結を作
れるよう助けます（『教師，その大いな
る召し』57 参照）。

• 青少 年に『福音の視 覚資 料 集』に
目を通してもらい，贖いについて教える
際に使える，聖文の物語を描いた絵を
探してもらいます。例として，ノアの方
舟（ 8 番）は贖いによって罪という洪水
から安全に守られることを象徴してい
ます。見つけた絵に関連した聖句を読
み，贖いについて学んだことを分かち合
うよう，彼らを励まします（関連聖句は
資料集の最初に掲載）。

• 聖文の中で救い主やその贖いの予
型を示す物語や出来事について一緒に
研究します（例として，聖句ガイドの「イ
エス・キリストの予型と象徴」を用いて
もよいでしょう）。可能ならば，その物
語の絵を見せます（『福音の視 覚資 料
集』参照）。青少年にその物語や出来
事はどのように救い主の使命を象徴し
ているかを見つけてもらいます。また，

• 青少年にモーセ 6：63 を読んでも
らい，
「上の天にあるもの」
「地の上にあ
るもの」
「地の下にあるもの」の中から
イエス・キリストについて証しているも
のを挙げてもらいます。聖句ガイドを
使って，イエス・キリストがこれらのも
のにたとえられている聖句を探してもら
います（例 ―ヒラマン 5：12 では岩に
たとえられている）。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。イエス・キリストや贖いにつ
いて聖文からどのように学ぶかを理解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱
いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やす
べきでしょうか。

行動するように勧める
• 最 近あなたがイエス・キリストにつ
いて聖文から学んだことを分かち合っ
てください。
• 青少年にクラスの中で受けた印象を
分かち合ってもらいます。個人の聖文
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研究をする際，イエス・キリストについ
て学ぶことにもっと焦点を当てられるよ
うにどんなことができるでしょうか。今
後のクラスの中でも，気づいたことや見
いだしたことを分かち合うように励まし
ます。

精選されたリソース
「聖文から教える」
『教師，その大いなる召し』54 －
58 から抜粋
関連聖句の連結
ほとんどの福音の原則は，それぞれ 独自の洞察を示
す多数の聖句に表現されている。したがって，複数の
関連聖句を研究すれば，一つの原則についてさらに
完璧な理解が得られる。これを行うための一つの方
法は，一つのテーマに関する聖句のリストを作り，その
リストを聖典に書き込むことである。テーマによって
リストは長くもなれば，
2，
3 の重要な聖句だけのもの
もあるであろう。「聖句連結法」と呼ばれるこの方法
は，聖文を研究し聖文を用いて教える際に貴重な手段
となる。聖句リストの連結は以下の方法で行う。

各聖句の余白にリストの次の聖句の場所を書き込む。
これをリストの最後の聖句まで繰り返す。そして最後
の聖句のわきにはリストの最初の聖句の場所を書く。
こうすればどの聖句からスタートしても，関連聖句を
すべて参照することができる。
また，テーマに対してさらに完全な理解を得るために，
一定の順序でリストを作成することもできる。そのリス
トの最初の聖句がどこかがいつも分かるように，ほか
の参照聖句すべてに最初の聖句の場所を括弧で記入
しておく。あるいはすべての聖句に最初の聖句の場所
を書き，最初の聖句が書かれたページにリスト全体を
記入しておく。
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3 月―イエス ・ キリストの贖い

モルモン書は，イエス・キリストの
贖いに対する信仰を強めるうえで
どのように役立つでしょうか
モルモン書の主要な目的は，あらゆる人にイエスがキリストであられることを確信
させることです。モルモン書は，わたしたちが「救い主のみもとに来なければなら
ず，そうしなければ救われないこと」を教えてくれます（ 1 ニーファイ 13：40 ）。
モルモン書の中には，イエス・キリストに信仰を抱き，その贖いの祝福を受けた忠
実な弟子たちの模範が数多く記されています。モルモン書の預言者たちは，わた
したちに「どこに罪の赦しを求めればよいかを…… 知らせるために」救い主につ
いて力強い証を宣べました（ 2 ニーファイ 25：26 ）。

霊的に備える
モルモン書によってあなた
はどのようにイエス・キリス
トに近 づくことが できてき
たでしょうか。モルモン書
の中で，どの聖句が救い主
に対するあなたの信仰を強
めてくれたでしょうか。

祈りの気持ちで聖文，特にモルモン書を研究するとき，青少年がイエス・キリスト
に対する信仰を強めるのに，何が役立つと感じますか。

あなたが 教える青少年は，
モルモン書によってどのよ
うに信仰を強められてきた
でしょうか。彼らは，モルモ
ン書を使って，イエス・キリ
ストに対するお互いの信仰
をどのように強めることが
できるでしょうか。

3 ニーファイ 27：13 － 14（救 い主は
ニーファイ人たちに，御自分の使命につ
いて証される）

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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モルモン書のとびらのページと序文
2 ニーファイ 25：26（ニーファイ人た
ちは子孫の信仰を強めるためにキリス
トについて教え，書き記す）

ニール・A・アンダー セン「モル モン
書 ― イエス・キリストに対 するわたし
たちの信仰を強めるもの」
『リアホナ』
2011 年 10 月号，39 － 45
ビデオ ―
「モルモン書の紹介」

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• これまで彼らがイエス・キリストや
贖いについて学んだ事柄を強化してく
れたと感じる経験として，どのようなも
のがあったでしょうか。

• 青少年に，ある友達からモルモンは
クリスチャンかどうか質問されたと想像
してもらいます。モルモン書の聖句（こ
のアウトラインに提示された聖句など ）

を使って，この質 問に答えてみるよう
チャレンジします。

一緒に学ぶ
以下の活動は，モルモン書がどのようにイエス・キリストに対する信仰を強めるか
を青少年が理解するのに役立ちます。御霊の導きに従って，クラスに最も適した
活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• ホワイトボードに，
「モル モン書は，
イエス・キリストの贖いに対するわたし
の信仰を強めるうえで，どのように役立
つでしょうか」と書きます。クラスを少
人数のグループに分け，グループごと
にニール・A・アンダーセン長老の記事
「モルモン書 ― イエス・キリストに対す
るわたしたちの信仰を強めるもの」の
一部を読んでもらいます。読みながら，
ホワイトボードに書かれた質問に対す
る答えを探してもらいます。各グループ
に見つけた答えのまとめと，読んだ箇所
に書かれていた聖句の中で，自分たち
にとって大切な意味を持つと感じた聖
句を発表してもらいます。
• ビデオ「モルモン書の紹介」を見せ
ます。青少年に二人一 組になって，モ
ルモン書が救い主と贖いに対する自分
たちの証にどのような影 響を与えたか
を分かち合うビデオを作るとしたらどの
ようにしたいかを計画してもらいます。
モルモン書が何であるかをどのように
説明するでしょうか。どの聖句や物語

を紹介したいでしょうか。ビデオを分
かち合う方法を考えてもらいます。
• ビショップの許可を得て，最近改宗
した会員を招き，モルモン書の証を得
た経験を分かち合ってもらいます。イ
エス・キリストの贖いについて書かれ
た，好きなモルモン書の聖句を幾つか
分かち合ってもらえるように依頼してお
きます。モルモン書によって，自分はど
のようにイエス・キリストに近づくこと
ができたか，キリストの使命についてさ
らによく理解できるようになったかを話
してもらいます。クラスの青少年に，モ
ルモン書からイエス・キリストに関する
聖句や自分の証を分かち合ってもらい
ます。

教師へのヒント
「レッスンの 最 後だけでな
く，御霊に促されたときはい
つでも証をする。 また，生
徒にも証を述べる機会を与
える。」
（『教師，その大いな
る召し』45 ）

• クラス全員で，モルモン書に登場す
る人物の中で，悔い改めて罪の赦しを
受けた人の例を考えてもらいます（例
― 青年アルマ，エノス，ラモーナイ王）。
モルモン書から，彼らの物語を少し読
みます。彼らの経 験から，贖いについ
て何が学べるでしょうか。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。贖いに対する信仰を強める
上でモルモン書がどのように役立つか理解できたでしょうか。どんな思いや印象
を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を
費やすべきでしょうか。

行動するように勧める
• 青少年にイエス・キリストに対する
信仰を強めるためにモルモン書を使う
ように勧めます。今後のクラスで，モル

モン書からイエス・キリストとその贖い
について証している聖句を分かち合う
機会を与えます。
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救い主の方法で教える
イエスはどのような場面で
も，御 自 分 が 教 えら れ た
人々にとって 模 範 であり，
偉 大 な 教 師 であられまし
た。イエスは御自分の生き
方を通して，彼らに祈り方
や教え方，愛し方，そして仕
え方をお教えになりました。
あなたには，モルモン書に
よってイエス・キリストに対
する信仰が強められた経験
がありますか。それを分か
ち合えば，青少年の役に立
つでしょうか。
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• イエス・キリストのもう一つの証であ
るモルモン書について，あなたの証を
述べてください。

精選されたリソース
ニール・L・アンダーセン「モルモン書 ― イエス・キリ
ストに対するわたしたちの信仰を強めるもの」
『リアホ
ナ』2011 年 10 月号，
38 － 45 から抜粋
イエス・キリストについての証

アルマは，贖罪と正義と憐れみが命とどうかかわるか
という教義を美しく書き残しています。「さて，憐れみ
の計画は，贖罪が行われなければ成し遂げることが
できなかった。したがって，神は憐れみの計画を成し
遂げるため，正義の要求を満たすため，また御自分が
完全で公正な神，憐れみ深い神であり続けるために，
御自分で世の罪の贖いをされるのである。」
（アルマ
42：15 ）

聖霊の力を受けながら，モルモン書に書かれている
イエス・キリストに関する偉大な説教を読み，深く考
えると，その教えが真実であるという確かな証がもた
らされます。わたし自身は，キリストの力強い教義を
やがてわたしたちは救い主がリーハイの子孫を訪れら
深く味わいながら，モルモン書を読む時間が 好きで
れた劇的な光景に出会います。わたしたちもまた，救
す。たとえば，ニーファイの命の木の示現と「神が 御
い主の愛，慈しみ，教え，そして御自身の証を感じま
自身を低くされることがあなたに分かるか」と問う天
す。
使の言葉（1 ニーファイ 11：16 ）。｢贖いは聖なるメシ
ヤによって，またメシヤを通じてもたらされる。それ 「わたしがあなたがたに告げた福音とは，次のとおりで
はメシヤが恵みと真理に満ちておられるからである｣ ある。すなわち，
. . . . . . たしは父の御心を行うため
と語るリーハイの証（ 2 ニーファイ 2：6 ）。それに加 に世に来た。
えてヤコブの，その御方は「門を守る者 . . . . . .であ
父は，わたしが十字架に上げられるようにと，わたしを
る。. . . . . . ここには僕を使われない」という証（ 2
遣わされた。十字架に上げられた後で，わたしはすべ
ニーファイ 9：41）などがそうです。
ての人をわたしのもとに引き寄せた。わたしは人々に
次にわたしたちは，主の弟子の特質について教えるベ よって上げられたが，そのように人々は，父によって上
ニヤミン王が，次のような揺るぎない宣言をする場面 げられてわたしの前に立ち，自分の行いが善いか悪い
（ 3 ニーファイ
に出会います。「キリストの御名のほか，またその御 かによって，行いを裁かれるのである。」
名を通じてでなければ，どのような名も道も方法も， 27：13 － 14 ）
人の子らに救いをもたらすことはできない。」
（モーサ
ヤ 3：17 ）

最後にモルモンとモロナイがこう訴えています。「すべ
ての罪と不義を悔い改め，イエス・キリストを信じなけ
わたしたちは間もなく，自分の信じるもののために命を ればならないことを知りなさい。イエス・キリストは神
ささげようとしているアビナダイと出会います。
の 御 子で〔あられる。〕」
（モルモン 7：5 ）
「まことに，
キリストのもとに来て，キリストによって完全になりな
「しかしながら，復活は実際にあるので，墓は勝利を
さい。神の御心に添わないものをすべて拒みなさい。
得ず，死のとげはキリストにのみ込まれてしまう。
もしあなたがたが神の御心に添わないものをすべて
キリストは世の光であり命であられる。まことに，決し 拒み，勢力と思いと力を尽くして神を愛するならば，神
て暗くなることのない無窮の光 . . . . . .であられる。」 の恵みはあなたがたに十 分であり，あなたがたは神
の恵みにより，キリストによって完全になることができ
（モーサヤ 16：8 － 9 ）
る。」
（モロナイ 10：32 ）
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3 月―イエス ・ キリストの贖い

さらに良い教師になるために，救
い主の恵みに頼ることはどのよう
に役立つでしょうか
福音を教えるよう努力するうえで，自分には無理だと感じることがあるかもしれま
せん。しかし，
「わたしの恵みは十分である。…… 弱さを強さに変えよう」という
主の約束から勇気を得ることができます（エテル 12：27 ）。へりくだって自分の
弱さを認め，イエス・キリストへの信仰を働かせるとき，主はわたしたちが主に喜
んでいただけるような方法で主の福音を教えることができるように強めてくださる
でしょう。

霊的に備える
あなたは福音の疑問に対す
る答えをどのように見つけ
てきたでしょうか。 どのよ
うな研究方法が役立ったで
しょうか。
青少年は，どのような研 究
方法を知っていますか。青
少年の一人にクラスで教え
てもらうことのできる研 究
方法があるでしょうか。

エ レミヤ 1：5 － 9； モ ー セ 6：31 － アル マ 17：9 － 11；29：9（わたした
34（自分は不十分だと感じながらも， ちは，主の御手に使われて人々を主の
主から力を受けた預言者たち）
もとに導くことができる）
1 コリント 1：27 － 31；教義と聖約 1： デビット・A・ベドナー「主の強さの内
19 － 23（福音は弱い者や純朴な者に に」
『リアホナ』2004 年 11 月号，76
よって宣べ伝えられる）
－ 78
ヤコブ 4：7；エテル 12：23 － 29（救 「大いなる召し」
『教師，その大いなる召
い主の恵みはへりくだるものを強めるの し』3 － 4
に十分である）
デビッド・M・マッコンキー「福音を学
び，教える」
『リアホナ』2010 年 11 月
号，13 － 15

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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• 青少年に，贖いについて学んできた
ことは何か，これまで学んだことについ
て何か質問があるかを尋ねます。

• 青少 年に，
『教 師，その大いなる召
し』
（ 3 － 4 ページ）の「すべての会員
は宣教師である」という見出しがつい
た部分を読んでもらいます。青少年に

福音を教える責任についてどのように
感じているかを分かち合ってもらいま
す。どのようなときに人に福音を教える

機会がありますか。わたしたちが教え
る責任を果たせるように，主はどのよう
に助けてくださるでしょうか。

一緒に学ぶ
以下の活動は，青少年がより良い教師になるために救い主の恵みに頼るように励
ますものです。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾
つか選んでください。
• 青少年に，難しい，あるいは無理だ
と思えるような責任を受けた経験を分
かち合ってもらいます。将来，無理だと
思えるような，どんな責任を受ける可能
性があるでしょうか。クラス全員でデ
ビッド・A・ベドナー長老の説教「主の
強さの内に」の第 11 段落を読みなが
ら，そのような責任を受けた場 合に強
めや励ましを与えてくれるような内容だ
と思える箇所で手を挙げてもらい，学
んだことを全員と分 かち合ってもらい
ます。学んだことを，人々に福音を教え
る機会にどのように応用できるでしょう
か。あなたが難しいと思った責任を果
たすために主から力を受けたことがあ
れば，その経験について分かち合って
もよいでしょう。

御手に使われる者として効果的に働く
ために，どのように備えましたか。青少
年は，自分たちが 教える際，彼らの模
範にどのように従えるでしょうか。
• 青 少 年 にデ ビッド・M・マッコン
キーの説 教「福音を学び，教える」を
読んでもらいます。マッコンキー兄 弟
が 福音を教えるうえで 大 切なこと，大
切でないこととして挙げているものを，
ホワイトボードに 書 いてもらいます。
マッコンキー兄弟が話の中で，ホワイト
ボードに書いたポイントについてどのよ
うに説明しているかを，分かち合ってく
れるように励まします。互いに教え合う
ために主の力を引き寄せることについ
て，彼の話 から学んだことを生かす方
法を計画してもらいます。

教師へのヒント
「質 問 や 意 見を決してあざ
けったり，批判したりしては
ならない。 最 高 の 礼 儀と
愛を持って対応すべきであ
る。人々は自分の意見が大
切に扱われていると感じる
と，自分の経 験や 考え，証
を率直に分かち合うように
なるものである。」
（『教 師，
その大いなる召し』64 ）

• クラスの前にあらかじめ，楽器を演
• 青少年に，ある友達がビショップか
奏する青少年の一人に楽器を持ってき
らクラスを教えたり，話をしたりする責
てくれるように依頼しておきます（ある
任を与えられたと想像してもらいます。
いは，楽器の写真を見せてもらってもよ
その友達は十分にそれを果たせないの
いでしょう）。楽器がきちんと音が出る
で，その責任を受けたくないと感じてい
ようにするためにどんなことをするか，
ます。青少年はその友 達をどのように
その青少年に尋ねます。クラス全員に
励ませるでしょうか。その友達を助ける
アルマ 17：9 － 11 を読んでもらい，楽
ためにどの聖句を使うとよいでしょうか
器を演奏する人は，主が主の御手に使
（例 ―このアウトラインで提示されてい
われる者を通して福音をお伝えになる
る聖句）。これらの聖句を使って，この
のとどのように似ているかを説明しても
ような状況にある友 達を助けるロール
らいます。モーサヤの息子たちは主の
プレーをしてもらいます。
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。救い主の恵みによって，より
良い教師になる助けが得られることを理解できたでしょうか。ほかに質問はない
でしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。
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救い主の方法で教える
救い主は教える備えをする
ために，一人で時を過ごし，
祈りや断 食をし，また天の
御父の導きをお求めになり
ました。青少年に教える準
備をするうえで，あなたはど
のように主の模 範に従うこ
とができますか。
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行動するように勧める
• 今日学んだことを通して，何を実行 • あなたが 教 える責 任を果たすうえ
しようと感じたか青少 年に尋 ねます。 で，主が与えてくださった力や助けにつ
その気持ちに従って行動するよう励ま いて証してください。
します。フォローアップする方法を考え
ます。

精選されたリソース
デビッド・A・ベドナー「主の強さの内に」
『リアホナ』 へりくだりによるということを，わたしたちに分からせる
ためである。」
（モルモン書ヤコブ 4：6 － 7 ）
2004 年 11 月号，76 － 78 から抜粋
兄 弟 姉 妹の皆さん，今わたしは胸 が いっぱ いです。 兄弟姉妹の皆さん，今読んだ説に出てくる「恵み」と
様々な思いが脳裏を駆け巡っています。ひざは震え， いう言 葉に特に注目してください。英 語 の『聖書 辞
（ Bible Dictionary）によると，聖文の中で頻繁
皆さんに伝えたい感 情と思いを言葉で表そうとする 典』
と，どの言葉も物足りない気がします。この安息日の に用いられている「恵み」という言葉には，基本的に
朝に，簡潔に話すに当たり，わたしと皆さんに御霊がと 「人を強める力，能力を授ける力」という意味がありま
す。
どまるよう祈ります。
ヒンクレー大管長にこの新しい召しを告げられてから 「恵みとは，イエス・キリストの憐れみと愛によって人
今に至るまで，これまでにないほどの目的意識をもっ に授けられる，様々な形の天からの助けと能力を意味
て「すべての聖文を自分たちに当てはめ」るようにと する。
いうニーファイの言葉に心を向けています（ 1 ニーファ
. . . . . . 主の恵みを通して，人はイエス・キリストの
イ 19：23 ）。 . . . . . .
贖罪に対する信仰を持ち自らの罪を悔い改めるなら，
モルモン書のヤコブの言葉についても深く考えていま 自分の力だけでは達成不可能な善行でさえ達成する
ことができる。このような恵みを通して，男性も女性
す。
も，全力を尽くした後に永遠の命と昇栄を獲得するこ
「それゆえ，わたしたちは預言者の書を調べている。
とができるのである。」
（ 697 ）
また，わたしたちには多くの啓示があり，また預言の霊
がある。このように証するものが数々あるので，わたし つまりわたしたちは，人に能力を授け，強める贖いの力
たちは希望を抱いており，わたしたちの信仰は揺るぎ を通して，死すべき人間としての限られた能力では到
ないものになっている。実際にイエスの名によって命
じれば，木々も山々も海の波も従うほどである。

にもかかわらず，主なる神はわたしたちの弱点を示さ
れる。それは，このようなことを行う力がわたしたちに
あるのは，神の恵みと人の子らに対する神の大いなる

達することも達成することもできない方法で，理解し，
行動することができ，さらに善良になることができるの
です。救い主の贖いには，実際に人に能力を授ける力
があることを証します。人を強める贖いの力がなかっ
たならば，わたしは今朝，皆さんの前に立つことはでき
なかったことでしょう。
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3 月―イエス ・ キリストの贖い

贖いについて教えるために，どのよ
うに比較を用いることができるで
しょうか
贖いのような，目に見えない，霊的な概念を人々が理解できるように助けるには，
その概念を目に見えるものや，彼らが良く知っているものと比較するのが役立ち
ます。主はしばしば，教えを受ける人々が霊的な原則を理解できるように，彼らに
とって馴染みの深いものや経験を用いてお教えになりました。主の預言者も同様
です。これらの比較を研究するとき，わたしたち自身が贖いをさらに理解し，より
効果的に教えることができます。

霊的に備える
どのような比較や実物を用
いたレッスンが，贖いについ
てさらによく理 解する助け
になったでしょうか。
どのようなとき，青少年は人
に贖いについて教える機会
があるでしょうか。青少年
がより効果的に教えるため
に，比較を用いることはどの
ように役立つでしょうか。

イザヤ 1：18（イザヤは悔い改めについ D・トッド・クリストファーソン「贖い」
て教える際，雪や羊の毛について語っ 『リ ア ホ ナ』2013 年 5 月 号，109 －
た）
112
マタイ 11：28 － 30（救い主は御自分
がお与え手になる助けを，くびきと比較
された）

ジェームズ・E・ファウスト「贖い ― 最
も大いなる希望」
『リアホナ』2002 年
1 月号，19 － 22

ルカ 15：11 － 32（放蕩息子のたとえ ） ダリン・H・オークス「贖いと信仰」
『リ
アホナ』2008 年 4 月号，8 － 13
2 ニーファイ 1：15（リーハ イは 贖 い
を，神の愛に包まれている様 子と比較 「比較と実物を用いたレッスン」
『教師，
した）

その大いなる召し』163 － 164

ビデオ ―
「仲保者」；「モルモン書の
紹介」も参照

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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• 青少年に，自分たちが贖いを理解で
きるように，これまで教師や指導者，両

親はどのように助けてくれたか尋ねま
す。

• クラス全員で「比較」
『教師，その大 青少年に，福音をさらによく理解するの
いなる召し』
（ 163 － 164 ページ）を に役立った比較の例を分かち合っても
読みます。なぜ教師は福音の真理を教 らいます。
えるとき，比較を用いるのでしょうか。

一緒に学ぶ
以下の活動は，青少年が贖いについて教え合うためにどのように比較を用いるか
を学ぶのに役立ちます。御霊の導きに従って，クラスに最も適したものを一つ，あ
るいは幾つか選んでください。
• ビデオ「仲保者」を見せます。青少
年に各自，ボイド・K・パッカー会長が
使った様々な比較に出てくる対 象を書
き留めてもらい（債権者，債務者，借金
など ），それが何を意味するかも書いて
もらいます。クラス全員に二人一 組に
なってもらい，パッカー会長の比較を用
いて，贖いについて互いに教え合っても
らいます。青少年は贖いについてより良
く理 解できるように助けるうえで，この
比較を用いることはどのように役立った
でしょうか。
• 青少 年 に，贖いについて教 えるの
に用いることのできる聖文に記されて
いる比較の例を考えてもらい，分かち
合 ってもらいます（例 ―このアウトラ
インで提 示されている聖句）。これら
の比較から，彼らは贖いについて何を
学んだでしょうか。ホワイトボードに，
「
は
のよ
うです」と書きます。青少年に，最初の
空欄には贖いに関連した原則（例 ― 悔
い改め，赦し，あるいは復活など ）を入
れてもらい，二つ目の空 欄にはその原
則についてお互いに教える際に使える，
馴染みのあるものを入れてもらいます。

青少年がこの教授法を実践できるよう
に，何回か機会を与えます。
• クラスを二つのグループに分けます。
グループの一つにジェームズ・E・ファ
ウスト管長が説教「贖い ― 最も大いな
る希望」の中で話した小さなジムにつ
いての物語を読んで話し合ってもらい
ます。 また，もう一つのグループには
ダリン・H・オークス長老 が 説 教「贖
いと信仰」の中で使った，風のせいで
曲がってしまった木の例について話し
合ってもらいます。それぞれのグルー
プに自分たちが研究した比較から，贖
いについて学んだことを別のグループ
に教えてもらいます。

教師へのヒント
「熟 練した教 師は『今日の
レッスンで，わたしは何をし
ようか』ではなく，
『今日の
レッスンで，生徒は何をする
だろうか』と，
『今日は何を
教えようか』ではなく，
『生
徒が知らなければならない
ことを，彼らが気づけるよう
に，どう助けられるだろう
か』と考えます。」
（バージニ
ア・H・ピアス『教師，その
大いなる召し』61）

• 青少 年に，クリストファーソン長老
の説教「贖い」からジャン・ヴァルジャ
ンとサラについての話を読み直すよう
に勧めます。彼らはこれらの話から贖
いについてどんなことが学べるでしょう
か。彼らがほかの人を教えるときに，こ
れらの話をどのように使うとよいでしょ
うか。彼らが贖いについてほかの人を
教えるうえで，利用できる類似の実体験
にはどのようなものがあるでしょうか。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。贖いについて教え合うため
にたとえを用いる方法が理 解できたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。
このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。
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救い主の方法で教える
救い主は簡単な物語やたと
え，実際の生活に即した例
を分かち合うことにより，教
えを受ける人々が自分たち
の身 近な生 活 の中 で 福 音
の教えを見いだせるように
お助けになりました。あな
たは，青少年が救い主の方
法で 教えられるように，ど
のように助けることが でき
ます か。（『救 い主 の方 法
で 福 音 を 教 える』，4 － 5
ページ参照）
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行動するように勧める
• 青少年に，教えることについて今日
どんなことを学んだか考えてもらいま
す。人に贖いについて教える際，どんな
ことをしようという促しを感じましたか。
可能ならば，クラスの間互いに教え合っ

てもらったり，ほかの場面で教えられる
ようにしたりしてもよいでしょう。
• 青少年が人に贖いについて教えるこ
とによってもたらされる祝福について，
あなたの証を述べてください。

精選されたリソース
ジェームズ・E・ファウスト「贖い ― 最も大いなる希 『いいだろう。ほかの者が身代わりになれるという法
律もある。みんなは賛成かい』と先生が聞きました。
望」
『リアホナ』2002 年 1 月号，
19 － 22 から抜粋
数年前，ゴードン・B・ヒンクレー大 管長は，
「一種の
たとえ」として，
「バージニアの山あいにある，教 室が
一つしかない学校」についての話をしました。「男の
子たちはとても乱暴で，その子たちを制することがで
きる先生はいませんでした。
そんなある日，一人の若い，経験の浅い先生が赴任し
て来ました。教師は皆ひどい仕打ちを受けていると
言われましたが，その先生は覚悟を決めました。最初
の登校日に，その先 生は，男子生徒に自分たちの規
則と，規則を破ったときの罰を作るように言いました。
クラスの生 徒は 10 の規 則を挙げ，それらが 黒 板に
並びました。そしてその先生は言いました。『規則を
破った人にはどうしますか。』
『上着を脱がせて背中を 10 回，鞭でたたく』という答
えが返ってきました。
1 日かそこらたったとき，
. . . . . . トムという体の大き
な生徒の弁当が盗まれました。『盗んだ生徒が分か
りました。10 歳ぐらいの，体の小さな，おなかをすか
せた生徒でした。』
小さなジムは，罰を受けるために出て来ると，上着を
脱がなくても済むように嘆願しました。『上着を脱ぎ
なさい。』先生が言いました。『君も規則を作る手伝
いをしたんだから。』
その男の子は上着を脱ぎました。彼は下着を着てい
ず，体はや せて少し障害がありました。先 生が 棒を
持って躊躇していると，体の大きいトムが素早く立ち
上がり，代わりに罰を受けると申し出ました。

トムの背中を 5 回打ったところで，棒が折れてしまい
ました。クラスのみんながすすり泣く声が聞こえまし
た。小さなジムが来て，両手をトムの首に回して抱き
つきました。『トム，ごめんね。君の弁当を盗んだりし
て。ぼく，とてもおなかがすいていたんだ。トム，ぼく
は死ぬまでずっと，君のことが大好きだよ。ぼくの代
わりに鞭を受けてくれた君のことが。そうさ，永遠に
君が好きだよ。』」
〔“Pres. Hinckley: Christmas a
Result of Redeeming Christ,”Church News, 10
Dec. 1994, 4.〕
ダリン・H・オークス「贖いと信仰」
『リアホナ』2008
年 4 月号，8 － 13 から抜粋
重大な罪を悔い改めるうえで，なぜ苦しむことが必要
なのでしょうか。悔い改めの結果についてわたしたち
は，単に罪から清められることであると考えがちです。
しかし，それは不完全な見方です。罪を犯す人は，風
にたやすくたわむ木のようなものです。風雨が強い日
には木は地面に向かって深くたわみ，その業は泥で汚
れてしまいます。この泥を罪だとしましょう。わたした
ちが単に葉をきれいにすることだけに焦点を当てるな
らば，たわんで葉を汚す木の弱さをそのままにしてしま
うかもしれません。同様に，罪に汚れたことを悲しむ
だけの人は，次に強い風が吹けば再び罪を犯すでしょ
う。木そのものが強められなければ，葉が繰り返し汚
れることは避けられないでしょう。
人が正しい過程を経て，聖文で言う「打ち砕かれた心
と悔いる霊」という状態に至ったとき，救い主は罪か
ら清める以上のことをしてくださいます。新たな強さを
下さるのです。
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単元の概要

4 月―背教と回復

「わたしは，わたしの僕ジョセフの手によって，わたしの完全な福音を送り出した。」
（教義
と聖約 35：17 ）
背教と回復の出来事は，福音を学び，教えるよう努力する青少年にとって大切な教訓とな
ります。自分が学んでいることについて，質問し，さらに深く学び，自分が発見したことを
人に教えるよう青少年を促します。

今月は以下のアウトラインから選んでください。
ジョセフ・スミスの模範は，福音を学ぶことについて何を教えているでしょうか
真理と誤りとの違いを識別するにはどうしたらよいでしょうか
純粋な教義を教えることが大切なのはなぜでしょうか
背教と回復の出来事を，どのように自分の生活に当てはめることができるでしょうか
背教と回復について，ほかの人にどのように説明することができるでしょうか

この単元をオンラインで見るには， lds.org/youth/learnにアクセスしてください。
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4 月―背教と回復

ジョセフ・スミスの模範は，福音を
学ぶことについて何を教えている
でしょうか
ジョセフ・スミスは，福音を回復するため主の器として働けるよう，霊的な知識を
求めました。聖文について深く考え，霊感に満ちた事柄を尋ね，学んだことを実行
しました。わたしたちも，預言者ジョセフ・スミスの模範に従うときに，自分自身
の生活の導きとなる答えや霊感を受けることができます。

霊的に備える
福音を研 究したときの自分
の経験について思い出して
ください。あなたは福音を
学ぶときに，ジョセフ・スミ
スの模 範からどのような影
響を受けたでしょうか。
あなたが 教える青少年は，
どのように福音を研 究して
いるでしょうか。ジョセフ・
スミスの模 範は，彼らの研
究する姿 勢をどのように高
めてくれるでしょうか。

ジョセフ・スミスの生涯を研究してください。ジョセフの模範から，福音を研究す
る姿勢について何を学ぶことができるでしょうか。あなたは，青少年に何を分か
ち合うことができるでしょうか。
教 義と聖 約 76：15 － 21（ジョセフ・ 「永 遠の真 理についての知 識を得る」
スミスは，聖句について深く考えた）
『歴代 大 管長の教え―ジョセフ・スミ
ス 』261 － 270
ジョセフ・スミス― 歴史（ジョセフ・ス
ミスは，聖文を自分に当てはめ，霊感さ 「麗しき朝よ」
『賛美歌』18 番
れた質問を尋ね，学んだことに基づい
ビデオ ―
「源」
て行動した）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 学んでいる教義について，質問する
よう青少年に勧めます。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• ジョセフ・スミスの生涯について，青
少年が知っていることを，簡単な絵で
一人一人ホワイトボードに描いてもらい
ます。（あるいは，ジョセフの生涯に関
する絵を見せて話し合います。『福音
の視覚資料集』89 － 97 参照）。ホワ

イトボードに，
「ジョセフ・スミスの模範
は，福音を学ぶことについて何を教え
ているでしょうか」と書きます。幾つか
の答えを青少年に挙げてもらい，レッス
ンの間も，この質問について考えるよう
勧めます。
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一緒に学ぶ
福音の学習技術
原 則を探 す。原 則とは，人
の 行 動 の 指 針と成る真 理
です。原則は，聖典や預言
者 の言 葉 の中に簡 潔に 述
べられていることもあれば，
物語の中に含まれているこ
ともあります。この項の最
初の活動で，青少年は学習
の原則をリストアップするよ
うに勧められています。聖
句を調べているときに以下
のように自問すると助けに
なるかもしれません。「こ
の部分からどのような原則
が学べるだろうか」
「それら
は，わたしが過去に教えた
り学んだりしたことと異なっ
て いるだろうか」
「そ れ に
よって，わたしは生 活を変
えるように励まされるだろう
か」。個人や家族の聖典学
習の中から原則を見つける
ように励ましてください。

以下の活動は，青少年がジョセフ・スミスの模範から福音の研究者としてあるべ
き姿を学ぶ助けとなるでしょう。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を
一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 福音を学ぶための原則や 特 質（謙 理 解できるよう助けてください。青少
遜，深く考える，聖文を当てはめる，霊 年は福音を学ぶうえで，ジョセフ・スミ
感 に満 ちた 質 問をするなど ）につい スの模範にどのように従うことができる
て書き出せるよう青少年を助けてくだ でしょうか。
さい。 ジョセフ・スミス― 歴 史 10 －
• クラスをグループに分け，
『歴 代 大
20 ，21 － 26 ，28 － 33 ，34 － 47 ，
管 長 の 教 え―ジョセフ・スミス 』の
48 － 54 ，68 － 75 の各節を，それぞ
「永 遠の真 理についての知 識を得る」
れの青少年に割り当てます。これらの
の章の幾つかの部分を，各グループに
聖句を研究し，ほかに学ぶべき原則や，
割り当てます。個人の福音学習を改善
ジョセフ・スミスがこれらの原則を自分
する方法について，ジョセフ・スミスの
に当てはめた例を見つけてもらいます。
教えの中から見つけるよう青少年に勧
青少年が 福音を学ぼうと努力するとき
めます。
に，これらの原則をどのように応用すれ
ばよいでしょうか。
• ビデオ「源」を見せて，青少年に，真
• 「麗しき朝よ」
（『賛美歌』18 番）の
歌 詞を一 緒に読み，ジョセフ・スミス
の学ぶ姿勢を示す言葉を見つけてくだ
さい。なじみのない言葉を，青少年が

理を探す方法について学んだことを分
かち合ってもらいます。預言者ジョセ
フ・スミスの模範は，わたしたちが真理
を探し求めるうえで，どのように助けに
なるでしょうか。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。ジョセフ・スミスの経験が，
福音を学ぶうえで何を教えているか理解できたでしょうか。何を感じ，どんな印
象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を
費やすべきでしょうか。

行動するように勧める
救い主の方法で教える
救い主は，教えるために独
りで祈りと断 食をすること
により，御自身を備えられま
した。主は，天の御父の導
きを求められました。救い
主の模範に従って教えるた
めに，あなたは何を行うこ
とができるでしょうか。
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ジョセフ・スミスの模範に従い，より良い福音学習をするためにできることを一つ
書き記すよう各青少年に勧めます。互いに書いたものを分かち合うよう勧めます。

精選されたリソース
「永遠の真理についての知識を得る」
『歴代大管長の
教えージョセフ・スミス 』261 － 70 より抜粋

落は変更。 1843 年 4 月 8 日，イリノイ州ノーブーで
ジョセフ・スミスが行った説教から。ウィラード・リ
チャーズとウィリアム・クレイトンによる報告。〕

「人 々が〔真 理 に〕反 対して口 を 開くとき，彼らは
わたしではなく，自分自身を傷つけることになりま 「神から遠ざかる限り，わたしたちは悪魔のもとへ落
す。 . . . . . . 理 解力の弱い人々が最も重要な事柄 ちて行き，知識を失うことになります。そして知識が
を一考すらせずに無視する一方で，わたしはあらゆる なければ救われません。心が悪で満たされ，悪を学
角度から真 理を見，胸のうちにしっかりしまっておき んでいる間は，心に善の入る余地，あるいは善を学ぶ
たいと思います。わたしは神がこれまでに明らかにさ 余 地はありません。神は善のお方ではないでしょう
れたすべてのことを信じています。信じすぎたために か。それなら皆さんも善であってください。もし，神
罰の定めを受けた人について聞いたことがありませ が誠実な御方であられるなら，皆さんも誠実であって
ん。人は不信仰のゆえに罰の定めを受けるのです。」 ください。皆さんの信仰に徳を，徳に知識を加え，す
〔 History of the Church, 第 6 巻，477。 1844 年 べての善いものを求めてください〔 2 ペテロ 1：5 参
6 月 16 日，イリノイ州ノーブーでジョセフ・スミスが 照〕。」. . . . . .〔 History of the Church, 第 4 巻，
588 。 1842 年 4 月 10 日，イリノイ州ノーブーでジョ
行った説教から。トーマス・ブロックによる報告。〕
セフ・スミスが行った説教から。ウィルフォード・ウッ
「神が人に祝福または知識を与えようとされて，人が
ドラフによる報告。〕
それを受け入れるのを拒むなら，その人は罰の定めを
受けるでしょう。イスラエルの民は，神が自分たちに ジョージ・A・スミスは，大 管長会で奉仕していたと
ではなくモーセに語ってくださるように祈りました。そ きに次のように報告しています。「ジョセフ・スミスは
の結果，神は彼らをのろい，肉の律 法を授けられま このように教えました。すべての男女は主に知恵を求
し た。」
〔 History of the Church, 第 5 巻，555 。 めなければなりません。知識の泉である主から知識
1843 年 8 月 27 日，イリノイ州ノーブーでジョセフ・ を得るためです。この道を進むことによって，わたし
スミスが行った説教から。ウィラード・リチャーズと たちは追及する目的を達することになるでしょう。明
らかにされている福音の約束から，そのように信じる
ウィリアム・クレイトンによる報告。〕
ことができます。」. . . . . .〔ジョージ・A・スミス，
「わたしは真理が誤りに打ち勝ち，暗闇が光に道を譲
Deseret News：Semi-Weekly, 1870 年 11 月 29
るのを見て，常に満足を覚えてきました。」. . . . . .
日付，2〕
〔 1834 年 9 月 24 日，オハイオ州カートランドでジョ
セフ・スミスがオリバー・カウドリにあてて書いた手 「すべての 知 識を一 度に 示されて得るのではなく，
紙。 Evening and Morning Star, 1834 年 9 月号， 一 時に少しずつ得るところに知恵があります。そう
すれば 理 解することができます。」
〔 History of the
192 に掲載。〕
Church, 第 5 巻，387。 1843 年 5 月 14 日，イリノ
「知 識 は 暗 闇 や不 安 や 疑 いを取り除きます。 それ
イ州エルロームでジョセフ・スミスが行った説教から。
らは知 識 があるところには存 在 できないからです。
ウィルフォード・ウッドラフによる報告。〕
. . . . . . 知識には力があります。神がほかのいかな
る者よりも力を持っておられるのは，より大いなる知 「はしごを登るときは，いちばん下から始めて，一段ず
識を持っておられるからです。したがって，ほかのあ つ登って行かなければなりません。そしてついには，
らゆる者を御自身に従わせる方法を知っておられる いちばん上の段にたどり着くのです。福音の原則も同
のです。神はすべてを支配する力を持っておられま じです。第一のものから始めなければならず，昇栄に
す。」
〔 History of the Church, 第 5 巻，340 。原文 関するすべての原則を学ぶまで続けていくのです。し
（英語）においては，大文字は現代の用法に修正，段 かしそれらを学び終えるには，幕のかなたへ行ってか
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精選されたリソース
らもかなりの時間を要するでしょう。すべてがこの世
で理解されるのではありません。救いと昇栄について
学ぶことは，墓の向こうにおいても大きな仕事となるで
しょう。」. . . . . .〔 History of the Church, 第 6
巻，306 － 307。 1844 年 4 月 7 日，イリノイ州ノー
ブーでジョセフ・スミスが 行った説 教 から。ウィル
フォード・ウッドラフ，ウィラード・リチャーズ，トーマ
ス・ブロック，ウィリアム・クレイトンによる報告。〕
「神はジョセフに明らかにしてこられたすべてのことを，
十二使徒にもお知らせになるでしょう。聖徒のうちの
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最も小さい者でさえも，堪えることのできる程度に応
じてすべてのことを知るでしょう。だれも隣人に，主を
知ってくださいと言う必要のない日が来るに違いない
からであり，最も小さいものから最も大いなる者に至
るまで，. . . . . .すべての人が主を知るようになるか
らです〔エレミヤ 31：34 参 照〕。」
〔 History of the
Church, 第 3 巻，380 。 1839 年 6 月 27 日，イリ
ノイ州コマースでジョセフ・スミスが行った説教から。
ウィラード・リチャーズによる報告。〕

4 月―背教と回復

真理と誤りとの違いを識別するに
はどうしたらよいでしょうか
大背教の時 代に，多くの福音の真理が変えられ，失われました。これらの真理
は，預言者ジョセフ・スミスを通して現代に回復されました。神の御言葉を研究
し，聖霊に耳を傾けることにより，回復された福音の真理と，偽りの世の教えとの
違いを知ることができます。

霊的に備える
真 理と誤りとを識 別するに
はどうしたらよいでしょう
か。そうすることにより，自
分の生活の中でどのような
祝福を受けてきたでしょう
か。
青少年は，どのような虚 実
にさらされているでしょう
か。得る情報が真実である
と識 別できるよう，あなた
はどのように青少年を励ま
すことができるでしょうか。
青少年が，識 別する方法を
知っていることはなぜ大 切
なのでしょうか。

以下の資料を使い，自分で真理と誤りとの違いを識別する方法を理解してくださ
い。あなたがその原則に従って生活するときに，その経験は，効果的に教えるの
に役立つでしょう。以下の活動は，青少年が熱心に学ぶ方法を計画するうえでど
のような助けになるか検討してください。
ヨハネ 8：31 － 32；ジョセフ・スミス ジ ョ セフ・スミ ス― 歴 史 1：8 － 20
―マタイ 1：37（神の御言葉を研 究す （ジョセフ・スミスは真実を知るために
ることは真理を識別するのに役立つ） 祈った）
2 ニーファイ 15：20；モーセ 4：3 － 4
（サタンは人を惑わそうとする）

ニール・L・アンダーセン「笑顔の裏に
隠れた悪を警戒しなさい」
『リアホナ』
2005 年 5 月号，46 － 48

モロナイ 7：12 － 19（神から出るもの
は善を行うように誘い，キリストを信じ ウォルター・F・ゴンサレス「心で学ぶ」
るようにと勧める）
『リアホナ』，2012 年 11 月号
モロナイ 10：5；教 義と聖 約 46：7 －
8（聖霊は真理を証する）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 背教と回復について，青少年が他の
クラスで学んだ後，彼らが疑問に感じ
たことについて話し合ってください。あ
なたは，青少年が答えを見いだすため

に，どのように助けることが できるで
しょうか。
• レッスンの数日前に，ニール・L・ア
ンダーセン長老の説教「笑顔の裏に隠
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れた悪を警戒しなさい」にある冒頭の のわなを避けることについて，この物語
物語を，レッスン中に話してもらうよう， が教えていることをクラスで話し合うよ
一人の青少年に割り当てます。サタン う勧めます。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「必要以上に話したり，あな
たの意見を出しすぎたりす
ることのないように注 意す
べきである。このような行
動は生徒に興味を失わせる
原因となる。あなたは学習
という旅のガイドであると考
えなさい。生徒が正しい道
を歩き続けるように適切な
言葉をかけるのがあなたの
役 割である。」
（『 教 師，そ
の大いなる召し』64 ）

救い主の方法で教える
救 い 主 は，教 えを 受 ける
人々が苦悩しているときも，
彼らを見捨てられませんで
した。彼らを愛し，教え導
かれました。 例えば，ペテ
ロが 主を否 定した後でさ
え，救い主はペテロを教え
続け，教 会を導くためにふ
さわしくなるよう助けられま
した。 あなたは，どのよう
な方 法で，福音に従った生
活を送ることに苦 悩してい
る生徒を教え導くことがで
きるでしょうか。
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以下の活動は，青少年が，真 理と誤りとの違いを知る方法を学ぶのに役立つで
しょう。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選
んでください。
• ニール・L・アンダーセン長老の説教
「笑顔の裏に隠れた悪を警戒しなさい」
を，数段落ずつ各生徒に読むよう割り
当てます。「わたしは，どのように真理
と誤りとの違いを知ることができるだろ
うか」という問いへの答えを見つけ，分
かち合うよう勧めます。真理と誤りとを
識別できるよう，アンダーセン長老の勧
告を実践した経験を，青少年に分かち
合ってもらいます。

• 青少 年に，モロナイ 7：12 － 19 を
研 究し，善と悪の区別をするための基
準を見つけてもらいます。自分が直面
している選択肢のリストを作成し，選択
をする際の指針にするよう青少年に勧
めます。差し支えがなければ，リストの
項目について，クラスで分かち合うよう
勧めます。

• 青少年に，福音に対する証が揺らぐ
ような情報を聞いてしまった状況を想
• 青少年に，ジョセフ・スミス歴史 1： 像するように言います。そのような状況
8 － 20 を 研 究し，ジョセフ・スミス で，真実と誤りとを識別するにはどうし
が，真実と誤りとを識別するために踏ん たらよいでしょうか。このアウトライン
だ手順について書いてもらいます。真 にある聖句か，ウォルター・F・ゴンサ
実を知るためには，どのようにジョセ レス長 老 の 説 教「心で 学 ぶ」の 6 ，7
フ・スミスの模範に従えばよいでしょう 段落から，この質問に対する答えを見
か。
つけるよう青少年に言います。青少年
に自分たちの答えを分かち合うよう勧
めます。
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。真実と誤りとを識別する方
法について理解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほか
に質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める
レッスン中に受けた印象を分かち合うよう青少年に勧めます。彼らは何を行おう
と感じたでしょうか。青少年が学んだことに従って生活するために，あなたは何が
できるでしょうか。

精選されたリソース
ニール ・L・アンダーセン「笑顔の裏に隠れた悪を警
戒しなさい」
『リアホナ』2005 年 5 月号，46 － 48
より抜粋
忠実な末日聖徒である親友の経験を紹介します。こ
こでは「友人」と呼ぶことにします。理由は分かって
もらえることでしょう。
FBI の特別捜 査官として働いていた友人は，合 衆国
に違法な薬物を密輸入している犯罪組 織を捜査して
いました。
あるとき，もう一人の捜査官とともにあるアパートに近
づきました。麻薬密売人がコカインを売っているとこ
ろだと考えたのです。友人はそこで起こったことをこう
説明しました。
「売人がいる部屋のドアをノックしました。ドアを開
けた容疑者は，わたしたちを見るなり，視界を遮ろうと
しました。しかし手遅れでした。テーブルのコカイン
が見えていたのです。
テーブルに着いていた男女がすぐさまコカインを片付
け始めました。証拠隠滅を阻 止しなければなりませ
んから，わたしはドアに立ちはだかっていた容疑者を
即座にわきへ押しのけました。押しのけるときに男と
目が合いました。奇妙なことに，その目には怒りも恐
れもなく，男はわたしに向かってほほえんでいたので
す。

そのまなざしと無邪気なほほえみから，危険はないと
判断したわたしは，その男にはかかわらずにテーブル
に向かいました。容 疑者に背中を見せたのです。そ
の瞬間，次の警告が強烈な印象として心にわき上がり
ました。『笑顔の裏に隠れた悪を警戒しなさい。』
即座に容疑者に振り返りました。手を大きな前ポケッ
トに突っ込んでいます。わたしは本能的にその手をつ
かんでポケットから引き抜きました。その手には，セ
ミオートマチックのピストルが，いつでも撃てる用意を
して，しっかりと握られていました。もみ合いになり，
武 器 を取り上げました。」
〔私 信，2005 年 3 月 7 日
付〕

後にこの密売人はほかの事 件で 殺 人罪が 確定しま
した。 そして，もしわたしの友 人 があのとき振り向
かなかったなら，殺していただろうと豪語したそうで
す。 . . . . . .
では，どうすれば安全そうなものの裏に隠れた悪を見
抜けるでしょうか。
すでに答えを知っているでしょうが，幾つか例を挙げ
ましょう。
まず，両親と話をしましょう。画期的なアイデアだとは
思いませんか。わたしたち父親はとても完全とは言え
ませんが，皆さんを愛していますし，母親と一緒になっ
て，皆さんに善を選んで欲しいと強く望んでいます。
次に，預 言者に従ってください。 わたしたちが 支 持
する 15 人の預言者，聖見者，啓示者は，人の目には
時々見えないものを見る力を神から与えられていま
す。ヒンクレー大管長は，笑顔の裏に隠れた悪につい
て簡潔で具体的な勧告を与えています。〔『リアホナ』
2001 年 4 月号，30 参照〕さらに，
『若人の強さのた
めに 』には，霊感された指針が載っています。主は，
ヒンクレー大管長の勧告に従う人に，
「あなたがたの
前から闇の力を追い払〔う〕」と約束してくださってい
ます〔教義と聖約 21：6〕。笑顔の裏に隠れた悪を見
抜き，誘惑から離れることができるのです。
非常に大切なのは，聖霊の導きを受けることです。義
にかなった生活をすれば，静かな細い声が思いと心に
語りかけるようになると主は約束しておられます。〔教
義と聖約 8：2 参照。〕皆さんはそれを感じたことがあ
ります。御霊の声を知っています。 . . . . . .〔教義と
聖約 18：36 参照。〕
最後に，救い主に対する自分の証を得てください。熱
心に祈ってください。だれも見ていないときにモルモ
ン書を読んでください。独りになって，イエスはどのよ
うな御方なのか，イエスの生涯と犠牲は自分にとって
どれほど重要かを考えてください。
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4 月―背教と回復

純粋な教義を教えることが大切な
のはなぜでしょうか
初期の十二使徒たちが殉教した後，人々は，聖文を解釈するために自分の知恵に
頼るようになりました。その結果，偽りの教義が教えられ，教会は背教に陥りまし
た。福音を教える者として，わたしたちは，だれも迷い出ることがないように，回復
された福音の純粋な真理を教える責任があります。教えを受ける人々が，真実の
教義を理解するならば，彼らは心を動かされ，態度と行動が変わります（ボイド・
K・パッカー「恐れてはならない」
『リアホナ』2004 年 5 月号，79 参照）。

霊的に備える
教 師として，あなたが 純 粋
な教義を教えているかどう
かをどのように確 認します
か。どのようなときに，純粋
な教義を教えるための力を
受けていると感じてきまし
たか。
あなたが 教える青少年は，
純粋な教義の力を認識して
いるでしょうか。青少年が，
純粋な教義を教えるための
自分の能力に自信を持てる
よう，どのように助けること
ができるでしょうか。

以下の聖句と資料を研究してください。どんな事柄を青少年と分かち合えばよい
と思いますか。
ルカ 24：32；ジョセフ・スミス― 歴史
1：11 － 12（聖文から教えることによ
り改心に導く）

アルマ 4：19；31：5（神の御言葉は力
を持つ）
モロナイ 10：5（聖霊は真理を証する）

2 テモテ 4：3 － 4（偽りの教義が教え
『教師，その大いなる召し』52 － 53 ，
られることを預言するパウロ）
203 － 207
モーサヤ 18：19（聖 文と預 言者 の言
D・トッド・クリストファーソン，
「キリ
葉は純粋な教義の源である）
ストの教義」
『リアホナ』2012 年 5 月
号，86 － 90

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 青少 年に，ほかの人に福 音を教え
たときに，御霊を感じた経験を分かち
合ってもらいます。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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教える福音を表しています。きれいな
水が 純粋な福音を表すとしたら，汚れ
た水は何を表すでしょうか。福音の純
粋な教義を汚染するのは何でしょうか
• きれいな水が入ったコップと，汚れ
（『教師，その大いなる召し』51 － 53
た水が入ったコップをクラスに持って来
参照）。この例えは，青少年が 純 粋な
ます。水は，わたしたちがほかの人に

教義を教えることの大切さを理解する
うえで，どのように役立つでしょうか。

一緒に学ぶ
以下の活動は，青少年が，純粋な教義を教えることの大切さについて学ぶのに役
立つでしょう。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾
つか選んでください。
• 青少年に，人々の行動を変えようと
させるこの世的な方法を挙げてもらい
ます。その後で，アルマ 4：19 と 31：5
を読み，ほかの人たちに影響を及ぼす
ことができる主の方法を探してもらいま
す。彼らの答えを聞いた後に，真実の
教義を教えられ 改心した人々の例を，
聖文の中から探すよう勧めます。今ま
で学んだ福音の原則の中で，自分の行
動に影 響を与えたものについて，青少
年に分かち合ってもらいます。
• 偽りの教義を教えた人々の例を，青
少年が聖典の中から見つけられるよう
助けてください（例えば，シーレム〔ヤ
コブ 7 章参照〕, コリホル〔アルマ 30
章〕，ゾーラム人〔アルマ 31 章参照〕）。
彼らの教えは，人々にどのような影響を
与えたでしょうか。主の僕たちはどのよ
うな教義を使って，答えたでしょうか。
これに似たような偽りの教えについて，
現 在青少年が 直面しているものには，
どのようなものがあるでしょうか。それ
らに対し，青少年はどのように答え，純
粋な教義を教えることができるでしょう
か。

• 青 少 年 に，2 テ モテ 3：2 － 4 と 2
ニーファイ 9：28 － 29 を読むよう勧め
ます。これらの聖句は，今の時 代にど
のように成就されているでしょうか。偽
りの教義の影 響について，わたしたち
の周囲ではどのようなものが見られる
でしょうか（幾つかの例として，2 テモ
テ 3：1 － 5 を参照）。これらの影響を
克服するのに，回復された福音のどの
原則が役立つでしょうか。

教師へのヒント
「資料を提示するときに，出
典を確認せずにそれを教会
指導者の言葉であると言っ
てはならない。聖文を引用
するときには，聖 文の文 脈
に合った方法で使用する。」
（『教 師，そ の 大 い なる 召
し』53 ）

• クラスの半分の生徒に，
『教師，その
大いなる召し』
（ 52 ページ）の「教 師
としてのあなたの責任」の項を，残りの
半分の生徒に，
「福音を教える教 師へ
の注 意」
（ 52 － 53 ページ）の項を研
究してもらいます。学んだことを相手の
グループに教えるための独創的な方法
を，各グループに考えてもらいます。一
人一人の青少年に，出されたアイデアを
一つ選び，純 粋な教義を教える際に，
そのアイデアがなぜ重要なのか分かち
合うよう勧めます。

青少年に，今日学んだことを分かち合ってもらいます。純粋な教義を教えること
の大切さについて理解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。
ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。
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救い主の方法で教える
救い主は聖句を使い，御自
身の使命について教え，証
されました。また純粋な教
義を繰り返し強調し，教え
られました。青少年が純粋
な教義を知り，ほかの人を
教えるために聖典を活用で
きるよう，どのような助けが
できるでしょうか。
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行動するように勧める
将来，自分が教える機会が来ることについて考えるよう青少年に勧めます。彼ら
が純粋な教義を教えるために何をしたらよいか，深く考えるよう励ましてください。

4 月―背教と回復

背教と回復の出来事を，どのよう
に自分の生活に当てはめることが
できるでしょうか
わたしたちは，
「すべての聖文を自分たちに当てはめて，それが自分たちの利益と
なり，知識となるようにする」べきです（ 1 ニーファイ 19：23 ）。聖文を当てはめ
るということは，聖文の中の出来事や状況が，わたしたちの生活の中の出来事とど
のように似通っているかを見いだすことです。背教と福音の回復は，はるか昔の
出来事ですが，これらの出来事から学び，自分たちに関連づける方法を見つける
ことができます。

霊的に備える
あなたは，聖文を自分の生
活に当てはめることにより，
どのような祝 福を得ました
か。 どのような方 法が，聖
文を自分の生活に当てはめ
るのに役立ちましたか。背
教と回 復について，あなた
の生活の中でどのような出
来事が特別なものとなって
いますか。
青少年が，聖文に当てはめ
ることを学 ぼうとするとき
に，どのような祝 福が 得ら
れるでしょうか。背 教と回
復について青少年が学ぶ事
柄と，彼らの 生 活 の 間 に，
どのようなつながりを見るこ
とができるでしょうか。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。青少年が，背教と回復の出来
事を自分の生活に当てはめるためには，何が助けとなるでしょうか。
1 ニーファイ 19：23 － 24（わたしたち 「背教」
『真理を守る』153 － 154
は，聖文を自分自身に当てはめなけれ
M ・ラッセル・バラード，
「 過去の教
ばならない）
訓から学ぶ」
『リアホナ』2009 年 5 月
教 義と聖 約 61：36（主が 一人に語ら 号，31 － 34
れる事 柄は，すべての人に語られてい
「当てはめること」
『教師，その大いなる
るのと同じである）
召し』170 － 171
ジ ョ セフ・スミ ス― 歴 史 1：5 － 20
「わたしにとっての回復」
ビデオ ―
（ジョセフ・スミスはヤコブの手紙 1：5
を自分自身に当てはめた）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 若い女性を招き，若い女性のクラス
で 背 教と回 復について最 近 学んだ 事
柄を，若い男性と分 かち合うよう勧め
ます。次に若い男性が，アロン神権定

員会で，背教と回復について学んだ事
柄を，若い女性と分かち合うよう勧めま
す。

83

• 青少 年に，1 ニーファイ 19：23 を
読み，ニーファイにとって「すべての聖
文を自分たちに当てはめ」ることが，ど
ういうことか話し合うよう言います（必
要であれ ば，このアウトラインの最初

の段 落を読み返してください）。 ビデ
オ「わたしにとっての回復」を生徒に見
せ，回復の出来事をどのように自分の
生活と関連づけることができるか探す
よう勧めます。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「あなたがどれほど多くのこ
とを教えるかということより
も，生徒の生活にどれほど
の影響を及ぼすかというこ

との方が大切である。一時
にあまりに多くの概 念を提
示すると生徒を混乱させた
り，飽きさせたりするので，
通常は一つか二つの大切な
原 則 に焦 点を 絞る。」
（『教
師，そ の 大 い な る 召 し』
98 ）

以下の活動は，青少年が，背教と回復の出来事を自分たちの生活に当てはめる方
法を学ぶのに役立つでしょう。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を
一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 青少年に，ジョセフ・スミス― 歴史
1：5 － 10 を読み，14 歳のときにジョ
セフの生活の中で起きた出来事につい
て学ぶよう勧めます。その後，11 節か
ら 20 節を読み，ジョセフが 聖 文を読
んで自分に当てはめた経験について確
認してもらいます。ジョセフ・スミスの
模範は，青少年が聖文学習を改善する
のにどのように役 立つでしょうか。時
間を取って，ジョセフ・スミスの 経 験
を，自分の生活に当てはめる方法を書
き出してもらいます。クラスのほかの生
徒たちと，自分が 書いたものを分かち
合うよう青少年に勧めます。
• 青少 年に，
『教 師，その大いなる召
し』170 － 171 ページの「当てはめる
こと」の項を読み，聖文を自分に当て
はめるための効果的な方法を探すよう
勧めます。学んだことをクラスで分 か
ち合ってください。『教師，その大いな
る召し』のこの項にある引用聖句を一
つ選び，自分自身の生活に応用するた
めの指針に従うよう青少年に勧めます。
そのほかに青少年がこの方法を使って
自分自身に当てはめることができる聖
句はないでしょうか。

• ホワイトボードに「大 背 教」，
「個 人
の 背 教」と書 きます。 青 少 年 に，
『真
理を守る』の「背 教」の項を読んでも
らい，大背教の要因となった事柄をホ
ワイトボードに書いてもらいます。それ
らの事 柄が，個人の背教にどのように
つながるかを話し合い，大背教の出来
事を，自分に当てはめることができるよ
う助けてください。例えば，キリストの
死後，使徒たちを殺した人々と同様に，
今日生ける預言者を拒絶したり批判し
たりする人は，個人の背 教に陥る危険
があります。青少年が，個人の背教か
ら自分自身を守るために何ができるで
しょうか。
• もし，
「聖 典は，大 昔の出 来 事につ
いて書いてあるだけなので読みたくな
い。今の自分の生活にどう関係がある
のか」と友人に聞かれたらどう答える
か青少年に尋ねます。 M・ラッセル・
バラード長老の説教「過去の教訓から
学ぶ」を幾つかの項に分けて青少年に
読んでもらい，友人にどのように答えた
らよいか見つけるよう勧めます。

青少年に，今日学んだことを分かち合ってもらいます。背教と回復の出来事を自
分に当てはめる方法について理解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべ
きでしょうか。
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救い主の方法で教える

行動するように勧める
今日学んだことを通して，何を実 践しようと感じたか，青少年に尋ねてください。
その気持ちに従って行動するよう励ましてください。御霊を求めながら，よく祈っ
て，フォローアップする方法を考えてください。

救い主は，聖文について深
く考え，疑問に対 する答え
を自ら見つけるよう人々に
教えられました。青少年が
直面するチャレンジに対し，
彼らが聖文を読んで応用す
る方 法を理 解するため，あ
なたはどのように助けること
ができるでしょうか。
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精選されたリソース
「当てはめること」
『教師，その大いなる召し』170 －
171 より抜粋

えて読んでみるよう提案することである。例えば，だ
れかがヤコブの手紙 1：5 － 6 にある状況に自分自身
を置くとしたら，ジョセフ・スミス同様，その人にとっ
てこの祈りに関する教えが自分自身に対して適応し得
るものになる。

わたしたちは，
「それが自分たちの利益となり，知識と
なるようにするため，すべての聖文を自分たちに当て
はめ」るべきである（ 1 ニーファイ 19：23 ）。聖文を
当てはめるとは，聖文に記されている事柄がいかに今 「〔わたしが〕知恵に不足しているのであれば，とがめ
日のわたしたちを取り巻く環境に似通ったものである もせずに惜しみなくすべての人に与える神に，願い求
〔わたしに〕与えられるであ
か，またわたしたちの生活といかに関連が深いかを理 めるがよい。そうすれば，
解することである。例えば，真理に立つというレッスン ろう。ただ，疑わないで，信仰をもって願い求めなさ
においては，生徒をノア王の裁判の席に連れて来られ い。」
たアビナダイに当てはめることができる（モーサヤ 11
「この記録を書いた預言者は，そこからわたしたちに
－ 17 章参照）。霊的な盲目について，またわたしたち
何を学んでほしいと望んだのだろうか」
「こうして特別
を癒し，さらに霊的な視野を広げてくれる救い主の力
に詳細を書き加えた理由は何だったのだろうか」とい
について教えるために，キリストが盲人を癒される物
う質問をしながら，わたしたちの生活に幾らでも聖文
語を当てはめることもできる（ヨハネ 9 章参照）。
を当てはめていくことができる。エノスの逸話につい
この方法は，読んだ記述について家族や生徒に深く てこうした質問をすると，祈りに関する自分の経験に
考えさせる機会を与えるような場合，最も効果的に活 当てはめることができると気づくのである。祈りには
用できる。例えば，聖なる森で敵の力に打ち負かさ 努力が要ることや，天父はわたしたちの祈りにこたえて
れそうになったときのジョセフ・スミスの対応につい くださることを学ぶことができる。さらにまた，たとえ
て教えた後（ジョセフ・スミスー歴史 1：15 － 16 参 子供が親の教えに従うようになるには長い年月がかか
照），教師は生徒が試された経験について思い出して るにせよ，親は子供に影響を与える存在であることを

もらい，さらにはそれらを書いてもらうこともできる。 学ぶことができる。
そしてその試しの間「あらんかぎりの力を尽くして神に
聖文をわたしたち自身に見立てたり，人が同様にでき
呼び求め」ることがなぜ重要であるかについて考えて
るよう助けるとき，わたしたちは，わたしたちの生活の
もらう（ 16 節）。 . . . . . .
あらゆる側面に及ぶ神の言葉の力を理解するのであ
聖文に自分自身を当てはめて考えられるように助ける る。
うえで役立つもう一つの方法は，聖句を自分に置き換
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4 月―背教と回復

背教と回復について，ほかの人に
どのように説明することができるで
しょうか
わたしたちには，ほかの人と福音の真理を分かち合う機会があります。背教と回
復は，回復された福音の基本原則であるため，これらの真理を，人々に説明する
方法を知る必要があります。わたしたちは，ほかの人の気分を害することなく，福
音の回復の重要性を宣言し，証するべきです。

霊的に備える
背 教と回復について，ほか
の人に教える機会はどんな
ときでしょうか。ほかの教
師が，これらの概 念につい
て教えるために用いている
効 果 的 な 教 授 法には何が
あるでしょうか。
背 教と回復について，青少
年 が す で に知 って いる 事
柄は何でしょうか。青少年
は，現在と将来にわたり，ど
のような機会にこれらの真
理を教えたらよいでしょう
か。

以下の聖句と資料を祈りの気持ちをもって研究してください。青少年がほかの人
に背教と回復について説明する方法を学ぶのに，何が助けとなるでしょうか。
アモス 8：11 － 12；使 徒 行 伝 3：20 「しばしば証を述べる」
『わたしの福音
－ 21；2 テサロニケ 2：1 － 3（背教と を宣べ伝えなさい』198 － 199
回復の預言）
「実物を用いたレッスン」
『教師，その大
エペソ 2：20（教会は，預言者と使徒と いなる召し』164
いう土台の上に建っている）
背教と回復についてさらに詳しく知るに
ダリン・H・オークス，
「唯一真実の生 は，
『わたしの福音を宣べ伝えなさい』
け る 教 会」
『リ ア ホ ナ』2011 年 8 月 35 － 38 の「大 背 教」や「ジョセフ・
号，48 － 51
スミスを通して，イエス・キリストの福
音が回復された」の項を研究するとよ
いでしょう。

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 教会 や自分たちの 信条について尋
ねられた事柄を分かち合うよう青少年
に勧めます。彼らはどのように答えるで
しょうか。

• 背教と回復について，学んだ経験を
分かち合うよう青少年に勧めます。青
少年を教えた教師たちは，彼らが回復
された福音の真理を理解するためにど
んな助けをしましたか。
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一緒に学ぶ
教師へのヒント
「学 習 活 動 に 変 化 を 持 た
せるならば，生徒は福音の
原 則をよりよく理 解し，そ
して，それを記 憶にとどめ
やすくなる。細心の注意を
払って教授法を選ぶことに
よって，教える原則をより明
確に，より興味深く，より記
憶に残るものとすることが
できる。」
（『教師，その大い
なる召し』89 ）

以下の活動は，青少年が，ほかの人と背教と回復について話す方法を学ぶのに役
立つでしょう。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾
つか選んでください。
• 大背教と回復が起こることに関する
預言が記された聖句で，青少年が知っ
ているものを分かち合ってもらいます。
助けが必要な場合，
「聖句ガイド」を使
うか，この概要に挙げられている聖句
を参照するよう提案します。青少年に
それらの聖句を使い，互いに背教と回
復について説明する練習をしてもらい
ます。
• ダ リン・H・オークス 長 老 の 説 教
「唯一真実の生ける教会」の，最初の 6
つの段落を，クラスで一緒に読みます。
わたしたちは，どのようにすれば，ほか
の人の気分を害することなく，唯一真実
の教会について証することができるか
話し合ってください。説教の残りの部
分を各 生徒に割り当て，オークス長老
が，ほかの信条を持つ人々に敬意を表
しながらも，どのように彼らに力強く証
したかを見つけるよう言います。クラス
でペアを作り，学んだ方法を使いなが
ら，真実の教会について交互に証を述
べるよう勧めます。
• 青少年は，
『わたしの福音を宣べ伝
えなさい』198 － 199 ページの「しば
しば証を述べる」の項を読みます。そ
してクラスで教えるときに，証を述べる
ことが大 切な理由と，証を述べる際に
基 準となる事 柄を挙げてもらいます。

回復について教えるときに，証すること
の大切さを理解してもらえるよう，最近
改宗した生徒に，どのようにしてジョセ
フ・スミスの最初の示現について証を
得たか分かち合ってもらいます（事前
にビショップの許可を得てください）。
その改 宗者に，ほかの人の証が，自分
の改宗にどんな影響を与えたか分かち
合ってもらいます。福音の回復につい
て，あなたの証を伝えたり，青少年に，
彼らの証を分かち合うよう勧めたりして
もよいでしょう。
• 青少 年は，
『教 師，その大いなる召
し』164 ページの「実物を用いたレッ
スン」の項を研 究します。青少年がほ
かの人に，背教と回復について説明す
るのに役 立つ，実物を用いたレッスン
について考えてみるよう勧めます。例え
ば，背教を説明するために，積木を使っ
て教会を作ることもできるでしょう。一
番下の積木に「使徒と預言者」と書い
た紙をはり，教会は，使徒と預言者とい
う土台なしには立つことができないこと
を示します（エペソ 2：20 参 照）。 実
物を用いたレッスンのアイデアを，互い
に分かち合うよう勧めます。青少年は，
どのような機 会に，ほかの人と背 教と
回復について教えることができるでしょ
うか。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。背教と回復について，ほかの
人に説明する方法を理解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょう
か。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょ
うか。

88

救い主の方法で教える

行動するように勧める
今日学んだことを通して，何を実 践しようと思ったか，青少年に尋ねてください。
その気持ちに従って行動するよう励ましてください。御霊を求めながら祈り，フォ
ローアップする方法を考えてください。

救 い 主 は，教 えを 受 ける
人々に，証するよう勧めまし
た。そのようにすると，彼ら
は御霊を感じました。青少
年が，ほかの人に背 教と回
復について証する方法を知
るために，どのような助け
ができるでしょうか。
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精選されたリソース
「しばしば証を述べる」
『わたしの福音を宣べ伝えなさ
い』198 － 199
証とは聖霊によって与えられる霊的な証拠または確信
です。証を述べるとは信じていること，すなわち福音
の真理に対する気持ちや確信を，簡潔にまた率直に
宣言することです。御霊を招き，人々が御霊を感じら
れるようにする最も力強い方法の一つは，しばしば証
を述べることです。証を述べるなら，聖文から教えら
れた真理について，いきいきとした個人的な証拠を付
け加えることになります。優れた宣教師は，イエス・キ
リストを信じる信仰を築く行いをするように教え，証
し，勧めます。その中で，真実の原則に従うことで祝
福が得られることを約束します。例えば，宣教師はこ
のように言うことができます。「安息日を聖く保つなら
ば，あなたはさらに大きな平安を感じることをわたし
は知っています。」

あることを証してください。これから教えようとしてい
る原則に従うならば，祝福が得られると証してくださ
い。原則に従って生活することにより，あなたの人生
がどのように祝福されてきたかを話してください。
人々はあなたの教えることについて知的な疑問を抱く
ことがあるかもしれませんが，誠実で心からの証に対
して疑問を差し挟むことは困難です。証を述べるとき
には，教える人々が聖霊による確認の証を感じられる

よう祈ってください。あなたの証は，聖霊があなたの
証の真実性を確認してくださり，求道者がそれを感じ
ることができるように，その環境を作っています。この
ようにして，人々はあなたが勧める決意を受け入れる
備えができるのです。

ブリガム・ヤングは，回復された福音について学び始
めてから最初の 1 年間は，末日聖徒イエス・キリスト
教会に入るためにバプテスマを受けることはありませ
証を聞く人が確信を得るには，証を述べる人が 誠実 んでした。しかし，自分の改宗について次のように述
でなければなりません。証に力があるかどうかは，雄 べました。「わたしが聞いたモルモン書についての証
弁さや声の大きさではなく，あなたが心にどれほど強 が，もしもこの世のあらゆる才能，機転，知恵，優雅さ
い確信を抱いているかに懸かっています。自分が教 を集めた言葉であったならば，その真実性を述べる宣
える教義と原則について理解と確信を強めるために， 言が，この世の雄弁術の粋を集めたような言葉 遣い
毎日努力してください。教えた原則や教義が真実で で，学問やこの世の知恵によって証明しようとしたも
あることを結び固めるために，しばしば証を述べてく のであったならば，そのような言葉の数々は煙のよう
ださい。教えては証し，また教えては証するということ に立ち昇り，消え去っていたことでしょう。けれども，
雄弁ではなく，人々の前で話す才能も持ち合わせてい
を，可能な限り頻繁に行ってください。
ない一人の男が『わたしは主の力によって，モルモン
あなたの証は「イエス・キリストは神の御子です」あ
書が真実であり，ジョセフ・スミスが神の預言者であ
るいは「わたしはモルモン書が真実であるということ
ることを知っています』とだけ言ったとき，その人から
を身をもって知っています」というように簡潔なものか
発 せられた聖霊がわたしの理 解を照らしてくださり，
もしれません。また，その知識をどのようにして得た
光と栄光と不死不滅がわたしの前にあるのに気づいた
かについての経験を手短に述べるとよいでしょう。各
のです。わたしはそれらに取り巻かれ，それらに満た
レッスンでは，最後だけでなく，途中で何度も証を述
されて，その証が真実であることを身をもって知りまし
べます。同僚が教えたことは神から与えられたもので
た。」
（ Journal of Discourses, 第 1 巻，90 ）
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単元の概要

5 月―預言者と啓示

「わたしたちは，神がこれまでに啓示されたすべてのこと，神が今啓示されるすべてのこと
を信じる。またわたしたちは，神がこの後も，神の王国に関する多くの偉大で重要なこと
を啓示されると信じる。」
（信仰箇条 1：9）
この単元のアウトラインは，青少年が主から与えられた啓示から学び，
それについて教える
能力を高めるうえで役立つでしょう。啓示には，聖文に記されている啓示や生ける預言者
の言葉，さらに聖霊を通して青少年に与えられる個人的な啓示が含まれます。学んでいる
ことについて質問したり，さらに深く学んだり，発見したことをほかの人と分かち合ったりす
るように励ましてください。

今月は以下のアウトラインから選んでください。
生ける預言者と使徒から何を学ぶことができるでしょうか
聖文研究をどのように改善できるでしょうか
敬虔さは，啓示を受けるうえでどのように役立つでしょうか
証を述べるとはどういう意味でしょうか
御霊に従うことについてモンソン大管長から何を学ぶことができるでしょうか

この単元をオンラインで見るには， lds.org/youth/learnにアクセスしてください。
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5 月―預言者と啓示

生ける預言者と使徒から何を学ぶ
ことができるでしょうか
生ける預言者と使徒は，教会を導くために啓示を受けます。預言者と使徒の勧告
は，わたしたちを完全に知っておられ，わたしたちの問題を理解してくださってい
る主の御心を示すものです。彼らの教えは，今日わたしたちが直面している様々
な問題に対処するうえで助けとなります。わたしたちは恵まれて生ける預言者と使
徒の導きを受けており，半年に 1 度総大会で勧告を受けます。

霊的に備える
預言者と使徒の教えはあな
たが問題を克服するうえで
どのように役 立ってきたで
しょうか。あなたが教える
青少年を強めるためにどの
ような経験を分かち合える
でしょうか。
青少年が今日直面している
問題にはどのようなものが
あるでしょうか。預 言者と
使徒の教えは彼らが問題に
対処するうえでどのように役
立つでしょうか。

これらの資料を研究する際，青少年が生活における生ける預言者の教えの大切さ
を学ぶのに役立つ真理を探してください。
モーサヤ 8：16 － 18（聖 見 者は，同
胞に大きな利益をもたらす）

ロバート・D・ヘイルズ「総 大 会 ― 信
仰と証を強める」
『リアホナ』2013 年
11 月号，6 － 8

教 義と聖 約 1：38；68：3 － 4（主の
僕が御霊によって語る言葉は聖文とな ジェフリー・R・ホランド「国々への旗」
る）
『リ ア ホ ナ』2011 年 5 月 号，111 －
113
ボイド・K・パッカー「わたしの知って
いること」
『リアホナ』2013 年 5 月号， 『リアホナ』2013 年 11 月号（大 管 長
6－8
会と十二使徒定員会の会員による総大
会の説教）
「預言者」
『真理を守る』189 － 190

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 最 近だれかに福音について質問さ
れた経験について話すよう青少年に勧
めます。その質問にどのように答えたで
しょうか。

• 最 近 の 総 大 会 の 説 教 の中 で心 に
残ったものを分かち合うよう青少年に
言います。 な ぜその説 教 がその人に
とって大切なのか尋ねます。
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一緒に学ぶ
福音の学習技術
総 大 会 やその 他の説 教を
研 究 する。この項では，青
少 年は総 大 会 の説 教を調
べるように 勧 められます。
以下のアイデアは，生 徒 が
研 究するのに役 立ちます。
主要な概念を自分の言葉で
要約するように励ましてくだ
さい。生徒は次のように自
問することもできます。「主
はこの説教からわたしに何
を学んでほしいと思ってお
られるのだろう」
「主はわた
しに何をするように望んで
おられるのだろうか」
「この
説教には，自分が今直面し
ている試 練に対処するうえ
で役立つ教えがあるだろう
か」。 青少 年に，個 人や 家
族の 福 音 学習で 説 教を研
究する際に，このような 質
問を使うことができることを
記憶に留めてもらいます。

以下の活動は，青少年が生ける預言者の言葉を通して問題の解決法を見つける助
けとなるでしょう。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるい
は幾つか選んでください。
切なのだろう？」クラスの生徒に，ホワ
イトボードの所に来て，質 問への答え
を書くように言います。このアウトライ
ンに挙げられている聖句と，ロバート・
D・ヘ イルズ 長 老 の 説 教「総 大 会 ―
信仰と証を強める」を読んで，ホワイト
ボードの質問への答えをさらに見つけ
てもらいます。青少年に，総 大会を意
義深い経験にするために行ってきたこ
とを話し合ってもらいます。生徒たち
• トーマス・S・モンソン大 管長の最
は，ヘイルズ長老の説教からほかにど
近の総 大会説 教のビデオを見せます。
のような教えを見つけるでしょうか。
青少年の年代の人々にとって特に大切
『真 理を守る』の
な助言と勧告をよく聞いて，見つけた勧 • クラスの 全 員に，
告を使って 5 分間のお話を準備するよ 「預言者」の項を一緒に読んでもらいま
う青少年に勧めます。クラスで互いに す。彼らに読んだことの中から預言者
の役割を探して，それらをホワイトボー
お話の練習をしてもらいます。
ドに書くように言います。青少年一人一
• あなたが教える青少年にとって大切
人に，ボイド・K・パッカー会長の説教
な総大会の説教をクラスで視聴します。
「わたしの知っていること」の一部を配
説教に出て来る永遠の真理や聖句，行
ります。青少年に，これらの役割を果
動を促す勧告，約束されている祝福を
たすパッカー会長の模 範を見つけ，見
探すよう勧めます。（時間が短い場合，
つけたことを分かち合ってもらいます。
説 教の 一 部のみを視 聴 するとよいで
預言者が持つそのほかの役割について
しょう。）
も分かち合ってもらいます。青少年は，
• ホワイトボードに次のように書きま 預言者たちがその役割を果たすことに
す。「総大会に耳を傾けるのはなぜ大 よって，どのような祝福を受けているで
しょうか。

• 青少年が 今日直 面している問 題の
リストを作成できるようクラスの生徒た
ちを助けます。リストの中から問題を
一つ選んで，その問題を克服する上で
助けとなる勧告を最新の総大会説教か
ら探すよう，それぞれの青少年に勧め
ます。最新の『リアホナ』総大会 号の
「テーマ別索引」を活用するよう提案し
ます。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。生ける預言者と使徒から何
を学ぶことができるか理解できたでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたで
しょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべき
でしょうか。

行動するように勧める
福音学習の一環として，最も新しい総大会の説教を研究するよう青少年に勧めま
す。学んだことをクラスで発表するよう勧めます。
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次の総大会が近づいてきたら，質問のリストを作ることによって備えるよう青少年
に勧め，総大会の話の中に答えを見いだせるようよく祈って耳を傾けるように言い
ます。

救い主の方法で教える
救 い主は死と復 活 の 直 前
に，弟 子たちを「あらゆる
真 理に導〔き〕……きたる
べき事をあなたがたに知ら
せ〔て〕」
（ヨ ハ ネ 16：13 ）
聖霊を送ると弟子たちにお
教えになりました。聖霊は
あなたに，青少 年を 教 え，
助ける最善の方法を教える
ことがおできになります。
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精選されたリソース
ロバート・D・ヘイルズ「総大会ー信仰と証を強める」 管長の言葉を思い出してください。「わたしはこの総
『リアホナ』2013 年 11 月号，6 － 8 から抜粋
大会を終えて帰宅したらやるべきことを決心しました。
わたしの生活には，完全にする余 地のある事柄が非
総大会の最大の祝福は大会が終わった後にやって来
常に多くあります。わたしは心の中でそのリストを作り
ます。聖文にしばしば記されている規範を思い出して
ました。そして今，大会を終えたらすぐにそれを始めた
ください。わたしたちは集まって主の御言葉を聞き，
いと思っています。」
〔スペンサー・W・キンボール「兄
家に帰って主の御言葉に従って生活します。
弟たちの説教」
『聖徒の道』1976 年 2 月号，145 参
ベニヤミン王は民を教えた後，
「群 衆を解散させた。 照〕先日，モンソン大 管長はこう述べました。「各説
そこで民は，それぞれ家族ごとに各自の家へ帰って行 教をよく読み，そこに含まれるメッセージについて深
〔きました〕。」
〔モーサヤ 6：3〕リムハイ王も当時，同 く考えるようお勧めします。これまでわたし自身の生
じことをしました。〔モーサヤ 8：4 参照〕救い主は 活でも，これらの霊感に満ちた説教を深く研究すると
バウンティフルの神殿で民を教え導いた後，人々に強 きに，そこからいっそう多くのものを得てきました。」
『リア
くお勧めになりました。「自分の家に帰り，わたしが 〔トーマス・S・モンソン「神よ，また逢うまで」
述べたことを深く考えなさい。そして，理解できるよう ホナ』2012 年 11 月号，110〕
に，また明日のために心が備えられるように，わたしの
名によって父に願いなさい。わたしはもう一度あなた
がたのところに来るであろう。」
〔 3 ニーファイ 17：3〕

わたしたちは教えられたことを深く考え，解できるよう
に祈り，その後，主の御心を行うとき，救い主の勧め
を受け入れるのです。スペンサー・W・キンボール大
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個人と家族の聖文の勉強をするように勧めるほかに
も，天の御父はわたしたちに大会で学んだことを定期
的に研究し，応用するよう望んでおられます。主を信
頼し，信仰をもってこの勧告を心に留める人は，自分
自身と何世代にもわたる家族を祝福する大いなる強さ
を得ると証します。

5 月―預言者と啓示

聖文研究をどのように改善できる
でしょうか
「キリストの言葉をよく味わう」
（ 2 ニーファイ 32：3 ）という聖文の戒めは，ただ
漫然と聖文を読む以上のことを意味しています。わたしたちは，聖文の教えにつ
いて考え，その教えを自分自身に当てはめながら，熱心に聖文を調べるべきです。
理解できるよう祈り，また聖霊から受ける促しに従う必要があります。有意義な
聖文研究は信仰を築き，誘惑に負けないようわたしたちを強め，天の御父に近づ
けるよう助けてくれます。

霊的に備える
聖文は，あなたの人 生にど
のような影 響を与えてきた
でしょうか。聖文の学習を
さらに意義深いものにする
ために，あなたはどのような
ことをしてきましたか。
クラスの青少年は聖文に関
連した有意義な経験をして
いるでしょうか。彼らの聖
文学習を改善する助けをど
のようにできるでしょうか。

これらの聖句と資料を，よく祈って研究してください。青少年が聖文研究を改善
するのに役立つのはどの言葉でしょうか。
1 ニーファイ 10：19；教義と聖約 88： 2 ニーファイ 32：3（キリストの言葉を
63 ，118（求めるならば，見いだすで 味わうべきである）
あろう）
ヘンリー・B・アイリング，
「聖文研究に
1 ニーファイ 19：23（聖文を自分に当 ついて語る」
『リアホナ』2005 年 7 月
てはめるべきである）
号，22 － 26
2 ニーファイ 4：15 － 16；教義と聖約
138：1 － 11；ジョセフ・スミス― 歴
史 1：11 － 13（聖文について深く考え
ることにより啓示がもたらされる）

デ ビッド・A・ベドナー，
「生ける水の
源」2007 年 2 月 4 日ヤングアダルト
対象の CES ファイヤサイド

関連づける
毎回クラスの最初の数分間を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関
連づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会
のその他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 今 週個人学習で聖文から学んだこ
とを分かち合うよう青少年に勧めます。
どのような聖文学習計画を立てている
でしょうか。聖文学習をどのように改
善できると感じているでしょうか。

• ホワイトボードに「聖文を熱 心に読
むことは，霊の養いに不可欠です」
（ク
エンティン・L・クック「今でもそのよう
に感じられるか」
『リアホナ』2012 年
11 月号）と書きます。聖文を熱心に読
むとはどのような意味だと思うか，青少
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年に尋ねます。 単に聖文を読むのとど
のように異なるでしょうか。このレッス

ンで聖文研究について学ぶ間，この言
葉について考えるよう勧めます。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「あなたが 生 徒 一人一人の
顔を見ることが でき，生 徒
もあなたの顔を見ることが
できるようにいすの配置を
考える。」
（『教師，その大い
なる召し』71）

以下の活動は，青少年が聖文研究を改善するのに役立つでしょう。御霊の促しに
従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 「調べる」
「深く考える」
「祈る」とホ
ワイトボードに書きます。ここで提案さ
れている聖句の一つを読み，その聖句
から学んだことを発表するよう，それぞ
れの青少年に勧めます。青少年が教え
る原則を説明している，ホワイトボード
上の，教える原則を表した言葉の横に
参照聖句を書いてもらいます。ほかに
どのような効果的な聖文学習の原則が
考えられるでしょうか。彼らはそれらの
原則を説明している聖文を知っている
でしょうか。
• ヘンリー・B・アイリング管長の記事
「聖文研究について語る」に出てくる質
問の中から，あなたが教える青少年に
とって適切なものを幾つか黒板に書い
てください。 これらの質問の答えを発
表するよう青少年に勧め，その後アイリ
ング管長の答えを読む時間を取ります。
アイリング管長の答えから，聖文学習

の改善に役立てるためにどのようなこと
を学べますか。
• 青少年に末日聖徒 版の聖文の中に
ある学習補助資料（脚注，各章の見出
し，聖句ガイドなど ）を紹介してくださ
い。青少年がこの学習補助資 料を聖
文学習の改善にどのように役立てられ
るかを理 解できるよう助けます。（『教
師，そ の 大 い なる 召し』56 － 59 参
照。）ビショップの許可を得て，ワード
の会員をクラスに招き，自分の聖文研
究を有意義なものとする方法について，
青少年からインタビューを受けてもらい
ます。
• 青少 年に，聖 典から一つの章を選
び，今日学んだ聖文研究の原則を実践
しながら少しの時間それを読むように
言います。研究をして分かったことを発
表してもらいます。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。聖文研究の改善方法を理解
できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないで
しょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。
救い主の方法で教える
救 い 主 は 教 え，証 するた
め に 聖 文 を 用 いられ まし
た。また，聖文について考
え，聖 文を用いて答えを見
いだすよう人々に教えられ
ました。青少年が自分の疑
問に対する答えを見つける
ために聖文を用いるよう助
けるにはどうすればよいで
しょうか。

98

行動するように勧める
個人の聖文学習計画について考えるよう，青少年に勧めます。今日学んだ事柄の
中で，計画の改善に役立つことは何でしょうか。

精選されたリソース
ヘンリー･ B・アイリング「聖 文研 究について語る」 アイリング長老 ― 忙しいスケジュールによって聖文研
『リアホナ』2005 年 7 月号，8 より抜粋
究を後回しにしないための唯一の方法は，聖文を学
ぶための決まった時間を設定することです。わたしに
個人の聖文研究を充実したものとするためにどのよう
とっては，一日の始めと終わりが最良の時間です。自
な工夫をしてきましたか。
分でコントロールできるからです。ですから，子供の
アイリング長老 ―わたしが十二使徒定員会に加わった ころからの習慣として，一日の初めと終わりに聖文を
とき，リチャード・G・スコット長老はわたしに，それ 読んできました。この習慣のおかげで，18 歳になる
ほど高価でない聖典を 1 セット購入し，新しい召しを までにモルモン書を何度も読み通しました。
通して得る洞察や啓示を書き込んでみてはどうかと提
案してくれました。わたしはそれを実行しました。で
もそれだけでなく，自分なりにもっと工夫してみまし
た。

わたしは天の御父に，使徒としてわたしに何をするよう
に望まれているかを尋ねました。そして，その質問に
対する主の答えと思ったことを書き出しました。それ
らの答えを紙にタイプして色分けし，聖典の中表紙に
貼りました。例えば，最初の答えは「キリストが 神の
御子であられることを証するように望んでおられる」
というものです。そこで次に，キリストが神の御子であ
られることを証するための方法を提案してくれる記述
を探しながら聖文を読みました。何かを見つけたら，
青色の印を付けました。そうするうちに，主がわたし
に望んでおられると思われることについて独自の索引
が出来上がりました。この研究方法によって多くのこ
とを学びました。
何を行うべきかを知るために聖文に頼ることで，すべ
てが変わってきます。主が教えてくださるのです。例
えば，子供や伴侶を失うなど人生の中で問題に遭遇
したときは，具体的な助けを得るために聖文を探るべ
きです。聖文の中に答えを見いだすことでしょう。主
はわたしたちのあらゆる問題やあらゆる必要を予期し
ておられたようで，わたしたちにとって助けとなる事柄
を聖文に込めてくださいました。しかしそれは，求め
なければ得られません。

この習慣を守れない状況にいるときはつらくなります。
毎日聖文研究を行うことに慣れると，しないと落ち着
きません。食物と同じで，なくてはならないものです。
聖文は食物と同じように必要なものなのです。食事を
抜かないのと同じように，毎日の聖文研究も欠かしま
せん。
聖文研究で断食と祈りはどのような役割を果たします
か。
アイリング長老 ― 幼子のように謙 遜で熱心に願い求
める態度，すなわち教えを受けたいという姿勢をもっ
て断食に臨むべきです。これが正しい断食の方法で
す。ただ食事を抜くだけではいけません。
断食と同様に，聖文を研 究するときも謙 遜で熱心に
願い求める態度で臨むべきです。教えを受けたいとい
う気持ちで聖文を研究すると，断食を付け加えること
によって非常に大きな助けが得られます。 . . . . . .
聖文研 究における聖霊の役割はどのようなものです
か。
アイリング長老 ― 聖霊はわたしたちが神の言葉を読
むときに，それが神から出ているものであることを確
認させてくださいます。その確 認は頻繁に繰り返さ
れ，わたしたちの信仰を強めます。そして，わたしたち
は信仰によって障害を乗り越え，誘惑を克服するので
す。

末日聖徒はどうしたら聖文研究を優先させることがで
きるでしょうか。
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5 月―預言者と啓示

敬虔さは，啓示を受けるうえでどの
ように役立つでしょうか
わたしたちは敬虔なときに，神への愛を示し，さらに個人の啓示を受けることがで
きます。敬虔な態度は，御霊の静かな細い声をさらによく聞き分けるうえで役立
ちます。神聖なものを敬虔に扱うなら，天の御父はわたしたちを信頼してくださ
り，さらなる真理をわたしたちに明らかにしてくださいます。

霊的に備える
敬 虔さはあなたにとってど
のような意味を持っていま
すか。敬虔さは御霊を感じ
るのをどのように助けてき
ましたか。青少年にどのよ
うな経験を分かち合うこと
ができますか。

敬 虔さはあなたのクラスの
青少 年にとってどのような
意味を持っていますか。青
少年が敬虔さと啓示の関連
性を理 解できるようどのよ
うに助けることが できるで
しょうか。

これらの聖句と資料を，よく祈って研究してください。青少年が敬虔さを育むの
に役立つのはどの言葉でしょうか。
列王 上 19：12；3 ニーファイ 11：1 －
7（神は静かな細い声を通して語られ
る）

ボイド・Ｋ・パッカー「啓示をもたらす
敬 虔さ」
『聖 徒の道』1992 年 1 月号，
21 － 23

詩篇 46：10（「静まって，わたしこそ神 ポール・B・パ イパ ー「神 聖 に 保 つ」
であることを知れ」）
『リ ア ホ ナ』2012 年 5 月 号，109 －
111
教 義 と 聖 約 63：64；84：54 － 57
（神聖な事柄を敬虔な態度で扱う）
「敬虔さ」
『真理を守る』68
「啓示」
『真理を守る』69 － 74

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 他のクラスで学んでいることについ
て何か質問があれば分かち合うよう青
少年に勧めます。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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• ホワイトボードに，
「敬虔とは
。」と書きます。前に出てきてホワ
イトボードに敬虔の定義を書くよう生徒
に言います。今日のレッスンで敬 虔に

ついて学びながら，ほかの定義を書き
加えていくよう青少年に勧めます。

教師へのヒント

一緒に学ぶ
以下の活動は，敬虔さと啓示の関係について青少年が理解するのに役立つでしょ
う。御霊の促しに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んで
ください。
• 『真 理 を 守 る』の「敬 虔」の 項 ま 学んだことについて話し合うよう勧めま
たはポール・B・パイパー長老の説 教 す。それぞれのグループに学んだこと
「神聖に保つ」の部分を読み，
「敬 虔さ をほかの生徒たちと分かち合ってもら
は自分が啓示を受けるうえでどのように います。
役立つだろうか」という質問の答えを見
• ボ イド・K・パッカ ー 会 長 の 説 教
つけるよう青少年に勧めます。見つけ
「啓示をもたらす敬虔さ」を調べて，教
たことを発 表するよう勧めます。青少
会の集会に敬虔さを招くためにするべ
年はもっと敬虔になるために何ができる
きことを探すよう青少年に勧めます。見
と感じていますか。
つけたことを発表して，敬虔さについて
• クラスを小さなグループに分け，ここ のパッカー会長の勧告をほかの状況や
で提案されている一つまたは二つの聖 神聖なもの（例えば，神殿や聖文など ）
句についてそれぞれのグループごとに にどのように当てはめることができるか
研 究するように言います。敬 虔さと啓 提案するように言います。
示との関係についてこれらの聖句から
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。敬虔さが啓示とどのような
関連があるか理解できたでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほ
かに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める
啓示を受ける上で敬虔さが重要であることについて今日何を学んだか青少年に尋
ねます。もっと個人の啓示を受けるために自分の行動や環境をどのように改善で
きるでしょうか。

「福音の教義を学ぶために
集まるときは，敬 虔な気 持
ちを忘れないようにしてくだ
さい。 …… 敬 虔 さを 失 わ
せることは，まさしくサタン
のもくろみなのです。知性
と霊性の両方における啓示
の伝達経路を妨害すること
になるからです。…… 敬虔
さは啓 示をもたらす〔ので
す。
〕
」
（ボイド・K・パッカー，

『教師，その大いなる召し』
82 ）

救い主の方法で教える
あらゆる場面で救い主は弟
子たちの模範であり指導者
でした。救い主は教える備
えをするために，時間を取っ
て一人で祈り， 断 食しまし
た。敬虔さが個人の啓示を
受ける準備をする上で助け
となることを青少年に説明
します。神聖な事柄に敬意
を払うよう青少年に勧める
にはどうすればよいでしょう
か。
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精選されたリソース
ボイド・ K・パッカー「啓示をもたらす敬虔さ」
『聖徒
の道』1992 年 1 月号，24 － 25 より抜粋
聖餐会をはじめとする集会が真の礼拝行事となるよう
に，わたしたちは改めて見直す必要があります。その
ような集会は，会員にとっては霊的な糧を得，証を強
め，求道者にとっては霊的な改宗になくてはならない
霊感を受けるための場だからです。 . . . . . .
日曜日の集会における音楽や服 装，立ち居振る舞い
は，礼拝にふさわしいものでなくてはなりません。礼
拝堂に入る前に，玄関ホールでは親しい人々とあいさ
つやおしゃべりをしてよいのですが，いったん礼拝堂
に入ったら，神と交わろうとして神経を集中させようと
努めている人のじゃまをしていないかどうか，皆一人一
人よく注意を払ってください。 . . . . . .
礼 拝堂にふさわしくない行動は，非難する必 要はあ
りませんが，注 意しなくてはなりません。 敬 虔さは
啓示をもたらすということを，指導 者は教えてくださ
い。 . . . . . .
音楽は，礼拝行事の中で非常に重要な役割を果たし
ます。音楽を選曲し，指揮し，伴奏する人は，話をす
る人よりも集会の敬 虔さを大きく左 右すると思いま
す。神が彼らを祝福されますように。
音楽は，啓示を受けたり証を強めたりするような礼拝
の雰囲気を作り上げます。 . . . . . .
オルガニストが前奏曲の賛美歌を静かに演奏するの
を聞くと，わたしたちは心が静まり，王国にかかわる平
和をもたらす事柄を教える歌詞を心に思い浮かべるこ
とができるようになります。賛美歌に耳を傾けるなら
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ば，わたしたちは福音を学ぶことができます。なぜな
ら，福音の回復を歌う賛美歌は，まさに教義を教える
レッスンとも言えるものだからです。
指導者や会員の中に集会で賛美歌を歌わない人が増
えてきているように思われます。多分，歌詞を知らな
いか，賛美歌の本が不足しているのでしょう。しかし，
わたしたちはシオンの歌を歌うべきです。賛 美 歌は
礼拝に欠くことのできない重要なものだからです。賛
美歌や福音の回復を祝う歌をないがしろにしてはなり
ません。賛美歌集の冒頭に書かれている「大管長会
はしがき」を読んでください。主はこのように述べて
おられます。「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 ）神 聖な音 楽をいつの間
にか遠ざけることがないように，また世俗的な音楽が
それに取って代わることのないように気をつけましょ
う。 . . . . . .

ほかにも注意すべき点があります。わたしたちは祈り
の中で敬虔な言葉をあまり使わなくなっています。祈
るときに「あなた」や「あなたの」といったなじみのあ
る言葉が「あなた様」や「あなた様の」という表現に
取って代わりつつあります。祈りの中で天父に話しか
けるときは敬虔な言葉を使うように，子供たちに教え，
新会員に優しく注意してください。
今日の世の中では，個々人が霊感を受けずに生きて
いくことはできません。これから先は，ますますそうな
ることでしょう。教会のどの組 織も，また一人一人の
会員の生活も敬虔さにあふれたものにできるはずであ
り，またそうするすべきです。

5 月―預言者と啓示

証を述べるとはどういう意味でしょ
うか
証は，福音が真実であるということについて，聖霊から与えられる霊的な証拠で
す。証を述べるとき，わたしたちは御霊の力により真実であると知っていることを
人々に宣言します。証の基となるのは，次の知識です。すなわち，天の御父は生
きてわたしたちを愛しておられ，イエス・キリストはわたしたちの救い主であられる
こと，主の福音は預言者ジョセフ・スミスを通して回復され，そして末日聖徒イエ
ス・キリスト教会が救い主の真の教会であるという知識です。

霊的に備える
あなたはほかの人の証から
どのような影響を受けてき
たでしょうか。証（改まった
証でも，形式張らない証で
もよい）を述べることにより
どのように証が強められて
きたでしょうか。 どのよう
な経験を青少年と分かち合
うことができるでしょうか。

青少年たちが 証（改まった
証でも，形式張らない証で
もよい）を述べるのをいつ
目にしたでしょうか。 青少
年に証する機会をどのよう
に与えられるでしょうか。

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。証を述べるという意味を青少
年が理解できるよう助けてくれるのはどの言葉でしょうか。
マ タイ 16：13 － 19； モ ー サ ヤ 3： ダリン・H・オークス「証」
『リアホナ』
17；アル マ 5：45 － 48；7：13；教 2008 年 5 月号，26 － 29
義と聖 約 76：22 － 24（聖 文に含ま
「しばしば証を述べる」
『わたしの福音
れる証の例）
を宣べ伝えなさい』198 － 199
アルマ 4：18 － 20（証を述べるときに
「証をもって教える」
『教師，その大いな
もたらされる力）
る召し』43 － 44
アル マ 11：39 － 41；12：1；15：12
ビデ オ ―
「たとえ 雄 弁 で なくとも」
（アミュレクの証がゼーズロムに大きな
“ Test imony of T homas S.
影響を与える）
Monson”（トーマス・S・モンソンの
ヘンリー・B・アイリング「神の証 人」 証）。「教義と聖 約および教会歴 史視
『聖徒の道』1997 年 1 月号，35 － 38 覚資料」
（ DVD ）も参照
ディーター・F・ウークトドルフ「個人の
証が 持 つ力」
『リアホナ』2006 年 11
月号，37 － 39

関連づける

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。次のアイデア
が役に立つでしょう。
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• 最 近証が強められた経験を分かち 「証を述べるってどういう意味？」と聞
合うよう青少年に勧めます。
かれました。青少年ならどう答えるで
しょうか。必要に応じて，
『教師，その
• 断食日曜日に友 達を教会に誘った
大いなる召し』43 － 44 ページの「証
と仮定するよう青少年に言います。ビ
とは何か」の項を青少年に紹介すると
ショップがワードの会員に証を述べる
よいでしょう。
ように言いました。 すると，友 人 から

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「証は短く，簡潔で，率直に
語られたときに最も力強い
ことが多い。」
（『教師，その
大いなる召し』43 ）

以下の活動は，青少年が証を述べるとはどういうことかを理解する助けとなるで
しょう。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選
んでください。
• ディーター・F・ウークトドルフ管長
の説 教「個人の証が 持つ力」の「証と
は何でしょうか？」の部分を読むよう青
少 年に勧めます。 読 んだ内 容に 基づ
き，証とは何か，証でないものは何かに
ついてのリストを作成するように言いま
す。だれかの証を聞いて自分の信仰や
証が強められた経験を分かち合っても
らいます。

も形 式 張らない方 法 でもよい）につ
いて話し合うように勧めます。ビデオ
“ Test imony of T homas S.
Monson”（トーマス・S・モンソンの
証）を見る青少年に，証を述べることに
ついてモンソン大管長から学んだこと
を分かち合うように言います。

• 青少 年に，ダリン・H・オークス長
老の説教「証」の II を読み，証とほか
の知識との類似点および相違点を見つ
けるよう勧めます。福音の真 理につい
ての理 解を深めるために，青少年は何
をすることができるでしょうか。

• 『わたしの福音を宣べ伝えなさい』の
「しばしば証を述べる」を読み，198 －
199 ページの個人学習活動を行うよう
青少年に勧めます。 自分の考えを発
表してもらいます。次回証を述べるとき
（教会の集会や友人との会話などにお
いて）に，学んだことをどのように実践
することができるでしょうか。

• 証を述べる人々の例（このアウトラ
インで提案されているものなど ）を聖
文から見つけるよう青少年に勧めます。
見つけたことを発 表するときに，証を
述 べる 様 々な方 法（改まった方 法 で

• ビデオ「たとえ雄弁でなくとも」を見
せます。だれかの簡潔な，心からの証
に心を動かされたときの経験を分かち
合うよう青少年に勧めます。その証に
心を動かされたのはなぜでしょうか。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。証を述べる方法が理解でき
たでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないで
しょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める
今週，証（改まった証でも，形式張らない証でもよい）を述べる機会を見つけるよ
う青少年に勧めます。今後のクラスで経験を分かち合うように言います。
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証を日記に書くよう青少年に勧めます。

救い主の方法で教える
救い主は教える相手に，証
をするよう招 か れました。
彼らが 証をすると，御 霊に
より心が 動 かされました。
青少年が証を述べ，御霊の
確認の証を感じる機会をど
のように与えることができる
でしょうか。

105

精選されたリソース
ディーター・F・ウークトドルフ「個人の証が持つ力」 は不適切，または不都合であるととらえられるのです。
『リアホナ』2006 年 11 月号，37 － 39 より抜粋
「現在のことをありのままに示〔す〕」証は大胆であり，
真実で重要なものです。それは人類に永遠の結果を
「 testimony（証）」という言 葉は，
「証 人」を表すラ
もたらすからです（モルモン書ヤコブ 4：13 ）。わたし
テン語の「 testimonium（テスティモニウム）」
「 testi
たちが状況に応じて信仰や福音のメッセージを変えて
（テスティ）」に由来し，
「物事の真実性に関する厳 然
も，サタンは気に留めないでしょう。福音の真理に対
たる証 拠」という意 味 が あります。
（ “Testimony,”
する揺るぎない確信は，わたしたちの生活の錨です。
ht t p：// w w w. r e fe r e nc e.c om / b r ow s e / w i k i /
それは北極星のように不変であり，信頼できるもので
Testimony； Merriam － Webster’s Collegiate
す。証とは非常に個人的なものであり，人によって少し
Dict iona r y, 11t h ed. [2 0 03], “te st i mony,”
ずつ異なっているかもしれません。同じ人は二人とい
1291）
ないからです。けれども，回復されたイエス・キリスト
末日聖 徒イエス・キリスト教会の会員にとって「証」 の福音の証には，次に挙げる明確で純然とした真理
という言葉は，温かみのある，なじみ深い教会用語と が必ず含まれています。
なっています。快い響きを持つ言葉であると同時に，
• 神は生きておられます。神は愛にあふれる天の御
常に神聖な意味を含んでいます。わたしたちは「証」
父であり，わたしたちは神の子供です。
というと，理論的で，明白な事実よりはむしろ，心と思
いに感じるものを指します。証は御霊の賜物であり， • イエス・キリストは神の御子であり，世の救い主で
特定の概念が真実であることについて聖霊から受け
す。
る確認です。
• ジョセフ・スミスは，末日にイエス・キリストの福音
を回復した神の預言者です。
証とは，末日における主の業が真実であり，神聖なも
のであることに対する，聖霊から授けられる確かな知
識であり確信です。証とは，
「イエス・キリストの福音
が明らかにしている真理への不変で，生きた，感動を
与える確信」です（マリオン ・G・ロムニー「証を得る
方法」
『聖徒の道』1976 年 11 月号，510 参照，強調
付加）。
証を述べるとき，わたしたちは福音のメッセージが確
かに真実であることを宣言します。多くの人が真理を
相対的なものとしてとらえている時 代にあって，絶対
的な真 理を宣言する人はあまりいません。世の中で
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• モルモン書は神の御言葉です。
• ゴードン ・B・ヒンクレー大管長とその顧問，十二
使徒定員会の会員は，この時代の預言者，聖見者，
啓示者です。
聖 霊の力と賜 物によって，これらの真 理と救いの計
画について深い知識を得るときに，わたしたちは「す
べてのことの真理を知る」ことができます（モロナイ
10：5 ）。

5 月―預言者と啓示

御霊に従うことについてモンソン
大管長からどのようなことを学ぶこ
とができるでしょうか
トーマス・S・モンソン大管長はこう語っています。「わたしが天の御父と祈りを
通して話をしない日はありません。それは，わたしにとって大切な会話の時間で
す。この会話がなければ，わたしは道に迷ってしまうことでしょう。このような関
係を天の御父との間にまだ築いていない人は，それを築けるよう努めてください。
そのように努めると，御父の霊感と導きを生活の中に受けられるようになります。
これはこの地上で霊的に生きていくためにだれにとっても不可欠なものです。そ
のような霊感と導きは御父からの賜物で，求めさえすればだれにでも与えられま
す。これは大いなる宝です。天の御父が霊感を通してわたしに御心を伝えてくだ
さるとき，いつもへりくだり感謝します。霊感に気づくことと，それに頼り，従うこ
とをわたしは学んできました。」
（「聖なる地に立つ」
『リアホナ』2011 年 11 月号，
84 ）。

霊的に備える
聖霊の導きに従うことによ
り，あなたはどのように祝福
を受けてきましたか。この
点についてモンソン大管長
の模範からどのような影響
を受けてきましたか。
あなたが 教える青少年は，
霊的な促しを受け，それに
従う方 法 を 知 って います
か。聖霊の促しに従うよう
になることは，現在と将来に
青少 年にとってどのような
助けとなるでしょうか。彼ら
はモンソン大管長の模範か
らどのような影 響を受ける
でしょうか。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

以下の聖句と資料をよく祈って研究してください。青少年が，モンソン大管長の
模範から聖霊の促しに従って行動することを学べるようにするには，どの資料を
使えばよいでしょうか。
箴言 3：5 － 6（主を信頼するなら，主
はわたしたちの道をまっすぐにしてくだ
さる）
1 ニーファイ 3：7（主は命じられたこと
を成し遂げられるよう道を備えてくださ
る）
2 ニーファイ 32：1 － 5（聖 霊は行う
べきことを示してくださる）
教義と聖約 8：2 － 3（聖霊は思いと心
に語りかけられる）

－ 86（ドイツ・フランクフルト神 殿の
奉献式を管理したときの話）
トーマス・S・モンソン「タバナクルの
思い出」
『リアホナ』2007 年 5 月号，
41 － 42（ 2 階席に座っている少女に
向けて総大会の説教をするべきだと感
じたときの話）
ジェフリー・R・ホランド「トーマス・
S・モンソン 大 管 長 ― 主の足 跡 をた
どって」
『リアホナ』2008 年 6 月号付
録，2 － 16（「友 人と主に対 する誠 実
さ」の項を参照）

トーマス・S・モンソン「祝福について
考える」
『リアホナ』2012 年 11 月号，
ビデ オ ―“Following the Promp
86 ー 89
tings of the Spirit”（御霊の促しに従
う）
“Always Follow the Promptings
トーマス・S・モンソン「聖なる地に立
つ」
『リア ホ ナ』2011 年 11 月 号，82 of the Spirit”（常に御霊の促しに従う）
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関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 最 近読んで印をつけた聖句を探し
てほかの生徒と分かち合うようそれぞ
れの青少年に言います。その聖句のど
のような点が印象に残ったか，一人ずつ
に尋ねます。

• この概念の始めにあるトーマス・S・
モンソン大管長の言葉を青少年と分か
ち合います。この言葉のどのような点
が青少年にとって印象に残りましたか。
モンソン大 管長が聖霊の促しを受け，
それに従って行動した話で青少年が思
いつくものはありますか。

一緒に学ぶ
福音の学習技術
要約する。この項の最初の
二つの活動の中で，青少年
は 総 大 会 説 教または聖 文
から学 んだことについて，
短い要約を書くように勧め
られます。彼らが受けた印
象，教 えられた教 義，起き
た出来事，参加した人々，な
どをメモするように励ます
ことによって，彼らを助ける
ことが できます。次のよう
に自問してもよいでしょう。
「主は何を強調しようとして
おられるのだろうか。それ
はなぜだろうか」
「今読んだ
ことの中に，自分に応用で
きることはあるだろうか」。

以下の活動は，青少年が，モンソン大管長の模範を通して，御霊の促しに従うこと
について学ぶ助けとなるでしょう。聖霊の導きに従って，クラスに最も適した活動
を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• モンソン大 管長が聖 霊の促しを受
け，その促しに従った話（このアウトラ
インで提案されているものなど ）を青
少年一人一人に割り当てます。割り当て
られた話を読んで要約し，霊感に従っ
て行動することについて学んだことを
発表してもらいます。促しに従って行動
し祝福を受けた経験を分かち合うよう
青少年に言います。
• このアウトラインに提示されている
聖句を読み，それぞれの聖句が御霊の
促しに従うことについて教えていること
を簡潔な文章にまとめるよう青少年に
勧めます。このアウトラインに提案され
ているモンソン大管長についての話を
一つ，あるいは幾つか一 緒に読み，ど
のような点でモンソン大管長は今読ん

だ聖句の模範となっているかをよく聞く
ように青少年に言います。霊的な促し
にもっと従うために何ができるでしょう
か。
• 青少年に，モンソン大管長について
の話を読みながら，あるいは，このアウ
トラインに示されているビデオを見な
がら，次の質問について深く考えるよう
に言います。「時々聖 霊の促しに従っ
て行動するのが難しいのはなぜでしょ
うか」
「このような問題を克服するには
どうすればよいでしょうか」
「導きに従
うことによりどのような祝福がもたらさ
れますか」。モンソン大管長の模範か
ら得た考えを分かち合うように勧めま
すその模範に従うために何ができるで
しょうか。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。何を感じ，どんな印象を抱い
たでしょうか。聖霊の促しに従って行動することがなぜ大切か理解できたでしょ
うか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきで
しょうか。
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救い主の方法で教える

行動するように勧める
今日学んだことを通して，何を実行しようと感じたか青少年に尋ねます。その気持
ちに従って行動するよう励まします。御霊を求めながら，フォローアップする方法
を祈りの気持ちで考えます。

イエス・キリストはこのよう
に 教 えられました。「わた
しの教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。神の
みこころを行おうと思う者
であれば，だれでも，わたし
の語っているこの教が神か
らのものか，それとも，わた
し自身 から出たものか，わ
かるであろう。」
（ヨハネ 7：
16 － 17 ）。 従 順 さは，あ
なたが教える教義が真実で
あることを知る上でどのよう
に役立つでしょうか。
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精選されたリソース
ジェフリー ・R・ホランド「トーマス ・S・モンソン大
管長 ― 主の足跡をたどって」
『リアホナ』2008 年 6
月号付録，2 － 16 より抜粋

何年も後，十二使徒定員会の会員として訪問したあ
るステーク大会は，いつもと違う特別な会になりまし
た。心の中には，恐らくあの病院での経験があった
のでしょう。その週末，モンソン長老は別のステーク
こうしたことを聞くと，トーマス・S・モンソンが持つ，
を訪問する予定になっていましたが，割り当てが変わ
誠実さという特質のもう一つの側面を思い起こすこと
ることになりました。当時十二使徒定員会会長だった
ができます。 それは御霊の声に誠実であることです。
エズラ・タフト・ベンソン大管長（ 1899 － 1944 ）か
若いころビショップを務めていたある日の夕方，ワード
ら「モンソン兄弟，わたしはあなたをルイジアナ州シュ
の年配の会員が治療を受けるためにソルトレーク・シ
リーブポートステークに送るようにという霊感を受けて
ティーの退役軍人病院に運ばれたという連絡を受け，
います」と言われたとき，モンソン長老はこのことに特
病院へ行って祝福してほしいと言われました。モンソ
別な意味があるとは思いませんでした。
ンビショップはステークの集会へ向かう途中だったの
で，集会が終わったらすぐに病院へ行くと言いました。 シュリーブポートに到着したモンソン長老は，末期癌
指導者会の間，不安で落ち着きませんでした。すぐに で苦しむ 10 歳のクリスタル・メスビンが，中央幹部，
その場を離れて病院へ行きなさいという強い促しを受 特にモンソン長老から祝福を受けたがっていることを
けました。しかし，ステーク会長の話の最中に退席す 知ります。大会の日程を検 討しましたが，クリスタル
るのは失礼に当たると思い，その場を去ることができ の家まで 130 キロを移動する時間はありませんでし
ませんでした。ステーク会長の話が終わると，閉会の た。ステーク会長に，大会の間，集会の祈りの中で彼
祈りも待たずに出口に向かいました。病院に着くと， 女のことを忘れずに祈るよう頼みました。メスビン家
いつの間にか廊下を走っていました。すると病室の 族は，モンソン長老に来てもらうには遠すぎるというこ
外の様子があわただしいことに気づきました。看護婦 とは分かっていましたが，娘の望みがかなえられるよ
から声をかけられました。「モンソンビショップです うにと祈っていました。土曜の夜の指導者会で話す
か。」
「そうですが」と不安げに答えました。「お気の 準備をしていたときのことをモンソン長老はこう振り
毒ですが，患者さんは亡くなりました。息を引き取る 返っています。「わたしの霊に告げる声を聞きました。
間際まであなたの名前を呼んでいました。」
それは短いものでしたが，何度も聞いたことのある言
葉でした。『幼な子らをわたしの所に来るままにして
その夜，若きビショップは病院を出るとき，主からの
おきなさい。止めてはならない。神の国はこのような
導きを二度とないがしろにしないと誓いました。大管
者の国である。』
（マルコ 10：14 ）」ステーク会長の協
長ほどその誓いを忠実に守っている人はいないでしょ
力を得て，翌朝メスビン家を訪問するよう急いで手配
う。事実，御霊の導きに忠実であったために，大管長
しました。この祝福の機会に携わった人たちにとって
は次々と奇跡を経験しています。
それは厳粛で，神聖な経験でした。望んでいた祝福
を受けてからわずか 4 日後，クリスタルは天の御父の
家に戻ったのです。

110

単元の概要

6 月―神権と神権の鍵

「神の王国の鍵は地上の人にゆだねられて〔いる〕。」
（教義と聖約 65：2）
この単元のアウトラインは，青少年が教会での福音学習と奉仕の中で神権と神権の鍵の
役割を理解するうえで役立つでしょう。クラスの青少年が学んでいることについて質問し
たり，さらに深く学んだり，発見したことをほかの人たちに教えたりするように励まします。

今月は以下のアウトラインから選んでください。
教会の評議会に効果的に参加するにはどのようにすればよいでしょうか
神権者と姉妹は神の王国を築くためにどのように協力すればよいでしょうか
神権指導者によって与えられる勧告に従うことはなぜ大切なのでしょうか
聖文研究の技術をどのように活用すれば，神権についてさらに深く学ぶことができるでしょうか
神権について教える際にどのように話を活用することができるでしょうか

この単元をオンラインで見るには， lds.org/youth/learnにアクセスしてください。
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6 月―神権と神権の鍵

教会の評議会に効果的に参加す
るにはどのようにすればよいでしょ
うか
主の教会は，評議会によって管理されています。神権指導者の指示の下，指導
者は個人，家族，教会の福利のために協議します。効果的な評議会では，評議
会の構成員が神の王国を築くために，一致して聖霊の導きを求め，十分に意見を
述べるよう勧められています。評議の場で啓示を受ける方法を学べば，会長会，
ビショップリック青少年委員会，家族会議などにも効果的に参加できるようにな
ります。

霊的に備える
評議会の一員となったのは
いつでしょうか。主の御業
の中でどのような経験が評
議会の重要性を理解する助
けになったでしょうか。
青少年はどのような評議会
（例えば，クラスや定員会会
長会あるいはビショップリッ
クの青少年委員会）に参加
したことがあるでしょうか。
青少年は評議会の目的をど
れくらいよく理解しているで
しょうか。

以下の資料を使って教会における効果的な評議会の原則を自分で理解します。
その後，青少年が学習に取り組む方法を計画するうえでこの概要の残りの活動が
どのように役立つか検討します。評議会に参加したあなた自身の経験も効果的に
教えるうえで役立ちます。
マタイ 18：20（主の名によって集まっ
ている所には，主御自身もその中にお
られる）

教義と聖約 88：122（すべての人が語
り，耳を傾ける機会がある場合に教化
が生じる）

モロナイ 6：4 － 5（教会員は人の幸い
について互いに語り合うためにしばし
ば集まった）

ヘンリー・B・アイリング「神 権によっ
て学 ぶ」
『リアホナ』2011 年 5 月 号，
62 － 65

教義と聖約 38：27（わたしたちは一致
するよう命じられている）

ビデオ ―
「評議会に参加する」指導
者訓練ライブラリー

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 青少年に福音について有意義な方 個人の聖文研究，毎日の生活から得た
法で学んだ経験を分かち合ってもらい 経験を話しても構いません。
ます。教会，セミナリー，家 庭の夕べ，
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• 青少年にクラスや定員会会長会，ビ
ショップリック青少年委員会など，教会
の評議会に参加した経験を分かち合う
よう勧めます。その会の準備として彼

らは何をしたでしょうか。参加するため
に何をしたでしょうか。評議会は主の
業を成し遂げるうえでどのような助けを
したでしょうか。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「レッスンが始まる前に質問
を黒 板に書き出しておくこ
とによって，生徒にレッスン
の始まる前からテーマにつ
いて考えさせることが でき
る。」
（『教師，その大いなる
召し』93 ）

以下の活動は，青少年が教会の効果的な評議会の原則を理解するのに役立ちま
す。御霊の導きに従って，あなたのクラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つ
か選んでください。このセクションの最後にある評議会の模擬体験に青少年が
参加する時間を取ります。
• このアウトラインで提案されている
参照聖句をホワイトボードに書きます。
各 生 徒に聖 句を 選 んで 研 究し，その
後，なぜ主は御自身の御業を達成する
ために評議会を用いられるか考えても
らいます。もし一人の人がほかの人の
助言を求めずにすべての決定をした場
合，それがあまり効果的でないのはな
ぜでしょうか。青少年はこれらの原則
を自分の家族の関係にどのように応用
できるでしょうか。
• ビデオ「評議会に参加する」を視聴
させます。実りある評議会の重要な要
素を探し，それを書き留めるよう青少
年に勧めます（御霊に従う，互いに耳を
傾け合う，割り当てを与え，受けるなど
幾つかの例が挙げられます）。これら

の原則が，評議会やそのほかの場面で
適用されるのを目にした経験を分かち
合うよう，青少年に勧めます。
• 何人かの青少年にヘンリー・B・ア
イリング管長が祭司定員会に所属して
いた青少年時 代の経験（アイリング管
長 の説 教「神 権によって学 ぶ」）を読
むように勧め，残りの 青少 年には 20
年 後にビショップを務めていたときの
話（同じ説教）を読むように勧めます。
彼らにその話を互いに教え合ってもら
います。これらの話から彼らは評議会
について何を学ぶことができるでしょ
うか。主の御業を行う手段としてなぜ
評議会がそれほど効果的なのでしょう
か。青少年がともに協議する機会はほ
かにどのようなものがあるでしょうか。

以下の活動は評議会に参加する経験を青少年に与える機会となります。この活動
によって彼らの理解は深められ，クラスの外で学んだことを実践するよう備えられ
ます。
• 上 記の活 動の一つを終えた後，評
議会に参加するロールプレーをするこ
とによって学んだ原則を実 践するよう
青少年に勧めます。各生徒に果たす役

割を割り当て，彼らにともに話し合える
テーマ，例えば，ワードの会員が敬虔や
慎みの大切さを理解できるようなテー
マなどを選択してもらいます。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは教会の評議会に効果
的に参加する方法を理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょ
うか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきで
しょうか。
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救い主の方法で教える

行動するように勧める
青少年に評議の場（召し，自分の家族，セミナリーのクラスリーダーとしての役割
に関する集会）に参加するときに今日学んだことや実践したことを応用するよう勧
めます。次のクラスの初めに，自分たちの経験を分かち合うように勧めます。

救い主は御自身が教えられ
た人々に質問する機会と自
分の考えを分かち合う機会
をお与えになりました（ルカ
10：25 － 37 を参照）。主
は彼らの質問に答え，彼ら
の経験に耳を傾けられまし
た。青少年が質問し，自分
の考えを分かち合うにはど
のように励ますことが でき
るでしょうか。
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精選されたリソース
ヘンリー ・B・アイリング「神権によって学ぶ」
『リア
ホナ』2011 年 5 月号，62 － 65

何をなすべきかを彼が決めたとき，御霊がわたしたち
と彼にその決定を確認してくれたように思われました。

わたしがまだ執事のときに，家族はユタ州へ引越しま
した。そこには，神権におけるわたしの成長を促して
くれた 3 つのすばらしいものがありました。第 1 は，
定員会の会員とともに評議会の席に着く方法を知って
いた会長の存在でした。第 2 は，イエス・キリストを
信じる深い信仰であり，その信仰が，互いに深く愛し
合うように導いてくれました。そして第 3 は，神権の
一貫した目的が人々の救いのために働くことにあると
いう共通の確信です。

今だから分かるのですが，会長は定員会の会員ととも
に評議会の席に着かなければならないという聖文の
意味を，当時のわたしは感じていました〔教義と聖約
107：87 参照〕。そして後年，わたしが祭司定員会を
担当するビショップとなったとき，その祭司たちもわた
しも，わたしが若いころ祭司として学んだことから教え
を受けたのです。

20 年後，ビショップであったわたしは，集会所ではな
く，山で評議会の効果を目にする機会がありました。
その違いをもたらしたのは，確立されたワードではあ 土曜日の活動中に，定員会の一人が一晩森の中で行
りません。皆さんがどこの教会のユニットにいても， 方不明になりました。わたしたちの知るかぎり，彼は
どこのワード・支部でも得られるものでした。
独りぼっちで，暖かい服も食べ物も，宿る所もありませ
んでした。わたしたちは彼を捜しましたが，見つかりま
これら 3 つのものは，ほとんど気づかないだけで，皆
せんでした。
さんの神権定員会の中にも存在しているかもしれま
せん。成長する必要性を感じることなく，これらの助 わたしの記憶によれば，神権定員会とわたしは一緒に
けが見過ごされているかもしれません。いずれにして 祈り，それから一人ずつ話すように言いました。わたし
も，御霊の助けがあって，皆さんにはっきりと，分かり は熱心に耳を傾けました。彼らも互いの話をよく聞い
やすく伝えられるよう祈っています。 . . . . . .
ていたようです。しばらくして，わたしたちは安らかな
気持ちを感じました。行方の分からない会員は安全
わたしは，会長であるビショップから祭司定員会に歓
で，どこかに身を寄せていると感じました。
迎されたとき，第 1 のものに気づきました。皆さんに
はささいな，目立たないことと思われるかもしれませ その状況で定員会が行うべきことと行ってはならない
んが，わたしは神権による力を感じ，以来神権による ことが，わたしにはっきり分かりました。彼を見つけた
わたしの奉仕は変わりました。ビショップの指導の仕 人々から，彼が無事に過ごした森の場所について聞い
方から始まったのです。
たとき，わたしはそれを知っていたと感じました。しか
し，わたしにとってのもっと大きな奇跡は，結束した神
わたしの見解では，ビショップは，まるでわたしたちが
権評議会のイエス・キリストを信じる信仰の力が，神
世界で最も賢い人であるかのように，若い祭司たちの
権の鍵を持つ人に啓示をもたらすのを実際に経験した
意見を扱ってくれました。彼は，全員が話し終わるま
ことでした。その日，わたしたちは全員，神権の力に
で待ってくれました。耳を傾けてくれました。そして，
おいて成長したのです。
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6 月―神権と神権の鍵

神権者と姉妹は神の王国を築くた
めにどのように協力すればよいで
しょうか
天の御父が人の不死不滅と永遠の命をもたらす助けをするうえで，神の神権を持
つ者と協力して働く女性の存在は不可欠なものです。神権の鍵を持つ者の指示
に従って，神権者と女性はともに話し合って神の子供たちの生活を祝福します。
ワードやステーク評議会，家庭やそのほかの多くの場面でも同様のことが行われ
ます。

霊的に備える
神の王 国を築くために，神
権者と姉妹たちが協力する
のを見たのはどのようなと
きでしたか。あなたはどの
ような経験を青少年と分か
ち合うことができるでしょう
か。
主の教会において女性と神
権者がどのように協力して
働くか青少年が知ることは
な ぜ 大 切なのでしょうか。
現在どのような機会に若い
男性と若 い女 性 が 一 緒に
奉 仕して いるでしょうか。
現 在 彼らが人々に奉 仕し，
将来の奉仕に備えるときに
何を理解する必要があるで
しょうか。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

あなたが準備するとき，これらの聖句と資料をよく祈って研究してください。自分
が教える青少年に役立つと感じるのはどんなことでしょうか。
「家 族 ― 世 界 へ の 宣 言」
『リア ホ ナ』 の娘 ― 扶 助 協会の歴史と業』125 －
2010 年 11 月号，129（夫と妻は対 等 43
なパートナーとして協力して家族の世話
ビデオ ―
「天使の務め」指導者訓練
をする； 第 6 ，7 段落を参照）
ライブラリー
クエンティン・L・クック「末日聖 徒の
ビデオ ―
「ワード評 議 会 のモデル」
女 性はすばらしい」
『リアホナ』2011
世界指導者訓練集会，2010 年 2 月
年 5 月号，18 － 21
「神権の祝福はすべての人に― 神権と
切り離せないつながり」
『わたしの王国

Video： “Sustaining Each Other
in the Home”

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
そのほかのクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 青少年に，教会や自分で学んできた
ことの真実性を再確認させる最近の経
験を分かち合うように勧めます。
• レッスンのタイトルをホワイトボード
に書きます。クラスの参加者全員に質

問の答えを書くよう勧めます。その後
二人一組で，自分たちの答えをつなげて
一つの文にしてもらいます。彼らにでき
た文をクラスで分かち合うように勧めま
す。
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一緒に学ぶ
教師へのヒント
「家庭や教 室における学習
の雰囲気はあなた自身が霊
的に備えることによって大
きく改善される。霊的な備
えができると，平安，愛，敬
虔の霊がもたらされる。こ
れ により，教 えを受ける人
は安心して，永遠に価値の
ある物事について考え，話
し合うことができる。」
（『教
師，そ の 大 い な る 召 し』
79 ）

救い主の方法で教える
救い主は御自身に従う人々
に証するよう勧め，彼らが
証すると御霊が彼らの心に
働きかけられました。あな
たが教える青少年が互いに
福音の真実性について証す
るには，どのように励ますこ
とができるでしょうか。
118

以下のそれぞれの活動は，青少年が，女性と神権者が神の王国を築くためにどの
ように協力するか理解するのに役立つでしょう。聖霊の促しに従って，クラスに最
も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 『わたしの王国の娘』8 章を青少年
がレッスンの間に読める程度に区切り，
区切った箇 所を彼らに割り当てます。
神権者と女性が協力して神の王国を築
いていることを教える引用や話を探す
よう彼らに勧めます。青少年が見つけ
た引用や話をクラスに分かち合うよう
勧めます。青少年が自分自身の経験か
ら分かち合える同様の話はないでしょ
うか。

用すれば，教会の女性の大切さを理解
することができますか。

• ビデオ「天 使の 務め」を見せるか，
あるいは「ワード評 議会モデル」の最
初の数分を見せ，女性と神権者がどの
ように協力するかについて得られた洞
察を青少年に分かち合ってもらいます。
家族やワードの女性と神権者が神の王
国を築くのを，青少年がどのようにとら
えたか分かち合うよう促します。若い
• ビショップの許可を得て，ワードで 男性と若い女性が教会で協力して奉仕
召しを受けている何人かの姉妹や神権 するとき，これらのビデオから学んだこ
者をクラスに招き，教会で協力して働い とをどのように応用することができるで
ている経験を分かち合ってもらいます。 しょうか。
彼らは互いの経験や物の見方からどの
• 各青少年に「家族 ― 世界への宣言」
ような恩恵を受けたでしょうか。青少
の 6 ，7 段 落を黙 読し，男女 が 協力し
年に自分たちの経験を分かち合うよう
て神の永遠の計画を成し遂げる方法を
勧めます。
認識するよう勧めます。分かったことを
• 青少年にクエンティン・L・クック長 青少年に分かち合ってもらいます。家
老の説教「末日聖徒の女性はすばらし 族の宣言に示されている原則に従って
い」の「教会における姉妹たちの役割」 いる夫婦の模範を見たのはいつでしょ
という見出しの下にある記事を読むよ うか。家族の宣言に述べられているよ
うに勧めます。彼らに学んだことを互い うな家族関係を持つ備えをするうえで，
に分かち合ってもらいます。青少年が 今できることは何でしょうか。
クック長老のメッセージをどのように活
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。御霊によって学ぶとは何を意味するか理解したでしょうか。ほかに
質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める
今日学んだことを通して，何を実行しようと感じたか，青少年に尋ねてください。
その気持ちに従って行動するよう励ましてください。御霊を求めて祈りながら，
フォローアップする方法を考えてください。

精選されたリソース
クエンティン ・L・クック「末日聖徒の女性はすばらし
い」
『リアホナ』2011 年 5 月号，18 － 21 より抜粋

くれたビショップや神権指導者の期待を裏切ったと思
い込んでおり，自分のことを二流の教会員のように感
じているということでした。これらの若者は伝道に出
過去 3 年にわたり，大管長会および十二使徒定員会
る年齢を過ぎていることを指摘したうえで，彼女はそ
は，神 権 指 導 者 や補 助 組 織 指 導 者と協 議し，教 会
のような若者たちに対する愛と関心を伝えました。彼
の新しい『手引き』に取り組む中で，導きと霊感，そ
らはまだ救いの儀式をすべて受けられる状態にある
して啓示を求めてきました。その過程で，わたしは，
と述べ，神権への聖任と神殿の儀式に焦点を当てる
既婚か独身かを問わず，姉妹たちが過去から現在ま
べきだと語ったのです。また，これらの若者のうち何
で，家 庭および教会で重要な役 割を果たしてきたこ
人かはまだ独身だけれども，大半はすでにすばらしい
とに対し，圧倒されるほどの感 謝の思いを覚えまし
女性と結婚していること，結婚相手の女性たちの中に
た。 . . . . . .
は，活発な人もいれば，活発でない人，会員ではない
数年前に，わたしはトンガで開かれたステーク大会に 人もいるということに言及しました。
出席しました。日曜日の朝，礼拝堂の前 3 列は 26 歳
ステーク評議会で徹底的に話し合った結果，神権者
から 35 歳の男性でいっぱいだったので，てっきり男
と扶助協会の姉妹たちがこれらの男性と妻を救出す
性の聖歌隊なのだろうと思っていました。しかし，大
るために手を差し伸べ，ビショップはもっと多くの時間
会で管理業務が執り行われたとき，合計 63 人の男性
をワードの若い男性や女性と過ごすことが決まりまし
が一人一人名前を呼ばれ，起立しました。メルキゼデ
た。救出に携わる人は，対 象者をまず神権，永 遠の
ク神権への聖任のために支持されたのです。わたし
結婚，神殿の救いの儀式に備えさせることに焦点を当
は喜ぶと同時にあ然としました。
てたのです。わたしが出席したステーク大会でメルキ
部会の後で，わたしはステーク会長のマテアキ会長 ゼデク神権に支持された 63 人の男性のほとんどが，
に，その奇跡がどのようにして起こったのか聞きまし その後 2 年の間に，神殿でエンダウメントを受け，伴
た。ステーク評議会で再活発化が議題に挙がったと 侶と結び固められました。今話したことは，姉妹たち
のことでした。ステーク扶助協会会長のレイナタ・バ がワードおよびステークにおける救いの業にどれほど
エヌク姉妹が発言してよいか尋ねました。彼女が話し 重要な意味を持っているか，また，特に，教会の評議
たとき，ステーク会長は提案されていることが真実だ 会で，姉妹たちのおかげでどのように啓示が受けやす
という御霊の確認を受けました。彼女は，ステークに くなるかを示すほんの一例です。〔トンガ・ヌクアロ
は伝道に出た経験のない 20 代，30 代のすばらしい ファ・ハ・アカメクステーク，レホニタイ・マテアキス
若者が大勢いると述べました。彼女の話では，それら テーク会長（続けてパプアニューギニア・ポートモレス
の若者の多くが，伝道に出るように一生懸命励まして ビー伝道部の会長として奉仕した）；ステーク扶助協
会会長レイナタ・バエヌク姉妹との会話より〕
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6 月―神権と神権の鍵

神 権 指 導 者によって与えられる
勧告に従うことはなぜ大切なので
しょうか
神権指導者は聖霊からの導きを受けて，任された人々に勧告を与えます。神権指
導者から与えられる勧告に耳を傾けて従うようになれば，霊的および物理的な危
険から守られ，賢い選択ができるようになります。

霊的に備える
神権指導者の勧告に従うこ
とによって個人の生活にど
のような祝 福がもたらされ
たでしょうか。召しにおい
てはどうでしょうか。 また
家 族においてはどうでしょ
うか。
青少年はどのような機会に
神権の助言を求めることが
できるでしょうか。青少年
がワードやステークを始め
とする神権指導者の勧告に
従うために，どのように励ま
すことができるでしょうか。

以下の資料を活用してなぜ神権指導者の勧告に従うことが大切なのかあなた自
身が理解します。その後，この概要の残りの部分に示されている活動が青少年
を学習に取り組ませる方法を計画するうえでどのように役立つか検討します。勧
告に従ったあなた自身の経験が効果的に教えるうえで役立ちます。
エペソ 4：11 － 14（教会指導者からも
たらされる祝福）

教義と聖 約 124：45 － 46（主の僕の
言葉に耳を傾ける）

教義と聖約 1：38；教義と聖約 21：4
－ 5（主はその僕を通して語られる）

ダリン・H・オークス長 老「二つの 伝
達経路」
『リアホナ』2010 年 11 月号，
83 － 86

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• クラスの若い男性にアロン神 権 定
員会で神権について自分が学んだこと
を若い女性に教えるよう勧めます。そ
の後，若い女性に自分のクラスで神権
について学んだことを教えるよう勧めま
す。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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• 最近地元の神権指導者（例えば，ビ
ショップあるいはステーク会長）から受
けた勧告のリストを作成するよう青少

年に勧めます。この勧告に従ったこと
によって彼らはどのような祝福を受けた
でしょうか。レッスンの間霊感を受け
たら，神権指導者に従うことからもたら
される祝福についての証を述べます。

一緒に学ぶ
以下の活動は青少年が神権指導者の勧告に従うことの大切さを理解するのに役
立つでしょう。聖霊の促しに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾
つか選んでください。
• 青少年に神権指導者の勧告を求め， ことが大切でしょうか。青少年に神権
それに従った人の模範を聖文から選ん 指導者の勧告に従って，祝福を受けた
で発表してもらいます（例えば，列王下 経験を分かち合ってもらいます。
5：1 － 14 ，モ ー サ ヤ 28：1 － 8 ，ア
• ダ リン・H・オークス 長 老 の 説 教
ルマ 16：5 － 8 ）。勧告を受けることに
「二つの伝達経路」のコピーを配布しま
ついてこれらの模範から学んだことに
す。クラスの半分にセクションⅠの「個
ついて話し合うよう青少年に勧めます。
人の経路」を読み，オークス長老が教
これらの話に登場する指導者は自分た
えていること示す図を協力して作成して
ちが仕えている人々を導くためにどのよ
もらいます。残りの半分にセクションⅡ
うに霊感を受けたでしょうか。神権指
の「神権の経路」を読んで同様の活動
導者が霊感されているという証を強め
をしてもらいます。二つのグループが互
た経験を分かち合うよう青少年に勧め
いに作成した図を分かち合ったら，全
ます。
員でセクションⅢの「両方の経路の必
• エペソ 4：11 － 14 ，教義と聖 約 1： 要性」を読み，青少年と家族が個人の
38；21：4 － 5；124：45 － 46 を読 啓示と神権指導者を通してもたらされ
み，次の質問に答えるよう青少年に勧 る啓示によってどのように祝福されてき
めます。なぜ神権指導者の勧告に従う たか尋ねます。

教師へのヒント
「ほとんどの時 間を講 義に
費やしたり，あらゆる質問に
自ら答えたりしてしまう教師
は生徒の参加を拒絶してい
ることになる。」
（『教 師，そ
の大いなる召し』64 ）

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは神権指導者の勧告に
従うことがなぜ大切なのか理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべ
きでしょうか。

行動するように勧める
神権指導者から勧告を求めることについて今日青少年は何を学んだでしょうか。
受けた助言やそれに従ったときに与えられた祝福を日記に記録するよう勧めます。

救い主の方法で教える
救い主は教義と原則を説明
するために，物語やたとえ，
実 生 活 の 例を分 かち合 わ
れました。神権指導者に従
うことについてあなたはど
のような話を青少年と分か
ち合うことができるでしょう
か。
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6 月―神権と神権の鍵

聖文研究の技術をどのように活用
すれば，神権についてさらに深く
学ぶことができるでしょうか
神権について学ぶ最良の方法の一つは聖文を研究することです。聖文を研究す
ることは単に読む以上のことが求められます。神権について教えている聖文を理
解するために，わたしたちは聖文研究の技術を学び，応用して難しい言葉を定義
し，脚注や学習教材を使うことができます。

霊的に備える
どの聖句が，神権を理解す
る助けになってきたでしょ
うか。 どのような 聖 文 研
究技術が聖文をより良く理
解する助けになってきたで
しょうか。
青少年は神権についてどの
ような質問を抱いているで
しょうか。どのような聖 文
研究技術を用いれば，彼ら
が聖典を活用して神権につ
いてさらに詳しく学べるよう
になるでしょうか。

これらの聖句と資料を，
よく祈って読んでください。あなたが教える青少年と分か
ち合うように動機づけられるのはどれでしょうか。
教 義と聖 約 20：46 － 59（ア ロン 神
権の義務）
教 義と聖 約 121：34 － 46（神 権の力
は義の原則による）
教 義と聖 約 84：33 － 44（神 権 の 誓
詞と聖約）
「メルキゼデク神権」聖句ガイド

ボイド・K・パッカー「すべての 長 老，
そしてすべての姉妹が知っておくべきこ
と」
『聖 徒の 道』1994 年 11 月号，15
－ 24

「聖文から教える」
『教師，その大いな
る召し』54 － 59
「神権」
『真理を守る』105 － 109

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 神 権や神 権の鍵について抱いてい
る質問をするよう青少年に勧めます。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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• 青少年が，理解できない聖文を見つ
けたとき何をするか尋ねます。どのよう
な聖典学習参考資料を利用すれば助
けになるでしょうか。彼らが聖文の理

解を深めるためにほかに何をすればよ
いでしょうか。

一緒に学ぶ
以下の活動は，神権についてさらに詳しく知るには聖文学習の技術をどのように
活用したらよいかを青少年が理 解するのに役立つでしょう。聖霊の促しに従っ
て，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 教 義と聖 約 121：34 － 46 を 読 ん う青少年それぞれに割り当てます。神
で 理 解できない言葉，たとえば 支配， 権に関する新たな洞察を得られるよう
そのときに，強制，とげのある鞭，偽り にこの聖句の脚注を活用するよう青少
のないなどを特定するよう青少年に勧 年に勧めます。学んだことを分かち合
めてください。特定した言葉の定義を うよう青少年に勧めます。脚注が聖文
辞書で調べ，もう一度聖句を青少年に をよく理 解するうえでどのように役に
読んでもらいます。これらの言葉を定 立ったでしょうか。
義した後で青少年はどのような新たな
• 親 族が最 近メルキゼデク神 権を受
洞察を得ることができますか。神権に
けたことを友人に話している場面を想
ついてその他の聖文を選んで，なじみ
像するよう青少年に勧めます。彼また
のない言葉を定義するよう青少年に勧
は彼女が教会のことをよく知らない場
めてください（例えば，
『真理を守る』の
合，彼らはメルキゼデク神権をどのよう
「神 権」と題された項目やボイド・K・
に説明したらよいでしょうか。友人が
パッカー長老の「すべての長老，そして
疑問に思っていることがある場合，どの
すべての女性が知っておくべきこと」と
ような聖文を分かち合うことができる
いう記事に示されている聖文を調べて
でしょうか。青少年に「聖句ガイド」の
もよいでしょう）。青少年に学んだこと
「メルキゼデク神権」の項目を読み，友
をクラスで分かち合ってもらいます。
人と話す際に活用できる聖文を特定し
• 教 義 と 聖 約 20：46 － 59 ま た は てもらいます。
84：33 － 44 から数 節を研 究するよ

教師へのヒント
「生徒をレッスンに引き込む
一つの方法として視 線を合
わせる方法を活用する。目
を合わせて教えるとき，あ
なたの注意はレッスンの資
料ではなく，生 徒に向けら
れているのである。生徒が
意見を述べたり質問をした
りするときに視 線を向ける
ことによって，あなたが 生
徒の話に関心を持っている
ことを知らせることが でき
る。」
（『 教 師，その大いな
る召し』71）

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。ほかの人が天の御父について学ぶのをどのように助けるか理解でき
たでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべ
きでしょうか。

行動するように勧める
青少年が神権と神権の鍵と福音の他のテーマについて学ぶときに，今日学んだ技
術を使うよう励まします。将来のクラスで，青少年が学んでいることを分かち合う
よう勧めます。
青少年に福音の研究から受けている祝福について話します。

救い主の方法で教える
救い主は教え，弟子たちを
備え，彼らを信 頼して御自
身の福音を人々に分かち合
われました。青少年が神権
についてさらに学び，学んだ
ことを人々に分 かち合いた
いという望みをあなたはど
のように抱かせることが で
きるでしょうか。
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精選されたリソース
LDS.org福音ライブラリー，
「神権」より抜粋

神権の鍵

神権

教 会における神 権の権 能の 行 使は，その 鍵を持 つ
人 々に よって 管 理 され ま す（教 義 と 聖 約 65：2；
神権は，神の永 遠の権能と権 威です。神権を通して
124：123 参照）。神権の鍵を持つ人々には，その権
神は天地を創造し，統治しておられます。この権能を
能の範囲内において教会を管理し導く権利がありま
通して，神は「人の不 死不滅と永 遠の命をもたらす」
す。例えば，ビショップは自分のワードを管理する鍵
ために神の子供たちを贖い，昇栄させられます（モー
を持っています。したがって，そのワードにバプテスマ
セ 1：39 ）。神は教会のふさわしい男性会員に神権の
を受ける備えのできた子供がいる場合，その子供に
権能を授け，彼らが 神の子 供たちの救いのために神
バプテスマを施す人はビショップから承認を受けなけ
の御名によって業を行うことができるようにされます。
ればなりません。
神権者は福音を宣べ伝え，救いの儀式を執 行し，地
上における神の王国を統治する権能を受けることがで イエス・キリストは神権のすべての鍵を持っておられ
きます。
ます。主は使徒たちに，御自身の教会を治めるため
に必要な鍵を授けてこられました。先任使徒である
教会の男性会員は 12 歳になったときから神権を使っ
教会の大管長だけが，教会全体を管理するためにこ
ての奉仕を開始することができます。まず，アロン神
れらの鍵を用いる（またはほかの人が行使することを
権から始め，その後に，ふさわしければメルキゼデク
承認する）ことができます（教義と聖約 43：1 － 4；
神権を授けられます。人生の異なる段階で，異なる責
81：2；132：7 参照）。
任を受ける備えができたときに，異なる神権の職を受
けます。アロン神権の職には，執事や教師，祭司があ 教会の大管長は，ほかの神権指導者に，彼らがそれ
り，メルキゼデク神権の職には，長老や大祭司があり ぞれ責任の範囲内で管理することができるように神
ます。
権の鍵を委任します。神 権の鍵は，神殿会長，伝 道
部会長，ステーク会長，地方部会長，ビショップ，支部
教会の男性会員が神権を持つためには，権能を持つ
会長，また定員会会長に与えられます。これらの役職
神権者により神権を授けられ，その神権の職に聖任
のいずれかにある人は，解任されるまでという限定で
されなければなりません（ヘブル 5：4；教義と聖 約
その鍵を持ちます。顧問に召されている人たちは鍵は
42：11；信仰箇条 1：5 参照）。
受けませんが，召しと割り当てとによる権能と責任の
神権の権能は教会のふさわしい男性会員にのみ授け 委任は受けます。 . . . . . .
られますが，その神権の祝福はすべての人，すなわち
男性も女性も子供も受けることができます。わたした
ちはだれもが義にかなった神権指導者の影響から恵
みを受けます。また，神権による救いの儀式を受ける
特権があります。 . . . . . .

124

参照 聖句ーヨハネ 15：16；使徒 8：14 － 20；ヤコ
ブの 手 紙 5：14 － 15； 教 義 と 聖 約 13 章；20 章；
84 章；107 章；ジョセフ・スミスー 歴 史 1：68 －
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6 月―神権と神権の鍵

神 権について教 える際にどのよ
うに話を活用することができるで
しょうか
話はレッスンの内容を豊かにし，生徒の興味をとらえます。話は義にかなった実
例を示し，イエス・キリストの教えに従うことからもたらされる祝福を明らかにし
ます。聖典，生ける預言者の言葉，わたしたちの生活にはたくさんの話があり，わ
たしたちはそれを活用して人々に神権について教えることができます。

霊的に備える
どのような経 験によって神
権に関するあなたの証が強
められましたか。聖典のど
の物語や生ける預言者の言
葉が神権の力を理解するう
えで助けになりましたか。
青少年は神権を使ってどの
ような経 験をしてきました
か。神権に関するどの話が
青少年の証を強めるうえで
助けになるでしょうか。

よく祈ってこれらの聖文と資料を研究してください。青少年が話を使って神権に
ついてほかの人に教える方法を理解するときに，どのような助けを与えることがで
きますか。
ルカ 10：1（救い主が 七 十人を聖 任す
る）

デビッド・A・ベドナー「天の力」
『リア
ホナ』2012 年 5 月号，48 － 51

使徒 3：1 － 9（ペテロが足の不自由な
男を癒す）

L・トム・ペリー「アロンの神権」
『リア
ホナ』2010 年 11 月号，91 － 94

使 徒 8：14 － 24（シモン が 金 で 神 権 「物 語」
『教 師，そ の 大 い なる 召 し』
を得ようとする）
179 － 181
3 ニーファイ 18：1 － 9（イエスが聖餐 ビデオ ―
「自分自身を聖めなさい」，
を執り行う）
「戦時中の奇跡」
トーマス・S・モンソン「最高の自分に
なる」
『リアホナ』2009 年 5 月号，67
－ 70

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 青少年に，個人学習，家 族の学習， 自分たちが学んでいることをどのように
セミナリー，その他の教会のクラスで，
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応用しているか分かち合うよう勧めま
す。
• 神権の証を強めた経験を青少年に
分かち合ってもらいます。自分の経験

を分 かち合ってもよいでしょう。青少
年になぜ経験を分かち合うことが神権
について人に教える良い方法であるの
か尋ねます。

一緒に学ぶ
福音の学習技術
原則を見つける。原則はわ
たしたちの行動を導く永 遠
の真理です。原則は聖文や
預言者の言葉で分かりやす
く述べられることもあれば，
話や実例の中で暗示される
こともあります。 この課 の
最初の活動で，青少年は神
権に関する原則を示してい
る話を見つけるよう勧めら
れます。「この原則を理 解
できるようにこれらの聖文
から何を学びますか。この
聖 文にはどのようにしたら
さらに救い主に似たものと
なれるか教えてくれる箇所
がありますか」などの質問
をすることによってこれらの
原則を理解する方法を青少
年が学べるように助けてく
ださい。個人や家族の聖文
研究の中で原則を探し出す
よう青少年を励ましてくださ
い。
救い主の方法で教える
救い主は，簡単な物語やた
とえ，信者にとって意 味の
ある実 例を使われました。
青少 年が 神 権 の力を理 解
するのを助けるためにどの
ような話を分 かち合うこと
ができますか。青少年がほ
かの人に神権について教え
るのを助けるうえでどのよう
な話を知っていますか。
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以下の活動は，青少年が，神権についてほかの人に教えるときに話をどのように活
用すればよいかを理解するのに役立ちます。御霊の促しに従って，クラスに最も
適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 青少年が聖餐 会で神権について話
をするよう依 頼されたことを想像する
よう勧めます。神 権について教えるう
えで，話の中に含めることのできる聖典
の物語（例えば，癒しや神権の儀式の
執行）を探してもらいます。必要に応じ
て，このアウトラインの中で提案されて
いる聖句を参照するのもよいでしょう。
青少年が見つけた話をクラスで発表し，
その話が神権について何を教えている
のか，またそれを自分たちの話にどのよ
うに活用できるか説明するよう促しま
す。

の力」の中のベドナー長老のお父さん
についての話，L・トム・ペリー長老の
説教「アロンの神 権」の中のアロン神
権アドバイザーの証）。読んだ話を要
約し，神 権について何を教えているか
青少年に説明してもらいます。どのよう
な機会に青少年はこれらの話を活用し
てほかの人に神権について教えること
ができますか。

• この概念の中で提案されているビデ
オを一つか二つ視聴させます。その話
が神権について何を教えているか青少
年に尋ねます。それらのメッセージに
• 一人一人に総 大会の説教から神 権 よって強められそうな知人とビデオを
に関する話を読むよう割り当てます（例 分かち合うよう青少年に勧めます。友
えば，トーマス・S・モンソン大管長の 人や家族とそのビデオを分かち合う方
説教「最高の自分になる」の中の神権 法を提案するよう青少年を促し，今後
の祝福を受けたブラッドについての話， のクラスで自分たちの経験を分かち合
デビッド・A・ベドナー長老の説教「天 う機会を与えます。
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いて
いるでしょうか。どのように話を活用してほかの人に神権について教えるか理解
できたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費
やすべきでしょうか。

行動するように勧める
今日学んだことを通して，何を実行しようと感じたか，青少年に尋ねてください。
その気持ちに従って行動するよう励ましてください。御霊を求めて祈りながら，フォ
ローアップする方法を考えてください。

精選されたリソース
L・ トム・ペリー「アロンの神 権」
『リアホナ』2010
年 11 月号，91 － 94 より抜粋
アロン神権を持つ若い男性の皆さん，主は厳粛な聖
約により，皆さんの忠実さに応じて皆さんの人生を祝
福するという義務を負われていることを証します。聖
霊の警告の声を心に留めて導きに従うなら，皆さんは
天使の働きという祝福を得るでしょう。この祝福によ
り，皆さんの生活に知恵，知識，力，栄光が増し加わ
るのです。これは主が皆さんに約束された確かな祝
福です。
数か月前，あるワードの断食証会に出席する機会があ
りました。立って証を述べた人々の中に，アロン神権
のアドバイザーがいました。彼の証を聞いて，アロン
神権者が天使の働きの鍵を持つことの意味を改めて
実感しました。

き手となること，すなわち文字どおり仕える天使となる
ことのほんとうの意味を思い出させてくれたのだそう
です。出席者に水を配っていた若い祭司が，ダウン症
と思われる男性の前に来ました。症状のために男性は
トレイからカップを取って飲むことができません。若
い祭司は即座に状況を察知しました。そして左手を男
性の頭の後ろに当てて，飲む姿勢を取れるようにし，
右手でトレイのカップを取って，優しく，ゆっくりと男性
の唇に当てました。男性の顔に感謝の表情が浮かび
ました。あの御方に同じことをしていただいたときの
表情でした。その後，このすばらしい若い祭司は，祝
福された水を残りの出席者に配る割り当てを続けたそ
うです。

アドバイザーは証の中で，その感動の瞬間に立ち会っ
たときの気持ちを話しました。喜びの涙を静かに流し
ながら，このような，若く，思いやりにあふれた，従順
アドバイザーはその日の朝にあったワードのアロン神 なアロン神権者のいるこの教会の未来には何の不安
権者との経験について語りました。教会に来る途中， もないことが分かったと話していました。
断食献金の封筒を持って会員たちの家へ向かう二人
かつてエズラ・タフト・ベンソン大管長はこのように
の執事を見かけました。きちんとした服装をして，静
述べました。「わたしが望んでいるのは，道徳的に清
かな威厳をもって割り当てを果たす姿に感銘を受け
い生活をし，教会に忠実に出席している若い男性で
たそうです。その後，アドバイザーは二人の祭司と一
す。神権を尊んで大いなるものとし，
『神への務め達
緒に，体と心に障がいを持つ人の施設を訪れ，聖餐を
成賞』を得，イーグルスカウトになった若い男性です。
執り行いました。二人の若い男性にとっては初めての
セミナリーを卒業し，モルモン書に対して燃えるような
訪問でしたが，礼儀正しく，思いやりをもって神権の
証をもっている若い男性です。そのような若い男性を
割り当てを果たしていたそうです。
下さい。そうすれば，伝道中も生涯においても主のた
（「高貴な
アドバイザーは次に，深く胸を打たれた短い経験につ めに奇跡を行える青年をお返ししましょう。」
『聖徒の道』，1986 年 7 月号，
いて話しました。祭司の一人がイエス・キリストの働 生得権を持つ若人へ」
48 ）
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単元の概要

7 月―儀式と聖約

「…… 儀式によって神性の力が現れる。」
（教義と聖約 84：20 ）
天の御父は，福音の儀式と聖約によって，わたしたちを教え，御自分とともに住めるよう備
えさせてくださいます。この単元で，あなたは青少年が儀式と聖約について学ぶ際に，さ
らに熱心に福音を研究し教えることができるよう助ける機会があります。学んでいること
について質問し，さらに多くを学ぼうと努力し，気づいたことをほかの人に教えるよう，青
少年を励ましてください。

今月は以下のアウトラインから選んでください。
福音の儀式からどのような霊的な真理を学ぶことができるでしょうか
どうすれば聖約についてさらに理解を深められるでしょうか
どのようにして聖餐をもっと意義深いものにできるでしょうか
いつも救い主を覚えるという聖約を守るにはどうすればよいでしょうか
神殿の儀式を受けるためにどのように備えることができるでしょうか

この単元をオンラインで見るには， lds.org/youth/learnにアクセスしてください。
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7 月―儀式と聖約

福音の儀式からどのような霊的な
真理を学ぶことができるでしょうか
儀式は神権の権能の下で施される神聖で外形的な行為です。儀式は福音の真理
を象徴しており，天の御父の救いの計画とイエス・キリストの贖いについて教えて
くれます。また，自分が何者であるかについて教え，神への務めを思い起こさせて
くれます。儀式における象徴について学ぶことによって，わたしたちは福音をより
完全に理解し，イエス・キリストに対する信仰を強めることができます。

霊的に備える
あなたとあなたの家族がこ
れまでに受けた儀式（バプ

テスマ，聖餐，神殿の儀式な
ど ）について思い起こして
みてください。これらの儀
式から，あなたはどのような
福音の真理を学んでいるで
しょうか。
あなたのクラスの青少年は
福 音 の 儀 式 の重 要 性をよ
く理 解しているでしょうか。
バプテスマや聖餐の象徴に
ついて理 解しているでしょ
うか。

よく祈って以下の聖句やリソースを研究してください。青少年は福音の儀式の象
徴から何を学ぶことができるでしょうか。
ルカ 22：19 － 20；3 ニーファイ 18： ボイド・K・パッカー「聖なる神殿」
『リ
1 － 11（聖餐は救い主の体と血を表し アホナ』2010 年 10 月号，29 － 35
ている）
デニス・B・ノイエンシュバンダー「儀
ローマ 6：3 － 6；教義と聖約 76：51 式と聖 約」
『リアホナ』2001 年 11 月
（水に沈めるバプテスマはキリストの死 号，16 － 23
と復活，またわたしたち自身の霊が 再
「救い主とその贖いを覚える」
『真 理を
び生まれることを象徴している）
守る』124
教 義と聖 約 84：19 － 22（神 権 の 儀
「儀式」
『真理を守る』46
式を通して神性の力が現れる）
「比較と実物を用いたレッスン」
『教師，
その大いなる召し』163 － 164

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 教義の真 理を友人に説明する機会
があった青少年全員に，その経験をク
ラスで分かち合うよう勧めます。
• 青少 年や彼らの家 族のうちでだれ
か，最近儀式を受けた人がいるか尋ね

ます（バプテスマ，神権への聖任，神殿
の儀式など ）。自分たちの経験を分か
ち合うよう促します。彼らは儀式につい
てどのような印象を受けたでしょうか。
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一緒に学ぶ
福音の学習技術
象徴を理 解する。たとえや
象徴を理 解するために，青
少 年 は 象 徴 に 気 づ き，象
徴となっている部分を特定
し，それらの象徴を解釈す
る力が必要になります。象
徴に気づく一つの方 法は，
「～のような」
「～に例えら
れ る」
「～に似ている」
「～
のように」あるいは「言 わ
ば」とい った 言 葉 を 探 す
ことです。 それ から，青少
年は象徴となっている部分
（パンまたは 水 など ）を書
き出すといいでしょう。 象
徴を解 釈するために，その
他 の 教 会 の 資 料（教 会 機
関誌，総 大会説教，その他
の聖文など ）を参照し，福
音の原則を理解するうえで，
その象徴がどのように役立
つかをよく考えます。個人
の福音学習の際にたとえ話
や象徴が用いられているの
に気づ いたら，いつでもこ
の方 法を取るよう励ましま
す。

救い主の方法で教える
救い主はすべての人に，信
仰によって行 動し，教 えら
れた真理を実践するようお
勧めになりました。また印
象的な経験を通して学ぶ機
会を弟子たちにお与えにな
りました。どうすれば青少
年がこれまでに受けた儀式
から贖いについて学ぶのを
助けられるでしょうか。
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以下の活動はどれも，青少年が福音の儀式にある霊的な真理を見つけるのに役
立つでしょう。御霊の促しに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾
つか選んでください。
• クラスを二つのグループに分けます。
一つのグループはバプテスマが象徴し
ているものについて，もう一つのグルー
プには聖餐が象徴しているものについ
て研 究するよう割り当てます。その際
に，聖文や資料を用います（このアウト
ラインで提示されているものなど ）。こ
れらの儀式は贖いについて何を教えて
いるでしょうか。それぞれのグループ
に，学んだことをクラスのほかの人に教
えるように言います。『福音の視 覚資
料 集』103 － 104 ，107 － 108 を 利
用してもよいでしょう。これらの儀式の
象徴を理解することで，次回，儀式にあ
ずかるときの思いや気持ちにどのよう
な影響を受けるか青少年に尋ねます。

とを教えてくれるだろうか」という質問
への答えを探すように，青少年に勧めま
す。見つけたことを分かち合ってもらい
ます。次回，儀式を目にしたり儀式にあ
ずかったりするときに，この質問を自問
するように，また自分の考えや印象を書
き留めて，後のレッスンで分かち合うよ
うに促します。

• クラス全体で，
『教師 ― その大いな
る召し』163 － 164 にある「比較と実
物を用いたレッスン」の項を読みます。
青少年に，主が教える際に象徴を用い
られる理由を探してもらいます。バプテ
スマや聖餐の儀式を通して，主はどの
ような永遠の真理や原則を教えておら
れるでしょうか。この質問への答えを，
• デニス・B・ノイエンシュバンダー長 この概要に挙げられている聖文か『真
老の説 教「儀式と聖 約」から「神を知 理を守る』のバプテスマと聖餐に関す
る方法」という表題の項を読みながら， る項目の中から探すよう促します。
「福音の儀式は神についてどのようなこ
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。福音の儀式の中に霊的な真理を見つける方法が理解できたでしょう
か。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やした方がよい
でしょうか。

行動するように勧める
• 青少年に，近々予定されているバプ
テスマと確認の儀式に出席するよう提
案します。今日学んだ事柄によって，バ
プテスマについての彼らの考え方はど
のような影 響を受けるでしょうか。聖

餐を受けることについてはどうでしょう
か。
• 福音の儀式に備わる力について，あ
なたの証を分かち合ってください。

精選されたリソース
デニス・B・ノイエンシュバンダー「儀式と聖約」
『リア
ホナ』2001 年 11 月号，16 － 23 より抜粋
「神聖な儀式にあずかることによって，神の王国の秩
序について，また神について多くを学びます。例えば，
福音の最初の儀式の一つであるバプテスマを受ける
前に神殿に参入して最も神聖な儀式の幾つかにあず
かることができるとすれば，不自然に思われるでしょ
う。神の王国には秩序があり，神の王国について学ぶ
方法には順序があります。 . . . . . .

と神の壮大な力と思いやりを知るのです。これらの事
柄を実際に知る唯一の方法は，ふさわしい状態でバプ
テスマの儀式そのものにあずかることなのです。

バプテスマは神の王国への扉を開きます。人は清い
状態でその扉を通るだけでなく，神が赦しを与えてく
ださるという確かな知 識をもって通るのです。福音
のほかの神聖な儀式についても同じことが言えます。
時が過ぎ，従順さが認められると，わたしたちは神殿
の儀式に進みます。そこでは，わたしたちの最も尊い
人々との関係は死の影響を受けないという確信が強
わたしたちは一度にすべてを受けません。わたしたち
められます。わたしたちが儀式にあずかることによっ
がふさわしく，また従順であるとき，その度合いに応じ
てこのことを知り得るのは，儀式がわたしたちにこの
て聖なる事柄についての知識が増し加えられるので
ことを教えるように意図されているからなのです。こ
す。わたしたちは王国の最初の儀式であるバプテス
れ以外の方法では知らされませんし，知ることはでき
マから始まって，確認や神権への聖任など，ほかの儀
ません。預言者ジョセフ・スミスは，神聖な儀式にあ
式へと進みます。これらはすべて神殿内で執行され
ずかることによって神聖かつ必須の真理を知ることが
る最も聖なる儀式に通じるものです。福音の神聖な
できるということを，次のような言葉で教えています。
儀式にあずかると，王国の知識が秩序立ったものとな
「ほかの人の経験，すなわち彼らに与えられた啓示を
り，それによって，神の属性がわたしたちに明らかにさ
読んでも，わたしたちは自分たちの状態や神とのほん
れるのです。
とうの関係について，決して包括的な理解を得ること
神聖な儀式と神に関する知識は近い関係にあるもの はできないのです。これらの事柄についての知識は，
です。では，神が 定められた儀式にあずかることに その目的のために定められた神の儀式を通して，経験
〔『歴代大 管
よって，わたしたちは神についてどのようなことを学べ することによってのみ得られるのです。」
るでしょうか。バプテスマを例に挙げてみましょう。 長の教え ―ジョセフ・スミス 』419 。強調は原書
水に沈めるバプテスマは罪の赦しのためにあります。 のまま。〕
自分の罪を十分に悔い改めて，十分に固い決意をもっ
てバプテスマを受ける人は，神には赦しを与える力と罪
を犯したという罪悪感の重荷を取り去る力があること
を知るだけでなく，神がほんとうにそうしてくださるこ
とも知るのです。この人は個人的な経験によって，神

神聖な儀式は段階的に神の王国の秩序を明らかにす
るので，わたしたちが儀式にあずかるならば，神の個
性と性質がわたしたちに知らされます。これをほかの
方法で得ることはできません。
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7 月―儀式と聖約

どうすれば聖約についてさらに理
解を深められるでしょうか
福音の儀式にあずかるとき，わたしたちは天の御父と聖約を交わします。わたした
ちが聖約を交わすとき，神は特定の条件を定め，それらの条件に従うとき，わたし
たちを祝福すると約束しておられます。自らが交わした聖約をより理解するにつ
れて，わたしたちはその聖約を尊び，天の御父が約束しておられる祝福を受けるこ
とができるようになります。

霊的に備える
あなたはこれまでに交わし
た聖約について，どのように
して理解するようになりまし
たか。どの聖文やその他の
リソースが役立ちましたか。
あなたのクラスの青少年は
すでに交わした聖約やこれ
から交わす聖 約について，
どれくらいよく理解していま
すか。これらの聖約につい
て学ぶために，聖文やその
他のリソースをどのように研
究すればよいかを，彼らは
知っているでしょうか。

よく祈って，以下の聖句やリソースを研究してください。また彼らがこれまでに交
わした聖約やいつか交わす聖約について理解できるように，どうすれば助けられ
るかよく考えてください。
モ ー サ ヤ 18：8 － 10； 教 義 と 聖 約
20：37（バプテスマを受けるときに交
わす聖約）

ラッセル・M・ネルソン「聖 約」
『リア
ホナ』2011 年 11 月号，86 － 89

「結婚の新しくかつ永遠の聖約」
『真理
教義と聖約 20：77，79（聖餐の祈り） を守る』74 － 75
教 義と聖 約 84：33 － 44（神 権 の 誓 『わたしの福音を宣べ伝えなさい』63
詞と聖約）
－ 64 ，85
アブラハム 2：8 － 11（アブラハムの
聖 約の一 部としてアブラハムに与えら
れた約束）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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• 青少年に，最近家庭で，あるいは友 （『福音の視 覚資 料セット』参照）。聖
人と話し合った福音のテーマについて， 約とは何か，なぜ聖約を交わすのか，ま
分かち合うように勧めます。
た，わたしたちが聖約を守るとき受ける
祝福について説明するように青少年に
• 人々が聖約を交わしたり，守ったり，
勧めます。助けが必要なら，
『真理を守
破ったりしているときの絵を見せます

る』に ある「聖 約」の 項，130 － 131
を参照するように言います。

一緒に学ぶ
以下に挙げる活動はどれも，青少年が聖約について理解を深める方法を学ぶの
に役立ちます。御霊の促しに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾
つか選んでください。
• クラスの一人一人に，聖 約について • クラス全体で，このアウトラインで提
述べられている聖文（このアウトライン 案されている聖句を読み，聖文に述べ
に挙げられている聖句など ）を読むよ られている約束を青少年に挙げてもら
うに勧めます（二人一組みか個人で）。 います。クラスの一人一人に，これらの
読むときに，聖約に関連してわたしたち 約束の一つを選んで，さらに深く研 究
が約束すること，および神が約束してお するように言います。その約束につい
られることのリストを作ってもらいます。 て教えているほかの聖句を見つけるか
青少年一人一人に，聖 約について学ん （脚注または『聖句ガイド』を使って），
だことをクラスのほかの生徒に教える 『真理を守る』やその他のリソースから
機会を与えます。青少年は，神の約束 情報を探すのもよいでしょう。学んだこ
がどのようにして成就されるかについて， とやそれが自分の生き方にどのような
どんな経験を分かち合えるでしょうか。 影響を与えたかについて，クラスで分か
ち合ってもらいます。
• 青少年に，聖約の一つ（バプテスマ，
聖餐，永 遠の結婚など ）を選ぶように • ビショップリックの一員か専任宣教
言い，その聖約について知っていること 師をクラスに招き，人々が聖 約を交わ
をすべて分かち合ってもらいます。彼ら す備えをするのを助けるために行って
が言ったことを，クラスのだれかにホワ いる事柄について説明してもらいます。
イトボードに書いてもらいます。その聖 宣教師は人々が聖約を理解できるよう
約についてさらに理解を深めるために， にどのように助けているでしょうか。ま
聖文（このアウトラインで提示されてい た聖約を守るように，どのように人々を
るものなど ），
『真 理を守る』あるいは 励ましているでしょうか。分からないこ
『わたしの福音を宣べ伝えなさい』を調 とがあれば何でも尋ねるよう青少年に
べるように勧めます。
勧めます。
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。聖約について理解を深める
方法を理解したでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問
はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やす方が助けになるでしょうか。

行動するように勧める
個人学習の間に儀式や聖約について学んだことを，次の週に分かち合うように，青
少年を励まします。
熱心に福音を研究することによってもたらされた祝福について，あなたの証を分
かち合ってください。

福音の学習技術
リストを 作 る。このレッス
ンで，青少年は聖文を研究
し，自分が見つけた福音の
聖約に関する約束を書き出
すように勧められています。
リストを作ることで，青少年
は重 要な点を明らかにし，
それらをより深く研 究する
ことが できます。彼らが自
分で 聖 文を研 究するとき，
リストを作成するよう励まし
てください。

救い主の方法で教える
あらゆる状況において，イ
エスは模 範であり，指導 者
であられました。弟子たち
に，御自分の生き方に倣っ
てどのように祈り，愛し，仕
えればよいかお教えになり
ました。あなたは自分が教
える青少年の良い模範とな
るために何が できるでしょ
うか。
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精選されたリソース
「結婚の新しくかつ永遠の聖約」
『真理を守る』74 －
75 より抜粋
結婚の新しくかつ永遠の聖約

の階級に入ることはできるが，それは彼の王国の終わ
りであって，その人は増し加えることができないので
ある。」
（教義と聖約 131：1 － 4 ）

神殿で結び固めの儀式を受け，神聖な聖約を交わし
天の御父の幸福の計画で，夫婦はお互いにこの世か
た夫婦が，永遠の結婚と昇栄の祝福にあずかるにため
ら永遠にわたって結び固められます。神殿で結び固
には，最後まで忠実でなければなりません。主はこの
めを受けた夫婦は，自分たちが交わした聖約に忠実
ように語られました。
であるならば，永 遠に続く家族関係を確 信すること
ができます。そのような夫婦は何ものも，たとえ死で 「もしある男がわたしの 律 法であるわたしの言 葉に
あっても，永遠にわたって二人を分かつことはできな よって，また新しくかつ永遠の聖約によって妻をめと
いということを知っています。
り，そしてそれが，わたしからこの力とこの神権の鍵と
を与えられた油注がれた者によって，約束の聖なる御
永 遠の結 婚の聖 約は昇栄に必 要なものです。主は
霊により彼らに結び固められ . . . . . .あなたがたが
ジョセフ・スミスを通して次のような真理を明らかにさ
わたしの聖約の中にとどま〔るならば 〕. . . . . .わた
れました。「日の栄えの栄光には，三つの天，すなわ
しの僕が彼らに授けたすべての事柄は何であろうと，
ち三つの階級がある。その最高の階級を得るために
この世においても永 遠にわたっても，彼らに行われ，
は，人はこの神権の位（すなわち，結婚の新しくかつ
彼らがこの世の外に去るときにも完全に効力があるで
永遠の聖約）に入らなければならない。そうしなけれ
あろう。」
（教義と聖約 132：19 ）
ば，その人はそれを得ることができない。その人は他
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7 月―儀式と聖約

どのようにして聖餐をもっと意義深
いものにできるでしょうか
毎週，聖餐を受ける間，わたしたちは自分の生活を吟味し，救い主の贖いについ
て深く考え，自分の罪を悔い改めるために何をする必要があるのかをよく考えな
ければなりません。聖餐を受けるために完全である必要はありませんが，心の中
にへりくだり悔い改める気持ちがなくてはなりません。聖餐は力の源となり，福音
に従った生活をするために改めて自身をささげる機会となります。

霊的に備える
あなたは聖餐を意味深いも
のとするために，何をしてい
ますか。聖餐に関して青少
年に分かち合うことができ
るあなた自身の経験があり
ますか。
聖餐の神聖さを理解するこ
とにより，青少年はどのよう
な祝福を受けることができ
るでしょうか。聖餐を受け
る前や受けている最中に，
青少年の気を散らす可能性
のあるものには何があるで
しょうか。そのようなものに
よって気を散らされないよ
うにするために，青少 年に
は何ができるでしょうか。

よく祈って以下の聖句やリソースを研究してください。青少年が聖餐をさらに意味
深い経験とするために，あなたは何を分かち合うことができますか。
マ タ イ 26：26 － 28；3 ニ ー フ ァ イ ロバート ・D ・ ヘイルズ「本心に立ち
18：1 － 13（救い主が聖餐を定められ 返る― 聖餐，神殿，奉仕による犠牲」
る）
『リアホナ』2012 年 5 月号，34 － 36
1 コリント 11：23 － 29；3 ニーファイ ドン・R・クラーク「聖 餐 の祝 福」
『リ
9：20； 教 義 と 聖 約 20：37；59：8 アホナ』2012 年 11 月号，104 － 106
－ 12（ふさわしく聖餐を受けるために
「聖餐」
『真理を守る』123 － 125
備える方法）
ビデオ－
「聖餐はイエス・キリストに
ダリン・H・オークス「聖餐 会と聖餐」
近づく助けになる」
『リ ア ホ ナ』2008 年 11 月 号，17 －
20

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 青少年に，教師から福音の原則につ
いて効果的に学んだときのことについ
て分かち合ってもらいます。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 青少年に次の文章を完成してもらい
ます。「わたしは
こと
によって，聖餐を自分にとってもっと意

義深いものにできます。」それぞれの答
えをホワイトボードに書き出してもらい，
レッスンを進める中でリストに付け加え
るように勧めます。
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一緒に学ぶ
福音の学習技術
聖文にある出来事について
思い 描く。 このレッスンの
最初の活 動 で，青少 年に，
聖典に記されている出来事
が 起こったとき，自分 が 居
合わせたらどのように感じ
るか，あるいはどのような行
動を取るか想像するよう言
います。聖典にある出来事
を思い 描くことは，青少 年
が自身 の 生 活 にその 物 語
を応用する助けになります。
個人の聖文学習でも，しば
しば同様の試みをするよう
促してください。

以下の活動は，青少年が聖餐をもっと意義深いものにする方法を学ぶのに役立ち
ます。御霊の促しに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選ん
でください。
• 聖 餐を分け与えている救い主の絵 より意義深いものにするために，ほかに
を見せます（『福音の視覚資料セット』 どのようなことをしているか分かち合う
54 参照）。あなたがマタイ 26：26 － ように勧めます。青少年に，翌 週聖餐
28 を読んでいる間，青少年に絵を見 を受ける備えとして，自分が実践しよう
せ，もし自分がその場にいたらどのよう と思うことを何か選ぶように言います。
な気持ちになるか想像してもらいます。
• ダ リン・H・オークス 長 老 の 説 教
聖餐によって，あなたはこれまで救い主
「聖餐会と聖餐」のⅡとⅢの項，あるい
への愛と贖いについての証をどのよう
はロバート・D・ヘイルズ長老の説 教
に強められてきたかを分かち合ってく
「本 心に立ち返る― 聖 餐，神殿，奉 仕
ださい。青少年に自分の証を分かち合
による犠牲」の 7 － 9 段落を読むよう
うよう勧めます。今日話し合ったことに
に，青少年に勧めます。「どのようにし
ついて，次回，聖餐を受けるときに深く
て聖餐をもっと意義深いものにできる
考えるよう青少年に勧めます。聖餐を
でしょうか」という質問への答えを探し
受けている間，救い主の生涯から，ほ
てもらいます。ホワイトボードに答えを
かにどのような出来事について考えるこ
書いてもらい，これらの説 教にある助
とができるでしょうか。
言の中から応用したい事柄を分かち合
• 青少年に，好きな聖 餐 の賛 美 歌を うよう勧めます。
分かち合ってもらい（必要ならば，
『賛
• 可能であれば，クラス全員で聖餐の
美歌』の末尾にある主題別索引で調べ
テーブルおよび聖餐の準備をする部屋
ることができる），なぜその賛美歌が自
を訪れます。アロン神権者（教師また
分にとって大 切なのかを説明するよう
は祭司）かビショップを招いて，どのよ
勧めます。それらの賛美歌の中から一
うに聖餐を準備するか説明し，この儀
つ，あるいは幾つかを歌ったり，だれか
式の神聖さについて証してもらいます。
の歌に耳を傾けたり，歌詞を読んだり
クラスの何人かの生徒に，彼らの証や
します。そして各賛美歌の楽譜の下に
聖餐をもっと敬 虔なものとするために
挙げられている聖句を読みます。その
何ができるかを分かち合うよう勧めま
賛美歌から聖餐についてどのようなこ
す。
とを学べるでしょうか。賛美歌は聖餐
に備えるうえでどのような助けになるで • クラスの一人一人に小さなカードを
しょうか。
渡し，聖餐を受けている間に考えたこ
とを書き出してもらいます（書いたこと
• クラスの一人一人に，この概要にあ
を分 かち合う必 要はないと言う）。青
る聖句の一つを選び，聖餐に備えるた
少年に，ドン・R・クラーク長老の説教
めに主がわたしたちにするよう求めてお
「聖餐の祝福」にある 5 つの原則の一
られる事柄を探すように勧め，見つけた
つを各自で読むように言い，見つけたこ
ことを分かち合ってもらいます。主がこ
とをクラスで分かち合ってもらいます。
れらの方法で聖餐に備えるよう望んで
なぜ毎週教会に行く必要があるのか疑
おられるのはなぜでしょうか。聖餐を
問に思っている人に対して，彼らはどの
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ように言うでしょうか。クラスの生徒そ
れぞれに新しいカードを渡します。そこ
に 5 つの原則を書き，次回，聖餐を受

けるときの覚え書きとして保管するよう
勧めます。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。聖餐をより意義深いものにする方法が理解できたでしょうか。ほか
に質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やした方がよいでしょう
か。

行動するように勧める
今日学んだことを通して，何を実行しようと感じたか青少年に尋ねてください。そ
の気持ちに従って行動するよう励まします。御霊を求めてよく祈り，フォローアッ
プできる方法を考えてください。

救い主の方法で教える
イエス・キリストは，人々が
自分 の 経 験 や身 の 回りの
世界から福音の教えを発見
するように助けられました。
主は漁，子供の誕生，また，
畑仕事を例にして話されま
した。福音の原則を青少年
が理解するのを助けるため
に，あなたは身近な経験を
どのように活 用することが
できるでしょうか。
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精選されたリソース
ロバート・D・ヘイルズ「本 心に立ち返る─聖餐，神 このようにして贖罪について深く考える備えをします。
殿，奉 仕 による 犠 牲」
『リアホナ』2012 年 5 月号， 救い主の苦しみや死という事実についてただ思いを致
34 － 36 より抜粋
すこと以上に，深く考えることで，救い主の犠牲を通し
てまさしく心からの変化を生活にもたらす希望，機会，
ふさわしく聖餐を受けるために，バプテスマのとき交わ
力を得ることに気づきます。
した聖約を新たにしていることを思い起こします。聖
餐を毎週霊的に清める機会とするには，聖餐 会に出 聖餐の賛美歌を歌い，聖餐の祈りに参加して，主の肉
席する前に備える必要があります。日常の仕事や娯楽 と血の記念を受ける間，自分の罪や欠点について祈り
を意識して離れ，この世的な思いや関心を捨てて，思 の気持ちで赦しを求めます。前の週に交わし，そして
いと心に聖霊を受けるゆとりを作るのです。
守ってきた約束を思い起こし，次の週も救い主に従う
ために明確で個人的な決意をするのです。
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7 月―儀式と聖約

いつも救い主を覚えるという聖約を
守るにはどうすればよいでしょうか
聖餐にあずかるとき，わたしたちはいつも救い主を覚えると約束します。これは常
に主の模範と教えに注意を払い，何かを選択するときの指針にするということで
す。生活の中で主を最優先し，主について知るように，そして主の御心に従うよう
に努力するのです。試練に遭うときには，主に頼って慰めと力を求めます。この聖
約を守るならば，わたしたちはいつも御父の御霊を受けられると，天の御父は約
束しておられます。

霊的に備える
いつも救い主を覚えるため
に，あなたは何をしますか。
主を覚えることによって，あ
なたは人 生の中でどのよう
な祝福を受けてきたでしょ
うか。

青少年が，何をするときにも
救い主を覚える方法を学ぶ
必要があるのはなぜでしょ
うか。それは，彼らが 誘惑
を避け，試 練に立ち向かう
うえでどのような助けになる
でしょうか。

準備する際，よく祈って以下の聖文やリソースを研究してください。どれを青少年
に分かち合うように促しを感じますか。
ヨハネ 8：29（イエス・キリストは，い
つも御父を覚え，御父のようになるよう
努力する模範を示された）
ヨ ハ ネ 14：26；3 ニーファイ 11：32
（聖霊はわたしたちが救い主を覚えるよ
う助けてくださる）
アルマ 37：36 － 37（わたしたちは思
いと行いのすべてを主に向けるべきで
ある）
ヒラマン 12：1 － 5（人は，しばしば主
を思い起こすのが遅い）

教義と聖 約 6：36（あらゆる思いの中
で主を仰ぎ見なさい）
教義と聖約 20：77，79（聖餐の祈り）
ヘ ンリー・B・アイリング「記 憶 にと
どめ，覚えておきなさい」
『リアホナ』
2007 年 11 月号，66 － 69
ジェフリー・R・ホランド「わたしを記
念 するため，このように行 いなさい」
『聖徒の道』1996 年 1 月号，72 － 75
D・トッド・クリストファーソン「いつ
も 御 子 を 覚 えるため に」
『リアホナ』
2011 年 4 月号，21 － 27

関連づける

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。次のアイデア
が役に立つでしょう。
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• 青少年に，教会のクラスで学んでい
る事柄を思い起こさせてくれた最近の
経験を分かち合うよう勧めます。
• 聖餐を分け与えておられる救い主の
絵を見やすい場所に置きます（『福音
の視 覚資 料 集』54 参照）。青少年に

教義と聖約 20：77，79 にある聖餐の
祈りを読むように言い，わたしたちが聖
餐を受けるときに交わす約束をホワイト
ボードに書き出してもらいます。いつも
救い主を覚えるために，青少年は何を
しますか。

一緒に学ぶ
福音の学習技術
キリストについての教えを
探す。聖文を研 究するとき
はいつも，イエス・キリスト
についての教えを探すよう
青少年を促します。何を読
んでいるか にかかわらず，
彼らは次のように自問する
とよいでしょう。「この 文
から，イエス・キリストの特
質や人 格，その 生 涯，贖い
について何を学べるだろう
か。」
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以下に挙げる活動はどれも，青少年が何をするときにも常にもっと救い主をよく覚
えていられるようになる方法を学ぶのに役立ちます。御霊の促しに従って，クラス
に最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• クラスの生徒に，このアウトラインで
提案されている聖句の一つを各自で読
むように言い，常に救い主を覚えること
について，その聖句が教えていることを
分かち合ってもらいます。主をいつも
覚えることはなぜ大切なのでしょうか。
主を覚えることで，わたしたちは日々の
生活でどのような影 響を受けるでしょ
うか（例えば，選択をするとき，試練に
直面するとき）。イエス・キリストを覚
えるよう努めたことにより祝福を受けた
経験を分かち合うよう青少年に勧めま
す。

ストを覚える方法を教えるために用い
ている話とともに分 かち合ってもらい
ます。「いつも主を覚える」という聖約
をよりよく果たすために，彼らが学んだ
ことにはどのようなものがあるでしょう
か。

• ヘンリー・B・アイリング管長が（そ
の説教「記憶にとどめ，覚えておきなさ
い」で）述べている聖霊を受けるため
の規範について読むように，青少年に
勧めます。わたしたちがいつも救い主
を覚えるという約束を守れるように，聖
霊はどのように助けてくださるでしょう
• 青少年にヒラマン 12：1 － 5 を読む か（この話し合いの一環として，ヨハネ
ように言い，人々がしばしばすぐに主を 14：26 および 3 ニーファイ 28：11 を
忘れる理由を分かち合ってもらいます。 読むよう促します）。あなたが聖 霊の
主を忘れるという誘惑をどのようにして 助けによって救い主を身近に感じた経
避けることができるでしょうか。青少年 験を分かち合い，青少年にも自分の経
に，救い主を日々の生活の一部とする 験を分かち合うよう勧めます。
ために行っている事柄を分かち合って
• 青少年に，数分間，聖典から自分が
もらいます。
知っている救い主についての話を心の
• ホワイトボードに，
「どうすればいつ 中で思い返してみるように言います（ア
も救い主を覚えることができるか」と書 イデアを得るために『福音の視覚資料
きます。クラスの生徒一人一人に，ホワ 集』30 － 61 の絵を見るよう勧めると
イトボードに書かれた質問への答えを よい）。これらの話を思い出すことが
探しながら，D・トッド・クリストファー 日々の生活でどのように役立つかを考
ソン長老による記事「いつも御子を覚 えるよう勧め，それぞれの考えを分かち
えるために」から一つの項目を読むよ 合ってもらいます。青少年にホランド長
うに割り当てます。それぞれの答えを， 老の説教「わたしを記念するために，こ
クリストファーソン長老がイエス・キリ のように行いなさい」のコピーを渡し，

ホランド長老が 挙げている，救い主に
ついて思い起こすことができる事柄を
読むように勧めます（「わたしたちは人
生で経験するすばらしい事柄を」で始
まる段落から，この説教の最後までを
参照）。青少年に，感銘を受けたことに

ついて分 かち合うように言い，なぜ大
切だと思ったかを説明してもらいます。
次回，聖餐を受けるとき救い主につい
て考えられるように，その説教のコピー
を取っておくように青少年に提 案しま
す。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。いつも救い主を覚えるという
聖約をどのようにして守ればよいかを理解できたでしょうか。どんな思いや印象
を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を
費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める

救い主の方法で教える
あなた が 救 い主について
知っていることを，少しの間
考えてください。主は御自
分がいつも御父を覚えてい
ることをどのようにして示さ
れたでしょうか。いつも救
い主を覚えることからもたら
される，強さを得る方 法を
学ぶよう青少年を助けるに
当たって，あなたはどのよう
に主の模範に従えるでしょ
うか。

今日学んだことを通して，何を実行しようと感じたか青少年に尋ねてください。そ
の気持ちに従って行動するよう励まします。御霊を求めてよく祈り，フォローアッ
プできる方法を考えてください。
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精選されたリソース
ジェフリー・R・ホランド「『わたしを記念するため，こ トを信じる確固とした信仰と完全な希望の輝きをもっ
のように行いなさい』」
『聖徒の道』1996 年 1 月号， て前進することができるのです（ 2 ニーファイ 31：19
72 － 75 より抜粋
－ 20 参照）。
救い主が前世でなされたこと，すなわち偉大なエホバ
として天地とそこにある万物を造られたことを思い起
こすことができます。また，天上の会議で主は愛にあ
ふれたすばらしく強い御方であったこと，わたしたち
がキリストの力と小羊の血に対するわたしたちの信仰
によって悪に打ち勝ったことを思い起こします（黙示
12：10 － 11 参照）。
恐らく若い女性の組 織に該当する年齢の女性のもと
に，主がお生まれになったという偉大な出来事を思い
起こすこともできます。彼女はあらゆる時代のあらゆ
る忠実な女性に代わって，こう言いました。「わたしは
主のはしためです。お言葉どおりこの身に成りますよ
うに。」
（ルカ 1：38 ）
ほとんど知られていませんが偉大な人物，すなわちイ
エスのこの世の父親を思い起こすこともできます。彼
は謙遜な大工でしたが，静かで素朴なつつましい人々
が昔からこの大いなる御業を推し進めてきたのであ
り，また現在もそうであるということをわたしたちに教
えてくれました。もし皆さんの働きが目立たないもの
であっても，この地 上でかつて生活した最も善良な
人々の一人もそうであったことを忘れないでください。
キリストの奇跡や教え，癒しや助けを思い起こすことも
できます。主は，目や耳，手足の不自由な人，病気で
弱っている人を癒されました。そのことを思い起こす
ならば，自分の進歩が止まったように思えたり，喜び
がうせ，目の前が暗くなったと感じたりしても，キリス
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救い主は非常に厳粛な使命を帯びておられたにもか
かわらず，生活に喜びを見いだし，人々に接することを
楽しみ，弟子たちに「元気を出しなさい」と励まされま
した。もしわたしたちが自分の家の戸口で高価な真
珠を見つけたら大喜びするように，福音に対しても同
様に喜ぶようにと，主は言われました。また，イエス
は子供たちに特別な喜びを見いだされ，わたしたち皆
に，無垢で清く，すぐに笑い，愛し，赦し，嫌なことをさ
れてもすぐに忘れてしまう子供たちのようになりなさい
と，おっしゃいました。
キリストは弟子たちを友と呼ばれ，友とは孤独や失意
のときにわたしたちを支えてくれる人であると言われま
した。わたしたちが連絡すべき友達，あるいは友達に
なるべき人を思い起こしてください。そうすれば，必要
なときに手を差し伸べる思いやりの行為を通して，神
がしばしば人を祝福されることも思い起こせるでしょ
う。身近な人々の切実な祈りへの天の答えが，わたし
たちを通して与えられることがあるのです。 . . . . . .
あるいは，イエスが受けられた不親切，拒否，不正，ま
さしく主が堪え忍ばれた不正を，当然のことながら思
い起こすことでしょう。わたしたちもそのような経験を
少しなりともするとき，キリストが，四方から艱難を受
けても窮せず，途方に暮れても行き詰まらず，迫害に
遭っても見捨てられず，倒されても滅びなかったこと
を思い起こすことができます（ 2 コリント 4：8 － 9 参
照）。

7 月―儀式と聖約

神殿の儀式を受けるためにどのよ
うに備えることができるでしょうか
神殿の儀式を受ける前から，わたしたちは，神殿に入るためにふさわしい生活をす
ることによって自らを備えることができます。すでに交わした聖約を守り，神殿を
生活の一部にするのです。また，神殿の儀式についてさらに学ぶために，聖文と
預言者の言葉を研究するのもよいでしょう。

霊的に備える
あなたがこれまでに神殿の
儀式を受けたことがあるな
ら，どのようにして自分自身
を備えたでしょうか。
青少年が神殿についてどの
ように感じているかを理 解
するうえで役立つことを，あ
なたは彼らから聞いたり気
づ いたりしたことがあるで
しょうか。それはどのような
ことでしょうか。 彼らは神
殿の儀式を受ける備えとし
て何をしているでしょうか。
注 ― 青少 年の 神 殿 参入に
備えるのを助けるために，
ワードで小冊 子『末日聖徒
イエス・キリスト教 会 の 神
殿』
（ 09339 300 ）を入手
するようビショップに提案し
てはどうでしょうか。

よく祈ってこれらの聖文やリソースを研究してください。青少年が神殿の儀式を
受けるのを心待ちにするように助けるにはどうすればよいと思いますか。
詩 篇 24：3 － 4；教義と聖 約 97：15 「神 殿 を生 活 の 一 部 にする」
『リアホ
－ 17（主の宮に入るには清くなければ ナ』2010 年 10 月 号，76 － 78 。『末
ならない）
日聖徒イエス・キリスト教会の神殿』も
参照
トーマス・Ｓ・モンソン「聖なる神 殿
─ 世 界 に 輝くか がり火」
『リアホナ』 「よくある質 問」
『リアホナ』2010 年
2011 年 5 月号，90 － 94
10 月 号，79 － 80 。『末 日 聖 徒 イエ
ス・キリスト教会の神殿』も参照
ラッセル・M・ネルソン「神殿の祝 福
のために備える」
『リアホナ』2010 年 「大管長会から青少年へのメッセージ」
10 月 号，40 － 51 。『末 日 聖 徒 イエ 『若人の強さのために 』ii － iii
ス・キリスト教会の神殿』も参照
ビデオ ―
「常に目を向ける」

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 青少年に，最近ほかのクラスや個人
学習で儀式や聖約について学んで得た
洞察を分かち合うよう勧めます。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

メッセージを読んだ後で，小冊 子の表
紙に神殿の写真が選ばれたのはなぜだ
と思うかを分かち合ってもらいます。

• 青少年に『若人の強さのために 』
（ ii
－ iii ）にある「大管長会から青少年へ
のメッセージ」を読むように勧めます。
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一緒に学ぶ
福音の学習技術
『聖句ガイド』を使う。この
レッスンの 最 初 の 活 動 で
は，青少年に『聖句ガイド』
を使って聖文を見つけるよ
う 勧 め て い ま す（『教 師，
その大いなる召し』56 参
照）。『聖句ガイド』やその
他の 補 足 教 材に慣 れ 親し
み，福音の個人学習で頻繁
に利用できるように助けて
ください。

• ビデオ「常に目を向ける」を見せ，
クラスの一人一人に，このビデオのメッ
セージに関連していると思う聖文につ
いて考えるよう勧めます（『聖句ガイド』
で聖句を見つける方法を示す）。青少
年に，見つけた聖句を分かち合い，そ
の聖句が神殿に参入する備えについて
何を教えているか説明してもらいます。

人に割り当てます。青少年に，割り当て
られた項目から神殿に参入する備えに
ついて学んだことを分かち合うよう勧め
ます。ネルソン長老のメッセージについ
て，彼らはそのほかにどんなことに感銘
を受けたでしょうか。

• 「よくある質問」の記事からクラスの
青少年に最も関連があると思う質問を
• クラス全 体 で，詩 篇 24：3 － 4 を 選び，それらの質問をホワイトボードに
読み，手が清く，心がいさぎよいとはど 書きます。その記事の中にある答えを
のような意味だと思うか青少年に尋ね 書いた紙を何枚か準備します。青少年
ます。霊的な清さが神殿に入るための 一人一人に，ホワイトボードに書かれた
条件となっているのはなぜでしょうか 質問を一つ選び，準備した紙の中から
（教 義と聖 約 97：15 － 17 参 照）。 ビ 答えを見つけてもらいます。青少年に，
ショップリックの一員をクラスに招き， 自分が見つけた新しい洞察を分かち合
神殿 推薦状を受けるのにふさわしくな うよう勧めます。
るためにしなければならないことにつ
• 青少 年に「神殿を生活の一 部にす
いて話し合ってもらいます。ビショップ
る」の記事を探し，神殿 参入に備える
リックの一員は神殿の儀式を受ける備
ためにするべきことを教えている文章に
えとして青少年に何をするよう提言する
下線を引くよう勧めます。見つけた提
でしょうか。質問をするよう青少年を
案やほかに考えられる事柄のリストを
励まします。
作るように勧めます。お互いにリストを
• ラッセル・M・ネルソン長老による 分かち合い，自分がやりたいと思うこと
記事「神殿の祝福のために備える」か をリストの中から選ぶよう促します。
ら項目の一つを読むよう，青少年一人一

救い主の方法で教える

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。神殿の儀式に備える方法が理解できたでしょうか。ほかに質問はな
いでしょうか。このテーマにもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

救い主は御自身の弟子たち
の内にある可能性を御覧に
なりました。彼らを信頼し，

行動するように勧める

ほかの人々に仕え，祝 福で
きるように備えさせられまし
た。クラスの青少年が将来
の祝福や機会に備えられる
よう助けるために，あなたは
何ができるでしょうか。
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以下に挙げる活動はどれも，青少年が神殿の儀式にあずかる備えをするのに役立
ちます。御霊の促しに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選
んでください。

• 今日，聞いたり感じたりしたことにつ
いて深く考え，神殿の儀式に備えるた
めにすることを選ぶように，青少年に勧
めます。

• 神殿の儀式の大切さについて，あな
たの証を分かち合ってください。

精選されたリソース
ラッセル・M・ネルソン「神 殿の祝 福のために備え
る」
『リアホナ』2010 年 10 月号，41 － 51 より抜粋

な義 務を負っています。神聖な事柄には，相応の配
慮が必要です。

神殿は神聖であるため，主は，神殿を汚すことのない この学びの家で，わたしたちは主の方法により教えを
よう望んでおられます。その特権にあずかるために 受けます。主の方 法は人の方 法とは異なっています
進んでよく備える人は，だれでも参入することができま 〔イザヤ 55：8 － 9 参照〕。その教え方がわたしたち
す。備えの概念は努力を要するほかの分野にも広く及 のよく知っている教育界で使用されている方法とは異
ぶものです。自分の少年時代を思い出します。わたし なっているとしても，驚くには当たりません。神殿の儀
は両親に，大学に進学したいという気持ちを伝えまし 式と聖約は，アダムとエバの時代から福音に不可欠の
た。すると両親は，それまで勉学に励み，大学への入 部分でした。昔は深遠な真理を教えるために数々の
学に必要な条件をすべて満たして初めてそれが可能 象徴が使われました。そして，この教授法が今日，神
になると答えました。同様に，わたしたちは神殿に参 殿で使われています。
入する資格を満たさなければなりません。肉体的に，
したがって，わたしたちは神殿で示される象徴につい
知的に，また霊的に備えるのです。推薦状の発行を願
て深く考え，またそれぞれの象徴が意味する重要な
う人は皆，個人ごとに適格性を判定されます。
事実に目を向ける必要があります〔ジョン・A・ウイッ
神権の権能の鍵と責任を持っている人々が，神殿 推 ツォー，“Temple Worship, ”Utah Genealogical
薦状の面接を行うことによって，わたしたちの準備を and Historical Magazine, 1921 年 4 月号，62 参
手伝ってくれます。これらの指導者は，わたしたちを 照〕。「神殿の儀式は生涯にわたる実りある熟考と修
〔リ
心にかけ，また神殿に参入する備えができているかど 養を促すために，象徴的趣意にあふれています。」
うか自分で判断できるように助けてくれます。また， チャード・G・スコット『リアホナ』1999 年 7 月号，
彼らは主を愛しており，
「清くないものが〔主〕の宮に 30〕神殿の教えは実に簡潔であり，ひたすら美しいも
入るのを許されてこれを汚すということが決して〔な のです。それは教育を受ける機会のほとんどなかっ
い〕」ようにします〔教義と聖約 109：20〕。このよう
に，これらの面接は報告の場として用いられます。

た人々にも理解できるものでありながら，教養のある
人の知性を刺激します。

あなたは神殿推薦状を受けるためにどのような備えを
していますか。ビショップリックに，また両親や家族，
ステーク会長会，教師，定員会アドバイザーに助言を
求めることができます。条件は簡単です。簡潔に言
えば，必要なのは，その宮の主の戒めを守ることです。
主は標準を定めておられます。わたしたちはその御方
の客として神殿に参入するのです。 . . . . . .

初めて神殿に参入する会員は，
『聖句ガイド』の神殿
に関する項を読むようにしてください。「油注ぎ」
「犠
牲」
「神殿；主の宮」
「聖約（契約）」などです。また，
出エジプト記第 26 章から第 29 章とレビ記第 8 章も
読むとよいでしょう。旧約聖書や高価な真 珠のモー
セ書とアブラハム書は，神殿活動が昔に行われていた
こと，またその儀式が永続するものであることを強調
しています。

神殿の儀式と聖約は神聖なものですから，神殿内で
の出来事について神殿の外で話さないという絶対的
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単元の概要

8 月―結婚と家族

この単元のアウトラインは，青少年が家庭で学び教えることの大切さを理解するうえで役
立つでしょう。また天の御父の計画における結婚と家族の重要性について彼らが学んだ
永遠の真理を自分の家族やほかの人に分かち合う備えができるでしょう。さらに家族歴
史を含めて，自分自身の家族についてもっと学ぶ機会を得るでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。
個人の日記をつけることで，わたしと家族はどのような祝福を受けるでしょうか
家族歴史について学ぶことはなぜ大切なのでしょうか
どのようにして家族歴史活動のやり方をほかの人々に教えられるでしょうか
結婚と家族の大切さについて，ほかの人々にどのように説明できるでしょうか
どのような機会を通して家庭で学んだり教えたりできるでしょうか

この単元をオンラインで見るには， lds.org/youth/learnにアクセスしてください。
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8 月―結婚と家族

個人の日記をつけることで，わたし
と家族はどのような祝福を受ける
でしょうか
主とその預言者は記録を残すことの重要性を強調してきました。個人の日記を書
くことによって，わたしたちは自身の生活を振り返り，神から与えられている多くの
祝福に気づくことができます。わたしたちの日記は，家族の未来の世代にとって
霊感と強さの源ともなり得ます。

霊的に備える
あなたはどのような経験に
よって日記をつけることの
大切さを学びましたか。あ
なたか先祖の日記に，どの
ような話でも青少年の霊を
鼓舞できる記述があります
か。
個人の日記をつけることで，
青少年はどのような祝福を
受けるでしょうか。 彼らが
日記をつけない理由として
どんなことが考えられます
か。どうすれば記録を残す
という霊的な目的を彼らが
理 解できるように助けるこ
とができますか。

以下の聖句とリソースをよく祈りながら研究してください。あなたが教える青少年
の霊を鼓舞するのはどれでしょうか。
1 ニーファイ 1：1 － 3；アルマ 37：8
－ 9；モーセ 6：5 ，45 － 46（聖文に
ある記録を残すことに関する模範）

2007 年 11 月 号，66 － 69 。 ビ デ オ
「記憶にとどめ，覚えておきなさい」も
1 ニーファイ 6：3 － 6（個人の記録に
参照（ダウンロードはできません）
記載すべき事柄）
3 ニーファイ 23：6 － 13（救い主は記
録が不十分であるためにニーファイ人
を叱責される）

スペンサー・W・キンボール「永世にわ
たる記 録」
『聖 徒 の 道』1977 年 6 月
号，300 － 301

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。どうすれば福音が日々の生活に関連して
いることを理解できるよう彼らを助けることができるでしょうか。以下のアイデア
が役に立つでしょう。
• 福音の真 理について証をした最 近
の経験を分かち合うように青少年に勧
めます。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

ヘンリー・Ｂ・アイリング「記 憶にと
どめ，覚えておきなさい」
『リアホナ』

• 可能ならば，あなた個人の日記か先
祖の日記に記されている事柄を分かち
合います（またはクラスの生徒 やワー
ドの会員に同様のことを行うよう勧め

る）。このような経験を記録に残すこと
はなぜ大切なのでしょうか。だれかが
日記を書き残すことで，ほかの人はどの
ような祝福を受けるでしょうか。
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一緒に学ぶ
福音の学習技術
深く考 える。このレッスン
で青少年は，自分が経験し
ている事柄について深く考
え，それらを個人の日記に
書くように勧められていま
す。深く考えるとは，何かに
ついて真剣に思い巡らし，
よく考えることです。「神は
わたしに現在の経験から何
を学ぶよう望んでおられる
だろうか」といった疑 問に
ついて自問 するように，青
少年に勧めます。深く考え
ることによって啓示がもた
らされます。深く考えること
を常に個 人の 福 音 研 究の
一 部とするように，青少 年
を励まします。
ビデオ―「聖文の中から言
葉を探す」

以下の活動はどれも，青少年が日記をつけることの大切さを理解するのに役立つ
でしょう。聖霊の促しに従って，あなたのクラスに最も適した活動を一つ，あるい
は幾つか選んでください。
• 青少年に，ヘンリー・B・アイリング
管長の説教「記憶にとどめ，覚えておき
なさい」の最初の 8 段落を読むように
勧め（またはその説教に基づくビデオ
を見せ），アイリング管長が日々経験し
たことを書くことによって受けた祝福を
探してもらいます。さらに，アイリング
管長のメッセージから個人の日記をつ
けることについて，彼らはどのようなこと
を学ぶでしょうか。説教の最後の段落
を一 緒に読んでから，あなたが最 近，
自身の生活の中で神の御手による働き
を目にした経験，または神があなたに
伝えたいメッセージをお持ちだと感じ
た経験を分かち合ってください。青少
年に，アイリング管長が提案している質
問に対する自分自身の答えについて深
く考えて，その考えを書き留めるように
勧めます。

体 で，1 ニーファイ 6：3 － 6 を読みま
す。ニーファイが自身の記 録に含めた
いと思ったのはどのようなことかを見つ
けて，それをリストに加えるように言い
ます。青少年に，自分の日記に書くべ
きだと感じる事柄について深く考えるよ
う促し，それらを短く書く時間を与えま
す。
• 青少 年に 3 ニーファイ 23：6 － 13
を読むように勧めます。この聖句は，わ
たしたちが 個人の日記をつけようと努
力するときに，どのように当てはまるで
しょうか。青少年に，これまで記 録す
るべきだと感じたあらゆる霊的な経験
や意義深い経験について考えるように
言います。そのような経験について読
むことで，彼らやほかの人はどのような
祝福を受けるでしょうか。レッスンの間
に，それらの経験について書く時間を
与えます。

• 青少年に，次の聖句の一つを各自で
読むように言います。 1 ニーファイ 1：
• スペン サ ー・W・キンボール 大 管
1 － 3；アルマ 37：8 － 9；モーセ 6：
長の説教「永世にわたる記録」の後半
5 ，45 － 46 。これらの聖句に登場す
（「そこで，教会の若人にお勧めする」と
る人々が記録を残したおかげでもたら
いう言葉で始まる）を各自で読むよう
された幾つかの祝福について考え，分
に青少年に言います。青少年に，キン
かち合ってもらいます。人々が 個人の
ボール大 管長の説 教を読んで 考えた
日記をつけない理由として，どんなこと
こと，またはその中で見つけた霊を鼓
が考えられるでしょうか。日記を書くこ
舞する，あるいは助けになる意見を一
との大 切さを教えてくれるこれらの聖
つか二つ紙に書くように勧めます。全
句から，青少年は何を学ぶでしょうか。
員が 書き終わったら，それぞれが 書い
先祖の日記を読むように促すか，
（可能
た紙を隣に座っている人に渡すように
なら）両親または祖父母から証や改宗
言います。受け取った紙に自分の意見
談，意義深い人 生 経 験，お気に入りの
を書き加えてから，また次の人に紙を
思い出などを聞き出して書き留めるよう
渡し，それをクラスの全員に自分の意
に勧めます。
見を分かち合うまで続けます。青少年
• 青少年に，個人の日記に書く事柄の に，自分の紙を家に持って帰り，記され
リストを作成してもらいます。クラス全
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ていることを個人の日記を書く際の参
考にするように勧めます。
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。日記をつけることによって受
ける祝福を理解したでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに
質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やした方が助けになるでしょ
うか。

行動するように勧める
今日学んだことを通して，何を実 践しようと感じたか，青少年に尋ねてください。
その気持ちに従って行動するよう励ましてください。フォローアップできる方法を
よく考えてください。

救い主の方法で教える
救 い主は 御自身 が 教 える
人々に，深く考え感じさせる
質問をされました。主の愛
のゆえに，彼らは安心して自
分の考えや個人的な気持ち
を分かち合いました。クラ
スの中で，青少年が気軽に
質問に答えられる雰囲気を
作り出すにはどうすればよ
いでしょうか。
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精選されたリソース
ヘンリー・B・アイリング「記憶にとどめ，覚えておき
なさい」
『リアホナ』2007 年 11 月号，66 － 69 より
抜粋
子供がとても小さかったころに，わたしは毎日の出来
事を少しだけ書き留めるようになりました。そのきっ
かけを話しましょう。ある晩，教会の責任で夜遅くに
帰宅しました。辺りは暗く，玄関に向かって歩いてい
ると，近所に住む義理の父が突然現れたので驚きま
した。義父は作業着姿で水道管を肩に担ぎ，足早に
歩いていました。義父が坂の下にある小川から，わた
したちの土地まで水をくみ上げる配管工事をしている
ことは知っていました。
義父はほほえみ，優しく声をかけると，作業を続ける
ため足早に通り過ぎ，闇の中に消えて行きました。義
父がわたしたちのためにしてくれていることについて考
えながら，わたしは家に向かいました。玄関に着いた
途端，次の言葉がわたしの頭に聞こえました。それは
自分の声ではありませんでした。「わたしはこうした
経験をあなた自身のために与えているのではない。書
き留めなさい。」
わたしは家に入りました。疲れていましたが，床には
就きませんでした。紙を何枚か取り出し，ペンを走ら
せました。書いていると，頭の中に聞こえた言葉の意
味が分かってきました。将来いつの日か，神の御手が
わたしたち家族をどのように祝福してくださったかを
子供たちが読めるように，わたしは自分が見てきたこ
とを記録しなければならなかったのです。義父は，そ
の作業をする必要はありませんでした。だれかに頼
むこともできましたし，まったく何もしなくてもよかった
のです。しかし義父は，家族であるわたしたちに奉仕
をしてくれました。主の弟子たちが常にそうするように
奉仕したのです。わたしはそれが真実だと知っていま
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した。そして子供たちがいつか必要なときに思い出せ
るよう，そのことを書き留めました。
わたしはそれから何年も，毎日少しずつ書き留めまし
た。どんなに疲れていても，翌朝どんなに早起きしな
くてはならないとしても，一日も休みませんでした。書
く前には，次の質問を考えるようにしました。「今日，
神がわたしたち，子供たち，家族に御手を差し伸べら
れ，触れられるのを見ただろうか。」続けていくうち
に，何かが起き始めました。一日の出来事に思いをは
せると，神が家族の中のだれかのためにされたことで，
日中の雑多の中では気づけなかったことがよく分かる
ようになったのです。そうなると，それは何度も起き
たのですが，覚えておこうと努力することで，神は御自
身がなさったことを示してくださることが分かるように
なりました。

言い尽くせないほどの感謝の念が心に芽生え始めまし
た。証が育ったのです。天の御父が祈りを聞き，こた
えてくださるという確信が今までになく強まりました。
救い主イエス・キリストの贖いによって人の心が和ら
げられ，清められることに対して，さらに感謝するよう
になりました。また，そのとき気づかなかったり，関心
を向けていなかったりしたことも，聖霊はことごとく思
い起こさせることがおできになるということにも，今ま
で以上に確信が持てるようになりました。 . . . . . .
皆さんに切にお願いしたいことは，神の優しさに気づ
き，覚えておく方法を見つけることです。それは皆さん
の証を築きます。皆さんは日記をつけていないかもし
れません。自分の記録を，愛し，仕えている人たちに
見せていないかもしれません。しかし，主がなさった
ことを覚えることで，皆さんも皆さんが日記を見せる人
たちも祝福を受けます。時々歌うこの歌を覚えている
でしょう。「かつて受けし主の恵み数えてみなば驚か
ん。」

8 月―結婚と家族

家族歴史について学ぶことはなぜ
大切なのでしょうか
天の御父の幸福の計画のおかげで，家族関係は永遠にわたって続きます。家族
歴史活動を通して，わたしたちは先祖についてもっとよく知り，福音の儀式を必要
とする人々の名前を特定し準備して，聖なる神殿で彼らのために儀式を施すこと
ができます。教会はわたしたちが家族歴史について学び，死者のための神殿の業
に参加できるように，多くのリソースを提供しています。

霊的に備える
あなたは自分自身の家族歴
史についてどのようにして学
んできましたか。 どのよう
な経験によって家族歴史活
動についての証を強めてき
ましたか。

以下のリソースを利用して，家族歴史活動についての理解をさらに深めてくださ
い。この概要にある活動の実践を含めて，家族歴史活動に関するあなた自身の
経験が，この活動について効果的に教えるうえで役立つでしょう。この概要にあ
る活動が，家族歴史活動に参加するよう青少年を促す方法を考えるうえで，どの
ように役立つかをよく考えてください。家族歴史を学ぶことの大切さを青少年が
理解するうえで，どのような助けになるでしょうか。

どのようにすれば家族歴史
活動に参加するよう青少年
を促すことが できます か。
彼らは，あなたの 地 域 で，
自分の先祖について学んだ
り，亡くなった家族のために
儀式を施したりするのに役
立つどのようなリソースを入
手できますか。

1 コリント 15：29（昔の時代の会員は リチャード・G・スコット「死者を贖う
『リ ア ホ ナ』2012 年 11 月 号，
死者のためにバプテスマを施していた） 喜 び」
93 － 95
1 ペテロ 3：18 － 20；４：6（霊 界で
デビッド・A・ベドナー「子孫の心は向
福音が宣べ伝えられる）

かうであろう」
『リアホナ』2011 年 11
マラキ 4：5 － 6；教義と聖 約 2：1 －
月号，24 － 27
3（子 供たちの心は先祖に向くであろ
「家族歴史活動と系図」
『真 理を守る』
う）
40 － 43
教 義と聖 約 110：13 － 16（エリヤ が
「青少年と家族歴史」
結び固めの鍵を回復する）
ウェブサイト ―
教 義と聖 約 128：16 － 18（死 者のた
めの儀式は世代間のきずなを築く）

ビデオ ―
「ベドナー 長老，青少 年に
向けて語る」，
「エリヤの霊」

関連づける

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。どうすれば福音が日々の生活に関連して
いることを理解できるよう彼らを助けることができるでしょうか。以下のアイデア
が役に立つでしょう。
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• 何人 か の 青少 年に，最 近，両 親 や
きょうだい，またはほかの家族から学
んだ福音の原則を分かち合うように勧
めます。
• 青少 年に，これまでに家 族 歴 史活
動を行った経験（先祖のためにバプテ

スマを受ける，索引作成に参加する，神
殿の儀式のために先祖の名前を準備す
るなど ）を分かち合うように勧めます。
なぜ天の御父はわたしたちに家族歴史
活動をするよう望んでおられるかにつ
いて話し合います。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「沈黙を恐れてはならない。
質 問に答えたり，自分の気
持ちを表現したりするのに
考える時間を必要とするこ
とがある。質問を投げかけ
た後，霊的な経験を分かち
合った後，あるいは生徒が
自分の考えをよく表現でき
ないときに，間を置くことが
必要である。」
（『教師，その
大いなる召し』67 ）

以下の活動はどれも，青少年が家族歴史活動に参加する方法を学ぶのに役立つ
でしょう。聖霊の促しに従って，あなたのクラスに最も適した活動を一つ，あるい
は幾つか選んでください。
• クラス全 体 で，デ ビッド・A・ベド にアクセスするように，青少年に勧めま
ナー長老の説教「子孫の心は向かうで す。
あろう」から，
「若い世代への勧め」と
• 青 少 年 の 半 数 に，
『真 理 を 守 る』
いう表 題の項を読みます。青少年に，
の「家族歴史活動と系図」の項にある
家 族 歴 史活 動に参加するために彼ら
「死者を贖う」
（ 40 － 41 ページ）の部
にできることとして，ベドナー長老が述
分を読むように，もう半 数には，
「家族
べている事柄を見つけるように勧めま
歴史活動におけるあなたの責任」
（ 41
す。可能なら，クラスにコンピューター
－ 43 ページ）を読むように勧めます。
を持ってきて，FamilySearch.org.で
学んだことを互いに分かち合ってもらい
自分の先祖について学ぶ方法を青少年
ます。家系図を完成させる作業に取り
に実 際にやって見せます。ビショップ
かかるよう青少年を助けます。家で引
の許可を得て，ワードの家族歴史相談
き続き家系図作成作業に取り組むよう
員（またはすでに家族歴史活動を経験
に彼らを励まします。両親やほかの家
しているほかの人）を招き，青少年が神
族に助けを求めるように勧めます。
殿に提出する名前を準備するのを助け
てもらうのもよいでしょう。神殿に行っ • レッスンの数日前，クラスの一人の
て，名前を提出した家族のために儀式 生徒に，青少年と家族歴史のウェブサ
を受けるよう彼らを励まします。
イトをもう一度見て，家族 歴史活動の

始め方をクラスで教える準備をして来る
• リチャード・G・スコット長老の説教
ように頼みます。生徒にはビデオ「ベド
「死者を贖う喜び」の「皆さんが神殿の
ナー長老，青少年に向けて語る」を見
中で行う業は，どんな業であれ」とい
せるとよいでしょう。
う言葉で始まる 3 つの段落を読むよう
に，青少年に言います。家族歴史活動 • この概要に提示されている聖句を，
が大切である理由を探して分かち合う 「なぜわたしたちは家族歴史活動をす
ように勧めます。説教の最後の 2 段落 るのか」という質問について深く考え
を読んで，自分の先祖を調べるために ながら読むように青少 年に勧めます。
「後回しにする」ことのできる事柄につ それぞれの考えを分かち合ってもらっ
いて話し合ってもらいます。家族歴史 てから，家族歴史活動に参加できる方
活動を始められる方法を見つけるため 法を幾つか挙げるように勧めます（アイ
に，ウェブサイト「青少年と家族 歴史」 デアとして，自分の先祖について学ぶ，
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FamilySearch.org の使い方をほかの
人に教える，索引作成作業をするなど
が考えられる）。今週したいと思うこと

をリストの中から選ぶように勧めます。
後のレッスンで，経験を分かち合うよう
に励まします。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。家族歴史について学ぶこと
の大切さを理解したでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに
質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やす方が助けになるでしょうか。

行動するように勧める
今日学んだことを通して，何を実 践しようと感じたか，青少年に尋ねてください。
その気持ちに従って行動するよう励ましてください。フォローアップできる方法を
よく考えてください。

救い主の方法で教える
救 い主は弟 子たちを 信 頼
し，彼らを備えさせてから，
ほかの人々を教え，祝福し，
人々に仕えるという重 要な
責任をお与えになりました。
家 族 歴 史を学んで 先 祖 が
儀式を受けられるようにす
るために，どのようにして青
少年を備えさせることがで
きますか。
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精選されたリソース
リチャード・G・スコット「死者を贖う喜び」
『リアホ
ナ』2012 年 11 月号，93 － 95 より抜粋
皆さんが 神殿の中で行う業は，どんな業であれ，時
間の使い方としては賢明です。しかし，皆さん自身の
先祖の一人のために身代わりとなって儀式を受けるこ
とは，神殿で過ごす時間をはるかに神聖なものとし，
いっそう大きな祝福をもたらします。大管長会は次の
ように宣言しました。「わたしたち自身の先祖を探し
出し，特定することは，わたしたちにとって最も重要な
義務です。」
〔大管長会からの手紙，2012 年 2 月 29
日付。強調付加。〕

じように参加できるようになります。わたしは，自分の
生活をサタンの影響から守るうえで，これ以上に優れ
た方法を思いつきません。

ロシア・ロストフナダヌー伝道部では，青少年に対し
て，それぞれ 2,000 人の名前の索引作成をし，自分
自身の家族の中から少なくとも一人を神殿の儀式のた
めに準備しようという呼びかけが行われました。その
目標を達成した若人は，新しいウクライナ・キエフ神
殿への長距離旅行に招待されたのです。ある若人が
自分の経験を次のように話してくれました。「以前は
コンピューター・ゲームをして時間をかなり使っていま
した。でも，名前の索引作成を始めたら，ゲームをす
若人の皆さんは，自分の生活からサタンの影 響を排
る時間がなくなったんです。最初のうちは，
『こんなこ
除するための確かな方法を知りたいと思いませんか。
としていられないよ』と思ったんですが，この活動が
そのためには，先祖を探求することに深くかかわり，神
完成したときには，ゲームに対する興味もなくなって
殿で受けられる神聖な身代わりの儀式のために彼ら
いました。 . . . . . .系図活動というのは，この地上で
の名前を準備し，それから神殿に赴いて，先祖の代理
できる重要なことですし，天にもつながっていくもので
人としてバプテスマと確認の儀式を受けることです。も
す。」
う少し年齢が上がったら，皆さんはほかの儀式にも同
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8 月―結婚と家族

どのようにして家 族 歴 史 活 動の
やり方をほかの人に教えられるで
しょうか
主は今日，わたしたちが先祖について学び，彼らのために神殿で儀式を施せるよう
に，驚嘆すべき科学技術を備えてくださっています。同様に，主はこれらの科学
技術を応用する能力のあるこの世代の青少年を備え，彼らがこの重要な業に貢献
できるようにしてくださっています。わたしたちは自分自身の家族歴史を探求する
だけでなく，家族歴史に関するリソースに不慣れな人々を助けることができます。
こうして，わたしたちは人々がこの重要な業について御霊を感じられるように助け，
彼らの亡くなった先祖に救いをもたらす手助けをするができるのです。

霊的に備える
あなたはこれまでに，どのよ
うな機 会を通して，ほかの
人が家族歴史について学ぶ
のを助けてきましたか。だ
れ かに家 族 歴 史活 動のや
り方を教えてもらったこと
がありますか。それはどの
ような経験でしたか。
あなたがこれまでに出会っ
た青少年は，ほかの人が家
族歴史活動のやり方を学ぶ
ときに，どのような技 術 や
能 力を（彼らのために）役
立 てることが できます か。
主がこの重要な業のために
彼らを備えられたことが，ど
のような実例から分かりま
すか。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

以下のリソースをよく祈りながら研究してください。ほかの人が家族歴史について
学ぶのを助けたいという思いを青少年に抱かせるのはどれだと思いますか。
教 義と聖 約 128：16 － 18（死 者のた
めの 儀式は世代 間を結ぶきずなを築
く）

デビッド ･A・ベドナー「子孫の心は向
かうであろう」
『リアホナ』2011 年 11
月号，24 － 27

教 義と聖 約 138：46 － 48（わたした ウェブサイト「青少 年と家 族 歴 史」の
ちの時代に，神殿で偉大な業が行われ 「仕える」という項目に掲載されている
る）
ビデオ
ラッセル・M・ネルソン「先 祖と愛に
よって結ばれる」
『リアホナ』2010 年
5 月号，91 － 94

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。どうすれば福音が日々の生活に関連して
いることを理解できるよう彼らを助けることができるでしょうか。以下のアイデア
が役に立つでしょう。
• 青少年に，前回のレッスンで学んだ
事柄を応用した経験を分かち合うよう
に勧めます。

• だ れ か にテクノロジ ー 機 器（コン
ピューター，携帯電話または同様の端
末機など ）の使い方を教えた経験を分
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かち合うように青少年に勧めます。デ です。」
（「子 孫の心は向かうであろう」
ビッド・A・ベドナー長老の次のような 『リア ホナ』2011 年 11 月 号，26 ）青
言葉を分かち合います。「皆さんは，友 少年はどのような方法で，テクノロジー
達と手早く連絡を取り合うためだけで に精通している自分の能力を使ってほ
はなく，主の業を加速し勧めるために かの人の家族歴史活動を助けられると
携帯メールやツイッターを学んできたの 感じているでしょうか。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「沈黙を恐れてはならない。
質 問に答えたり，自分の気
持ちを表現したりするのに
考える時間を必要とするこ
とがある。質問を投げかけ
た後，霊的な経験を分かち
合った後，あるいは生徒が
自分の考えをよく表現でき
ないときに，間を置くことが
必要である。」
（『教師，その
大いなる召し』67 ）

救い主の方法で教える
どのような場においても，救
い主はわたしたちの完全な
模 範であり，指導 者であら
れました。救い主は御自身
が弟子たちを教えるその方
法によって，彼らに教 授法
を教えられました。あなた
の模範は青少年がほかの人
を教える備えをするうえで，
どのような助けになるでしょ
うか。
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以下の活動はどれも，青少年が家族歴史活動に参加するよう，ほかの人々を助け
る方法を学ぶのに役立つでしょう。御霊の促しに従って，あなたのクラスに最も
適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• デ ビッド・A・ ベドナ ー 長 老 の 説
教「子孫の心は向かうであろう」にある
「若い世代への勧め」という表 題の項
を読むよう青少年に勧めます。この説
教の中でベドナー長老が青少年に，ほ
かの人の家族歴史活動を助けるよう勧
めている箇所を見つけるように言いま
す。青少年は，これらの勧めのどのよう
な点に感銘を受けるでしょうか。クラ
ス全体で，青少年がベドナー長老の勧
めにこたえることのできる方法のリスト
を作成し，そのリストからクラス全体で
取り組める事柄を選ぶように勧めます。
• ウェブサイト「青少年と家族歴史」の
「仕える」のページにあるビデオのリス
トを青少年に見せます。ほかの人が家
族歴史活動に取り組むのを助ける方法
を学ぶために，見たいと思うビデオを一
つ選んでもらいます。選んだビデオを
クラス全体で見た後，ビデオで説明さ

れていた方法で自分たちが助けられる
人々について考えるように言います。こ
れらの人々を助けるために計画を立て
て，それぞれの計 画についてクラス全
体で話し合うように促します。
• これまでに家族歴史活動をしたこと
のない人を助けている様子を想像する
よう青少年に勧めます。ラッセル・M・
ネルソン長老の説教「先祖と愛によっ
て結ばれる」を幾つかに分けて青少年
に割り当てます。それぞれの項を読ん
で，現在，家族歴史を学ぶのを自分が
助けている人に分かち合える事柄を探
してもらいます。どの聖句を彼らは分
かち合うでしょうか（例えば，このアウ
トラインに挙げられている聖句を参照
する）。見つけた事 柄を分 かち合うよ
う，また家族歴史活動を始めるのを助
けてあげられる相手がいないか考える
ように言います。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。ほかの人が家族歴史活動を
するのを助ける方法を理解したでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょう
か。ほかに質問はないでしょうか。この教義にもっと時間を費やす方が助けにな
るでしょうか。

行動するように勧める
今日学んだことを通して，何を実践しようと感じたか，青少年に尋ねてください。
その気持ちに従って行動するよう励ましてください。フォローアップできる方法を
よく考えてください。

精選されたリソース
デビッド・A・ベドナー「子孫の心は向かうであろう」 若い人々が様々な情報通信技術について非常によく
『リアホナ』2011 年 11 月号，24 － 27 より抜粋
知っているこの時 代に「ファミリーサーチ」やその他
のツールが出てきたことは，偶然ではありません。皆
若い女性と若い男性，また若い子供たちに覚えておい
さんは，友達と手早く連絡を取り合うためだけではな
てほしいことがあります。わたしは，皆さんの今日の
く，主の業を加速し進めるために携帯メールやツイッ
生活の中でエリヤの霊が大切であることを特にお話し
ターを学んできたのです。今日多くの若い人々の間に
します。広く教会全体に向けて語っていますが，特に
見られる技術と才能は，救いの業に貢献する準備とな
皆さんにお話しします。
るものです。
皆さんの多くは，家族歴史活動はおもに年長者が行う
ことであると思っているかもしれません。しかし，わた
しの知るかぎり，聖文や教会指導者によって述べられ
た指針の中には，この重要な奉仕を年長の成人だけ
にさせるための年齢制限はありません。皆さんは神の
息子娘，聖 約の子 孫，王国の建 設者です。皆さんは
人類家族の救いの業を手伝う責任を果たすのに，特
定の年齢に達するまで待つ必要はないのです。
エリヤの霊によって促されているこの業について皆さ
んが学び，好きになるように，主はこの時代にすばらし
い情報源を利用できるようにしてくださいました。例
えば，
「ファミリーサーチ」には，記録，情報，機能が
満載されており，パソコンや様々な携帯機器で簡単に
アクセスでき，家族の歴史を見つけて記録するために
利用できます。この情報源は，全世界の教会の多くの
建物に設けられている家族歴史センターで利用でき
ます。

わたしは教会の若い人々に，エリヤの霊について学び，
経験するよう勧めます。学び，先祖を探し出し，亡く
なった皆さんの親 族のために主の宮で身代わりのバ
プテスマを行う準備をするように勧めます（教義と聖
約 124：28 － 36 参照）。ほかの人々が 家族 歴史を
確認するのを助けるように，皆さんに切に勧めます。
皆さんが信仰をもってこの勧めに従うとき，皆さんの
心は先祖に向かうでしょう。アブラハム，イサク，ヤコ
ブに交わされた約束が，皆さんの心の中に植えられる
でしょう。血統の宣言を伴う祝福師の祝福は，皆さん
とこれらの先祖を結びつけ，皆さんにとっていっそう
重要なものとなるでしょう。先祖に対する愛と感謝が
増すでしょう。救い主についての証と従いたいという
気持ちが強くなり，不動のものとなるでしょう。わたし
は約束します。皆さんはますます強まるサタンの影響
力から守られるでしょう。この聖なる業に参加し，こ
れを大切にするとき，青少年の時代にも生涯にわたっ
ても守られるでしょう。
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8 月―結婚と家族

結婚と家族の大切さについて，ほ
かの人にどのように説明できるで
しょうか
ほとんどの人には，ほかの人に福音の真理を分かち合う機会があります。今日で
は，結婚と家族について多くの相反する考え方があるため，天の御父の計画にお
ける結婚と家族の大切さについてどのように説明すればよいかを知っておくこと
は特に重要です。その際，ほかの人が福音の真理を理解できるよう，御霊の導き
を受け，自分が信じていることについて簡潔に分かりやすく説明する必要があり
ます。

霊的に備える
あなたはこれまで結婚や家
族について，自分 が 信じて
いる事柄をほかの人が理解
できるよう，どのように助け
てきましたか。永遠の結婚
などの概 念について，どの
ような方法で教会員ではな
い友人に説明してきました
か。
結婚や家族についての青少
年の考えに影響を及ぼして
いるのは，どのような経 験
や考え方でしょうか。結婚
や家族に関する真理をほか
の人に説明するため，どのよ
うに青少年を備えさせるこ
とができるでしょうか。

以下のリソースを使って，結婚と家族の重要性を説明する方法についてさらに理
解を深めてください。教義をほかの人に説明するときに，効果的に教えるうえで
あなた自身の経験が役立つでしょう。青少年が教え方を学ぶうえで，この概要に
ある活動が青少年にどのように役立つか，よく考えてください。
「家族 ― 世界への宣言」
『リアホナ』 「永 遠の結 婚」および「神殿と家 族 歴
2010 年 11 月号，129
史」
『わたしの福音を宣べ伝えなさい』
85 － 86
「結婚」
『真理を守る』74 － 77
「神 殿 結 婚」
（ Mormonnews.jp に 掲
載されている記事）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。どうすれば福音が日々の生活に関連して
いることを理解できるよう彼らを助けることができるでしょうか。以下のアイデア
が役に立つでしょう。
• 青少年に，家族がどのようにして福
音の原則の模範を示してくれたかを分
かち合うように勧めます。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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• 別の言語を話す人（できればクラス
のだれか）をクラスに招いて，その言語
を話してもらいます。理 解できない言

語に耳を傾けることは，教会員が 福音
の真理について説明する言葉に，ほか
の人が耳を傾ける場合とどのような類
似点があるかを説明するように青少年
に勧めます。例えば，教会員は「永 遠
の結 婚，結び固め」や「日の栄えの王

国」など，ほかの人々にとっては耳慣れ
ない言葉を使いがちです。

一緒に学ぶ
以下の活動はどれも，青少年がほかの人に結婚と家族の重要性についてどのよう
に説明すればよいかを理解するのに役立つでしょう。御霊の促しに従って，あな
たのクラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 青少年に，自分と信仰の異なる人が • クラス全 体 で，
『若人の強さのため
結婚と家族について抱いている疑問に に 』にある「家 族」の 項を 読 みます。
ついて考え，それらをホワイトボードに 家族について学んだ教義の幾つかを初
書き出すように勧めます。例えば，
「な 等協会の子供たちに教えるために準備
ぜ結婚して子供をもうけなければなら するよう，青少年に勧めます。例えば，
ないのか」または「結婚が男女間でな 「なぜ家族は大 切ですか」といった質
されるべきなのはなぜか」。挙げられ 問を使って子供たちを教えることがで
た質問から幾つかを選び，聖文の中か きるでしょう。このアウトラインを短く
ら答えを見つけてもらいます（例として， 簡単に説明するのに役立つ概要を作成
『真 理を守る』および「家 族 ― 世界へ するように勧めます。ビショップと初等
の宣言」にある「結婚」と「家族」の項 協会会長会の許可を得て，青少年が準
に提示されている聖句を参照）。「日の 備したレッスンを教える場を設 定しま
栄の結婚」や「結び固め」など，ほかの す。彼らが実際に教える機会を得た後
人々が容易に理解できないと思われる に，この福音の原則をどのように教えた
言葉や言い回しを避けながら，選んだ かについて話し合ってもらいます。
質問に対するごく短い答えを準備する
• ビショップの許可を得て専任宣教師
ように，青少年を促します。それぞれ
をクラスに招き，結 婚と家 族に関する
の答えを分かち合う時間を与えます。
教義について，ほかの人にどのように説
• 教会のウェブサイト「ニュースルー 明しているかを分かち合ってもらいま
ム」にアクセスして，自分と信仰の異な す。クラスを二つのグループに分けて，
る人々に神殿結婚などの教義について 一つのグループには永遠の結婚につい
どのように説明されているか読みます て，別のグループには神殿と家族歴史
（「神殿 結 婚」参照）。青少年に，結 婚 について，この概要（または自分たちで
と家族の大 切さについてのニュース記 見つけられるその他の概要）に提示さ
事を書いてもらいます。学校新聞に掲 れているリソースを使って教えるよう準
載したり，ブログに書いたりするような 備してもらいます。それぞれのテーマに
短い記事でよいでしょう。準備した記 ついて短く簡単な説明を準 備した後，
事をクラスで発 表するように青少年に 別のグループのだれかに自分たちが研
勧めます。
究した教義を教えるように，青少年に
勧めます。

教師へのヒント
「小グループによる話し合い
は，興味や集中力が薄れ始
めている生徒を即座に参加
させることができる。」
（『教
師，そ の 大 い な る 召 し』
72 ）

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。ほかの人々に結婚と家族の
重要性について説明する方法を理解したでしょうか。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やした方
がよいでしょうか。
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救い主の方法で教える
イエス・キリストは信 仰に
よって行 動し，教 えられた
真 理に従って生活するよう
お勧めになりました。教え
るときにはいつも，弟子たち
が 誠心誠意，福音に従って
生活できるよう助けること
に心を注がれました。青少
年が，学んでいることに 基
づき，信 仰によって行動す
るには，どのように助けるこ
とができるでしょうか。
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行動するように勧める
今日学んだことを通して，何を実 践しようと感じたか，青少年に尋ねてください。
その気持ちに従って行動するよう励ましてください。フォローアップできる方法を
よく考えてください。

精選されたリソース
「神殿結婚」
（ MormonNewsroom.orgの記事）より
抜粋
教 会員は，神 殿 で 行 われる結 婚 は「結 び 固められ
る」，または永 遠に続くよう祝福されると信じていま
す。家族という単位は，意識的で愛情のある存在とし
て墓を越えて続くものであり，夫婦関係と親子関係も
失われず続くという概念は，末日聖徒イエス・キリスト
教会の会員が抱いている核心的な信念です。

ス・キリストが使徒ペテロに次のように言われたと記
されています。「わたしは，あなたに天国のかぎを授け
よう。そして，あなたが地上でつなぐことは，天でもつ
ながれ，あなたが地上で解くことは天でも解かれるで
あろう。」当教会は「つなぐ」という言葉を「結び固め
る」と同じ意味で使っています。

2000 年 にロサンゼルス・タイムズ（ Los Angeles
Times）に掲 載された記 事に引用された調 査によ
れ ば，離 婚 率 が 6 パー セントにすぎない 事 実を挙
夫婦が神殿で結婚し結び固められると，その後生ま
げ，
「離 婚 の時 代において，モル モンの 神 殿 結 婚は
れた子 供は，誕 生時に自動的に結び固められます。
長続きできるようになっている」と述べています。も
夫婦が結び固められる前に生まれた子供は，後に両
う一つ，1993 年に発行された人口統 計 学マガジン
親とともに神殿の結び固めに参加することができま
（ Demography Magazine）の研 究では，末日聖徒
す。養子縁組された子供も養父母に結び固められる
イエス・キリスト教会の神殿で結婚する教会員は，す
機会があります。
べてのアメリカ人の中で離婚する確率が最も低いと結
永遠の家族の概念は聖典および現代の啓示によるも 論づけています。
のです。例えば，新約聖書のマタイ 16：19 には，イエ
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8 月―結婚と家族

どのような機会を通して家庭で学
んだり教えたりできるでしょうか
家庭は福音の原則を学び，教え，応用するのに理想的な場所です。末日の預言者
たちは家族の祈りや家庭の夕べ，福音の研究と指導，そして健全な家族活動を優
先するよう家族に強く勧めてきました。

霊的に備える
家庭で福音を学んだり教え
たりすることについて，あな
たにはどのような経験があ
りますか。どのようなことを
青少年に分かち合うことが
できますか。
どうす れ ば 青 少 年を感 化
して，家 庭で福音を学ぶよ
う促すことが できるでしょ
うか。彼らの霊を鼓舞する
と，どのような祝 福が 約 束
されているでしょうか。

以下のリソースを利用して，家庭で福音の真理を学び教えるよう青少年を備えさ
せてください。あなた自身の経験が，青少年を効果的に教えるのに役立つでしょ
う。この概要にある活動は，青少年を励ます方法を考えるうえでどのような助けと
なるかをよく考えてください。
モ ー サ ヤ４：14 － 15； 教 義 と 聖 約 「日々の聖文研究の大切さ」
『真理を守
68：25 － 28（両親には子供たちに福 る』126 － 127
音を教える責任がある）
「家 庭と教 会」
『手 引き 第 2 部 ― 教
L・トム・ペリー「善い親になる」
『リア 会の管理運営』1.4
ホナ』2012 年 11 月号，26 － 28
ビデオ ―
「天の霊感を受けたプログ
「家庭の夕べ」
『真理を守る』43 － 44 ラム」
「家族の祈り」
『真理を守る』27 － 28

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。どうすれば福音が日々の生活に関連して
いることを理解できるよう彼らを助けることができるでしょうか。以下のアイデア
が役に立つでしょう。
• この週日の間に，先週のレッスンで
学んだことをどのように応用したかを分
かち合うように青少年に勧めます。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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• 青少 年に自分たちが 両 親であると
想像してもらいます。彼らは自分の子
供たちに対して，どのような責任がある
でしょうか。生徒の一人に，両親として
の責任をホワイトボードに書き出しても

らってから，モーサヤ 4：14 － 15 およ
び教義と聖約 68：25 － 28 にある，そ
のほかの責任を探すよう青少年に勧め
ます。両親は，どのような機 会を通し
て，これらの聖句に記されている責任
を果たすことができますか。それを助
けるために，青少年は何ができますか。

一緒に学ぶ
以下の活動はどれも，青少年が家庭で福音を学んだり教えたりする機会を求め，
準備するのに役立つでしょう。聖霊の促しに従って，あなたのクラスに最も適した
活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 青少年にビデオ「天の霊感を受けた
プログラム」を見せて，この世のどのよ
うな危険から守られるか，また福音を
研究するとき，個人やともに学ぶ家族を
強めてくれるものは何かを探すように言
います。『真理を守る』にある「家庭の
夕べ」の項を読んで，自分が選んだト
ピックに添って家庭の夕べのレッスンの
ために簡単な概要を準備するように勧
めます。準備したレッスンを，次のレッ
スンで互いに教え合うように勧めます。
• L・トム・ペリー長老によるさらに強
固な家族文化を築くための 5 つの提案
（ペリー長老の説教「善い親になる」に
記載）の一つを，クラスの生徒に各自
で読むように言います。提案の一つ一
つについて，青少年がこれまで目にした
その提案に従っている家族の実例，青
少年としてその提案に従うことのできる
方 法，親になったときその提案に従う
ための備えとしてできる事柄を分かち
合ってもらいます。
• クラス全体で，
「家族 ― 世界への宣
言」の第７段落を読みます。良い関係
を築いている家族に見いだされる原則
をホワイトボードに書き出すように青少
年に勧めます。彼らが家族と一緒に楽

しんでいるレクリエーション活動を幾
つか分かち合ってもらいます。これら
の活動で何らかの役割を果たしたとき
学んだ，福音の真理や原則を分かち合
うように勧めます。例えば，一緒に食事
を準備することによって奉仕や愛につ
いて学べ，一緒にスポーツをすることに
よって忍耐や粘り強さを学ぶでしょう。
青少年に，自分の家族のためにレクリ
エーション活動を計画するように勧め，
それらの活動が 福音とどのように関連
しているかについて家族と話し合うよう
促します。
• 人々が，自分の家族に家族の祈りや
家族の聖文研究に参加するよう働きか
ける際に役立つアイデアについて，青少
年に考えてもらいます。これらの活動
が家族にもたらす祝福について話し合
います。『真理を守る』にある「家族の
祈り」や「日々の 聖 文 研 究の大 切さ」
の項から提案を読むのもいいでしょう。
青少年がどのように親に話すか，そして
定期的に家族の祈りや聖文研究をする
よう働きかける方法についてロールプ
レイします。家 族とともに祈りや聖文
研究をした経験について，どんなことで
も分かち合うように青少年に勧めます。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。家庭で学び教える機会に備
える方法，またそのような機会を求める方法を理解したでしょうか。どんな思いや
印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時
間を費やす方がよいでしょうか。

行動するように勧める
祈りや聖文研究，家庭の夕べ，レクリエーション活動を通して，家族と一緒に福音
学習に参加するときにもたらされる祝福を探すようクラスの生徒に勧めます。

福音の研究技術
聖文を研 究することは，多
くの人にとって容易ではあり
ません。ピアノを弾いたり，
絵を描いたりすること以上
の努力が必要かもしれませ
ん。 効 果 的に聖 文 を研 究
できるようになるには，一般
的に技 術 面の向上 が 必 要
です。これらの学習概要に
記されている福音の研究技
術は，青少年がたゆむこと
なく福音を研 究するように
なるうえで役立つでしょう。
これらの技術を青少年に紹
介してください。そして彼ら
が自分で福音を研究する際
に役立てるよう励ましてくだ
さい。

救い主の方法で教える
イエス・キリストは 教 える
人々に信仰によって行動し，
教えられた真理に従って生
活するように勧められまし
た。今も今後も家族ととも
に福音学習に喜んで参加す
るよう，どのようにして青少
年の霊を鼓舞することがで
きますか。
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精選されたリソース
L・トム・ペリー「善い親になる」
『リアホナ』2012
年 11 月号，26 － 28 より抜粋

子 供たちに約束しておられる祝福を約束することで
す。

いっそう強固な家族の文化を作り出すために，親が行
える 5 つの事柄を提案させてください。

第 5 に，家族を一致 協力させるための約束事として，
次のようなものを作るとよいでしょう。明瞭で単純な
家族の規則や期待されている事柄，健全な家族の慣
習や日課，そして，子供が家事を分担して小遣いをも
らい，予算や貯蓄，得た収入の什分の一を納めること
を学ばせる「家計管理法」などです。

第 1 に，御父が送ってくださった子供たちを愛し，理
解し，導く助けを永遠の御父に願い求めながら熱心に
祈ることです。
第 2 に，家 族の祈り，聖 文の研 究，家 庭の夕べを行
い，できるだけ頻繁に食事を共にして，夕食時を意思
の疎通を行い，価値観を教える時間にすることです。
第 3 に，教会の支援ネットワークを十分に活用するこ
とです。自分の子供を担当している初等協会教師や
青少年指導者，クラスや定員会の会長会とのやり取り
を行いましょう。子供たちと一緒に活動するために召
され任命されている人たちとの意思疎通を図ることに
より，親は子供の特別な必要を具体的に理解するとい
う重要な務めを果たすことができます。
第 4 に，しばしば子供に証を分かち合い，全力を尽く
して神の戒めを守るように励まし，天の御父の忠実な
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いっそう堅固な家族の文化を作るための以上の提案
事項は，教会の文化と調和して行われます。堅固な家
族の文化は，子供たちを「敵対する者の . . . . . . 火
の矢」から守ることでしょう（ 1 ニーファイ 15：24 ）。
そうした火の矢は，仲間内の文化，娯楽や有名人の文
化，
「当然信用を受けて，当然したいことをする権 利
がある」という文化，インターネットやメディアの文化
など，子供たちが絶えずさらされている文化から放た
れて来るのです。堅固な家族の文化は子供たちが世
にあっても「世のもの」にならないための助けとなるで
しょう（ヨハネ 15：19 ）。

単元の概要

9 月―戒め

「神の戒めを守る者の祝福された幸福な状態についても考えてほしい。」
（モーサヤ 2：
41）
この単元のアウトラインは，青少年が，天の御父の戒めに従順であることがこの世での幸
福と，次の世での永遠の生命に向けての進歩にどれほど影響を及ぼすかを理解するうえ
で役立つでしょう。この単元で青少年は，ほかの人が戒めについて理解し，従うよう励ま
す方法についても学びます。

今月は以下のアウトラインから選んでください。
わたしがさらに天の御父のようになるために学ぶうえで，戒めはどのような助けとなるでしょうか
ほかの人がわたしの標準について理解するのをどのように助けられるでしょうか
戒めを守ることは，わたしが福音を学ぶ能力にどのように影響するでしょうか
どのようにすれば，ほかの人が戒めに従うように高めることできるでしょうか
戒めに従うと，天の御父はどんな祝福を約束してくださるでしょうか

この単元をオンラインで見るには， lds.org/youth/learnにアクセスしてください。
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9 月―戒め

わたしがさらに天の御父のように
なるために学ぶうえで，戒めはどの
ような助けとなるでしょうか
戒めとは，わたしたちがさらに天の御父のようになるために愛する御父からいただ
く指示です。戒めを通して，天の御父はその御心をわたしたちに教え，互いに愛
し合い，生まれながらの人を克服する方法を示してくださいます。戒めに従順に従
うことによって，神の御前に戻って永遠の生命を手に入れる備えができるのです。
このことを理解するなら，戒めは祝福であり重荷ではないことが分かります。

霊的に備える
これまでに，戒めに対する
あなたの理 解はどのように
深まってきましたか。戒め
を守る努力をしてきて，あな
た自身にはどんな変化が起
きましたか。
青少年が戒めを守る努力を
するとき，どんな困 難に直
面するでしょうか。神の戒
めの目的を理 解することに
よってどのように祝福される
でしょうか。青少年が主の
戒めを研 究するとき，天の
御父について何が学べるで
しょうか。

よく祈ってこれらの聖文とリソースを研究してください。青少年が神の戒めの目的
を理解するのに助けとなるのはどんなことでしょうか。
申命 10：12 － 13；教義と聖約 82：8
－ 10（戒めは，わたしたちに対する神
の御心を理解する助けとなる）

ディーター・Ｆ・ウークトドルフ「忘れ
な 草」
『リ ア ホ ナ』2011 年 11 月 号，
120 － 123

マタイ 22：34 － 40（わたしたちは愛
するように命じられている）

ロバート・D・ヘイルズ「もし命に入り
たいと思うなら，いましめを守りなさ
い」
『聖 徒 の 道』1996 年 7 月 号，42
－ 45

ヨハネ 14：15；1 ヨハネ 5：1 － 3（わ
たしたちは神を愛するがゆえに戒めに
従う）

教 義と聖 約 88：22（日の栄えの栄光
を受けるには，日の栄えの律法に従わ
なければならない）
教義と聖約 93：20（戒めを守るなら，
最後には神の完全さを受け継ぐ ）

D・トッド・クリストファーソン「すべ
てわたしの愛している者を，わたしはし
かったり，懲らしめたりする」
『リアホ
ナ』2011 年 5 月号，97 － 100
「従順」
『真理を守る』92 － 93

関連づける

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
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• 青少年に，最近学んだことに関係の
ある賛美歌を 1 曲探すように勧めます
（賛 美 歌の 後ろにある「主 題 別」索引
を使うように提 案します）。その賛 美
歌の一節を分かち合い，それが福音の
原則を理解するうえでどのような助けに
なっているかを説明してもらいます。

• 青少年に，切り立った崖の近くの山
道を手すりに沿って進んでいる場面を
想像するように勧めます。以下の質問
について，ほかの生徒と話し合ってもら
います。「主の戒めと手すりはどんなと
ころが似ていますか。」
「戒めと山道は
どんなところが似ていますか。」クラス
全員に考えを分かち合うよう勧めます。

一緒に学ぶ
福音の学習技術
聖句の連結方法。この項の
最初の活 動 で，青少 年は，
自分 の 聖 典 の中で 聖 句を
連 結させるか，または聖 典
の余白に，類似の原則を教
えるほかの参照聖句を書き
込むように勧められていま
す。 この 福 音 の 学 習 技 術
は，彼らが聖文の様々な節
には関連があることを理解
する助けとなります。 青少
年に，ほかの福音のテーマ
についても理解が深められ
るよう，個人の聖文学習の
ときにもこのように行うよう
励ましてください。

以下の活動は，青少年が戒めはさらに天の御父のようになるためにどのような助け
となるのか理解するのに役立つでしょう。御霊の導きに従って，クラスに最も適
した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• ホワイトボードに，戒めが与えられて
いる理由を説明する助けとなる参照聖
句を（このアウトラインに載っているも
ののほか，思いつくものも含めて）幾つ
か書きます。クラスで一緒にその聖句
を読み，その戒めからどんなことを学ぶ
ように天の御父が望んでおられるのか
話し合います。青少年に，自分の聖典
にあるこれらの聖句に印を付け，余白
にその教えの要約を書き込むように勧
めます。そして自分の聖典の中で聖句
を連結させる方法を教えます（『教師，
その大いなる召し』56 － 57 参照）。
• ホワイトボードに「神はなぜ戒めを
お与えになったのでしょうか」と書きま
す。青少年に教義と聖 約 82：8 － 10
を読んで，その質問の答えとなる意見
を分かち合うように勧めます。彼らに，
天の御父の戒めが与えられた真の目的
を知ることがなぜ重要であると考える
のか尋ねます。この話し合いの中で，
この概念の初めにある段落を分かち合
うか，ディーター・F・ウークトドルフ管
長 の 説 教「忘 れ な 草」から「第 4 に，
福音の『なぜ』を忘れないでください」
を読みます。

かったり，懲らしめたりする」の第 1 段
落を読んでもらい，残りの生徒には第
2 段落を読んでもらいます。それぞれ
が 読んだ段 落から，
「神はなぜ 戒めを
お与えになったのでしょうか」という
質問に対する答えを探すように勧めま
す。（ロバート・D・ヘイルズ長老の説
教「もし命に入りたいと思うなら，いま
しめを守りなさい」の「『主はどうして
戒めをお与えになるのだろうか』と尋ね
る人がいるかもしれません。」と書かれ
た段落から読むのも良いでしょう。）そ
こから気づいたことを話し合います。青
少年に神の属性を箇条書きにするよう
勧めます。次に，その属性を伸ばし，さ
らに天の御父のようになるための助け
となる戒めにはどのようなものがあるか
考えてもらいます。

• 生徒に十戒と（出エジプト 20：3 －
17 参照），そのほかに思いつく戒めを
ホワイトボードに書いてもらいます。二
人 組か少人数のグループに分かれて，
な ぜ 天の 御 父はこれらの戒めをわた
したちにお与えになったのか話し合っ
てもらいます。次に，マタイ 22：34 －
40 を読んで，ホワイトボードに挙げら
れた一つ一つの戒めは，わたしたちが
• クラスの半分の生徒に，D・トッド・
神と隣人への愛を育むのにどのような
クリストファーソン長 老 の説 教「すべ
てわたしの愛している者を，わたしはし
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助けとなるのか話し合うように勧めま
す。
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは，戒めを守ることは，
さらに天の御父のようになるのにどのような助けとなるのか理解しているでしょう
か。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。この
テーマにもっと時間を費やす価値はあるでしょうか。

行動するように勧める

救い主の方法で教える
救い主が弟子たちに戒めを
守るよう勧められ たのは，
彼らへの誠実な愛があった
からこそです。あなたの青
少年に対する愛から，戒め
を守ることについてどのよう
な方法で教えることができ
るでしょうか。

青少年に今日学んだことについて深く考えてもらいます。そのことは，神の戒めに
対する彼らの考え方にどのように影響するでしょうか。また，戒めに従順な彼らの
姿勢にどのように影響するでしょうか。彼らが選択をする際にはどのように影響
するでしょうか。これらのことに関する考えを日記に書くように青少年を励まして
ください。
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精選されたリソース
D・トッド・クリストファーソン「『すべてわたしの愛し て神は，霊の子 供であるわたしたちが 戒めを与えら
ている者を，わたしはしかったり，懲らしめたりする』」 れ，それによって現世の生涯を生きることをお定めに
なりました。天父の最初の霊の子供であるエホバは
『リアホナ』2011 年 5 月号，97 － 100 より抜粋
おっしゃいました。「わたしたちは降って行こう。そし
天の御父はわたしたちに大きな期待を寄せておられま
て . . . . . . これらの者〔神の霊の子供たち〕が住む
す。その期待について御子イエス・キリストは次のよ
地を造ろう。
うに述べておられます。「わたしや天におられるあな
たがたの父が完全であるように，あなたがたも完全に そして，わたしたちはこれによって彼らを試し，何であ
なることを，わたしは望んでいる。」
（ 3 ニーファイ 12： ろうと，主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼
48 ）天の御父はわたしたちが「日の栄えの栄光に堪
え」
（教義と聖約 88：22 ），
「神の前に住む」ことがで
きるように，聖めてくださるとおっしゃっているのです
（モーセ 6：57 参照）。そのためには何が必要かを御
父は御存じです。戒めと聖約，聖霊の賜物，そして最
も大切な御子の贖罪と復活をお与えになり，わたした
ちが変化を遂げられるようにしてくださいました。

らがなすかどうかを見よう。

第一の位を守る者は付け加えられるであろう。」
（アブ
ラハム 3：24 － 26 ）
これらの戒めは，現世でのわたしたちの肉体的・霊的
安寧と幸福のために，父なる神によって用意された，
愛に満ちた指示なのです。戒めのおかげで，わたした
ちの永遠の進歩に関する神の思いと望みを知ること
ができます。そして，戒めによってわたしたちは，主の

これらすべてにおいて御父が目的としておられるの
は，御父の子供であるわたしたちが 御父と永 遠に暮
御心に対する従順の度合いを試されるのです。
らすという究極の喜びを得て，御父のようになること
です。何年か前にダリン・H・オークス長老は次のよ 戒めは重荷でも足かせでもありません。主の戒めは
うに説明しています。「最後の裁きとは，善悪の行為 すべて，わたしたちの発展，進歩，成長のために与え
つまりわたしたちが何を行ったかを集計して評価する られているのです。預言者ジョセフ・スミスは教えて
だけにとどまるのでなく，行いと思いがもたらす最終 います。「神はわたしたちに幸福を得させようとされ
的な結果つまりわたしたちがどのような人物になった た。 . . . . . . 神は，御自身が意図された人の幸福に
かを確 認することであると結 論 づけられます。表面 至らないような儀式を定めたり，そのような戒めを御
的な行動だけでは不十 分です。福音の戒め，儀式， 自分の民に与えたりはなさらない。」
（ Teachings of
聖約は，天の口座に預金しておかなくてはならない行 the Prophet Joseph Smith『預 言者 ジョセフ・ス
為のリストではないのです。イエス ･ キリストの福音 ミスの教え 』ジョセフ・フィールディング・スミス編
は，御父がわたしたちに望んでおられる状 態に到達 〔 1976 年〕，256 ）
する方法を示す設計図です。」
〔ダリン・H・オークス
「主の望まれる者となるというチャレンジ」
『リアホナ』 わたしは主の戒めを心から愛しています。戒めはわた
したちを導き守り，天の御父のもとに戻れるようにし
2001 年 1 月号，40 参照〕
てくれます。もしわたしたちが忠実に戒めに従うなら，
ロバート・D・ヘイルズ「『もし命に入りたいと思うな 永遠の命という祝福が約束されています。永遠の命と
ら，いましめを守りなさい』」
『聖徒の道』1996 年 7 は，
「神のあらゆる賜物の中で最も大いなるもの」であ
月号，42 － 45 より抜粋
り（教義と聖約 14：7 ），昇栄して，天の御父と御子イ
エス・キリストとともに永遠にわたって住まうことです。
「主はどうして戒めをお与えになるのだろうか」と尋
神は心から，わたしたちにみもとに戻ってほしいと願っ
ねる人 が いるかもしれません。 天 上の 会 議におい
ていらっしゃいます。
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9 月―戒め

ほかの人がわたしの標準について
理 解するのをどのように助けられ
るでしょうか
人々は，しばしばわたしたち教会員の標準について尋ねることでしょう。わたした
ちはその質問に答える準備をし，神の戒めに従うことから来る祝福について証す
るための備えをすることができます。このようにしてわたしたちは世の光になるこ
とができます。

霊的に備える
ほかの人から，あなたの標
準についてどんな質問をさ
れたことがありますか。あ
なたがその標準に従って生
活する理由を彼らが理解で
きるようにどのような助けを
しましたか。

よく祈ってこれらの聖文とリソースを研究してください。青少年が，教会の標準に
対する質問に答える方法を理解するのに助けとなるのはどんなことでしょうか。

青少年が，ほかの人に自分
の 標 準 を説 明しなけ れ ば
ならない場面に直面すると
したら，それはどんなときで
しょうか。彼らにとって，時
にはそれが難しいのはなぜ
でしょうか。 このような場
面に備えさせるために，あな
たはどのような助けができ
るでしょうか。

3 ニーファイ 11：29（争いの心を持つ
者は悪魔につく者である）

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

ロ ー マ 1：16；2 テ モ テ 1：7 － 8；2
ニーファイ 8：7（イエス・キリストの福
音を恥としない）
1 テモテ 4：12（信者の模範になる）

トーマス・S・モンソン「備えは祝福を
もたらす」
『リアホナ』2010 年 5 月号，
64 － 67

「従順」
『真理を守る』，92 － 93
福音に関する質 問に答える（ウェブリ
リース）

教義と聖 約 11：21；84：85；100：5
－ 8（何を言うべきか主が知らせてくだ
さる）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 青少年に，福音について学んでいる ば，箇条書きにするよう勧めます。青少
ことの中で，最近何か強められたという 年は自分たちの標準についてどのよう
経験があれば分かち合ってもらいます。 に説明したでしょうか。実際はどのよう
にすればよかったと思っているでしょう
• 青少年に，友人や家族から主の標準
か。
や戒めについて尋ねられた質問があれ
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一緒に学ぶ
教師へのヒント
「あなたの 最 大 の 関 心 は，
感 動的なレッスンをするこ
とではなく，生徒が 福音を
学ぶように助けることに向
けられていなければならな
い。これには生徒が教え合
う機 会を与えることも含ま
れる。」
（『教師，その大いな
る召し』64 ）

以下の活動は，青少年が自分たちの標準をほかの人に説明する方法を学ぶのに
役立つでしょう。御霊の導きに従って，あなたのクラスに最も適した活動を一つ，
あるいは幾つか選んでください。青少年に時間を与えて標準について説明し合う
練習をしてもらいます。
• レッスンに『リア ホナ』を 何 冊 か
持ってきます。青少年に機 関誌から，
自分たちの標 準について擁 護したり，
ほかの人に説明したりしなければなら
なかった人について書かれた話を探す
よう勧めます。その話 からどんなこと
が学べるのか分かち合ってもらいます。
（レッスンの前の週に，あなたが教える
青少年に特に関連していると思われる
記 事が 載っている教会機 関 誌を何冊
か探しておくとよいでしょう。）青少年が
自分の生活の中で，分かち合える類似
の経験がありますか。ほかの人に自分
の標準を説明する助けとなるこういった
経験から，彼らは何を学ぶのでしょう。
• 青少 年にトーマス・S・モンソン大
管長の話「備えは祝福をもたらす」をコ
ピーして渡します。生徒にその話にざっ
と目を通させ，大 管長が 説明している
教会の標準（慎み，正直，知恵の言葉
など ）を探してもらいます。青少年にこ
れらの標準からそれぞれ一つ選び，モ
ンソン大 管長はそのことについてどう
述べているのか読んでもらい，大 管長
がその標準についてどのように説明し
ているのか，またこの標準をほかの人
にさらによく理解してもらうために使え

ることを見つけて，クラス全員に分かち
合ってもらいます。
• 生徒一人一人に，このアウトラインに
載っている聖文を一つずつ読んでもら
います。青少年に，わたしたちの標準
をほかの人に説明するときに取るべき
態度を示す語句を見つけるよう勧めま
す。青少年全員が『若人の強さのため
に 』を持っていることを確認してくださ
い。彼らに，この小冊 子にある標準か
ら一つ選んで読み，もし友人がその標
準に反することをするように誘ったらど
う言うべきか計 画してもらいます。青
少年は，自分が主の標準に添って生活
することを選ぶ理由を友人に理 解して
もらうのにどんな助けができるでしょう
か。
• 青少 年に『真 理を守る』の「従 順」
の第 2 段落（ 92 － 93 ページ）を読む
よう勧めます。彼らはこの段落に書か
れている情 報を，戒めが 拘束だと言う
友人への答えとしてどのように使うとよ
いでしょうか。青少年が，友人に神の
戒めの目的を理 解してもらうために分
かち合うことのできる聖文，模範，個人
的な経験にはどのようなものがあるで
しょうか。

青少年がこれらの活動から一つ，あるいは幾つかに参加した後，時間を取って
標準について説明する練習をしてもらいます。例えば，実際に直面そうな場面の
ロールプレイをしたり，主の標準に従って生活することを選ぶ理由を理解してもら
うのに，友人をどのように助けるのか書き出してもらうこともできます。
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは，ほかの人に自分たち
の標準を理解してもらう方法を理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱
いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費や
す価値はあるのでしょうか。
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救い主の方法で教える

行動するように勧める
青少年に，自分たちの標準をほかの人に説明する機会がありそうな場面について
考えるように勧めます。今日のレッスンでの経験は，彼らがこのような場面で効果
的に対応するためにどんな助けとなるでしょうか。

救い主は，主に従って来る
者たちをご 存じで，彼らの
思い，期待や望みは何であ
るかについてもご存じでし
た。あなたは，自分自身が
教える青少年のことをどの
ようにして知ることができま
すか。このことは彼らを教
える方 法にどのように影 響
するでしょうか。
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精選されたリソース
トーマス・S・モンソン「備えは祝福をもたらす」
『リア
ホナ』2010 年 5 月号，64 － 66 より抜粋
伝道だけでなく神殿結婚の備えも始めてください。そ
れには正しいデートも含まれます。デートが適切とさ
れる文化圏に暮らしていても，16 歳になるまではデー
トをしないでください。「すべての 10 代の若人がデー
トをする必要があるわけではありませんし，デートを
望んでいるわけでもありません。 . . . . . . デートを
始めるときはグループ交際かダブルデートにしましょ
う。 . . . . . . デートの相手が親と会えるようにしてく
ださい。」デートは結婚の準備ですから，
「高い標準を
持つ人 . . . . . . とだけデートをしてください。」
〔『若人
の強さのために 』
（小冊子）4〕
行く場所に気をつけ，誘惑に遭わない，良い環境を選
ぶようにしてください。
ある賢明な父親は息子にこう言いました。「そこにい
るべきでないと感じたら，立ち去りなさい。」これはわ
たしたち全員にとって有益な助言です。
主の僕たちは，天の御父と自分自身に敬意を示すため
に，ふさわしい服装をするようにと常に勧告してきまし
た。服装は皆さんがどういう人間であるかを周りに伝
え，皆さんの行動とほかの人の行動にしばしば影響を
与えます。皆さんと周りの人に最も良い影響を与える
ような服を着てください。入れ墨やピアスを含め，極
端な服装と外見を避けてください。
だれでも良い友人が必要です。皆さんと皆さんの友人
は，互いの考えや行動に大きな影響を与え合います。
友人と共通の価値観を持っていれば，互いに強め合
い，励まし合うことができます。すべての人に優しく敬
意をもって接してください。これまで教会員でない多
くの人が，友人から教会の活動に誘われたことがきっ
かけとなり教会に入りました。
皆さんの話し方や言葉遣いは，皆さんがなりたい人物
像をよく表します。人を励まし，高める言葉を使って
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ください。不敬で，低俗で，下品な言葉や，不適切で
いかがわしい冗談は，主を侮辱するものです。神やイ
エス・キリストの御名を決して誤って使ってはなりま
せん。主は言われました。「あなたは，あなたの神，
主の名を，みだりに唱えてはならない。」
〔出エジプト
20：7〕
天の御父はわたしたちに，
「どのようなことでも，徳高
いこと，好ましいこと，あるいは誉れあることや称賛に
値すること」を求めるように勧告しておられます〔信仰
箇条 1：13〕。皆さんが見たり，聞いたり，読んだりす
るものは，すべて皆さんに影響を与えます。

ポルノグラフィーは特に危険です。習慣性があります。
好奇心に引かれて手を出しただけでも，やがてそれが
習慣となり，もっと下品な物に手を染め，性的な罪悪
に陥ることがあります。どんな犠牲を払ってでもポル
ノグラフィーを避けてください。
天の御父の定められた標準に沿わないものであれば，
ためらうことなく映画館から外に出てください。テレ
ビを消してください。ほかのラジオ局に変えてくださ
い。簡単に言えば，映画，本など，どのような形の娯
楽であれ，疑わしいと思ったら，見たり，読んだり，関
係したりしないことです。
有 害な薬 物，処方薬の誤 用，アルコール，コーヒー，
茶，種々のたばこは，肉体，精神，霊の健康を損ないま
す。いかなる形のものでも，アルコール性飲料は霊と
肉体に有害です。たばこは皆さんを奴隷にし，肺を傷
め，寿命を縮めてしまいます。
音楽は，皆さんがさらに天の御父に近づくうえで助け
となるものです。音楽は教え，教化し，ひらめきを与
え，きずなを強めるために活用することもできます。し
かし一方で，音楽はテンポ，リズム，音の強さ，歌詞の
内容などを通して，霊的な感受性を鈍くすることもあり
ます。不適切な音楽で自分の心を満たすようなことを
してはなりません。

9 月―戒め

戒めを守ることは，わたしが 福音
を学ぶ能力にどのように影響する
でしょうか
福音を学ぶには聖霊からの霊感が必要です。聖霊はわたしたちの理解力を呼び
起こし，福音の真理を証してくださいます。その影響力を受けるのにふさわしくな
るため，わたしたちは戒めに従順でなければなりません。学ぶ原則に従順に従う
とき，主からさらに真理を受ける備えをしているのです。

霊的に備える
戒めを守ることは，福音を
学ぶ者として，あなたにどの
ような助けとなってきまし
たか。あなたが従順につい
て，クラスで 青少 年と分 か
ち合うことのできる経 験に
はどのようなものがありま
すか。
青少年が，従 順と御霊の促
しとの関係を理解するため
に，あなたはどのような助け
ができるでしょうか。

よく祈ってこれらの聖文とリソースを研究してください。青少年が，戒めを守るこ
とは，福音を学ぶ能力にどのように影響するのか理解するのに助けとなるのはど
んなことでしょうか。
ダニエル 1（ダニエルと仲間たちは，そ
の従順さのために知恵と理解力という
祝 福を授 かった）；ビデオ ―
「神は
知識を与え」も参照。
ヨハネ 7：17（神の御心を行うなら，教
義について分かるようになる）

教 義と聖 約 76：5 － 10（主は 主に仕
える人々を尊ばれる）
トーマス・S・モンソン「従順は祝福を
もたらす」
『リアホナ』2013 年 5 月号

ヘンリー・B・アイリング「生きた証」
『リ ア ホ ナ』2011 年 5 月 号，125 －
2 ニ ーフ ァイ 28：30； 教 義 と 聖 約 128
42：61；50：24（主に 耳を 傾 けるな
リチャード・G・スコット「個人の生活
ら，さらなる光と知識を受ける）
で啓 示と霊 感を受ける方 法」
『リアホ
ナ』2012 年 5 月号，45 － 47

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 青少年に，ほかのクラスで学んでい
ることについて質問や意見はないか尋
ねてみましょう。彼らが学んだことから

受けた個人的な経 験や印象を分かち
合ってもらうよう勧めます。
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• ホワイトボードに「従 順は福音を学
ぶ能力にどんな影響をおよぼすでしょ
うか」と書きます。少し時間をとって青
少年にこの質問を深く考えさせ，考えを

分かち合ってもらいます。クラスが 終
わるまで，この質問についてずっと考え
るよう励ましてください。

一緒に学ぶ
福音の学習技術
要約する。この項の最初の
活動で，青少年は自ら読ん
だ聖文の内容を要約するよ
う勧められています。青少
年がこれを個人の聖文学習
でも行うように励ましてくだ
さい。読んだ時の印象，教
えられている教 義，そこで
起こった出来事，登 場する
人物などについてメモする
とよいでしょう。青少年が
次のように自問してみること
もよいでしょう。「主 が 強
調なさっているのはどんな
ことで，それ はな ぜだろう
か。」
「ここに書かれている
内容で，個人的に当てはま
ることはないだろうか。」
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以下の活動は，青少年が，戒めに従順であることが福音を学ぶ能力にどのように
影響するのか理解するのに役立つでしょう。御霊の導きに従って，あなたのクラ
スに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• トーマス・S・モンソン大管長の「従
順は祝 福をもたらす」という説教の最
初 の 11 段 落 をコピーしてクラス全 員
に与え，モンソン大 管長の主要なメッ
セージを要約する幾つかの文章を書く
ように勧めてください。生徒たちが自
分の書いた文章を分かち合っている間
に，このメッセージが 今日の青少年に
とってなぜ大 切だと思うか述べるよう
に励ましてください。

学ぶことについて何が分かるか深く考
えてもらいます。次に，クラスの中でほ
かの聖句を選んだ人を見つけて，互い
に学んだことを分かち合うように勧めま
す。

• 青少年に壊れた懐中電灯を渡し，な
ぜ明かりがつかないのか調べるように
勧めます。リチャード・Ｇ・スコット長
老の説教「個人の生活で啓示と霊感を
受ける方法」から次の記述を分かち合
• クラスで一緒にダニエル第 1 章を読 います。「主から霊感を受けるには，身
むか，
「神は知識を与え」のビデオを見 も心も清く，清い動機を持っていなけ
ます。ダニエルと彼の友人たちはどの ればならないのです。主の戒めに従順
ようにして神への従順を示したでしょう な人は，主から信頼されています。そ
か。彼らはどのように祝福されたでしょ のような人は，なすべきことを教える主
うか。青少年がダニエルと似た経験に の霊感と，必要な場合は，霊感を実行
直面するとしたら，それはどんな場面で する神聖な力を授かることができます。
しょうか。青少年に，神への従 順さに …… 従順であれば確かに，求めるとき
よって知識と理解力が深められる祝福 に霊感された目的を達成するための神
を受けた，聖文に登場するほかの人物 の力を受けることができるのです。
（47
」
（第 1 ニーファイ第 4 章のニーファイ， ページ）壊れた懐中 電 灯は，スコット
あるいはジョセフ・スミス－歴 史第 1 長老がここで述べている原則をどのよ
章 11 節から 17 節のジョセフ・スミス うに表しているでしょうか。青少年に，
など）について読むように勧めます。彼 「主から信頼される」人になって，啓示
らに読んだ内容を短くまとめて書き出し を受けるには何をしなければならない
てもらい，自分の選んだ人物が従順さ のか深く考えるように勧めてください。
によって，どのように知識という祝福を 何人かの生徒に考えを分かち合っても
授けられたのか，ほかの生徒に教える らいます。
よう指示します。
• 青少年にヘンリー・Ｂ・アイリング管
• 青少年に以下の聖句から一つ選ぶ 長の説教「生きた証」の「信仰の種は
ように勧めます。ヨハネ 7：17；2 ニー すでに〔皆さんの心の中に〕植えられま
ファイ 28：30；教 義と聖 約 50：24 。 した。……」で始まる段落から「わたし
選んだ聖句を読ませ，従 順さと福音を が先祖の喜びを感じられたのは，……」

と書かれた段落まで読むように勧めま
す。アイリング管長の従 順さは，彼の
証を強めるのにどのような助けとなった

でしょうか。アイリング管長の模 範に
倣って，青少年は具体的に何ができる
でしょうか。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは，戒めを守ることが福
音を学ぶ能力にどのように影響しているか理解しているでしょうか。どんな思い
や印象を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと
時間を費やす価値はあるでしょうか。

行動するように勧める
数人の青少年に，戒めを守ることと福音を学ぶことの関連性について，今日学んだ
ことをまとめてもらいます。彼らに，聖霊から教えを受ける力を高めるためには何
をすると良いのか，あるいはやめるとよいか考えるよう勧めます。それぞれが考え
たことを個人の日記に書くように励ましてください。

救い主の方法で教える
救い主は簡単な物語やたと
え，弟子たちに分 かりやす
い実生活のたとえを分かち
合われました。福音をさら
によく理 解するために，戒
めに 対 する 従 順さがど れ
ほど助けになるかを示すに
は，聖文や，教会歴史，ある
いはあなたの実生活からど
んな話を青少年と分かち合
うとよいでしょうか。
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精選されたリソース
ヘ ンリー・B・アイリング「生き た 証」
『リア ホナ』 この世が終わって初めて，すべての祝福の中で最も大
いなる祝福である永遠の命を完全に享受することが
2011 年 5 月号，125 － 128 より抜粋
できます。しかし，わたしはこの世の試練の最中にも，
信仰の種はすでに皆さんの心の中に植えられました。
天における自分の家族がどのようなものかをわずかな
さらには，アルマ書の中で約束されている，心の広が
がらかいま見たことがあります。それらの経験から，
りを幾分か感じているかもしれません。わたしもそう
神殿で行使される結び固めの力が実在するというわ
でした。
たしの証ははぐくまれ，強められてきました。
しかし，生長する植物のように，証は養わなければし
おれてしまいます。頻繁にささげる心からの信仰の祈
りは，きわめて重要で必要な栄養です。受け入れた
真理に従うことにより，証を維持し強めることができ
ます。戒めに従うことは，証に与えなければならない
栄養の一つです。

二人の娘が先祖のために神殿でバプテスマを受ける
姿を見て，わたしの心は娘たちと，名前が見つかった
その先祖たちに向けられました。家族の心が互いに
向けられるというエリヤの約束がわたしの家族の中
で果たされました〔マラキ 4：5 － 6；ジョセフ・スミ
スー歴史 1：38 － 39〕。そして，アルマ書で約束され
ているように，わたしの信仰は確かな知識となりまし
た。

救い主のこの約束を覚えているでしょう。「神のみこ
ころを行おうと思う者であれば，だれでも，わたしの
語っているこの教が神からのものか，それとも，わた
救い主が地上での務めの後に霊界に来られたときに
し自身から出たものか，わかるであろう。」
〔ヨハネ 7：
先祖が感じた喜びを，わたしはわずかながら感じたこ
17〕
とがあります。教義と聖約にこのように記されていま
この約束はわたしに対して果たされてきましたし，皆さ す。

んにも有効です。若いころにわたしが学んだ福音の
「そして，聖徒たちは彼らの贖いを喜び，ひざまずき，
教義の一つは，神のあらゆる賜物のうち最も大いなる
神の御子を贖い主，および死と地獄の鎖からの解放
ものは永遠の命だということです〔教義と聖約 14：7
者として受け入れた。
参照〕。永遠の命の一つの側面は，家族とともに愛の
うちに永遠に住むということであると，わたしは学びま 彼らの顔は光を放ち，主の前から発する輝きが彼らの
うえにとどまった。そして，彼らは主の聖なる名を賛
した。
美した。」
〔教義と聖約 138：23 － 24〕
これらの真理を初めて聞き真実であるという確認を心
に受けて以来，わたしは自分の家族と家庭の中で争 わたしが先祖の喜びを感じられたのは，永遠の命に関
いを避け平和を作り出すために，できるかぎり適切な する主の約束が本物であるという自分の証に基づい
て行動したためでした。救い主が約束されたとおり，
選択をしなければならないと感じてきました。
証に従って行動することを選択することにより，その
証が強められたのです。
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9 月―戒め

どのようにすれば，ほかの人が戒
めに従うように高めることできるで
しょうか
わたしたちは末日聖徒として，また福音の教師として，その教えに従って生活する
模範とならなければなりません。わたしたちの模範によって，ほかの人は戒めに従
うよう高められます。救い主は弟子たちにこのように言われました。「あなたがた
は，世の光である。」
（マタイ 5：14 ）福音に従って生活することから感じる平安や
幸福は，わたしたちの行動に，言葉に，そして証をするときの力となって表れます。

霊的に備える
あなたは，戒めに従 順なほ
かの人の模範からどのよう
に影響を受けましたか。戒
めに従う努力は，あなたが
さらに効果的な福音の教師
になるためにどのような助け
となりましたか。
青少年がほかの人の模範と
なるのはどのような場 合で
すか。青少年がこのような
機 会を利用して，ほかの人
が戒めに従うよう促すのを
助けるため，あなたは何が
できるでしょうか。

よく祈ってこれらの聖文とリソースを研究してください。青少年の模範と証が，ほ
かの人が戒めに従う気持ちをどのように促すことができるのか，彼らが理解するの
に助けとなるのはどんなことでしょうか。
マタイ 5；14 － 16； 1 テ モ テ 4：12； アン・M・ディブ「立って光を放ちなさ
アルマ 17：11；39：11（良い模範であ い」
『リア ホナ』2012 年 5 月 号，117
ることの大切さ）
－ 119
アルマ 4：19（純粋な証の力）
L・トム・ペリー「完全な愛は恐れを取
り除く」
『リアホナ』2011 年 11 月号，

「教えることを実践する」
『教師，その大
いなる召し』，18 － 19

41 － 44

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 教会のクラスや集会で頻繁に耳にす
るのはどんな戒めか，青少年に尋ねま
す。これらの戒めが強調されているの
はなぜだと彼らは思いますか。彼らは
何を学んでいるでしょうか。どんな疑
問を抱いているでしょうか。

• 青少年に，戒めに従うように勧めた
いと思う知り合いについて考えるように
勧めます（その人の名前を挙げてもらう
必要はありません）。クラスで一緒に，
人々が福音を実践するように促すもの
は何か話し合います。青少年の模範や
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経験，証は，彼らの愛する人々の心を打

つのにどのような助けとなるのでしょう
か。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「生徒の意見に心から耳を
傾けるためにあらゆる努力
をする。あなたが模範を示
すことによって，生徒も互い
の意見に注意して耳を傾け
るようになるであろう。 生
徒の意見を理解できなけれ
ば，質 問する。 次のように
言うとよい。『わたしはあな
たの意見をよく理 解してい
ないと思います。もう一度
説明して下さい。』あるいは
『例を挙げて説明してくれま
せんか。』」
（『教 師，その 大
いなる召し』64 ）

以下の活動は，青少年が，ほかの人が戒めに従えるように啓発する方法を理解す
るのに役立つでしょう。御霊の導きに従って，あなたのクラスに最も適した活動を
一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 青少年に，このアウトラインに載って
いる模範に関する聖文から一つ選んで
読むよう割り当て，次に，違う聖句を読
んだ人を見つけて互いに学んだことを
分かち合ってもらいます。青少年がそ
れらの聖句をすべて聞くまでこの活動
を続けます。模範となることは，なぜ福
音を教えるうえでそれほど大 切なので
しょうか。ホワイトボードに，青少年が
教える機会を幾つか，正式なものから
形式張らないものまで挙げてもらいま
す。次に『教師，その大いなる召し』の
19 ページを開き，福音に従順であろう
と努力する教師に与えられる祝福のリ
ストを一緒に読みます。ホワイトボード
に書いた教える機会において，青少年
がより効果的に教えるために，これら
の祝福はどのような助けとなるでしょう
か。

て，ほかの人が 戒めを守れるよう高め
られるために，個人の目標を立てるよう
励まします。
• あなたが 神の戒めに従うことを選
んだ個人的な経験を分かち合ってくだ
さい。その際，
『教師，その大いなる召
し』179 ページの「個人の経験」にあ
る指針に従ってください。青少年とこ
れらの指針について話し合い，彼らが
戒めを守ることについて自分の経験を
分かち合うときは，その指針に従うよう
に勧めます。青少年に，個人の経験を
分かち合うことが，戒めについてほかの
人に教えるのになぜ効果的な方法なの
か考えてもらいます。

• クラスで全員にアルマ 4：19 の内容
をまとめてもらいます（助けが 必 要な
場合は，第 4 章の見出しを読むよう提
案します）。一緒に 19 節を読み，青少
• L・トム・ペリー長老の説 教「完 全
年に「純粋な証をもって責める」とはど
な愛は恐れを取り除く」から，以下の
のような意味で，教会の会員たちが 戒
記 述を分 かち合います。「わたしたち
めに従うようどのように高めるのか考え
は主が世の示された模範に従って，善
てもらいます。青少年は，ほかの人（両
と徳の模範とならなければなりません。
親，教師，指導者，あるいはほかの青少
わたしたち一人一人の善い行いは救い
年など ）の証からどのように影 響を受
主と主の教会双方の評 判を高めます。
けてきたでしょうか。青少年に，聖文
善いことに携わり，誉れ高い義 人とな
から証の模 範（例えば，マタイ 16：13
るとき，皆さんの生活からキリストの光
－ 19；モーサヤ 3：17；アルマ 5：45
が発散するでしょう。」青少年に，だれ
－ 48；7：13；教 義と聖 約 76：22 －
かの善い模範によって自分が福音を実
24 ）を挙げてもらいます。それらを一
践するよう霊感を受けた経験を分かち
緒に読み，なぜこれらの証が自分を高
合ってもらいます。彼らに，自分たちの
めてくれるのか分かち合うように勧めま
模範がほかの人に与えているかもしれ
す。（注：この活動は，青少年がほかの
ない影 響について深く考えるように勧
人に福音を教える際に，どのように証
めます。そして，彼らが善い模範となっ
を宣べたらよいのかを教える機会とな
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ります。このテーマについてもっと詳し
く知りたい場合は，
『教師，その大いな
る召し』，43 － 44 ページの「証をもっ
て教える」を参照してください。）

うに割り当てます（サムソン，ダニエル，
ジョアンナ，カレンの話）。ほかの人が
戒めに従うか従わないかを左右する模
範の力について，どんなことが学べるか
を話し合ってもらいます。各グループ
• クラスを少人数のグループに分け，
に，自分たちが 読んだ物語の内容とそ
各グループにアン・M・ディブ姉 妹の
こから学んだことを，独自の方 法でほ
説教「立って光を放ちなさい」をコピー
かのグループと分かち合うよう勧めま
して渡します。その説教の中に出てくる
す。
物語を，グループごとに一つずつ読むよ
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。彼らは，ほかの人が戒めに
従うよう啓発する方法を理解しているでしょうか。どんな思いや印象を抱いたで
しょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やす価値
はあるでしょうか。

救い主の方法で教える
救 い 主 は，御 自 身 が お 教
えになった人々に，信 仰に
よって行動し，学んだ真 理
を実 践するよう勧められま
した。福音を生活の中で実
践することが，効果 的に福
音を教える手段であること
を青少年が理解できるよう
に，あなたのレッスンでどの
ような機会を提供できるで
しょうか。

行動するように勧める
青少年に，自分の知っている人に戒めに従ってみるよう勧めるために何かできるこ
とがないか考えるよう勧めます。必要に応じて，今後のレッスンでその経験を分
かち合うよう彼らに勧めてください。
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精選されたリソース
アン・M・ディブ「立って光を放ちなさい」
『リアホナ』 穴の中で落ち着かない夜を過ごしましたが，ダニエル
は守られ，従順だったので祝福を受けました。翌朝，
2012 年 5 月号，117 － 119 より抜粋
ダリヨス王はダニエルをししの穴から出し，ダニエル
聖文にはこの概念を分かりやすく説明する多くのすば
の神を畏れ，ダニエルの忠実な模範に従うようにとの
らしい実例が載っています。旧約聖書の士師記では，
命令を下しました。ほんとうにダニエルは，もろもろ
サムソンについて学ぶことができます。サムソンは非
の国民のための旗となり，この世の誘惑に遭っても標
常に大きな潜在能力を持って生まれました。母親はこ
準を決して下げないことがどういうことなのかを示して
のような約束を受けました。「彼はペリシテびとの手
くれたのです。
からイスラエルを救い始めるでしょう。」
〔士師 13：5〕
しかし，サムソンは成長すると，神の導きよりもこの世 わたしは今日の青少年が示してくれる多くの模範につ
の誘惑に従うようになりました。それらの選択が正し いて聞くという祝福を受けてきました。それは，皆さ
いからという理由からではなく，むしろ「〔自分の〕心 んのように恐れずに立って光を放ち，仲間の中で旗を
にかな〔う〕」からという理由で選択をしました〔士師 掲げる青少年です。ジョアンナは高校でただ一人の教
14：3〕。サムソンの旅や行動，選択について語ると 会員であり，ワードでただ一人の若い女性でした。悪
き，聖文には繰り返し，
「下って行って」という言葉が い言葉遣いを決してしないと自分にも主にも約束しま
使われています〔士師 14：7〕。サムソンは大きな潜 した。学校のプロジェクトでペアを組んだ男の子はそ
在能力を発揮するために立って光を放つのではなく， のような約束をしてはいませんでしたが，彼女は自分
この世の力に屈し，神から与えられた力を失い，若くし の標準を下げませんでした。彼女の価値観を尊重して
くれるよう彼に頼みました。時がたつにつれて，優し
て悲惨な死を遂げたのです。
く，時には厳しく注意を受けながら，彼女の友達は新
それとは逆に，聖文はダニエルの模 範を語っていま
しい習慣を身に付け，前より良い言葉遣いをするよう
す。ダニエルも非常に大きな潜在能力を持って生まれ
になりました。多くの人が変化に気づきました。この
ました。ダニエル書第 6 章にはこう書かれています。
若者の母親は息子の生活に良い影響を及ぼしてくれ
「ダニエルは彼のうちにあるすぐれた霊のゆえに，他
たジョアンナに感謝しました。
のすべての総監および総督たちにまさっていた。」
〔ダ
ニエル 6：3〕ダニエルはこの世の試練に遭ったとき， 最近，訓練の割り当てを受けてフィリピンへ行ったと
この世に心を向けず，立ち上がって天に目を向けまし き，カレンに会いました。カレンはローレルのころ，ホ
た。 30 日間，王以外のだれに対しても祈らないよう テルやレストランの経営の分野で学位を取るために勉
にというこの世の王の禁令に従わず，ダニエルは「家 強していたころの経験を語ってくれました。レストラン
に帰り，. . . . . .エルサレムに向かって窓の開かれた で出される様々な飲み物を作り，試飲するように先生
所で，以前からおこなっていたように，一日に三度ず が生徒全員に言いました。中にはアルコールが含まれ
つ，ひざをかがめて神の前に祈り，かつ感謝した」の ている飲料もありました。カレンはその味見をするこ
とは主の戒めを破ることになると知っていました。重
です〔ダニエル 6：10〕。
大な結果を招く選択に直面し，カレンは立って光を放
ダニエルは立って光を放ち，神の戒めに従うことを恐
つ勇気を見いだし，アルコール飲料を飲みませんでし
れませんでした。義を貫いた結果として，ししがいる
た。
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9 月―戒め

戒めに従うと，天の御父はどんな
祝福を約束してくださるでしょうか
天の御父から与えられるほとんどの戒めには，約束された祝福が伴っています。
戒めに従 順であれば，自由や個人の成長，危険からの回避，その他多くの物理
的な祝福と霊的な祝福がもたらされます。結局のところ，従順であることは天の
御父のもとでの永遠の生命へとつながるのです。これらの祝福を見つけ出すこと
で，わたしたち自身とほかの人が戒めに従うよう高め合うことができます。

霊的に備える
約束された祝福を見つける
ことは，福音の学習者とし

て，そして 福 音 の教 師とし
て，な ぜ 大 切 でしょうか。
天 の 御 父 が 約 束してくだ
さっている祝 福は，あなた
が 福音を実 践したいという
望みにどのような影 響を与
えていますか。
聖 文や 預 言者 の言 葉 から
神の祝福を見つける方法を
学ぶと，青少 年はどのよう
に祝福されるでしょうか。

青少年が，神が従順な人に約束されている祝福を見つける方法を学ぶうえで，ど
のような聖句や資料が助けとなるでしょうか。
イザヤ 55：6 － 11（断食の律法に従う
人に約束された祝福）

教 義と聖 約 59：9 － 20（安息日を聖
く保つ人に約束された祝福）

エレミヤ 7：23 － 24；教義と聖 約 1： 教義と聖約 89：18 － 21（知恵の言葉
14 － 15；58：29 － 33（不 従 順の結 に従う人に約束された祝福）
果）
「従順」
『真理を守る』92 － 93
マラキ 3：10 － 12（什分の一を納める
「祝福を約束する」
『わたしの福音を宣
人に約束された祝福）
べ伝えなさい』197 － 198
教義と聖約 14：7；82：10；130：20
ビデオ ― “A Secure Anchor”（しっ
－ 21（従順がもたらす祝福）
かりしたアンカー）
教義と聖約 20：77，79（聖餐の祈り）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 前の週に経験したことの中から，戒
めに従う大切さを学ぶのに役立ったも
のがあれば，青少年に分かち合っても
らいます。

• 聖文にある戒めと生ける預言者の言
葉には，約束された祝 福，あるいは警
告がしばしば伴うことを青少年が理解
できるように助けてください。わたした
ち自身とわたしたちが教える人々が，そ
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のことを理解するならば，戒めを守るよ
う霊感を受けることでしょう。クラスで
一 緒に『若人の強さのために 』の「大
管長会から青少年へのメッセージ」
（ ii
－ iii ページ）を読んで，約束された祝
福が分かる方法を青少年に示してくだ

さい。（読みながら）約束された祝 福
だと思う言葉 が 聞こえる度に，手を挙
げるように青少年に勧めます。これら
の約束は青少年にとってなぜ大切なの
でしょうか。

一緒に学ぶ
福音の学習技術
「聖句ガイド」の活用。この
項の最初の活動で，青少年
は戒めについての聖句を見
つけるために「聖句ガイド」
を使うよう勧められていま
す。青少年が「聖句ガイド」
に慣れて，個人学習の際に
無理なく使えるよう助けてく
ださい。 50 音順に並んだ
項目からテーマを見つけ，そ
の下の解説に目を通して適
切な聖句を見つける方法を
教えます。彼らが参照聖句
を調べて研究し，深い理 解
を得られるように励ましてく
ださい。

以下の活動は，青少年が従順による祝福を理解する助けとなるでしょう。御霊の
導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• ホワイトボードの一方に「戒め」と書
き，もう一方には「約束された祝福」と
書きます。青少年に，主が戒めに従う
人に祝福を約束しておられる箇所を聖
文から探すように勧めます。例えば，こ
のアウトラインに提案された聖文から
見つけてもよいですし，必要に応じて，
戒 めについての 聖 文 を見つけるのに
「聖句ガイド」の使い方を教えることも
できます。青少年に，読んだ戒めとそ
れによって見つけた約束された祝福を，
ホワイトボードに書くように勧めます。
青少年はこれらの祝福について読むこ
とで，戒めについてどのように感じるで
しょうか。

• クラスで 一 緒に，
『わたしの福音を
宣べ伝えなさい』
（ 197 － 198 ページ）
から「祝 福 を 約 束 する」を読 みます。
青少年に，ほかの人に教える必要があ
ると思われる戒めについて考え，
「祝福
を約束する」の指針に従い，レッスンの
中でその戒めについてだれかに教える
練習をするよう勧めます。数 人の青少
年に，実際に経験した感想を話すよう
勧めます。

• ビデオ “A Secure Anchor”（しっ
かりしたアンカー）を見せて，青少 年
に，リチャード・G・スコット長 老 が
語った，従順に関する祝福と警告のリ
ストを作ってもらいます。青少年が 今
• 青少 年 に，最 近 の 総 大 会 の 話 か， 作ったリストをクラスのほかの一人と分
『若人の強さのために 』から一つの項目 かち合ってもらい，そのリストの中から
を任意に選んで読み，戒めに従うとき 戒めを守る気持ちを高めてくれることに
に主の僕が約束している祝福を見つけ ついて話し合うように勧めます。青少
るように勧めます。一人一人に見つけた 年に，そのビデオを見せたい人について
ことを分かち合う機会を与えます。こう 考え，ビデオを見せる目標を立てるよう
いった約束された祝福を授かった経験 に勧めます。
を分かち合うよう励ましてください。
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。天の御父が従順な人に約束
されている祝福を見つける方法が理解できたでしょうか。何を感じ，どんな印象
を抱いたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を
費やすべきでしょうか。

188

救い主の方法で教える

行動するように勧める
青少年に，個人の聖文研究をするときに，約束された祝福を探してみるよう勧めて
ください。見つけたことを今後のレッスンで分かち合うよう励ましてください。

あらゆる状況において，救
い主は 御自身 が お 教 えに
なった人々の模 範 であり，
良き助 言 者 であられ まし
た。人々とともに祈ることで
祈りを教え，彼らに御自身
の愛を示し，仕えることでそ
の方法をお教えになりまし
た。あなたが愛を示し，神
の 戒 めに従 順に従う模 範
は，自分が教える青少年に
どのような影 響を与えると
思いますか。
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精選されたリソース
「祝福を約束する」
『わたしの福音を宣べ伝えなさい』 その報いとして，神が約束された祝福を受けることに
197 － 198
なります。
人がその思いや行動を変えるには理由を必要としま
す。多くの場合，約束された祝福が，神に従う強い動
機になります。主は戒めをお与えになるとき，その戒
めを守ることに対する祝福をしばしば約束しておられ
ます（教義と聖約 130：20 － 21 参照）。特定の戒め
に従うよう人々を備えるとき，以下の事柄を教えます。
この戒めに従うことは神と御子への愛を表すことにな
ります。
この戒めに従うときに，神への信頼を表すことになり
ます。
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戒めについて証するとき，その戒めに従うことによって
あなたが受けている祝福について話します。あなた
が教えている人々も同じような祝福が受けられると約
束してください。
戒めを守るために努力している人々に，天の御父から
与えられた祝福について話すよう求めます。たとえ困
難なことに出遭っても，御父の御心を行うかぎり祝福
を受け続けることを約束してください。

単元の概要

10 月―さらにキリストのようになる

「イエスは彼に言われた，
『わたしは道であり，真理であり，命である。』」
（ヨハネ 14：6）
この単元のアウトラインは，救い主と同じように福音を学び，教える方法を青少年が理解
するうえで役立つでしょう。青少年は，従順や謙遜など，キリストに似た属性を育もうと努
力することにより，福音をより深く学ぶことができるようになります。イエス・キリストがほ
かの人をどのように教えたかを学び，主の模範に倣おうとすることにより，より良い教師と
なることができます。

今月は以下のアウトラインから選んでください。
ほかの人がさらに救い主のようになるよう勧めるにはどうすればよいでしょうか
教える相手にどのように愛を示すことができるでしょうか
救い主は，どのように福音の真理をなじみのある物事や経験になぞらえられたでしょうか
ほかの人がさらにキリストのような人になるのを助けるため，どのように聖文を使うことができるでしょうか
教えるとき，どのように質問を効果的に使うことができるでしょうか
救い主の模範から，福音を学ぶことについてどのようなことが分かるでしょうか

この単元をオンラインで見るには， lds.org/youth/learnにアクセスしてください。
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10 月―さらにキリストのようになる

ほかの人がさらに救い主のように
なるよう勧めるにはどうすればよい
でしょうか
イエス・キリストは，主に従い，主の戒めを守り，主に似た者となるよう弟子たちに
勧められました。教会員であるわたしたちは，主の模範に倣い主に学ぶようほか
の人に勧める責任を負っています。わたしたちは皆，キリストのもとに来てキリスト
によって完全になるようほかの人に勧める力を向上させることができます。

霊的に備える
ほかの人からの促しのおか
げでさらにキリストのように
なることができた経験には
どのようなものがあります
か。あなたは，生活を変え
てさらに救い主のようにな
るようほかの人を招いたこ
とがありますか。
生活を変えるよう青少年が
ほかの人を促す機会はどの
ようなときに訪れるでしょう
か。青少年が，さらにキリス
トのようになるようほかの人
を招けるようになるために，
あなたはどのような手助け
ができるでしょうか。

よく祈りながら，これらの聖文とリソースを研究してください。キリストのもとに来
るようほかの人を招く方法について青少年が理解するうえでどれが助けになるで
しょうか。
マル コ 10：17 － 22； ル カ 10：25 －
37（福音の原則に従って生活するよう
人々を招く救い主の模範）

ヘンリー・B・アイリング「警告の声を
上げましょう」
『リアホナ』2009 年１
月号，２－ 7

マタイ 11：28 － 30；モロナイ 10：32 「人々が 決意して，それを貫くように助
（キリストのもとに来るようにという招 けるにはどうしたらよいでしょうか」
『わ
き）
たしの福音を宣べ伝えなさい』195 －
201
ヘンリー・B・アイリング「キリストのも
とに来なさい」
『リアホナ』2008 年 3 ビデオ ―
「キリストのもとに来るよう
月号，49 － 52
にすべての人を招く－福音を分かち合
う」
ビデオ ―
「教え導く模範」

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 福音の原則に従って生活するよう促
された最近の経験について話すように
言います。これらの促しは，生活を改

善し，さらに救い主のようになるうえで
どのような助けになるでしょうか。
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• 福音の原則に従って生活するようほ
かの人を招く救い主の模範を聖典から
読むよう勧めます（例えば，この概 要
に記載されている聖句など ）。福音に

従って生活するようほかの人を招くこと
について，救い主の模範からどのような
ことを学ぶことができるでしょうか。

ともに学ぶ
教師へのヒント
「生徒に良い影 響を与えた
いと思うならば，教えること
が 好きなだけ では不十 分
である。生徒一人一人を愛
〔さ〕……なけ れ ば ならな
い。」
（『教師，その大いなる
召し』31）

以下の活動は，キリストのもとに来るようほかの人を招く方法と，そうする自信を得
る方法を青少年が理解するうえで助けとなるでしょう。御霊の導きに従って，あな
たのクラスにとってもっとも適した活動を一つ，または幾つか選んでください。
• クラスの 皆 で，
『わたしの 福 音を宣
べ 伝 えなさい』の 197 ページにある
「はっきりと尋 ねる」の項を読みます。
友人や家族が生活を良い方に変える助
けとして質問を用いるとよい状況につい
て考えるように青少年に勧めます（例え
ば，悪態をつく癖を友人が克服できる
よう助けたり，教会に出席するよう家族
を促したりする場合など ）。これらの状
況の中ではっきりと尋ねられる質問に
はどのようなものがあるでしょうか。そ
の質問をどのように尋ねるとよいでしょ
うか。 いつ 尋 ねるとよいでしょうか。
『わたしの 福 音を宣べ伝えなさい』の
195 － 201 ページにある，
「人々が 決
意して，それを貫くように助けるにはど
うしたらよいでしょうか」の章のほかの
項についても話し合うとよいでしょう。
• 福音の原則に従って生活するよう勧
めたい人はだれか考えるように勧めま
す。ヘンリー・B・アイリング管長の記
事「警告の声を上げましょう」の「いち
ばん大 切なのは愛」の項を読むか，ビ

デオ「教え導く模範」を見るように言い
ます。学んだ原則の中で，思いついた
相手を招くうえで助けとなる原則をホワ
イトボードに書くように勧めます。どの
ように招いたらよいでしょうか。何と言
えばよいでしょうか。
• この概要の中に，キリストのもとに
来るよう促す招きの言葉が含まれた聖
文が紹介されています。それらの聖文
を読むよう青少年に勧めます。これら
の聖句の中で，キリストのもとに来る
人々に対してどのような祝福が約束され
ているでしょうか。ビデオ「キリストの
もとに来るようにすべての人を招く－福
音を分かち合う」を見せて，友人や家
族からささやかな招きを受けたことによ
り，ビデオの若い男性たちがどのよう
な祝福を受けたかを発表するように勧
めます。青少年が友人や家族に対して
できるささやかな招きにはどのようなも
のがあるでしょうか。友人や家族はそ
の招きを受け入れることによりどのよう
な祝福を受けるでしょうか。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。さらに救い主のようになるよ
うほかの人を招く方法を理解しているでしょうか。どのような感情や印象がある
でしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やす方
がよいでしょうか。
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救い主の方法で教える

行動するように勧める
今日学んだことに基づき行うよう促しを受けたのはどのようなことでしょうか。そ
の気持ちに従って行動するよう励まします。彼らをフォローアップする方法を考え
てください。

イエス・キリストはニーファ
イの民に御姿を現されたと
き，一人ずつみもとに来て，
自分で見て，触れて，イエス
を知るよう民を招かれました
（ 3 ニーファイ 11：13 － 17
参照）。自分でイエス・キリ
ストを知るよう，青少年をど
のように招くことができるで
しょうか。
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精選されたリソース
ヘンリー・B・アイリング「警告の声を上げましょう」 して，人々があなたがたのよいおこないを見て，天にい
『リアホナ』2009 年 1 月号，2 － 7 より抜粋
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 ）
いちばん大切なのは愛
ほとんどの人は謙虚なので，自分の小さな模範の光は
この働きの根底にはいつも愛があります。一度だけの
暗すぎて人の目に留まらないと考えます。しかし，皆
親切では十分ではありません。主は，わたしたちが持
さんや家族は，思っている以上に見られています。少
たなければならない愛，招きを受ける人がわたしたち
し前，わたしは様々な教会の聖職者や指導者が 300
の中に感じなければならない愛について述べておられ
人近く集まる会合に出席し，話をする機会がありまし
ます。「愛は寛容であり . . . . . .すべてを忍び，すべ
た。そこで，できるだけ多くの人と会話しました。そし
てを信じ，すべてを望み，すべてを耐える。」
（ 1 コリン
て，なぜわたしのメッセージにそんなに熱心に耳を傾
ト 13：4 ，7 ）
けてくれるのか尋ねました。わたしが伝えたメッセー
わたしは「寛容」と「すべてを耐える」ことの意味がよ ジは教会の起源の話であり，少年ジョセフ・スミスの
く理解できました。わたしの近所に，ある家族が引っ 最初の示現や，生ける預言者の話でした。例外なく，
越して来ました。家ができたばかりだったので，ほか 返ってくる答えは本質的に同じでした。彼らは知り合
の教会員たちと一緒に幾晩にもわたって庭造りを手伝 いの教会員の個人や家族の話をするのです。よく聞い
いました。最後の晩，ちょうど作業が終わるときに，わ たのは，このような言葉です。「あれほどすてきな家
たしはその家族の父 親の隣に立っていました。彼は 族は初めてです。」教会員が地域 社会の活動や災害
わたしたちの仕事ぶりを見渡して言いました。「これ 救援活動を非常によく行っている話を何度も耳にしま
でモルモンの人たちが庭を造ってくださったのは 3 度 した。 . . . . . .
目ですが，今回がいちばん出来がいいですよ。」それ
からわたしに向かって静かに，しかしきっぱりと，自分
の通っている教会にとても満足していると言いました。
彼はその家に何年も住みましたが，その間，しばしば
そのようなことをわたしに言いました。

第 3 に，もっと上手に行う必要があるのは，証をもっ
て勧めることです。愛と模 範は道を開きます。しか
し，それでもわたしたちは口を開いて証を述べなけれ
ばなりません。「真 理と選 択は，密 接に関 連してい
る」という単純な事実がわたしたちに力を与えていま
彼がそこに住んでいた期間，彼と家族に対する親切な す。天の御父の子供は皆，霊的な真理について証を
行為が絶えることはありませんでした。近所の人がこ 得るためにすべき選択があります。そして一度何らか
の霊的な真理を知ったら，それに従って生活するかど
の家族を愛するようになったからです。 . . . . . .
うか選ばなければなりません。愛する人や友人に真
第 2 に，わたしたちは人に行うように勧めることを，自 理について証するときには，なすべき選択があること
らよりよく行う必要があります。悪のはびこるこの世 を伝える必要があります。彼らが自ら真理を知ったと
では，救い主のこの教えがさらに重要になるでしょう。 きに，しなければならない選択です。
「そのように，あなたがたの光を人々の前に輝かし，そ
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教える相手にどのように愛を示す
ことができるでしょうか
イエス・キリストは教える相手を愛されました。イエスは教える相手のために祈
り，愛を示す機会を見つけられました。教える相手のために祈り，無私の心で彼ら
に仕えることにより，彼らに対する愛を育むことができます。教える相手は，わた
したちが心から彼らを愛していることを感じると，心を和らげ，わたしたちが教える
真理に対してもっと心を開きます。

霊的に備える
あなたは，愛を示してくれた
教師からどのような影響を
受けてきましたか。あなた
は教える相手に対する愛を
どのように育んできました
か。
教 会 のどのような場 面 で，
青少 年が 教 える機 会 が 訪
れるでしょうか。そのほか，
生活のどのような場面で教
える機会があるでしょうか。
教える相手を愛することを
学ぶのは，より良い教 師に
なるうえでどのように助けと
なるでしょうか。

よく祈りながら，これらの聖文とリソースを研究してください。教える相手を愛す
ることの大切さを青少年が理解するうえで助けとなるのはどのようなことでしょう
か。
ヨハネ 13：34（わたしたちは，イエス・ トーマス・Ｓ・モンソン「偉 大な 教 師
キリストがわたしたちを愛しておられる の模 範」
『リアホナ』2007 年 6 月号，
ようにほかの人を愛するべきである）
74 － 80
モ ー サ ヤ 28：1 － 3；アル マ 17：21 「生徒を愛する」
『教師，その大いなる
－ 39；20：21 － 27（アンモンは教え 召し』31 － 39
ていたレーマン人に愛を示した）
ビデオ ―
「生徒を愛する」
モロナイ 7：45 － 46（慈 愛 が なけ れ
ばわたしたちは何の価値もない）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 一人の生徒に，個人学習で 最 近 読
んだ聖文を読んで聞かせるように言い
ます。学んでいることについて質問は
ないでしょうか。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 教 師 から愛されていると分 かるの
はどのようなときか尋ねます。教師が
愛を示すのが大切なのはなぜでしょう

か。青少年は，教える相手に愛を示し
たことがあるでしょうか。 ヨハネ 13：
34 を読んで，救い主が 教える相手に
愛を示された方法について話し合いま
す。
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ともに学ぶ
教師へのヒント
「福 音 の 教 師としてあなた
の 仕 事 の 一 つ は，生 徒 が
天 父の 愛を 理 解し 感じる
のを助けることである。こ
れ は言 葉 だけでは無 理で
ある。生徒一人一人に手を
差し伸べることが必要であ
る。」
（『教師，その大いなる
召し』35 ）

以下の活動は，青少年が教える相手を愛する方法を理解する助けとなるでしょう。
御霊の導きに従って，クラスにもっとも適した活動を一つ，または幾つかの活動を
選択してください。
• モロナイ 7：45 を 読 み，慈 愛 のあ
る人を表す語句を探し，それらの特質
を自分の言葉で説明するように言いま
す（必 要に応じて，聞き慣れない言葉
があれば定義が分かるよう助けます）。
それらの語 句から一つを選び，それを
教えることにどのように関 連づけるこ
とができるか説明するように促します。
ほかの人を教える機会にはどのような
ものがあるか尋ねます。教会内とその
他の場面について考えます（家 庭，学
校，日常生活）。より良い教師になるた
めに，モロナイ 7：45 のどの属性を育
みたいか尋ねます。何人かの青少年に
考えを発表してもらいます。
• トーマス・S・モンソン大管長の説教
「偉大な教師の模範」の「受けるよりは
与えるほうが，さいわいである」の項を
読むか，ビデオ「生 徒を愛 する」を見
せ，次の質問をします。「これらの例に
出てくる教師たちは，教える相手に愛を
示すために何をしましたか。」青少年が
教える機会にはどのようなものがある
でしょうか（教会内や，その他の教える
機 会）。教師として愛を示す方 法を計
画するように言います。何人かに自分
の計画を発表してもらいます。
• 『教師，その大いなる召し』31 ペー
ジにある，ダラス・N・アーチボルド長

老のたとえ話を一緒に読みます（この
話し合 いの助けとして，空 のコップと
バケツ 1 杯分の水を用意するとよいで
しょう）。このたとえ話から，教えるこ
とについてどのようなことを学びました
か。クラスを 3 つのグループに分けて，
それぞれのグループに『教 師，その大
いなる召し』
「生徒を愛する」の最初の
3 つの章を一つずつ割り当てます。割
り当てられた部分から学んだことをほ
かのグループの生徒に教えるように言
います。発 表する際，原則を説明する
ための物語と，話し合いのための質問，
自分の証を述べるように勧めます。
• ラモーナイの群れを守るアンモンの
絵（『福 音 の 視 覚 資 料 集』78 ）を見
せて，物語を自分の言葉で話すよう生
徒 に 言 い ま す（ア ル マ 17：21 － 39
参照）。何人かの青少年に，モーサヤ
28：1 － 3 を読み，
「レーマン人に福音
を教えたいという気持ちをアンモンとそ
の兄弟に引き起こしたのは何でしょう
か」という質問の答えを探すように言い
ます。ほかの生徒はアルマ 20：21 －
27 を読み，
「アンモンの愛はラモーナ
イ王の父にどのような影 響を与えまし
たか」という質問の答えを探すように言
います。見つけたことを発表し，アンモ
ンの模 範に倣って自分にできることを
具体的に考えるように言います。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。青少年は，教える相手に愛
を示す方法を理解しているでしょうか。どのような感情や印象がありますか。ほ
かに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やす方がよいでしょう
か。
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行動するように勧める
教える相手について考えるように励まします。その人たちに愛を示すためにできる
ことをなにか選ぶように勧めます。

イエス・キリストは教える相
手を愛されました。主は彼
らのために祈り，常に彼ら
にお仕えになりました。あ
なたは，教えている青少年
にどのように愛を示すこと
ができるでしょうか。
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精選されたリソース
トーマス・S・モンソン「偉大な教師の模範」
『リアホ
ナ』2007 年 6 月号，74 － 80 より抜粋
「受けるよりは与えるほうが，さいわいである」
幼かったころ，わたしたちの言葉によく耳を傾け，愛を
示してくれた非常に優れた教師がいて，わたしは彼女
から大きな影響を受けました。その教師の名は，ルー
シー・ガーシュ姉 妹です。日曜学 校の時間に，ガー
シュ姉妹は世界の創造や，アダムの堕落，イエスの贖
いの犠牲などについて教えてくれました。ガーシュ姉
妹は，モーセやヨシュア，ペテロ，トマス，パウロ，そし
てもちろんキリストをゲストとして教室に招きました。
その姿は見えませんでしたが，わたしたちは彼らを愛
し，称賛するようになりました。彼らの模範に熱心に
従うようになりました。
ある日曜の朝，最も力強い，永遠に忘れられないレッ
スンを受けました。彼女は悲しげに，クラスの一人の
子供の母親が亡くなったと告げました。その日，なぜ
ビリーが教会に来ていなかったのか子供たちはまだ
だれも知りませんでした。

たわ。今朝，みんなでビリーの家に行って，みんなが
ためたこのお金を上げるとしたら，どう思う？」
みんなで教会から 3 街区歩いて行ったときのことをわ
たしは生涯忘れません。ビリーの家に入り，ビリーと
弟と妹たちと父親にあいさつしました。母親がいない
のが際立っていました。パーティーのための大切なお
金を入れた白い封筒が，教師のきゃしゃな手から，悲
しみに沈む貧しい父親の手に渡されたときに皆の目に
光った涙を，わたしは決して忘れないでしょう。
わたしたちはスキップしながら教会に戻りました。あ
れほど心が晴れ晴れとしたことはありません。喜びに
満ち，理 解が 深まりました。神に導かれた教師が少
年少女に永遠の真理を教えたのです。「受けるよりは
与えるほうが，さいわいである。」
エマオへ行く途中の弟子たちの言葉をこう言い換えて
も差し支えないほどでした。「〔彼女が〕聖書を説き
明かしてくださったとき，お互いの心が内に燃えたでは
ないか。」
（ルカ 24：32 ）

ガーシュ姉 妹は生徒一人一人をよく知っていました。
その日のレッスンのテーマは「受けるよりは与えるほう 彼女は日曜日に教会を休んだ子や，いつも来ていない
が，さいわいである」でした（使徒 20：35 ）。クラス 子を絶えず訪問しました。皆，自分のことを気にかけ
の途中で教師はテキストを閉じ，子供たちの目と耳と てもらっていると感じていました。わたしたちのだれ
心を，神の栄光に向けさせました。こう言ったのです。 一人として，彼女と彼女のレッスンを，いつまでも忘れ
「クラスパーティーのためのお金は幾らたまったかし ないでしょう。
ら。」
長い年月が過ぎ，ガーシュ姉妹の人生が終わりに近づ
「 4 ドル 75 セントです。」大恐慌時代にこれだけため いていたある日，わたしは彼女に会いに行きました。
たことを子供たちは誇りに思っていました。
遠い昔に，彼女がわたしたちの教師だったころの思い
出話をしました。わたしたちは，生徒一人一人につい
それから教師は非常に優しい声で言いました。「ビ
て，そして，皆が今どうしているかについて話しました。
リーの家はお金に困っているし，悲しい出来事があっ
彼女は全生涯を通じて愛と関心を失いませんでした。
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10 月―さらにキリストのようになる

救い主は，どのように福音の真理
をなじみのある物事や経験になぞ
らえられたでしょうか
イエス・キリストは偉大な教師であられます。イエスは，教える相手が福音の原則
を理解する助けとなる物語やたとえ話，実際にあった例を紹介されました。わた
したちは自分の経験や福音の原則を身の周りの世界に関連付けて，救い主のよう
に物語を使って教えることができます。

霊的に備える
最も記憶に残るイエスのた
とえはどれですか。 また，
それはなぜですか。福音の
原則に対する理解を深めて
くれた比喩にはそのほかど
のようなものがあるでしょう
か。
イエスのたとえのうち，青少
年にとって大 切なのはどれ
でしょうか。福音の原則に
対する青少年の理解を深め
てくれる比喩にはそのほか
どのようなものがあるでしょ
うか。 救 い主 が 比 喩 や 物
語を用いられた方 法から，
青少年は教えることについ
て何を学ぶことができるで
しょうか。

よく祈りながら聖句と以下の資 料を研 究してください。どれを青少年と分かち
合ったほうがよいと感じますか。
マ タ イ 20：1 － 15；25：1 － 13 ，14
－ 30； ル カ 8：4 － 15；15：1 － 7，
8 － 10 ，11 － 32 。 ビ デ オ “The
Prodigal Son”（放 蕩 息 子）
（たとえの
例）
も参照
マタイ 18：1 － 6（救い主は天 国につ
いて教えるために，子供を例にされた）

L・トム・ペリー「信仰箇条に含まれて
いる教義と原則」
『リアホナ』2013 年
11 月号，46 ー 48
ジェフリー・R・ホランド「ぶどう園の
労働者たち」
『リアホナ』2012 年 5 月
号，31 － 33
デビッド・A・ベドナー「あなたがたは
再び生まれなければならない」
『リアホ
ナ』2007 年 5 月号，19 － 22

マタイ 5：13 － 16；ビデオ― “Sermon
on the Mount： The Beatitudes”
（山上の垂訓 ― 至福の教え ）も参照。
「比較と実物を用いたレッスン」
『教師，
（救い主は弟子たちを塩と燭台の光にた
その大いなる召し』163 － 164
とえられた）
「物 語」
『教 師，そ の 大 い なる 召 し』
179 － 181

関連づける

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
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• 記憶に残っている，家庭の夕べなど
のレッスンや，聖 餐 会のお話，総 大会
説教について説明し，なぜそれが忘れ
られないのかを話し合うように言いま
す。

• 最 近の総 大会のお話の中で，記憶
に残っている実話や物語を発表するよ
うに言います。その実話や物語から何
を学んだでしょうか。話者は教えるた
めになぜその実話や物語を用いたと思
いますか。

一緒に学ぶ
福音の学習技術
象徴を理解する。聖典に出
て来るたとえや象徴を理解
するには，青少年は象徴に
気づき，象徴の各部分を見
つけ，それらを解 釈するこ
とが できるようになる必 要
があります。象徴に気づく
一つの方 法は，
「のような」
「に似ている」
「まるで」
「と
同じ」
「あたかも」といった
語句を探す方法です。それ
から象徴の各部分のリスト
を作成するとよいでしょう。
象 徴 を 解 釈 するに は，青
少 年は 教 会 のその 他の資
料（教会機関誌，総大会説
教，ほかの聖句など ）を参
照して，福音の原則を理 解
するうえで象徴 がどのよう
な助けとなるか考えるとよい
でしょう。個人で福音を学
ぶ中でたとえや象徴が見つ
かったら必ずこのように行う
よう勧めます。

以下の活動は，青少年が教える際にたとえや比喩を使う方法を理解する助けとな
るでしょう。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つ
か選んでください。
• 「ピクルスを作る」
「改心する」という
タイトルの表を作るように言います。デ
ビッド・A・ベドナー 長 老 の 説 教「あ
なたがたは再び生まれなければならな
い」を読み，改心のプロセスについてベ
ドナー長老が教える際に用いた比喩を
探すように言います。比喩を視覚化す
るために絵を描くように勧めてもよいで
しょう。福音の真理を教える際に用い
ることのできる比喩を自分自身の経験
から探して発表する時間を与えます。
• お気に入りのたとえを一つ思い出し
て，聖典の中からそのたとえを探すよう
に言います。ヒントが必 要な場 合は，
このアウトラインに提示されているたと
えの一つを教えるとよいでしょう。選ん
だたとえを発表し，それが自分にとって
大 切な理由を話すように勧めます。た
とえがとても効果的な教授方法である
のはなぜでしょうか（『教師，その大い
なる召し』179 － 181 ，
「物語」参照）。
福音の真理を教えるためのたとえを自
分で作る時間を与えます。ヒントとし
て，教えたい福音の原則をまず決める
のがよいと提案するとよいでしょう。そ
の後，教える相手にとってなじみのある
たとえの設定を考え，福音の原則を教
えるための物語を書きます。

L・トム・ペリー 長老の説 教「信 仰 箇
条に含まれている教義と原則」の「神
権の組 織と秩 序」という項目の前の，
最後の 5 段落を読んで，ペリー長老が
述べた比喩について話し合うよう勧め
ます。説教の最後で，ペリー長老は青
少年に，信仰箇条の中に含まれている
教義について研究するよう勧めていま
す。クラスでペリー長老の勧めを読み，
一人一人の青少年に信仰箇条の中で教
えられている教 義の一つを研 究して，
来週のクラスでその教義について比喩
を用いて簡単に教えるように言います。
• このアウトラインで提案されている
ビデオの一つを見せるか，青少年に聖
典の中から救い主が福音を日常にある
物を使って比喩で教えておられる場面
を読んでもらいます。イエスはなぜこの
ように教えられたのでしょうか（『教師，
その大いなる召し』163 － 164「比較
と実物を用いたレッスン」参照）石鹸や
硬貨，鍵，石，食料品など日常にある物
を幾つかクラスに持って行きます。そ
の中から一つ選んで，それを使って福
音の原則を教えるように言います。青
少年に助けが必要な場合，
『教師，その
大いなる召し』の 163 － 164 ページを
使うとよいでしょう。

• 青少年に携帯電話かその写真を見 • マ タイ 20：1 － 15 の ぶ ど う 園 の
せて，電 話と福音の原則を比較して共 労 働 者 のたとえを読 むように言 いま
通 点を挙げてもらいます。青少年に， す。このたとえがどのように自分の生
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活に当てはまるか話し合うように言いま
す。ジェフリー・R・ホランド長老の説
教「ぶどう園の労働者たち」を読んで，
このたとえを使ってホランド長老が教え
ている福音の真理について話し合いま
す（青少年にとって最も適切な部分に
焦点を絞るとよいでしょう）。聖典から

別のたとえを選び，それがどのように自
分に当てはまると思うかをクラスの皆に
発 表するように言います。ほかの人が
福音の原則を学べるよう助けるうえでた
とえが効果的であるのはなぜでしょう
か。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。たとえやその他の比喩の使
い方が理解できたでしょうか。何を感じ，どんな印象を抱いたでしょうか。ほか
に質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やすべきでしょうか。

救い主の方法で教える
救い主は，教える相手が自
分自身の経験や自分の周り
の世界から福音の教えを見
いだすことが できるよう助
けられた。福音の真理をほ
かの人に教えるために，な
じみのある物や自分自身の
経験を用いる方法を青少年
が理解できるよう，どのよう
に助けられるでしょうか。

行動するように勧める
だれかに福音の真理を教える際に比喩やたとえ話を使うよう青少年に勧めます。
この真理を教えることのできる場を考えるように言います。例えば，家庭の夕べ，
聖餐会のお話，友達との会話などです。
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精選されたリソース
デビッド・A・ベドナー「あなたがたは再び生まれな
ければならない」
『リアホナ』2007 年 5 月号，19 －
22 より抜粋

赦しを受けるために水に沈めるバプテスマを受けるこ
とから始まります。

「すなわち，わたしたちは，その死にあずかるバプテス
塩水に浸され，塩分をたっぷり含んだキュウリがピクル マによって，彼と共に葬られたのである。それは，キリ
スに変化するのと同じように，皆さんもわたしも，イエ ストが父の栄光によって，死人の中からよみがえらさ
ス・キリストの福音を吸収することで再び生まれます。 れたように，わたしたちもまた，新しいいのちに生きる
（ローマ 6：4 ）
交 わした「聖 約」を尊 んで「守〔り〕」
（教 義と聖 約 ためである。」
42：13 ），
「キリストの言葉をよく味わ〔い〕」
（ 2 ニー
ファイ 32：3 ），
「熱意を込めて御父に祈〔り〕」
（モロ
ナイ 7：48 ），そして「〔わたしたちの〕心と，勢力と，
思いと，力を尽くして神に仕え〔る〕」
（教義と聖約 4：
2 ）と，次の聖句のようになれます。

バプテスマの水から出た後，わたしたちの霊は継続的
に救い主の福音の光と真 理に浸され，それらを吸収
しなければなりません。キリストの教義に単発的に浅
く浸され，回復された主の教会に時々参加するだけで
は，
「新しいいのちに生きる」ために必要な霊的な変
化を引き起こすことはできません。永遠の祝福を享受
するためには，聖約を忠実に守り，絶えず決意を強め，
自分自身を神にささげることが必要です。

「あなたがたが交わした聖約のために，あなたがたは
キリストの子と呼ばれ，キリストの息子および娘と呼ば
れる。見よ，それは，今日キリストが霊的にあなたが
たを子としてもうけられたからである。あなたがたは，
「わたしはあなたがたがイスラエルの聖者であるキリス
キリストの御名を信じて心が改まったと言う。だから，
トのもとに来て，キリストの救いと，キリストの贖いの
あなたがたはキリストから生まれ，キリストの息子およ
力にあずかるように望んでいる。
び娘となったのである。」
（モーサヤ 5：7 ）」
この聖句が教える霊的再生は概して短時間で起きた
り，一度に起きたりするものではありません。一つの
出来事ではなく，継 続的な過程なのです。教訓に教
訓，規 則に規 則を重ね，徐々に，そしてほとんど気づ
かないくらい少しずつ，わたしたちの動 機，思い，言
葉，行いが神の御心に添うものとなっていきます。変
化の過程におけるこの段階は，時間と根気，そして忍
耐を要します。
キュウリをピクルスにするには，一定の状態で，継続し
て，完 全に塩 水に浸さなければなりません。そのた
め，塩は調理上の重要な役割を果たします。塩は聖文
の中で，聖約および聖約の民の両方を表す象徴として
頻繁に用いられています。そして，キュウリがピクルス
に変化するうえで塩が欠かせないのと同様，聖約もわ
たしたちが霊的に新しく生まれるうえで欠かせないも
のです。
再び生まれる過程は，キリストを信じる信仰を働 か
せ，罪を悔い改め，神権の権能を持つ人によって罪の
204

まことに，キリストのもとに来て，自分自身をキリスト

へのささげ物としてささげ，断食と祈りを続け，最後ま
で堪え忍びなさい。そうすれば，主が生きておられる
ように確かに，あなたがたは救われるであろう。」
（オム
ナイ 1：26 ）救い主の福音に完全に浸り，福音を十分
に吸収することは，再び生まれる過程において不可欠
の手順です。
L・トム・ペリー「信仰箇条に含まれている教義と原
則」
『リアホナ』2013 年 11 月号，46 ー 48 から抜粋
その教師が語った言葉の力は，わたしにとって霊感の
源となっています。なぜなら，彼女は福音研究につい
て強調したからです。聖文によって真理の基準を知る
ようになり，それによってわたしたちは，自分が得る知
識は真実か，それとも偽りかを判断することができる
のです。真実の教義は，すべての真理の源であり基で
あられる神から来ます。真実の教義の教えと概念は，
主なる救い主の福音の中に見いだされます。。偽りの
教義は，あらゆる偽りの父であるサタンから来ます。

精選されたリソース
サタンの望みは，啓示された真理を曲解し，また全体
的にあるいは部分的にそれを変えることです。天の家
に戻る旅路で道を見失う者が出るように，サタンはわ
たしたちを欺きたいと思っているのです。
聖文は偽りの教えを避ける方法を教えています。例え
ば，テモテにあてたパウロの手紙にはこう述べられて
います。
「聖書は，すべて神の霊感を受けて書かれたもので
あって，人を教え，戒め，正しくし，義に導くのに有益
である。

それによって，神の人が，あらゆる良いわざに対して十
分な準備ができて，完全にととのえられた者になるの
である。」
（ 2 テモテ 3：16 － 17 ）
携 帯電 話に電池が必要であるように，教会にはこの
教義が必要です。携帯電話は電池を取り外すと役立
たなくなります。同様に，真実の教義が教えられない
教会は役立ちません。天の御父のみもとと永遠の家
庭に帰るようにわたしたちを導くことができないので
す。
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10 月―さらにキリストのようになる

ほかの人がさらにキリストのような
人になるのを助けるため，どのよう
に聖文を使うことができるでしょう
か
イエス・キリストは最良の教師であられます。イエスは福音を教えるために聖文
をお使いになりました。末日聖徒の預言者たちは，福音をほかの人に教える際，
聖文と生ける預言者の言葉に代わるものはないと教えています。聖文から教える
には，わたしたち自身が聖文を学ぶ必要があります。それから聖典からの話や例
を分かち合い，教える相手が聖文を自分たちに当てはめるのを助けることができ
ます。

霊的に備える
福音の原則を教える際，あ
なたが最近用いた聖文はど
れでしょうか。聖文を研 究
することは，あなたがより良
い教師になるうえでとのよう
な助けとなりましたか。 教
える際，あなたはどのように
聖文を用いていますか。
青 少 年 にとって最も大 切
な，あるいは関 連のある聖
典 の 物 語 や 聖 文はどれで
しょうか。青少年が教える
際に聖文を使うことはなぜ
大切でしょうか。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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よく祈りながら，以下の聖文とリソースを研究してください。教える際に聖文を使
いたいという気持ちを青少年に起こさせてくれるものはどれでしょうか。
マタイ 12：1 － 8；13：38 － 41（聖文 「聖 文 から教える」の項，ジェフリー・
を当てはめる救い主の模範）
R・ホランド「教会で教え，学ぶ」
『リア
ホナ』2007 年 6 月号，62 － 65
ルカ 4：17 － 27（聖文を使ってナザレ
の人を教えられるイエス）
「聖文から教える」
『教師，その大いな
る召し』54 － 58
3 ニーファイ 23：1 － 6（聖 文を使っ
てニーファイを教えられるイエス）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• お気に入りの聖文を発表するように
言います。その聖文はなぜ自分にとっ
て大切なのでしょうか。
• ほかの人を教える際に聖 文をお使
いになった救い主の模 範 が 記されて

いる聖文を読むように言います。この
概要に提示されている聖文や，あなた
が知っている聖文などを使うとよいで
しょう。次のような質問について青少
年と話し合います。「救い主は教える

際なぜ聖文をお使いになったのでしょ
うか。」聖文を用いることにより，教える
相手にどのような影響を与えたでしょう
か。青少年が教える機会にはどのよう

なものがあるでしょうか。青少年は教
える際どのように聖文を用いることがで
きるでしょうか。

ともに学ぶ
以下の活動は，ほかの人がさらに救い主に似た人となる助けとして聖文を用いる
方法を理解するうえで役立つでしょう。御霊の導きに従って，クラスにもっとも適
した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 聖典の中の学習支援資料（例えば，
脚 注や章の前 書き，聖 句ガイドなど ）
を教師として実際に使ってみせましょう
（『教師，その大いなる召し』56 － 57
参照）。聖典の学習支援資料を使って
家 庭の夕べのレッスンを準 備し，ほか
のクラスで学んでいるキリストの属性の
一つについてレッスンをするよう青少年
に言います。可能ならば，準備したこと
を何人かに発表してもらいます。

る」
「個人の経歴を説明する」の項を読
むように言います。聖文について教え
る際にコンテキストを提 供する方法を
見せるために，司令長官モロナイと自由
の旗についての物語を話します。例え
ば，アルマ 46：12 － 13 を読む前に 1
－ 11 節の背景をかいつまんで説明す
るとよいでしょう。背景を理解すること
が，聖文の物語を理解するうえで助けと
なるのはなぜか尋ねます。聖文を一つ
選び，背景や人物の経歴を説明しなが
• よ い サ マ リ ヤ 人（ル カ 10：25 －
らその聖文を教える練習をするように
37 ）や 迷い出た羊（ルカ 15：1 － 7 ）
言います。
などの聖典の物語を使って，キリストの
属性について幼い子供たちを教えるよ • 聖文の中の特定のものを探すよう促
う依 頼されたと想像するように言いま す 方 法をやってみせます。『教 師，そ
す。『わたしの福音を宣べ伝えなさい』 の大いなる召し』の 55 ページの例か
の 180 － 181 ページの指針を使って， ら幾つか選んで使うとよいでしょう。キ
その物語をどのように教えるか計画す リストの属性に関する聖句を見つけて，
るように勧めます。可能であれば，教え その聖句を読みながら，学び手に探し
る練習をする時間を取り，その物語を てもらうとよいことを見つけるように言
子供たちに教える機会を作ります。
います。「探す」アプローチを使って，
割り当てられた聖文をクラスの皆に教
• 『教 師，その 大 いなる召し』54 －
えてもらいます。
55 ページの「コンテキストを提 供 す

福音の学習技術
脚注を使う。この項の最初
の活 動として，青少 年は脚
注 などの 聖 文 学 習 支 援 資
料を使うよう勧められてい
ます。キリストの属性に関
する節を読み，その節の脚
注を研 究し，以下の質問に
答えるように言います。「こ
の脚注は，この節について
さらにどのようなことを教え
てくれているだろうか。」自
分で聖文を研究する際，脚
注を頻繁に参照するよう青
少年に勧めます。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。青少年は，ほかの人がキリス
トのもとに来るのを助けるために聖文を用いる方法を理解しているでしょうか。ど
のような感情や印象があるでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテー
マにもっと時間を費やす方がよいでしょうか。

行動するように勧める
福音の学習や教え方を改善するために，授業で学んだことをどのように用いるこ
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救い主の方法で教える
救い主は，自分で聖文につ
いて考え，自分の疑問に対
する答えを見いだすために
聖文を用いるよう人々に教
えられました。救い主と同
じように教えるよう青少年
を促すにはどうすればよい
でしょうか。
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とができるか青少年に尋ねます。ほかの人を教える際に聖文を用いた経験につい
て，いつかクラスで発表するよう促します。

精選されたリソース
「聖文から教える」
『教師，その大いなる召し』54 －
59 より抜粋
コンテキストを提供する
聖文の状況や背景をコンテキストと呼ぶ。生徒はコン
テキストが分かると，聖文の内容や出来事をさらによ
く理解することができる。
コンテキストを見つけるためには，以下の質問をすると
よい。
・だれが話しているのだろうか。
・だれに向かって話しているのだろうか。
・何について話しているのだろうか。
・何に答えているのだろうか。

預言者ジョセフ・スミスが指摘しているように，放蕩
息子のたとえのコンテキストはたとえの数節前のルカ
15：1 － 2 から始まっている。コンテキストを知る一
つの方法は，勉強している聖句の前後を見ることであ
る。 . . . . . .
また，時には，聖文の背景となる時 代の政治や社会，
経済について勉強するのも役に立つ。例えば，教義と
聖約 121 章と 122 章にある主の慰めと約束について
理解するには，当時のミズーリにおける聖徒たちの苦
難と，預言者ジョセフ・スミスたちがリバティーの監
獄で苦しみに耐えていた様子を知ると助けになる。パ
ウロの手紙についての理解を深めるには，パウロの旅
した地域の様子や手紙を出した支部の状況について
の基本的な知識が役立つ。聖句ガイドは聖句のこう
した背景情報を得るのに最適な資料である。

コンテキストを説明するときは，目的を見失わないよう
にすることが大切である。つまり，特定の聖句をより
例えば，ルカ 15：11 － 32 には救い主が 語られた放 よく理解するための補足にすぎないということである。
蕩息子のたとえがある。預言者ジョセフ・スミスは， 歴史や政治，経済，言語などのコンテキスト説明をレッ
コンテキストを見ることによってこのたとえを理解する スンの中心テーマにしないように注意しなければなら
ない。 . . . . . .
ことができたと述べている。

・なぜこのようなことを言っているのだろうか。

「わたしは聖文を理 解するための鍵を持っています。 個人の経歴を説明する
わたしは，その答えを導き出した問いは何であった
聖文の中の個人の生活を研究すると，福音の原則が
か，またイエスがそのたとえを用いられたのはなぜか
長い時間の流れの中で働いているのが分かることが
を考えることにしています。 . . . . . . イエスが人々に
よくある。例えば，モルモン書のゼーズロムの 物 語
教えを与えておられたとき，取税 人や罪人たちが皆，
を始めから終わりまで読むと，人は悔い改めた後，義
イエスの話を聞こうとして近寄って来ました。『する
にかなって主に仕えることが 分 かる。聖句ガイドの
とパリサイ人や律 法学者たちがつぶやいて，
「この人
「ゼーズロム」の項にある聖句を読めば，ゼーズロムの
は罪人たちを迎えて一 緒に食事をしている」と言っ
教会への攻撃から改心，そして最後には宣教師や福
た。』ここに放蕩息子のたとえを解く鍵の言葉があり
音の教師として雄々しく奉仕した姿をたどることがで
ます。このたとえは，過ちを問いただしあら探しをして
きる。このように，個人の経歴から示唆を受ける例と
いたサドカイ人やパリサイ人が『偉大だと称している
しては，ルツ，ダビデ王，サムエル，エステル，使徒パウ
この人は取税人や罪人たちと食事をしているとはいっ
ロ，父アルマ，ベニヤミン王，息子アルマ，コリアントン，
たいどういうことか』と言ってつぶやき，質問した事柄
モルモン，モロナイが挙げられる。
に 対 する 答えで す。」
（ Teachings of the Prophet
Joseph Smith, ジョセフ・フィールディング・スミス
選〔 1976 年〕，276 － 277 ）
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教えるとき，どのように質問を効果
的に使うことができるでしょうか
偉大な教師であられたイエス・キリストは，ご自分が教えられる原則を深く考え，
実践するように人々を促すため，しばしば質問をされました。彼の質問は人々を
熟考，自己反省そして献身へと駆り立てました。教える相手を助けるために，その
人たちが福音の原則について考え，話し合い，実践する助けとなる質問をする方
法を身に付けるとよいでしょう。

霊的に備える
ほかの人が福音について深
く考え，実践する助けとして
質問を用いる効果的な教師
を見たことがあれ ば，その
教師はどのように質問を用
いていたでしょうか。あな
たは教える際どのように質
問を用いますか。

以下の聖句とリソースをよく祈りながら研究してください。あなたが教える青少年
の霊を鼓舞するのはどれでしょうか。

より良い教師となるために，
青少年は質問することにつ
いてどのようなことを理解す
る必要があるでしょうか。

マタイ 16：24 － 26（さらに深く考える
よう促す質問をされる救い主。）

マタイ 7：7 － 11（わたしたちが 祈りの
原則を実践できるよう質問される救い
主。）

ディーター・F・ウークトドルフ「憐 れ
み深い人々は憐れみを受ける」
『リアホ
ナ』2012 年 5 月号，70 － 76

マタイ 16：13 － 17（証をするようペテ 「質問を交えた教え方」
『教師，その大
ロを招くために質問される救い主。）
いなる召し』68 － 70
ビデオ ―
「現 在のことをありのまま
に」

アルマ 5：14 － 30（ニーファイの民を
教えるために質問を用いるアルマ。）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• その週に経験したことの中から，キ
リストの属性について学んでいる事柄
に対する理解を深めてくれた出来事を
発表するように言います。
教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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• レッスンの少なくとも 1 週間前まで
に，教師が尋ねる質問をメモに取るよ

う青少年に依 頼しておきます（セミナ
リーや学 校，教会のレッスンなどで）。
教師が質問を用いる様々な方法につい
て話し合うように言います。どのような
方法が効果的でしたか。質問すること
が教えることの重要な一部であるのは
なぜでしょうか。

ともに学ぶ
以下の活動は，人を教える際に質問を効果的に使う方法を青少年が理解するうえ
で役立つでしょう。御霊の導きに従って，クラスにもっとも適した活動を一つ，ま
たは幾つか選んでください。
• それぞれの青少年に，このアウトラ （ 115 － 123 ページ）に記されている
インに掲載されている聖文の一つを読 キリストの属性から一つを選んで，その
んでもらい，その聖文の中で救い主が 属性についてだれかに教える際に問い
問いかけられた質問を探すように言い かけるとよい質問を書く時間を取りま
ます。救い主はなぜそれらの質問をさ す。考えた質問をホワイトボードに書く
れたのでしょうか。それらの状況の中 ように言います。
で救い主が質問をされなかったとした
• アルマ 5：14 － 30を読むか，ビデ
ら，それらの教える機会にどのような違
オ「現在のことをありのままに」を見る
いが生じていたでしょうか。人を教える
か，またはディーター・F・ウークトドル
うえで質問が効果的なのはなぜでしょ
フ管長の説教「憐れみ深い人々は憐れ
うか。どのような場面で教える機会が
みを受ける」を復習するように言いま
訪れるか考えるように言います（例え
す。アルマやベドナー長老，ウークトド
ば，ホームティーチング，聖 餐 会の話，
ルフ管長が教える際に用いる質問を書
家 庭の夕べ，日常の場面など ）。これ
き出すように言います。これらの質問
らの状況でより良く教えるうえで，質問
はわたしたちが学ぶうえでどのような助
することはどのように役 立つでしょう
けとなりますか。次回お話を依 頼され
か。
たときにどのように質問を用いたらよい
• クラスを幾 つか のグル ープに分け か考えるように勧めます。
て，それぞれのグループに，
『教 師，そ
• 『教師，その大いなる召し』70 ペー
の大いなる召し』68 － 69 の「質問の
ジの「質問の独創的な活用法」のいず
準備に関する一般的な指針」の項に挙
れか，または自分で考えた方法を青少
げられている質問の種類の一つについ
年にやって見せてください。（この課の
て読むよう割り当てます。自分たちが
テーマ，
「さらにキリストのようになる」
学んだ質 問の種 類についてほかの生
に関する質 問を使うとよいでしょう。）
徒に教え，この種の質問を使うのに適
質問を投げかけるために行ったことを
切なときについて説明する準備をする
探し，ホワイトボードにそれらのアイデ
よう各グループに言います。自分がこ
アを書くように言います。質問を用い
の種の質問をしたときのことについて
るその他の独創的な方法を考え，二人
考えて発 表するように言います。すべ
一組で，または小グループでそれを使
てのグループが学んだことを発 表した
う練習をするように勧めます。
ら，
『わたしの福音を宣べ伝えなさい』

教師へのヒント
「聖典と末日の預言者の教
えから答えを見つけさせる
ような 質 問 をする。」
（『教
師，そ の 大 い な る 召 し』
62 ）

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。青少年は，教えるときに質
問を用いる方法を理解しているでしょうか。どのような感情や印象がありますか。
ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やす方がよいでしょう
か。
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救い主の方法で教える
救 い主は 御自身 が 教 える
人々に，深く考え感じさせる
質問をされました。主の愛
のゆえに，彼らは安心して自
分の考えや個人的な気持ち
を分かち合いました。クラ
スの中で，青少年が気軽に
質問に答えられる雰囲気を
作り出すにはどうすればよ
いでしょうか。
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行動するように勧める
今日学んだことに基づき行うよう促しを受けたのはどのようなことでしょうか。そ
の気持ちに従って行動するよう励まします。彼らをフォローアップする方法を考え
てください。

精選されたリソース
ディーター・F・ウークトドルフ「憐み深い人たちは憐 神の愛を心に満たしましょう。
みを受ける」
『リアホナ』2012 年 5 月号，70 － 77 よ
「だれに対しても . . . . . . 善を行」いましょう。〔ガラ
り抜粋
テヤ 6：10〕
愛する兄弟姉妹，自己診断テストとして次の質問につ
いて考えてみてください。
あなたは，だれかに悪意を持っていませんか。
あなたの言 葉はたとえ真実だとしても，うわさ話に
なっていませんか。
人がした何かを理由に，その人を無視し，遠ざけ，邪
険にしていませんか。
だれかをひそかにねたんでいませんか。
だれかを傷つけたいと思っていませんか。

救い主はこのように約 束されました。「与えよ。 そ
うすれ ば，自分にも与えられるであろう。 人々はお

し入 れ，ゆすり入 れ，あふ れ 出るまでに量をよくし
て . . . . . .くれるであろう。あなたがたの量るその
量りで，自分にも量りかえされるであろうから。」
〔ルカ
6：38〕

この約束は，後ろ向きの態度をやめて，常に人を思い
やり，赦し，愛するために払う努力に十分見合うのでは
ないでしょうか。
イエス・キリストの弟子として，善をもって悪に報いる
ようにしましょう。〔マタイ 5：39 － 41 参照〕報復を
求めず，怒りに負かされないようにしましょう。

これらの質問のどれかに「はい」と答えた場合は，前
に述べた簡潔な教えに従ってください。つまりこうで
「『主が言われる。復讐はわたしのすることである。わ
す。やめなさい！
たし自身が報復する』と書いてあるからである。
非難と不親切の世界では，石を集めて投げることは容
『もしあなたの敵が飢えるなら，彼に食わせ，
易です。しかし，そうする前に，わたしたちの主であり むしろ，
かわくなら，
彼に飲ませなさい。 . . . . . . 』
模範である御方の言葉を思い出しましょう。「あなた
がたの中で罪のない者が，まず. . . . . . 石を投げつ
けるがよい。」
〔ヨハネ 8：7〕
兄弟姉妹，石を置きましょう。
親切になりましょう。
赦しましょう。
穏やかに語り合いましょう。

悪に負けてはいけない。かえって，善をもって悪に勝
ちなさい。」
〔ローマ 12：19 － 21〕
覚えておいてください。結局，憐れみを受けるのは憐
れみ深い人たちなのです。〔マタイ 5：7 参照〕
末日聖徒イエス・キリストの教会の会員として，どこに
いようとも，
「互に愛し合う」民として知られるようにな
ろうではありませんか。〔ヨハネ 13：35〕
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救い主の模範から，福音を学ぶこ
とについてどのようなことが分かる
でしょうか
何事においてもそうですが，福音を学ぶことについてもイエス・キリストは最良の
模範です。イエスは御父に対して完全に従順であったため，
「ますます知恵が加
わり，背たけも伸び，そして神と人から愛され」
（ルカ 2：52 ）ました。救い主が
「恵みに恵みを加えられた」
（教義と聖約 93：12 ）のと同様に，わたしたちは福音
を学ぶ努力をするうえで，忍耐強く光と知識を神に求める必要があります。

霊的に備える
福音を学習するうえで大 切
なのは，どのようなキリスト
の属性だと思いますか。こ
れらの属 性を育 むことは，
あなたが 福音を学び，教え
るうえでどのような助けと
なってきましたか。

以下の聖句とリソースをよく祈りながら研究してください。あなたが教える青少年
の霊を鼓舞するのはどれでしょうか。

救い主についてどのようなこ
とを青少 年が 理 解すると，
さらに福音を学ぶうえで助
けとなるでしょうか。

1 コリント 2：14（生まれながらの人は
霊につけることを受けられない）

ルカ 2：40 － 52（少年イエス・キリス
トの知恵と霊性は成長した）
ヨハネ 5：30（イエス・キリストは常に
御父の御心を求められた）

教 義と聖 約 1：26 － 28；112：10（主
は意 欲と謙 遜さがある人を教えてくだ
さる）

教義と聖約 93：11 ー 20（救い主のよ
うにわたしたちも恵みに恵みを加えら
れる）

教 義と聖 約 130：18 － 19（わたした
ちは勤勉と従順により知識と英知を得
る）
リチャード・G・スコット「霊的な知識
を得る」
『聖 徒の道』1994 年 1 月号，
97 － 99
ロバート・R・ストゥーアー「学ぶ力を
持 つ」
『リ ア ホ ナ』2002 年 7 月 号，
34 － 36

関連づける

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 個人学習で救い主について学んでい
ることを発表するように勧めます。さら

に救い主のようになるためにどのような
ことをしているでしょうか。

• イエス・キリストの属性をホワイト
ボードに書き出すように言います（例
は『わたしの 福 音を宣べ伝えなさい』
126 ページを 参 照）。 その属 性 の中
で，福音をさらによく学ぶために助けと

なるものはどれだと思いますか。自分
の答えを説明し，救い主がその属性を
どのように示されたか，例を挙げるよう
に言います。

ともに学ぶ
以下の活動は，さらに福音を学ぶうえでキリストの属性を育むことがどのような助
けとなるかを青少年が理解するうえで役立つでしょう。御霊の導きに従って，クラ
スにもっとも適した活動を一つ，または幾つか選んでください。
• 皆で以下の聖文を一つ以上読みま
す：ルカ 2：40 － 52；ヨハネ 5：30；
教 義と聖 約 93：11 － 20 。 これらの
節の中から，救い主の模範に見られる
良い学び手の特質を探すように言いま
す。見つけたことと，自分が育みたい，
その他の良い学び手の特質を発表する
ように言います。

スコット長老の話から学んだことを発
表するように言います。救い主はどのよ
うにこれらの原則の模範となられたで
しょうか。これらの原則を自分の福音
学習に採り入れる方法を発表するよう
に言います。
• ロバート・R・ストゥーアー長老の説

教「学ぶ力を持つ」を読むように言い
• 次の参照聖句をホワイトボードに書 ます。ストゥーアー長老が 読み手の関
きます：ヨハネ 5：30；教義と聖約 1： 心を引くために用いている聖文の中の
26 － 28；112：10；130：18 － 19 。 例を選ぶように言います。聖典から物
参照聖句を一つ選んで読み，その中か 語を探し（説教の参照聖句を使って），
ら良い学び手の特質を探すように言い それについて詳しく読み，読んだことを
ます。福音を学ぶうえでこれらの特質 クラスで発表するように言います。これ
が大切なのはなぜでしょうか。これら らの物語から，学ぶ力を持つことにつ
の特質を福音を学習する際に実践する いて何を学んだでしょうか。同じような
方法を計画するように言います。
ことが自分の周りで起きたことがあれ
ば，分かち合えることがありますか。自
• リチャード・G・スコット長老の話
分で福音を研究する際，これらの模範
「霊的な知識を得る」に記されている，
にどのように倣うことができるでしょう
霊的な知識を得るための 4 つの原則の
か。
一つについて読むよう生徒に言います。

福音の学習技術
イエス・キリストの属 性を
探す。この項の最初の活動
として，青少 年は聖 文の中
からキリストの属性を探す
よう勧められています。聖
文を読むときには必ずこれ
を行うよう青少年に勧めて
ください。「イエス・キリス
トについてどのようなことが
分かるだろうか」
「さらにイ
エス・キリストのようになる
ために自分の生活をどのよ
うに変える必要があるだろ
うか」と自問するとよいで
しょう。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。青少年は，福音をさらによ
く学ぶうえで，さらにキリストのようになることが助けとなることを理解しているで
しょうか。どのような感情や印象がありますか。ほかに質問はないでしょうか。
このテーマにもっと時間を費やす方がよいでしょうか。
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救い主の方法で教える
救い主は教える相手を愛さ
れました。彼らのために祈
り，常に彼らにお仕えにな
りました。教えている青少
年のために祈り，彼らに仕
えることは，彼らがあなたか
ら愛されていると感じるうえ
でどのような助けとなります
か。 このことは，あなたの
教え方の質にどのような影
響を与えるでしょうか。
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行動するように勧める
今日学んだことに基づき行うよう促しを受けたのはどのようなことでしょうか。そ
の気持ちに従って行動するよう励まします。彼らをフォローアップする方法を考え
てください。

精選されたリソース
リチャード・G・スコット「霊的な知識を得る」
『リア
ホナ』1994 年 1 月号，97 － 99 より抜粋

したがって，全力を傾けられる重要な事柄のみを注意
深く選んで，そこから大 切な真理を学び，実践してい
かなかればなりません。大いに価値のある知識を身
霊的な知識を得るにはへりくだることが不可欠です。
につけるには，計り知れない努力が必要です。霊的な
へりくだるとは素直になることです。へりくだればみた
知識を得ようとするときは，特にそうです。キンボール
まに訓練され，聖典など主からの霊感によるものから
大管長はこう語られました。
教えを受けることができます。個人の成長と理解の種
は，謙遜という肥沃な土で芽を出し，花開くのです。そ 「物 質 的，霊的知 識という宝はともに隠されている。
してその実こそが，この世から永遠にわたってわたし 正しい探求方法でそれを見いだそうと努力しない人の
たちを導く霊的な知識なのです。
目には隠されているのである。 . . . . . . 単に求める
だけの人に霊的な知識は与えられない。祈りだけでも
高慢な人には霊的なことがわからないものです。この
じゅうぶんではない。生涯を通じた忍耐と献身が必
真理についてパウロはこう教えています。
要なのだ。 . . . . . . この知識の宝の中で最も大切な
（「スペンサー・W・キ
「 . . . . . . 神の思いも，神の御霊以外には，知るもの のは，神につける知識である。」
ンボールの教え」pp.
389
－
390
）
はない。
ブリガム・ヤングは，ジョセフ・スミスの話に注意深
く耳を傾け，言葉と模範とみたまによって教えられた
すべてを理解することによって真理を学んでいきまし
た。その結果，幾世代にもわたる人々が祝福を受けま
した。ブリガム・ヤングはさらに真理を学び，ジョセ
価値ある知識を得，それを生かしていくには個人的に フから個人的に教わったことよりはるかに多くのこと
多大な努力が必要となりますから，人生の魅惑に満ち を人々と分かち合いました。彼の模範に従おうではあ
たさまざまな事柄を全部試してみることはできません。 りませんか。
生まれながらの人は，神の御霊の賜物を受け入れな
い。それは彼には愚かなものだからである。また，御
霊によって判断されるべきであるから，彼はそれを理
解することができない。」
（ 1 コリント 2：11 ，14 ）
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単元の概要

11 月―霊的 ・ 物質的な自立

「人は自らの内に力があり，それによって自ら選択し行動する者だからである。」
（教義と聖
約 58：28）
この単元のアウトラインは，青少年が霊的に自立するために必要なスキルを身につけるう
えで役に立つでしょう。また，物質的に自立するとはどういう意味かも学びます。彼らが
日々直面する誘惑を克服するためには，自分の証を持つ必要があります。いつまでも人の
証に頼ることはできないからです。あなたは，彼らが福音に関する疑問に答えを見つけ，
真理について証を得る方法を学べるよう助けることができます。自立するにつれ，彼らは
より良く備えられ，必要を抱えた人々に手を差し伸べて仕えるようになるでしょう。

今月は以下のアウトラインから選んでください。
霊的に自立できるようになるにはどうすればよいでしょうか
福音に関する疑問に答えを見つけるにはどうすればよいでしょうか
どうすれば自分の意志で決断できるようになるでしょうか
目標を立てることは自立にどのように役立ちますか
経済的に自立するためにどのように備えることができますか

この単元をオンラインで見るには， lds.org/youth/learnにアクセスしてください。
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11 月―霊的 ・ 物質的な自立

霊的に自立できるようになるには
どうすればよいでしょうか
霊的自立はわたしたちの永遠の福利にとって欠かすことができないものです。霊
的に自立しているとき，わたしたちは人の証に頼りません。そして，日々祈り，聖文
を研究し，イエス・キリストを信じる信仰を働かせることを通して，霊的な経験が
できるように求めます。自分自身の困難な問題を解決するために天父に頼り，助
けを求めます。また，霊的な必要を抱えている人を強めることもできます。

霊的に備える
霊的にもっと自立するため
に，あなたはどんなことをし
ましたか。霊的に自立する
ことにより，どのような祝福
を受けましたか。
霊 的自立を進めるために，
青少年はどのようなことが
できるでしょうか。霊的に
もっと自立することは，彼ら
にどのような利益をもたら
すでしょうか。

祈りの気持ちで，以下の聖句とその他のリソースを研究してください。青少年が霊
的自立の大切さを理解するうえで役に立つのはどれでしょうか。
マタイ 25：1 － 13（ 10 人のおとめのた
とえ ）
モルモン 9：27（自分の救いを達成し
なければならない）
モロナイ 10：3 － 5（自分で真 理を知
ることができる）
教義と聖約 58：26 － 28（自ら選択し
て義を行わなければならない）
教 義と聖 約 130：18 － 19（精 励と従
順は知識と英知を得るうえで助けにな
る）

ディーター・F・ウークトドルフ「個人の
証 がもつ力」
『リアホナ』2006 年 11
月号，37 － 39
ロバート ・D ・ ヘイルズ「本心に立ち
返る ― 聖 餐， 神殿， 奉 仕による犠
牲」
『リア ホ ナ』2012 年 5 月 号，34
－ 36
デ ビッド・A・べドナ ー「主に帰 依 す
る」
『リアホナ』2012 年 11 月号，106
－ 109
ビデオ ―
「思慮深いおとめたち」
（ダ
ウンロードできません）
；教義と聖約／
教会歴史 DVD プレゼンテーションも
参照

関連づける

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 最近，日曜学校で学んでいることを
個人の福音学習に当てはめて実践した

ことがあったら，それを分かち合うよう
勧めます。
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• 生徒の一人に，このレッスンの初め
の段落を読んでもらいます。ほかの青
少年はそれを聞きながら，
「霊的自立と
は何か」という質問の答えを見つけるよ

うに励まします。数 分 時間を与え，そ
の間に質問の答えを書いて，それをみ
んなと分かち合ってもらいます。

一緒に学ぶ
福音の学習技術
要約する。この項の最初の
活 動 で，青 少 年 は 総 大 会
の説教を読んで短くまとめ
るように勧められています。
それはお話の教えをしっか
りと理 解する助けになるで
しょう。彼らはまた，その教
えを生活に当てはめるよう
に勧められています。次の
ように自問するとよいでしょ
う。「主はこのお話 から何
を学ぶように望んでおられ
るのだろうか。」総大会のお
話を研 究するときは，いつ
も同じようにするように青
少年を励ましてください。

以下の活動は，青少年が霊的にもっと自立する方法を学ぶうえで役立つでしょう。
御霊の導きに従って，あなたのクラスに役立つ活動を一つ，あるいは幾つか選ん
でください。
• 青少 年に，ロバート・D・ヘイルズ
長老の説 教「本 心に立ち返る ― 聖
餐， 神 殿， 奉 仕による犠 牲」の 最初
の 6 段 落を読んで，内容を 2 ，3 の文
に短くまとめてもらいます。「霊的な望
み」という言葉について，どのように思
うでしょうか。自分の霊的な望みにつ
いて深く考えるように勧めます。ヘイル
ズ長老の説 教の第 5 段 落にある 3 つ
の質 問から一つを選 んでもらいます。
質問の答えをクラスの青少年と分かち
合うように励まします。

しょうか。青少年にどのように福音が
真実であるという証を得たのか分かち
合うように勧めます。証があるためにあ
なたが受けてきた祝福について証して
ください。この話し合いの一部として，
トーマス・S・モンソン大 管 長 の 次の
言葉を分かち合うこともできます。「間
違った方向へ引き込むあらゆる力，間
違った道を進むよう誘惑するあらゆる
声に抵抗する強さを持つために，わた
したちは個人の証を持つ必要がありま
す。 12 歳であれ，112 歳であれ，ある
いはその間の何歳であれ，皆さんはイ
• 青少年一人一人に，このアウトライン
エス・キリストの福音は真実であること
で提案されている聖句の一つを読むよ
を自分で知ることができます。」
（「一人
うに勧めます。聖句を読む時間を与え
でも気高く立ち」
『リアホナ』2011 年
てから，二人一組になって，互いに次の
11 月号，62 ）青少年は霊的に自立す
ようにインタビューし合ってもらいます。
るためにどのようなことができるでしょ
「読んだ聖句にはどんなことが書いてあ
うか。
りましたか。」
「これらの聖句から，霊的
な自立についてどんなことを学びました • 青少 年 に，マタイ 25：1 － 13 を読
か。」
「読んだ聖句に触 発されて，どん むか，ビデオ「思慮深いおとめたち」を
なことを実践しようと思っていますか。」 見るように言います。このたとえから，
クラスのほかの青少年をインタビューす 彼らは霊的自立について何を学んだで
る機会を与えます。
しょうか。この話し合いの一部として，
デビッド・A・べドナー長老の説教「主
• 青少年に，ディーター・F・ウークト
に帰 依 する」の中から「証，改 心，10
ドルフ管長の説教「個人の証がもつ力」
人のおとめのたとえ」の項を読んでもら
から「どうすれば証を得られるでしょう
います。青少年は，自分のランプの油
か？」という項を読むように言います。
を増すために何ができるでしょうか。
なぜ自分の証を持つことが大切なので
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どうすれば霊的に自立でき
るか理解できたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと
時間を費やした方がよいでしょうか。
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救い主の方法で教える

行動するように勧める
今日学んだことを通して，どんなことを実践しようと心に感じたか尋ねます。その
気持ちに従って行動するよう励まします。フォローアップする方法をよく考えてく
ださい。

救い主はその弟子を信頼し
て備え，彼らに人を教え，祝
福して，仕えるという重要な
責任をお与えになりました。
学んだことを人に教えるこ
とが できるように，青少 年
をどのように備えたらよいで
しょうか。
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精選されたリソース
ロバート・D・ヘイルズ「本心に立ち返る― 聖餐，神 これらの祝福は，天の御父のすべての子供たちに権
殿，奉 仕 による 犠 牲」
『リアホナ』2012 年 5 月号， 利として属するものです。喜びと幸せにあふれる生活
34 － 36 から抜粋
を含むこれらの祝福を望むことは，わたしたち一人一
人に対する御父の計画の最も重要な部分を成してい
救い主は弟子たちに，裕福な父 親のもとを離れて遠
ます。預言者アルマはこう教えました。「たとえ信じよ
い所へ行き，財産を使い果たした息子の話をされまし
うとする望みを持つだけでもよい。 . . . . . . その望
た。飢饉が起こったとき，その青年は豚を飼う卑しい
みを育ててゆけ。」
〔アルマ 32：27〕
仕事に就きました。ひどく空腹で家畜のえさを食べた
いと思うほどでした。
霊的な望みが大きくなるにつれて，霊的に自立してい
きます。では，救い主に従い，福音に添って生活した
家を離れ，自分の望んでいた状態に及びもつかない
いという望みを周りの人，自分，家族が強めるにはどう
貧窮の中，青年は彼の人生に永遠にわたり大きく影響
すればよいでしょうか。悔い改めてふさわしくなり最
するような出来事を経験しました。救い主によれば，
後まで堪え忍びたいという望みを，どうすれば強めら
「彼は本心に立ち返っ〔た〕」のです。〔ルカ 15：17〕
れるでしょうか。青少年やヤングアダルトが改心し，
自分が何者かを思い起こし，逃してきたものに気づい
「主なるキリストの贖罪により，
〔真の〕聖徒とな〔る〕」
た息子は，父の家で存分に得られる恩恵を願い求め
までこれらの望みを育てるために，どのような助けが
始めたのでした。
できるでしょうか。〔モーサヤ 3：19〕
生涯を通して，たとえ暗黒，困難，悲しみ，罪の中に
あっても，わたしたちは思いやりのある天の御父のまこ
との息子娘であり，御父に愛されていること，また，御
父しかお授けになれない神聖な祝福を熱望しているこ
とを聖霊が思い出させてくださることがあります。そ
のようなときにわたしたちは，本心に立ち返り救い主
の愛という光の中に戻る努力をする必要があります。
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わたしたちはよく祈って聖 約を守るとき，改心し，霊
的に自立します。聖約を守るとはすなわち，ふさわし
く聖餐を受け，神殿 推薦状を持つにふさわしくあり，
人々に奉仕するために犠牲を払うのです。

11 月―霊的 ・ 物質的な自立

福音に関する疑問に答えを見つけ
るにはどうすればよいでしょうか
霊的自立には，福音に関する疑問に答えを見つける方法を学ぶことが含まれます。
啓示は多くの場合，わたしたちが心から知りたいと思う疑問の答えを熱心に求め，
次のように言われた主の言葉を信じるときに与えられます。「求めよ，そうすれば，
与えられるであろう。捜せ，そうすれば，見いだすであろう。門をたたけ，そうす
れば，あけてもらえるであろう。」
（マタイ 7：7 ）祈り，聖文と生ける預言者の言葉
を研究して，聖霊の導きを求めるとき，わたしたちは福音に関する疑問に答えを見
いだすことができます。

霊的に備える
疑問の答えを見つけようとす
ることは，あなたの福音 学
習でどのような役割を果た
してきましたか。あなたは
どのようにして自分の疑問
に答えを見つけましたか。
青少年はこれまで福音に関
して，どのような疑問を抱い
たことがあったでしょうか。
青少年が福音に関する疑問
の答えを見いだせるように，
どのように励ますことが で
きるでしょうか。

祈りの気持ちで，以下の聖句やリソースを研究してください。青少年が自分の抱え
る福音に関する疑問に答えを見いだすよう，霊感を与えるのはどれでしょうか。
1 ニーファイ 15：2 － 11（レーマンとレ
ムエルは自らの疑問について主に尋ね
ようとしなかった）
ア ル マ 40：1 － 12； エテル 2：18 －
23；ジョセフ・スミス― 歴史 1：10 －
18（自らの疑問に答えを求めた人々の
事例）
教義と聖約 6：14 － 15（主に尋ねると
き，御霊がわたしたちの思いを照らして
くださる）
教義と聖約 9：8 － 9（疑問があるとき
は，心の中でよく思い計り，その後，そ

れが正しいかどうか主に尋ねるべきで
ある）
ジェフリー・R・ホランド「主よ，信じま
す」
『リアホナ』2013 年 5 月号，93 －
95
ディーター・F・ウークトドルフ「水に
映る影」ヤングアダルトのための CES
ディボーショナル，2009 年 11 月 1 日；
説教のビデオも参照
「モルモン書は人生の問題に答えてくれ
る」
『わたしの福音を宣べ伝えなさい』
107 － 108

関連づける

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 青少年に，ある状況（個人学習，家
庭の夕べ，セミナリーなど ）で学んだこ

とが，別な状況で学んだことを理 解す
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るのに役立った経験があれば分かち合
うように勧めます。
• 人が人生または宗教についてよくす
る質問のリストを作ってもらいます（例
が必要であれは，
『わたしの福音を宣べ
伝えなさい』の 107 ページを参照しま
す）。質問があるとき，主はわたしたち

にどうするように望んでおられるでしょ
うか。クラス全員に，レッスンの間中，
それらの質問について考えるよう励ま
します。レッスン中はそれらの質問に
答えるのにあまり時間を使わず，むしろ
青少年が自分で答えを探すのに役立つ
原則を教えることに焦点を当ててくださ
い。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
あらかじめ一人の生徒に連
絡し，レッスンを全部，ある
いは部分的に教えるよう依
頼してもよいでしょう。学習
の概要を使って教える準備
をするよう，青少年を励まし
ます。

以下の活動は，青少年が自分の抱いている福音に関する疑問に対する答えを見つ
ける方法を学ぶのに役立つでしょう。御霊の導きに従って，あなたのクラスに最
も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 青少年に，次の聖句を読んでもらい
ます。マタイ 7：7；教義と聖約 6：14
－ 15； 9：7 － 9 。全員でこれらの聖
句が質問をし，答えを受けることについ
て教えている原則のリストを作ります。
主がわたしたちの質問に必ずしも完全
に，あるいはすぐに答えてくださらな
いのはなぜでしょうか。福音に関して
疑問を抱き，答えを受けたあなた自身
の経 験を話してもよいでしょう。青少
年に同じような経験があったら分かち
合ってもらいます。
• 聖文の登場人物の中で，質問をする
ことによって啓示を受けた人を考えても
らいます（必要なら，このアウトライン
で提案されている聖句を参照すること
ができます）。生徒に，聖文に出てくる
このような人物について読み，彼らがど
のような質問をし，その質問の答えをど
のように探し，どのような答えを受けた
かを見つけるように言います。学んだこ
とをみんなと分かち合ってもらいます。
このような経験から，質問することにつ
いてどんな原則を学ぶことができるで
しょうか。青少年はそれらの原則を，ど
のように自分の疑問に当てはめること
ができるでしょうか。
• クラスの一人に，マルコ 9：14 － 27
にある物語について話す準備をしてき
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てもらうか，クラス全員で物語を読みま
す。クラスを 3 つのグループに分け，各
グループにジェフリー・R・ホランド長
老 の 説 教「主よ，信じます」にある 3
つの観 察から一つずつ割り当てます。
彼ら，あるいは知人が 福音について質
問または疑いを抱いたときに，ホランド
長老の観 察をどのように役立てること
ができるでしょうか。
• ホワイトボードに次の質問を書きま
す。「なぜ主は，わたしたちが質問する
民になるよう望んでおられるのだろう
か。」福音に関して疑問を持つことと，
福音の真実性を疑うことにはどのよう
な違いがあるでしょうか。これらの質
問の答えをディーター・F・ウークトド
ルフ管長の説 教「水に映る影」の「真
実だろうか？」という題の項から見つけ
るように勧めます。ウークトドルフ管長
の説教のこの項から，ほかにどんなこと
を学んだでしょうか。
• クラス全体で，
『わたしの福音を宣べ
伝えなさい』にある「モルモン書は人
生の問題に答えてくれる」の最初の 4
段落を読みます。生徒一人一人に，挙
げられている質問の中から，自分あるい
は知人が疑問に思ったものを一つ選ぶ
ように言います。クラスの間に，青少年
が選んだ質問にあるモルモン書からの

聖句を読む時間を与えます。見つけた
答えを分かち合い，どのようにモルモン
書を使えば，同じような疑問を抱いて

いる人が答えを見つける助けができる
か説明してもらいます。

上の活動の一つを終えた後，クラスの初めに書いた質問をもう一度読むよう勧め
ます。彼らが質問に対する答えをみつけるための方法を計画する機会を与えてく
ださい。できれば時間を与えて，答えを聖文，生ける預言者の言葉，
『若人の強さ
のために 』やその他の教会のリソースから探し始めてもらいましょう。
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。福音に関する疑問の答え
を見つける方法を理解しているでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。この
テーマにもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

救い主の方法で教える
救い主は，御自身が教えた
人々を励まし，彼らが 聖 文
についてよく考え，それを
使って疑問に対する答えを
見いだすように励まされま
した。あなたが教えている
青少年は，福音に関する疑
問に答えを見いだす方法を
学ぶことで，どのように祝福
されるでしょうか。

行動するように勧める
レッスンの間に感じた印象を分かち合うように勧めます。自分が抱いている福音
に関する疑問の答えを見つけるために，彼らはどうするでしょうか。今後のレッス
ンで，気がついたことを分かち合うように励ましてください。
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精選されたリソース
ディーター・F・ウークトドルフ「水に映る影」ヤングア
ダルトのための CES ファイヤサイド，2009 年 11 月 1
日より抜粋

がただ「キリストを信じながら，誠心誠意」
（モロナイ
10：4 ）尋ねることだけを求めておられます。そうす
るとき，すべてのことの真理が「聖霊の力によって」明
らかにされます（モロナイ 10：5 ）。

さて，次は疑問や質問についてです。どのようにすれ
ば，福音が真実であることが分かるでしょうか。教会 恐れずに尋ねてください。好 奇心を持ってください。
や教義について疑問を持つことは大丈夫でしょうか。 でも疑わないでください。皆さんが受けてきた信仰と
愛する若い友の皆さん，わたしたちは尋ね求める民で 光に常にしっかりとつかまってください。現世では不
す。尋ねることは真理につながることを知っているか 完全な視野を持っているので，現時点ですべてのこと
らです。そもそも教会は，疑問について尋ねた若い男 を理解できるわけではありません。実のところ，すべ
性によって始まりました。実際，疑問について尋ねる てのつじつまが合うとしたら，それこそ人の思いつきの
ことなく真理を発見できるものでしょうか。聖典の中 表れと言えます。神がこのように言われたことを思い
にも，質問の答えとして与えられたのではない啓示は， 出してください。
あまりありません。疑問が浮かんで答えが分からない
「わが思いは，あなたがたの思いとは異なり，わが道
と，ジョセフ・スミスは主のもとへ行きました。その成
は，あなたがたの道とは異なっている . . . . . . 。
果が教義と聖約のすばらしい啓示の数々です。ジョセ
フ・スミスが受けた知識が元の質問をはるかに超え 天が地よりも高いように，わが道は，あなたがたの道
ていたこともよくありました。主はわたしたちの尋ねる よりも高く，わが思いは，あなたがたの思いよりも高
質問に答えられるだけでなく，もっと大切なことは，わ い。」
（イザヤ 55：8 － 9 ）
たしたちが尋ねるべきだった質問への答えもくださる
皆さんは現世の目的の一つが，思いや行いにおいて天
のです。それらの答えに耳を傾けましょう。
の御父のようになることであるのを知っています。こ
教会の伝道活動は，誠実な求道者が心からの疑問を の観点から見て，皆さんの疑問の答えを求めることは
尋ねることに基づいています。求めることは証の始ま 神に近づかせてくれ，証を揺るがすどころか強めてく
りです。福音についてまじめな疑問を抱いているため れます。「信仰とは . . . . . . 完全に知ることではな
に恥ずかしいと思ったり，自分はふさわしくないと感じ い」のは真実ですが（アルマ 32：21），福音の原則を
たりする人がいるかもしれませんが，その必要はあり どんな状況であろうと，どこでもいつでも実践しなが
ません。尋ねることは弱さの表れではなく，成長の前 ら信仰を行使するとき，福音の甘い実を味わうでしょ
触れなのです。
う。そしてその実によってそれが真実であることを知
るでしょう（マタイ 7：16 － 20；ヨハネ 7：17；アル
神はわたしたちに，疑問の答えを求めるよう命じられ
マ 32：41 － 43 参照）。
ており（ヤコブの 手 紙 1：5 － 6 参 照），わたしたち

228

11 月―霊的 ・ 物質的な自立

どうすれば自分の意志で決断でき
るようになるでしょうか
自立するには，自分の意志で物事を決められるようになることが大切です。天父
は喜んでわたしたちを導いてくださいますが，するべきことを常に具体的に教えて
くださるわけではありません。御父はわたしたちに選択の自由を与え，わたしたち
が知識と経験と信仰を使って自分の決断を導き出すよう望んでおられるのです。
そのうえで，その決断が正しいかどうか御父の確認を求めることができます。

霊的に備える
あなたがこれまでしてきた
重要な決断にはどのような
ものがありますか。どのよ
うに決断をしましたか。主
はどのようにあなたを助け
られましたか。
青少 年は今，どのような重
要な決断に直面しているで
しょうか。そのような決 断
をするうえで役に立つ福音
の原則にはどのようなもの
があるでしょうか。

祈りの気持ちで，以下の聖句やその他のリソースを研究してください。青少年が
決断することに関する福音の原則を学ぶのに役立つのはどれでしょうか。
アルマ 37：37（主と相談する）
教義と聖約 9：7 － 9（天の御父は，わ
たしたちが心の中で思い計った後に決
断を導いてくださる）
教義と聖約 58：26 － 29（すべてのこ
とを命じられるのは適切ではない；熱
心に善いことに携わらなければならな
い）

ダリン・H・オークス「良いこと，より
良いこと，最も良いこと」
『リアホナ』
2007 年 11 月号，104 － 108
ロバート・D・ヘイルズ「アロン神権者
へ ― 決 意 の 10 年 間 に備える」
『リ
アホナ』2007 年 5 月号，48 － 51
リチャード・G・スコット「祈りという天
与の賜物を用いる」
『リアホナ』2007
年 5 月号，8 － 11

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 青少年に，最 新の世界の出来事か
ら霊的または物質的自立の大切さを示
すものを考えてもらいます。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• クラス全員で教義と聖約 58：26 －
29 を読みます。なぜ主は，わたしたち
に「すべてのことを命じる」のを望まれ
ないのでしょうか。青少年に，今後 10

年間にすることになるかもしれない重
要な決断をホワイトボードに書きだして
もらいます。このレッスンで学んだこと
が，それらを決断するときにどのように
役に立つかについて考えるように勧め
ます。
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一緒に学ぶ
福音の学習技術
深く考える。青少年は，こ
の項の最初の活動で，何か
重要な決断をしなければな
らないときに聖句をどのよ
うに当てはめるか，深く考
えるように勧められました。
深く考える―読んだり聞い
たりしたことについて時 間
をかけて深く考える―こと
は，御霊から印象を受ける
助けになります。深く考える
良い方法の一つは，読んで
いる内容について自問する
ことです。個人で聖文を研
究しているときに，深く考え
る時間を取るよう青少年を
励ましてください。

以下の活動は，青少年が自分の意志で物事を決める方法を理解するのに役立ち
ます。御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選
んでください。
• 青少年に教義と聖約 9：7 － 9 とア ば，良いこと，より良いこと，最も良いこ
ルマ 37：37 を読んでもらい，どうした とを判断することができるでしょうか。
らそれらの聖句にある主の勧告をこれ （オークス長老の次の言葉を読むように
から数年のうちに必要になる大事な決 勧めてもよいでしょう。「わたしたちは，
断に当てはめることができるか，深く考 より良いものや最も良いその他のもの
えてみるように言います。そのような決 を選ぶために，良いことをあきらめる必
断について「主と相談する」とは，どう 要があります。なぜなら，より良いもの
いう意味でしょうか。「心の中で思い測 や最も良いものは，主イエス・キリスト
る」とは，どういう意味でしょうか。青 への信仰をはぐくみ，家族を強めるから
少年に彼らの考えと，何かを決めるとき です。」）ホワイトボードに，
「良いこと」
に主と相談した経験について分かち合 「より良いこと」，そして「最も良いこと」
うよう勧めます。自分の経験と証も分 と見出しを書きます。青少年に，各見
かち合ってください。
出しに当てはまると思われる選択を書
き出すように勧めます（アイデアが必要
• 青少 年に，ロバート・D・ヘイルズ
な場合は，オークス長老の説教の第Ⅳ
長老の説教（「アロン神権者へ ― 決
項を読むように言ってもよいでしょう）。
意の 10 年間に備える」）にあるシミュ
決断を下さなければならないとき，この
レーター訓練を受けなかったパイロッ
活動から学んだことをどのように応用す
トの話から，決断を下すことについてど
ることができるでしょうか。
のようなことを学んだか考えるように言
います。考えを分 かち合ってもらいま • クラスを二つのグループに分けます。
す。青少年全員に，ヘイルズ長老の説 一つのグループに，リチャード・G・ス
教 から「今こそ」で始まる各段 落を一 コット長老の説 教「祈りという天与の
つずつ選び，それを読むように勧めま 賜物を用いる」から「どのように祈るべ
す。それから，ヘイルズ長老が彼らにど きか」という項を，もう一つのグループ
うするように教えているか，そして彼ら に「祈りはどのようにこたえられるか」
が今選ぶことが将来の選択にどのよう という項を読んでもらいます。割り当て
に影響を与えるか，考えを分かち合って られた項の見出しにある質問への答え
もらいます。
を見つけて，それぞれの答えについてグ
ループで話し合うように言います。そ
• クラス全員に，ダリン・H・オークス
れから，決断するときに主の導きを求め
長老の説 教「良いこと，より良いこと，
ることについて，グループで学んだこと
最も良いこと」の第Ⅰ項を読んで，それ
を別のグループと教え合うように勧めて
が決断を下すことについてどのようなこ
ください。自分が 決断する際に，この
とを教えているか，考えを分かち合うよ
勧告をどのように役立てるつもりか，考
うに勧めます。どのような基 準を使え
えを分かち合ってもらいます。
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。自分の意志で物事を決める
方法が理解できたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっ
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と時間を費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める
青少年に，今日学んだことからどのようなことを実践するよう印象を受けたか尋ね
ます。その印象に従って行動するよう励まします。フォローアップできる方法をよ
く考えてください。

救い主の方法で教える
救い主はその教導の業を達
成するために，祈りと断食と
天の御父の助けを求めるこ
とを通して御自身を備えら
れました。教える備えをす
るとき，あなたはどのように
救い主の模範に従うことが
できるでしょうか。
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精選されたリソース
テレビを見たり，ビデオゲームをしたり，インターネッ
トで様々なサイトを閲覧したり，本や雑誌を読んだり
するという選択肢に費やす時間をどのように使ってい
るか考えてみてください。もちろん，健全な娯楽を見
「良いこと」だからというだけでは，行うのに十 分な
たり，興味深い情報を得たりすることは良いことです。
理由にならないという現実を認識することから始めま
しかしそのようなことすべてが，そのために費やす時
しょう。わたしたちにできる良いことの数は，それらを
間に値するわけではありません。それより良いことが
達成するのに必要な時間数をはるかに超えています。
あり，最も良いこともあるのです。主がわたしたちに学
良いこと以上により良いこともあり，わたしたちはそれ
問を求めるよう命じられたとき，
『最良の書物から知恵
らのことに，生活の中で優先的に目を向けるべきなの
の言葉を探し求め . . . . . . なさい』と述べられました
です。
（教義と聖約 88：118 ，強調付加）。
ダリン・H・オークス「良いこと，より良いこと，最も良
いこと」
『リアホナ』2007 年 11 月号，104 － 108 よ
り抜粋

イエスはマルタの家でこの原則を教えられました。マ
ルタが「接待のことで忙しくして心をとりみだし」てい
たとき（ルカ 10：40 ），妹のマリヤは「主の足もとにす
わって，御言葉に聞き入ってい」ました（ 39 節）。妹
が自分だけに接待させているとマルタが不満を口にす
ると，イエスは彼女の労をねぎらい（ 41 節），こうお教
えになりました。「無くてはならぬものは多くはない。
いや，一つだけである。マリヤはその良い方を選んだ
のだ。そしてそれは，彼女から取り去ってはならない
ものである。」
（ 42 節）
「多くのことに心を配って思い
わずらってい〔た〕」マルタは称賛に値しましたが（ 41
節），主から福音を学ぶことは「より無くてはならぬも
の」だったのです。聖文には，あることはほかのことよ
り幸いであると教えられている箇所もあります（使徒
20：35；アルマ 32：14 － 15 参照）。
様々な選択肢を考慮するとき，
「良い」というだけでは
不十分であることを覚えておく必要があります。「より
良い」選択肢もあれば，
「最も良い」選択肢もあるの
です。選択肢の中には，ほかよりも多くの代価を必要
とするものもありますが，そのような選択肢ははるか
に優れた価値があり，最も良い選択となります。
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以下は，良い，より良い，最も良い選 択に関する別の
例です。
天の御父のまことの教会に属し，主の戒めをすべて守
り，義務をすべて果たすことは良いことです。しかし，
これを「最も良いこと」にするためには，愛を持って，
そして傲慢さを捨てて行わなければなりません。すば
らしい賛美歌にあるように「わたしたちの善を兄弟愛
で 飾 り」
〔 America the Beautiful ，Hymns, 338
番〕，わたしたちが影響を与えるすべての人に愛と関心
を示さなくてはなりません。
何十万人もいるホームティーチャーや訪問教師の皆さ
んへ，割り当てられた家族を訪問することは良いこと
ですが，教義や原則を教える短い訪問をすることの方
がより良いことであり，訪問先の人の生活に影響を及
ぼすことは，何よりも最も良いことなのです。同様の
課題は，わたしたちが開く多くの集会にも適用されま
す。集会を開くことは良いことですが，原則を教えるこ
とはより良いことであり，集会の結果，実際に生活を
改善することができるのなら，それは最も良いことな
のです。

11 月―霊的 ・ 物質的な自立

目標を立てることは自立にどのよう
に役立ちますか
有意義な目標を立て，注意深く計画すれば，主がわたしたちに望んでおられる業
を達成しやすくなります。自分で人生の目標を立てることは，自立の大切な一部
です。願ったり，夢見たりするだけでは十分ではありません。モンソン大管長はこ
う教えています。「ただ願うだけではかなえられません。主はわたしたちが考え，
行動し，労力を費やし，証を述べ，献身することを期待しておられます。」
（「救助に
向かう」
『リアホナ』2001 年 7 月号，58 ）祈りの気持ちで計画し，目標の達成に
熱心に取り組むとき，主はわたしたちの努力を大いなるものとして，わたしたちが能
力を十分に発揮できるように助けてくださいます。

霊的に備える
あなたはどのような人 生の
目標を立てたことがありま
すか。その目標を達成する

ために，どんなことをしまし
たか。目標を達成すること
で，どのようにより自立でき
たでしょうか。
あなたの 知 って いる範 囲
で，青少 年はどのような目
標を立てていると思います
か。どうしたら彼らがふさ
わしい目標を立てるように
励ますことができるでしょう
か。

祈りの気持ちで，以下の聖句やその他のリソースを研究してください。青少年が，
自立するには目標を立てるのが大 切であることを学ぶうえで役立つのはどれで
しょうか。
列王紀上 18：21；マタイ 6：24（二人
の主人に仕えることはできない）
ピリピ 3：13 － 14（目標を目ざして努
力し，進むことができる）

ディーター・F・ウークトドルフ「個人の
証が 持 つ力」
『リアホナ』2006 年 11
月号，37 － 39
L・トム・ペリー「バーを上げる」
『リア
ホナ』2007 年 11 月号，46 － 49

2 ニーファイ 32：9（すべてのことに主
の導きを求めなければならない）
「目標の設定方法」
『わたしの福音を宣
べ伝えなさい』
（ 2004 年）146
アルマ 34：32 － 33（現世は神にお会
いする用意をする時期である）
ビデオ ―
「途絶えない記録」
教義と聖約 58：27 － 29（熱心に善い
ことに携わらなければならない）

関連づける

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
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• 学んでいる福音の真 理を裏付ける
経験が最近あったら，それを分かち合
うよう勧めます。

的目標と短 期的目標の両方を選びま
す。どのようにその目標を立て，それを
達成するために何をし，その努力がどの
ように生活を祝福したか，説明します。
• あなた自身の人生の目標を幾つか，
同じような経験があったら分かち合う
青少年と分かち合ってください。長期
ように青少年を励まします。

一緒に学ぶ
教師へのヒント
「小グループによる話し合い
は，興味や集中力が薄れ始
めている生徒を即座に参加
させることができる。」
（『教
師，そ の 大 い な る 召 し』
72 ）

以下の活動は，青少年が個人的な目標の立て方を学ぶことによって自立を強める
のに役立つでしょう。聖霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，ある
いは幾つか選んでください。
• クラスの半分にディーター・F・ウー
クトドルフ管長の英語を学んだ話（「個
人の証がもつ力」より）を読むよう割り
当てます。残りの半分には L・トム・ペ
リー長老の高跳びの練習をした息子の
話（「バーを上げる」より）を割り当て
ます。青少年に，割り当てられたお話
を要約し，目標を立てることについてど
んなことを学んだか，クラスのみんなに
説明してもらいます。自分の生活で似
たような経験をしたことがあったら，そ
れを分かち合うよう勧めます。目標の
設定と達 成をもっと効果的にするうえ
で，それらのお話から学んだことをどの
ように自分の生活に当てはめたらよい
でしょうか。

かの時期における目標設定の大切さに
ついて青少年に話してもらうことを考慮
します。
• 青少年に個人としてこれまで立てた
目標を挙げてもらいます。一 緒に『わ
たしの福音を宣べ伝えなさい』の 146
ページから目標 設 定の指 針を読みま
す。どの指針が，青少年が挙げた目標
の達成に役立つでしょうか。彼らに自
分の目標から一つを選ばせ，その目標
を達成する助けになるよう，それらの指
針を当てはめる方 法を書くように勧め
ます。数人に書いたものを分かち合っ
てもらいます。

• 青少年に教義と聖約 58：27 － 29
を読んで，彼らが「熱心に善いことに携
• 青少 年にどんな目標をもっている
わり」
「義にかなう多くのことを成し遂げ
か，そして目標をもつのがなぜ大 切な
〔る〕」ために役立つと思う目標のリスト
のかを尋ねてください。彼らに『わたし
を作るよう勧めます。彼らに自分のリス
の福音を宣べ伝えなさい』から「目標
トをクラスの一人と分かち合い，その目
の設 定 方 法」
（146 ページ）を読 んで，
標を達成するために現在していること，
目標が大切な理由を探してもらいます。
あるいは将来できることは何か，分かち
その後，見つけたことを分かち合うよう
合うように励まします。このアウトライ
勧めます。ビショップの許可を得て，専
ンで提案されているそのほかの聖句を
任宣教師あるいは最近戻ったばかりの
読むように勧め，そこから目標 設 定に
帰 還宣教師をクラスに招き，伝道の業
関する洞察を得られたら，それを分か
における目標設定の大切さについて説
ち合ってもらいます。
明してもらいます。 今，目標 設 定の大
切さを学ぶことが，より良い宣教師にな • ビデオ「途 絶えない記 録」を見せ，
るのに役立つのはどうしてでしょうか。 数分の時間を与えて，目標の設定と達
ワードのほかの会員を招き，人 生のほ 成についてそのビデオから学んだこと
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を書きだしてもらいます。みんなと考え
を分かち合うように勧めます。タイラー
が，バスケットボールの選手になるとい
う目標を中断してまでも，伝道に出ると
いう目標を追求することを選んだのは
なぜでしょうか。（この話し合いの中
で，列 王 記 上 18：21 およびマタイ 6：

24 を読んでもよいでしょう。）青少年
に今夢中になっていることは何か考え
るように言います。そのことと，もう一
つのふさわしい目標のうち，どちらか一
つを選ばなければならなかったことが
あったでしょうか。タイラーの模範から
どのようなことを学んだでしょうか。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。個人の目標を設定する方法
を理解したでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間
を費やした方がよいでしょうか。

救い主の方法で教える
救 い主は 御自身 が 教 えた
人々を愛されました。彼ら
の 関 心，希 望，願 い，そし
て彼らの生活を御存じでし
た。あなたは自分が教える
青少 年 の 関 心と必 要 を 理
解するために何ができるで
しょうか。それはあなたの
教え方にどのように影 響す
るでしょうか。

行動するように勧める
今日学んだことから，どういう行動をすべきだという印象を抱いたでしょうか。受
けた印象に従うよう励ましてください。フォローアップの方法をよく考えてくださ
い。
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精選されたリソース
「目標の設定方法」
『わたしの福音を宣べ伝えなさい』
146

・ 人に焦点を当てる。統計は重要だが，可能なか
ぎり統計と人々の名前が結びつくようにする。

目標は，心の望みと達成可能なビジョンを反映するも
のです。心の望みは目標と計画を通して行動へと変わ
ります。目標設定と計画は信仰に基づくものです。祈
りをもって，
「すべての国民〔に教え〕，父と子と聖霊と
の名によって，彼らにバプテスマを施し〔なさい〕」と
おっしゃった救い主の戒めと調和した目標を設定して
ください（マタイ 28：19 ）。

・ 具体的かつ現実的でありながらも，自分の能力
を最大限に発揮できるような目標を立てる。

主な指標（キーインディケーター）について，それぞ
れ目標を設定します。個人の成長に対する目標を設
定してもよいでしょう。人々の選択の自由を尊重しな
がら，目標を達成するために全力を尽くしてください。
最終的に成功したかどうかは目標を達成することだけ
でなく，あなたがどのような奉仕を行い，人々がどのよ
うな進歩を遂げたかによっても見極めなければなりま
せん。目標というのは天の御父の子供たちの間に多く
の善いことをもたらすための手段であって，賞賛を受
けるための手段であってはなりません。

・ 日，週，6 週単位で自分の進 歩を測る。目標に
達していなければ，努力した内容を検 討してか
ら，改めて目標を達成する方法を見つける。必要
であれば，目標を修正する。

・ 1 週間の目標，一日の目標を立てる。
・ 個人学習と同僚との勉強会の目標を立てる。も
し外国語を学んでいれば，言語の習得を目標に
含める。

時折，伝道部会長は，あなたのビジョンを広げ，信仰
を増し加えるために，評 価の基準や伝道部の目標を
設けることがあります。ディストリクト，ゾーン，伝道部
で設けられた基準は，あなたが最大限に能力を発揮
し，効果的に働き，さらにすばらしい働きをするために
役立ちます。けれども，これらはあなたと同僚に一定
の目標を押し付けるものではありません。

慎重に検討した目標は方向性を明確にします。そして
一日の大半を，求道者が救い主に対する信仰を強め，
バプテスマと確認を受け，活発な教会員へと進歩する 「はっきりと分かることは，この世において目標を設定
ための活動に費やすことができます。やりがいのある することなく，目標を達成するための知恵を得る方法
目標は，宣教師が 効果的に働き，能力を最大限に発 を学ばないとしたら，やがて年老いて半生を振り返る
揮し成長するうえで役 立ちます。目標を設 定する際 ときに，自分の持つ可能性をごく一部しか使わなかっ
たことに気づくということです。目標設定の原則を学
は，以下の指針に従ってください。
んでいるならば，この世で成し遂げる事柄に大きな違
・ 御霊に従う。
いを生じさせることができます。」
（ M・ラッセル・バ
ラード長老，ソルトレーク地域のヤングアダルトに向け
・ 主な指標（キーインディケーター）に焦点を当て
た話，1981 年 10 月 18 日）
る。
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11 月―霊的 ・ 物質的な自立

経済的に自立するためにどのよう
に備えることができますか
主はわたしたちを祝福して様々なリソースを与え，わたしたちがそれらを賢明に管
理するよう望んでおられます。わたしたちが自活し，人に仕えることができるよう
に，経済的に自立することを望んでおられるのです。そのためには，什分の一と献
金を納め，不必要な負債を避け，予算を立て，収入の範囲内で生活することが必
要です。

霊的に備える
経 済 的 自立 についての 教

会指導者の勧告に従ったこ
とによって，これまでどのよ
うな祝福を受けてきました
か。自立が回復された福音
の中で大切な原則とされて
いるのはなぜだと思います
か。
自分と人を養うことについ
て，青少年はどのようなこと
を学ぶ必要があるでしょう
か。経済的に自立するとい
う勧告に従うことによって，
彼らと将来の家族はどのよ
うな祝 福を受けるでしょう
か。

青少年が経済的な自立の大切さを理解し，賢明な生活に備えるのに役立つ聖文
やリソースにはどのようなものがあるでしょうか。
マラキ 3：10 － 11（什分の一の祝福）

5 月号，7 － 10；ビデオ「賢い養い手
となる」も参照

2 ニーファイ 9：30 ，51； ヤ コブ 2：
13 － 14 ，17 － 19； ア ル マ 1：29 － 「借金」
『真理を守る』91
30；4：6 － 8（富は人を祝福するため
「什分の一と献金」
『若人の強さのため
に用いなければならない）
に 』38 － 39
教 義と聖 約 19：35（主は負債を束 縛
『すべての必 要なものを用意しなさい
に例えられた）
― 財政管理』
（パンフレット）
ロバート・D・ヘイルズ「物心両面で賢
LDS.org の家 庭における財政 管 理の
い養い手となる」
『リアホナ』2009 年
セクション

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。
• 青少年に最近の個人の聖文研究か
ら学んだことを分 かち合うよう勧めま
す。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 道具は使い方によって役に立つこと
も害になることもあると説明します（例 ―

ネズミ取り，金づち，マッチなど。その
うち一つを視 覚教 材として持ってきて
もよいでしょう）。お金を見せ，お金の
使い方についてプラスの面とマイナスの
面を説明してもらいます。ほかの人を
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祝福し主の業を進めるために，お金を
どのように使ったらよいでしょうか。

一緒に学ぶ
福音の学習技術
教義を探す。この項で青少
年は，聖 句を探 求し，主が
お金についてどのようなこと
を教えておられるか学ぶよ
うに勧められています。聖
句を読むとき，聖句が 教え
る 教 義（ま た は 永 遠 の 真
理）を探すように勧めてくだ
さい。「この 聖 句からどの
ような原則を学ぶだろうか」
「これらの原 則は，自分 が
以前考えていたことや習っ
たことと違っているだろう
か」
「毎日の生活で何かを
変えるよう促すものだろう
か」と自分自身に問いかけ
るように励ましてください。
個人で聖文を研究している
ときにも，同じような質問を
するように青少年を励まし
ます。

以下の活動は，青少年が経済的自立の大切さを理解するのに役立つでしょう。聖
霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでくださ
い。
• ロバート・D・ヘイルズ長老の次の
言葉をホワイトボードに書きます。「最
も愛情深い言葉は，
『愛しています』で
あり，愛 する人たちへの最も思いやり
のこもった言葉は『わたしたちには買う
だけの余裕がない」
〔です〕。」青少 年
に，
（「物心両 面で 賢い 養い手となる」
から）妻にドレスを買ってあげたかった
ヘイルズ長老の話を読んでもらうか，ビ
デオ「賢い養い手となる」を見せます。
ヘイルズ長老が「愛する人への最も思
いやりのこもった言葉は『わたしたちに
は買うだけの余裕がない』である」と
言った理由を考えてみるように勧めま
す。収入の範囲内で生活することから
どのような祝 福を受けられるでしょう
か。ヘイルズ姉 妹の模 範に従うには，
どうしたらよいでしょうか。彼女の模範
は，青少年が収入の範囲を超えて生活
する誘惑にさらされたときに，どのよう
に役立つでしょうか。
• ホワイトボードに，
「世の中がお金に
ついて教えること」と「主がお金につ
いて教えておられること」と書き，それ
についてクラス全員で書き出してもらい
ます。リストに加える項目を探しなが
ら，この概要で提案されている聖句を
読むように言います。主がお金につい
て教えておられることに従って生きるた
めに，今できることは何か尋ねてくださ
い。みんなに，ホワイトボードにアイデ
アを書いてもらいます。一人一人に今
週実践してみたいアイデアを一つ，リス
トから選ばせます。差し支えがなけれ
ば，計画を発表するように勧めます。
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• 青少年の一人に教義と聖約 19：35
を読んでもらいます。なぜ主は負債と
束縛を比較しておられるのでしょうか。
全員に『真 理を守る』の「借 金」の項
を読んでもらいます。クラスの半分に，
どうして負債を避けなければならない
かの理由を，残りの半分には負債を負
わずいられる方法についての助言を探
すように言います。学んだことを互いに
教え合い，わたしたちが負債を負わな
いことが主にとって大切なのはなぜか，
その理由について考えを分かち合って
もらいます。お金の管理の仕方は，わ
たしたちの霊性にどのような影響を与え
るでしょうか。
• わたしたちの財政管理について大管
長会がどのように言っているかを青少
年に尋ねます。青少年のアイデアをホ
ワイトボードに書きます。青少年一人一
人に『すべての必要なものを用意しな
さい ― 財政 管理』のコピーを配り，一
緒に大管長会からのメッセージを読み
ましょう。財政について，大管長会はど
んな助言をしていますか。どのような
祝福を約束しているでしょうか。一人一
人に，
「財政管理の基本」から一項目ず
つ読むように割り当て，自分の言葉で
要約してクラスのみんなに発表してもら
います。青少年はこの原則をどのように
今の生活に当てはめることができるで
しょうか。あなた自身がこの原則を当
てはめた時の経験を分かち合ってくだ
さい。青少年にもそうするように勧めて
ください。

上記の活動の一つを終えた後で，青少年に時間を与え，パンフレット『すべての必
要なものを用意しなさい』にある「予算ワークシート」に書き込んでもらいます。
実際の収入でも，仮定の額でも大丈夫です。両親から助言と指導をもらうように
励まします。
青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。経済的自立の大切さについ
て，人に説明できるほど理解しているでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。
このテーマにもっと時間を費やす方がよいでしょうか。

行動するように勧める

救い主の方法で教える
救い主は弟 子たちを助け，
彼らが自らの経験や周りの
世 の中の出 来 事から福 音
の教えを見いだせるように
なさいました。経済的に自
立することには霊的な利益
があります。どのような日々
の経験や模範を分かち合え
ば，青少年がそれを理解す
る助けになるでしょうか。

青少年に，今日学んだことを通して，何を実践しようと感じたか尋ね，その気持ち
に従って行動するよう励まします。フォローアップする方法をよく考えてください。
例えば，来週のレッスンの初めに経験を分かち合ってもらうこともできます。
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精選されたリソース
『すべての必 要なものを用意しなさい ― 財 政 管 理』 財政管理の基本
（パンフレット）
什分の一と断食献金を納める
大管長会からのメッセージ
財政 管理の成功は，まず什分の一を正直に納め，惜
兄弟姉妹の皆さんへ
しみない断食献金をすることから始まります。什分の
一とささげ物を忠実に納める人に，主は天の窓を開い
何年もの間，末日聖徒は困難のときに備えて貯蓄をす
てあふれる恵みを注ぐと約束しておられます（マラキ
るようにと勧告されてきました。貯蓄は，わたしたちの
3：10 参照）。
安全と生活の安定に計り知れないほど寄与してくれま
す。すべての家族には，可能なかぎり自らの必要を満 負債を避ける
たすという責任があります。
家計の安定には，収入以上の支出を避けることがき
皆さんにお願いします。世界のどこに住んでいようと， わめて重要です。つつましい住宅の購入費用，教育あ
家計の状態を考慮しつつ困難に備えるようにしてくだ るいはその他の必要不可欠な費用を除いて負債を避
さい。支出を抑え，購入欲に対する自制心を養って負 けるようにしてください。必要なものは貯金をしてから
債を避けてください。できるだけ早く負債を返済し， 購入しましょう。もし負債があるなら，できるだけ早く
自らをこの束縛から解放するようにしてください。定 返済しましょう。
期的に少しずつ貯金することにより，経済的な蓄えを
予算を立てる
徐々に増やしてください。
支出の記録をつけましょう。月ごとの収入と支出を記
食料と水を蓄え，貯蓄するときには賢くあってくださ
録し検討してください。必ずしも必要でないものに使
い。極 端にならないように注意しましょう。例えば，
うお金をどのように節約するかを決めてください。支
すべての食糧貯蔵を一度に準備するため借金をする
出の記録を参考にして家族の予算を決めましょう。教
のは思慮深いとは言えません。注意深く計画し時間
会 への献 金，貯 金，食 費，住 宅ローンや家賃，光 熱
をかけるならば，無理のない貯蔵と貯蓄を行うことが
費，交通費，衣料費，保険料などに幾ら費やすのか計
できるでしょう。
画してください。予算内で生活する習慣を身に付けま
負債を返済し，たとえわずかでも貯 金 が できるよう しょう。
になれば，皆さんと皆さんの家族は，より守られてい
貯蓄する
ると感じ，さらに大きな安らぎが得られるでしょう。」
10 財政管理のために努力を払う皆さんに主の祝福が 徐々に貯蓄を増やし，緊急時にのみ使うようにしましょ
ありますように。
う。少しずつでも定期的に貯蓄するなら，長い年月の
大管長会

間に驚くほどの金額になるでしょう。
家族を教える

財政管理の原則を家族に教えましょう。家族と一緒
に予算を立て，家族の家計目標を決めてください。勤
勉，倹約，貯蓄の原則を教えましょう。また，できるだ
け多くの教育を受けることの重要性を強調してくださ
い。
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単元の概要

12 月―末日に神の王国を築く

「神の王国が進み行きますように。それによって，天の王国が来〔ますように〕。」
（教義と
聖約 65：6）
クラスの青少年たちが今，この時に地上に送られてきたのは，救い主の再臨に世界を備え
させるよう助けるためでした。主は彼らに，彼らが持っている特別な賜物と才能を使って
王国を築き，福音を分かち合うよう望んでおられます。この単元のレッスンは，彼らが教会
と神の王国において指導者，教師となる準備をしながら，これらの賜物を伸ばす助けとな
ります。

今月は以下のアウトラインから選んでください。
どうすれば教会でもっと効果的に奉仕できるようになるでしょうか
どうすればもっと良い指導者になれるでしょうか
どのようにすればより良い教師になれるでしょうか
どうすればもっと効果的に福音を分かち合うことができるでしょうか
どうすれば再臨について教えるしるしを理解できるでしょうか
再臨に備えることができるように，聖文から何を学ぶことができるでしょうか

この単元をオンラインで見るには， lds.org/youth/learnにアクセスしてください。
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12 月―末日に神の王国を築く

どうすれば教会でもっと効果的に
奉仕できるようになるでしょうか
主がわたしたちを奉仕の業に召されるとき，忠実に奉仕するふさわしさをわたした
ちにお与えになります。 わたしたちが自らの責任を知って勤勉に果たすとき，主は
わたしたちの努力を大いなるものとしてくださいます。 また，教会指導者の勧告に
従って召しを果たすとき，わたしたちは祝福を受けます。 このようにして，わたした
ちは主とともに王国を築き，神の子供たちに仕える業に携わります。

霊的に備える
召しを果たそうと努力する
とき，主はどのように助けて
くださいますか。 青少年に
分 かち合えそうなあなた自
身の経験はありませんか。
あなたが教えている青少年
のなかで，現 在召しを受け
て奉仕している人はだれで
しょうか。 教 会で 効 果 的
に奉仕する方法を，今学ぶ
ことが大切なのはなぜです
か。

準備するとき，よく祈って以下の聖文やリソースを研究してください。青少年に分
かち合うように促しを感じるのはどれですか。
エレミヤ 1：5 － 9；モ ーサ ヤ 2：11； 教 義と聖 約 第 25 章（エマ・スミスは
モーセ 6：31 － 34（召しを果たすため 責任を果たすことについて勧告を受け
の力を主からいただいた預言者たち）
た）
ヨハネ 15：16；信 仰 箇 条 1：5（神は
啓示を通して奉仕するようわたしたちを
召される）

トーマス・S・モンソン「救 い 主 から
与えられ る 奉 仕 の 召し」
『リアホナ』
2012 年 8 月号，4 － 5

ヤコブ 1：17 － 19；教 義と聖 約 第４
章；107：99；121：34 － 36（わたし
たちは勤勉に召しを果たさなければな
らない）

ヘンリー・B・アイリング「神からの召
し」
『リアホナ』2002 年 11 月号，75
－ 78

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。 福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。 以下のアイ
デアが役に立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 青少年に，福音を教えた最 近の経
験を分かち合ってもらいます。どのよう
なことがうまくでき，またどのようなこと
を改善したいと思っているでしょうか。

な責任がありましたか。 その召しは何
が難しかったでしょうか。 主はどのよ
うに助けてくださったでしょうか。 あな
た自身の経験を話し，証してください。

• 青少年に，これまで教会で受けた召
しについて話してもらいます。 どのよう
243

一緒に学ぶ
福音の学習技術
原則を探す。このセクション
での最初の活動は，青少年
に，神の王国での奉仕に関
する原則（永 遠の真 理）を
探しながら聖文を探求する
ように促すことです。「この
聖句からどのような原則を
学ぶだろうか」
「これらの原
則は，自分が以前考えてい
たことや習ったことと違って
いるだろうか」
「毎日の生活
で何かを変えるよう促すも
のだろうか」 と自分自身に
問いかけるように励ましてく
ださい。 個 人で 聖 文を研
究しているときにも，同じよ
うな質問をするように青少
年を励まします。
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以下の活動は，青少年が教会で効果的に奉仕する方法を学ぶのに役立つでしょ
う。 御霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選ん
でください。
• クラスの生徒に，このアウトラインで （「あなたが知っておかなくてはならな
提案されている聖句の一つを読んでも い第 3 番目のことがあります。」という
らい，召しを果たすことに関して主が教 箇所から），召しを果たすために奉仕し
えておられる原則を見つけるように言い ているわたしたちを，主はどのように大
ます。 見つけたことを発 表してもらい いなる者としてくださるのでしょうか。
ます。 これらの聖句は青少年に何をす 分かったことをホワイトボードに書いて
るように促していますか。
もらいます。 あなたが召しを果たそう
としているときに，主があなたを助け
• 難しい責任を与えられた人 が 主か
て，あなたを大いなる者としてくださっ
ら助けを受けたという話を聖文から分
た個人の経験を分かち合ってください。
かち合うよう，青少年に言います（この
概要で提案されている聖句を参考にす • ホワイトボードに「勧 告」と「約 束」
る）。 可能であれば，
『福音の視 覚資 という言葉を書きます。 青少年に教義
料集』からこれらの話の絵を見つけら と聖約第 25 章を読んでもらい，召しに
れるように助けます。 これらの話の何 関して主がエマ・スミスに与えられた勧
が人を鼓舞するでしょうか。 召しを果 告と約束を見つけます。 分かったこと
たすことについて，これらの話から何を をホワイトボードに書いてもらいます。
学ぶでしょうか。
この勧告とこれらの約束は，青少年が
受ける召しにどのように当てはまるで
• 青少年に，トーマス・S・モンソン大
しょうか。 召しを受けている青少年に，
管長の「救い主から与えられる奉仕の
任 命されたときに与えられた勧告と約
召し」を読んでもらいます。教会の召
束について，覚えていることを分かち合
しを果たすために忠実に奉仕するよう
うように言います。 あなたが覚えてい
にと教えている箇所で，分かち合うこと
ることを分かち合ってもよいでしょう。
ができるところを見つけます。 見つけ
それらの約束はどのように成就されま
た引用部分を分かち合い，モンソン大
したか。
管長の勧告がなぜ重要だと考えるのか
発 表するように言います。 青少年は， • 教 義と聖 約 107：99 をクラスで 一
学んだことを，現在，あるいは将来の召 緒に読みます。 青少年に，ワードやス
しでどのように実践するでしょうか。
テークで具体的に召しを与えらえれた
と想像するように言います。どのような
• クラスに拡大 鏡を持って行き，それ
召しを考えたか 尋 ねます（『手引き第
をどのように使うのか尋ねます。 青少
2 部 ― 教会の管理 運営』159 － 164
年にとって「拡大」という言葉はどのよ
ページの「召しの一覧表」を参 考にす
うな意味か尋ねてください。 この言葉
る）。その召しにどのような責任が伴っ
がどのように召しを果たすべきかを説
ているのか，どうすれば分かりますか。
明するのに使われるのはなぜでしょう
（聖 文，
『手 引き 第 2 部』，LDS.org の
か（「召しを大いなるものとする」と表
指導者訓練ライブラリーで探すとよい。
現されています）。 ヘンリー・B・アイ
また，現 在その召しを持っている人に
リング管長の「神からの召し」を読んで

聞くのもよいでしょう。） クラスの時間
中に，あるいはこれからの 1 週間の間
に，時間を割いてその召しについて学

び，次週のクラスで学んだことを発表す
るよう，青少年に言います。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。 教会で効果的に奉仕する方法を理解できたでしょうか。ほかに質
問はないでしょうか。 このテーマにもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める

救い主の方法で教える
救い主は従ってきた人たち
を信頼されました。 主はそ
のような人々を備えて，人を
教 え，祝 福し，人に仕える
大 切な責任を与えられまし
た。 青少年が互いに教え
合うことができるように，ど
のような機 会を与えること
ができますか。

青少年に，今日学んだことで，何をしなければならないと感じたか尋ねます。その
気持ちに従って行動するよう励ましてください。どのようにフォローアップできる
かを祈りながら考えるとき，御霊を求めてください。
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精選されたリソース
ヘンリー・B・アイリング「神からの召し」
『リアホナ』 主は，あなたに能力を加えてくださるだけでなく，主自
ら，あなたとともに働いてくださいます。預言者ジョセ
2002 年 11 月号，75 － 78 から抜粋
フ・スミスを通して難しい任務に召された 4 人の宣教
あなたが知っておかなくてはならない第 3 番目のこと
師に発せられた主の次の言葉は，王国の召しを受ける
があります。それは，神は，召して導くときには，能力
すべての人を勇気づけてくれます。「また，わたし自身
を加えてくださるということです。あなたは神から能力
も彼らとともに行き，彼らの中にいるであろう。わたし
を加えていただく必要性を感じることでしょう。召し
は父に対する彼らの弁護者であり，何ものも彼らに打
には，妨害が付き物だからです。あなたは主に仕え，
ち勝つことはないであろう。」
〔教義と聖約 32：3〕
主を代表しています。大勢の永遠の命があなたにか
かっています。主も妨害に遭われました。主に召され 救い主は現在，復活された栄光の御方ですから，す
た者は必ず妨害を受けると，主は言っておられます。 べての僕たちと物理的にいつもともにおられるわけで
妨害する力は，あなたの働きだけでなく，あなた自身 はありません。しかし，常に僕を気遣い，その状況を
をも破壊しようとするでしょう。使徒パウロはそれを， 把握し，間に入って力を表すことがおできになります。
次のように描写しています。「わたしたちの戦いは，血 ですからこう約束されているのです。「あなたがたを
肉に対するものではなく，もろもろの支配と，権威と， 受け入れる者がだれであろうと，わたしもそこにいるで
やみの世の主権者，. . . . . . に対する戦いである。」 あろう。わたしはあなたがたに先立って行こう。わた
しはあなたがたの右におり，また左にいる。わたしの
〔エペソ 6：12〕
御霊はあなたがたの心の中にある。また，わたしの天
圧倒されてしまうような時があるかもしれません。自
使たちはあなたがたの周囲にいて，あなたがたを支え
分は不適格なのではないかという思いも敵の攻撃の
るであろう。」
〔教義と聖約 84：88〕. . . . . .
一つです。確かに，自分の力だけに頼って神を代表
する召しを受けるのだとすれば，あなたは力不足です。 主はあなたの力を何倍にもするという究極の保証を与
しかし，あなたには自分の能力以上の力を受ける権利 えておられます。主の望みは，あなたが 全身全霊を
ささげることだけです。信仰の祈りをもって元気に進
があり，孤軍奮闘する必要はないのです。
んでください。御父とその愛子が，あなたを導くため
主は，あなたの言葉と行いを，あなたが仕える人々の
に聖霊を伴侶として送ってくださるのです。あなたの
目に大いなるものとされるでしょう。聖霊を送り，あな
仕える人々の人生の中で，あなたの働きは大いなるも
たの語ることが真実であることを明らかにされるので
のとなるのです。やがてこの時期を振り返るとき，困
す。あなたの言動は，本来の能力や理 解力をはるか
難な日々としか思えなかった奉仕と犠牲が，祝福に変
に超えて，人々に希望と導きを与えることでしょう。そ
わっているのです。そして，あなたが神のために仕え
のような奇跡は，どの神権時代にあっても主の教会の
た人々を，さらにあなた自身を，神がその腕で抱き上
特性でした。このことは，あなたの召しの一部となり，
げてくださったのだと悟るのです。
あなたにとって当然のことになるでしょう。 . . . . . .
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どうすればもっと良い指導者にな
れるでしょうか
イエス・キリストは，義なる指導者として完全な模範であられます。 主の教会の
指導者は，自分が指導する人たちを愛し，仕えることによって主の模範に従いま
す。 まず自らが忠実な弟子となるように努力することで，わたしたちはほかの人が
証を強め，天の御父とイエス・キリストにさらに近づけるように助けることができ
ます。

霊的に備える
あなたが知っているキリス
トのような指導 者を思い浮
かべてください。 その人は，
指 導 者としてどのような資
質を持っていますか。 その
人の指導方法はあなたやほ
かの人たちにどのような影
響を与えましたか。
青少年が指導者となる方法
を学ぶことはなぜ大切なの
でしょうか。 教会や家庭，
また住 んで いる地 域 の 中
で，青少年が指導する機会
にはどのようなものがある
でしょうか。

準備する際，よく祈って以下の聖文やリソースを研究してください。青少年に分か
ち合うように促しを感じるのはどれですか。
出 エ ジプト 18：13 － 26（モ ー セは， 教 義と聖 約 121：34 － 46（義なる指
もっと効果的に指導する方法について 導者の原則）
エテロから勧告を受けた）
トーマス・S・モンソン「義の模範」
『リ
マタイ 20：20 － 28；23：11；教義と アホナ』2008 年 5 月号，65 － 68
聖約 50：26（キリストのような指導者
タッド・R・カリスター「若者が 持つ神
は，自分が導いている人たちに仕える）
権 の力」
『リアホナ』2013 年 5 月号，
ヨハネ 13：4 － 15；3 ニーファイ 18： 52 － 54
16；27：21 ，27（イエス・キリストは
「イエス・キリストの教会における指導」
指導者の模範）
『手 引き 第 2 部 ― 教 会 の 管 理 運 営』
モーサヤ 2：11 － 19（ベニヤミン王は 12 － 14
民に仕えた）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 青少年に，教会のクラスで学んでい
る事柄を思い起こさせてくれた最近の
経験を分かち合うよう勧めます。

• 救い主の絵を貼り（『福音の視覚資
料 集』など ），ホワイトボードに「指 導
者」と書きます。 青少年に，完全な指
導者としてのイエス・キリストについて
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考え，思いつく言葉をホワイトボードに
書いてもらいます。

一緒に学ぶ
福音の学習技術
原則を探す。原則とは永 遠
の真 理であって，わたした
ちにすべきことを教えてくれ
ます。聖文や預言者の言葉
の中に明示されていること
もあれば，話や模範の中で
間接的に伝えられているこ
ともあります。キリストのよ
うな指導の原則について教
えるとき，質 問しながら原
則を見つけられるように助
けます。次のような質問が
よいでしょう。「もっと良い
指 導 者となるために，これ
らの聖句から何を学べるで
しょうか。さらにキリストの
ようになることについて，こ
こで 教えられていることが
ありますか。」原則を見つけ
ることを念頭に置きながら
聖文を研究するよう勧めて
ください。

248

下記の活動は，青少年がより効果的な指導者となる方法を学ぶのに役立つでしょ
う。 御霊の導きに従って，クラスに適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでく
ださい。
• クラスで マタイ 20：20 － 28 を読
みます。神の王国における指導の在り
方について，救い主は使徒たちに何を
教えておられますか。この世と教会に
おける指導方法を比較してリストにし，
ホワイトボードに書くように言います。
職 場 や国において，人はどのように指
導 者 になります か。 教 会 ではどうで
しょうか。この世では指導者の能力と
してどのようなことが評価されています
か。教会ではどうでしょうか。話し合
いの一部として，キリストのような指導
に関する原則を教えている聖句（この
アウトラインで提案されているような）
を読むように勧めます。青少年がこれ
らの原則を理解することが大切なのは
なぜでしょうか。これらの原則を家庭で
どのように応用できるでしょうか。教会
の奉仕ではどうでしょうか。地域社会
ではどうでしょうか。

• クラスで 一 緒 に 3 ニーファイ 27：
21 ，27 を読 みます。青少 年にトーマ
ス・S・モンソン大 管 長 の説 教「義 の
模範」から耳を動かす部分を読み（あ
るいはこの部分のビデオを見せてもよ
い），これらの聖句が伝えるメッセージ
について考えるように言います。この話
は指導について，青少年に何を教えて
いますか。自分の生き方がどのような
メッセージを発しているのか，よく考え
るように言います。クラスのメンバーの
模範によって祝福を受けた経験を話す
ように勧めます。ほかに，互いが持って
いる指導者としての資質にはどのような
ものがありますか。

• クラスの 一人 に バックパックを 背
負ってもらい，かなり重くなるまで本な
どを入れます。こうして重くなったバック
パックは，指導者としての召しをどのよ
うに表していると思うか聞きます。出エ
• 『手 引 き 第 2 部』3 章 の「イエ ス・ ジプト 18：13 － 26 を調べるように言
キリストの教会における指導」から，救 い，より良い指導者となることについて
い主が 模範によって示している原則が モーセがエテロからどのような勧告を
教えられているセクションを選んでくだ 受けたか見つけるように言います。モー
さ い（ 3.2.1 ，3.3.3 ，3.3.4 ，3.3.5 ， セがこの勧告に従がわなかったら，ど
3.3.6 など ）
。クラス全員に，これらの のようなことが起こっていたでしょうか。
セクションの一つを読んで，救い主の生 青少年に，ステークのユースカンファレ
涯から，セクションで教えられている原 ンスを組 織する割り当てを受けたと想
則を示すエピソードを考えるように言い 像するように言います。そのとき，エテ
ます（『福音の視 覚資 料 集』34 － 51 ロの勧告をどのように実践しますか。時
を参 考にしてもよいでしょう）
。青少年 間を与えて，想像上のユースカンファレ
に，手引きと考えたエピソードから何を ンスを計画してもらいます。だれに助け
学んだかをしてもらいます。青少年は彼 を求めるでしょうか。何をしてほしいと
ら自身の生活の中で，どの原則を経験 頼むでしょうか。
したでしょうか。

• タッド・R・カリスター 長老 の説 教
「若者が 持つ神 権の力」で教えられて
いる指導の原則を，一つずつ別々の紙
に書くように言います。クラスの全員に
紙を一枚ずつ渡し，そこに書かれてい
る原則に関する情報を話の中から見つ

けるように言います。指導についてカリ
スター長老から学んだことを分かち合
うように勧めます。これらの原則に関し
て個人の模範があれば，それを発表す
るように勧めてください。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。より良い指導者になる方法に
ついて理解したでしょうか。どんな思いや印象を抱いたでしょうか。ほかに質問は
ないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める
青少年に，今日学んだことで，何をしなければならないと感じたか尋ねます。その
気持ちに従って行動するように励ましてください。彼らをどのようにフォローアップ
するか考えます。

救い主の方法で教える
救い主について知っている
ことを深く考えてください。
主の教え方や導き方につい
てどのようなことに気づき
ますか。人が学び，成長す
るのを主はどのように助け
られましたか。青少年が学
び，成 長するのを助けるた
めに，あなたは，教え，導く
主の模 範にどのように従う
ことが できるでしょうか。
青少 年がキリストのような
指 導 者となれるように，あ
なたは彼らをどのように鼓
舞できるでしょうか。

249

精選されたリソース
ト ー マ ス・S・ モ ン ソ ン「義 の 模 範」
『リ ア ホ ナ』 きました。わたしは壇上に座っていました。集会が進
2008 年 5 月号，65 － 68 から抜粋
むにつれ，わたしが足を組む度に，その少年も同じよ
うにすることに気づきました。足を組み替えると，少年
4 人の大 管長の顧問として仕えた N・エルドン・タ
もまったく同じようにするのです。両手をひざの上に置
ナー管長のことを覚えている人も多いでしょう。タ
くと，少年もまねをしました。あごを手の上に載せて
ナー管長は産業界で働いていたときも，カナダ政府の
もそうです。することをすべてまねしました。わたしが
要職にあったときも，義の確固とした模範を示しまし
会衆に話をする番が近づくまでそれは続きました。そ
た。それは私生活においても変わりませんでした。タ
こでわたしは少年を試してみることにしました。少年
ナー管長は，次のような霊感あふれる勧告を与えまし
をじっと見ると，少年はもちろんこちらを見ました。そ
た。
こでわたしは，耳をぴくぴくと動かして見せたのです。
「福音の教えに従って生活する以上に，大きな喜びと 少年もまねをしようと試みましたが，思ったとおりでし
成功をもたらすものはありません。模範になってくだ た。うまく耳を動かせなかったのです。少年は隣に
座っていた父親の方を見ると何やら耳元でささやきま
さい。良い影響を及ぼしてください。 . . . . . .
した。そして自分の耳を指してから，わたしの方を指
わたしたちは皆，
〔神の〕選ばれた僕として，御業のた 差したのです。父親がこちらに目をやりました。きっ
めに予任されてきました。神はわたしたちを，主のみ とわたしの耳が 動くのを見るためでしょう。わたしは
名によって行動する神権と権能を授けるにふさわしい 厳粛な態度で，手を組んだまま，微動だにしませんで
者と見なしてくださいました。皆さんに指導を仰ごう した。父 親は疑いの目で息子に視 線を戻しました。
として，人々が常に注目していることを忘れないでくだ 少年は半ば負けを認めた様子でした。そしてわたしの
さい。皆さんは良くも悪くも人々の生活に影響を及ぼ 方を見てにこっと笑うと，肩をすくめました。
しており，その影響は来るべき世代にも及ぶのです。」
〔「彼らは神のほまれよりも，人のほまれを好んだから その経験について長い間思い巡らしてきて思ったこと
は，わたしたちは，とりわけ幼いときには，両親や指導
である」
『聖徒の道』1976 年 2 月号，106〕
者，友人のまねをする傾向があるということです。預
兄弟の皆さん，繰り返します。神の神権を持つ者とし 言者ブリガム・ヤングは言いました。「何 事であれ，
て，わたしたちには，人が倣うべき義の模範となるよう 子供たちにしてほしくないと思っていることを，自分が
な生き方をする義務があります。そのような模範をど してしまうようなことがあってはなりません。倣って
うすれば最もよく示せるだろうか，と考えていると，何 ほしいと思うことについては模範を示さなければなり
年か前にステーク大会に出席したときの経験を思い出 ま せ ん。」
〔 Deseret News ，1871 年 6 月 21 日 付，
しました。一般部会で，わたしはステークセンターの 235〕
最前列に家族と座っている一人の幼い少年に目が行
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どうすればより良い教師になれる
でしょうか
効果的に教えることは，主の王国を築くうえで重要な位置を占めています。また，
わたしたちには教える機会が多くあります。 正式に教えるという召しを受けてい
なくても，家庭で，また隣人，友人として教える機会があります。 正直に自分の長
所と短所を評価し，謙遜になって主の助けを求め，さらに，福音を教えるための最
も重要な能力と資格を向上させるように熱心に努力するなら，わたしたちはより良
い教師になることができます。

霊的に備える
あなたは良い教師からどの
ような祝福を受けましたか。
より良い教師になるために
何をしましたか。
青少年にどのような教える
機会を与えましたか。青少
年は教 師としてどのような
長所，短所がありますか。

よく祈ってこれらの聖句と資料を研究してください。青少年がより良い教師となる
方法を理解するために，何が助けとなりますか。
エテル 12：27（主は，弱点を長所に変
える助けを与えてくださる）

デ ビッド・M・マッコンキー「神 の力
と権 能 によって 教 える」
『リア ホナ』
2013 年 11 月号，96 － 98

教義と聖約 42：14（教えるためには御
霊がなければならない）
「教 授法改善の計画を立てる」
『教師，
その大いなる召し』，24 － 27
教義と聖約 88：78（熱心に教える）
「福音を教える」
『真理を守る』，166 －
ダリン・H・オークス「福音を教える」
168
『リアホナ』2000 年 1 月号，93 － 97
「救い主の方法で教える」
『救い主の方
法で福音を教える』，4 － 5

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 青少年に，家庭の夕べ，セミナリー，
あるいは教会のレッスンでよかったと
思うものについて簡単に話してもらいま
す。

• 福音に従った生活をするよう霊感を
与えてくれた，自分の好きな教師につい
て考えるように言います。 その教師が
すばらしいのは，どのような要素がある
からでしょうか。 青少年は，この教師
のどのような資質を見習いたいと思うの
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でしょうか。 それ以外に良い教師に必
要な資質が何か知るために，
『教師，そ
の大いなる召し』26 ページにある「最
も大 切な資 質」を読んでもらいます。

福音を効果的に教える教師は，神の王
国を築くうえでどのような助けとなるで
しょうか。

一緒に学ぶ
福音の学習技術
脚注を使う。このセクション
の最初の活動で，青少年は
聖典の脚注を使うように勧
められています。脚注を活
用することによって聖 文の
理解が深まることが分かる
ように青少年を助けてくだ
さい。個人の聖文研究を進
めるために頻繁に脚注を使
うよう，青少年に勧めてくだ
さい。
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以下の活動は，青少年がより良い教師となる方法を学ぶ助けとなるでしょう。御霊
の導きに従って，クラスに適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• クラスを 3 つに分け，各グループに 「改善のための計画を立てる」を読むよ
次の 聖 句のうち一 つを読 むように言 うに言います。グループごとに学んだこ
います。 エテル 12：27；教 義と聖 約 とを話し合い，その後話し合いの主な
42：14；教義と聖約 88：78 より良い ポイントをほかのグループと分かち合う
教師となることについてこれらの聖句 ように言います。青少年に，最 近 教え
が教えていることをよく考え，話し合う た経 験について考えてもらいます（家
ように言います。脚注にあるこれらの 庭の夕べ，教会のクラス，あるいはホー
節の参照聖句を読んで，より良い教師 ムティーチャーとしてなど）。教師として
となることについてさらに理解を得て， の改善計画を立てるために，青少年一
新たに分かったことを発 表するように 人一人に 25 ページの表に記入するよう
言います。『真 理を守る』から「福音 に勧めます。
を教える」の項（ 166 － 168 ）を読ん
• 「良い教師になるために何ができる
で，青少年がさらに熱心な教師となる
だろうか」とホワイトボードに書いてく
ための方法をリストにするように勧めて
ださい。この質問の答えを探すため，
ください。
デビッド・M・マッコンキー兄弟の説教
• 教えることに関し，ダリン・H・オー 「神の力と権 能によって教える」，また
クス長老の説教「福音を教える」の中 は，
『救い主の方法で福音を教える』か
のセクション III に書かれている 6 つ ら「救い主の方法で教える」
（ 4 － 5）
の基 本原則を見つけてホワイトボード を読むよう青少 年に勧めてください。
に書くように勧めます。自分が教えると 学んだことと，それを自分が教えるとき
きにそれらの原則をどれくらい使ってい 具体的にどのように応用しようと考えて
るかを評 価するように言います。もっ いるかを発表するように勧めます。
と学びたい，あるいは教えるときにもっ
• 『真 理を守る』の「教 授法」を読ん
とうまく使えるようにしたいと思う原則
で，そこに書かれている教 授方法をホ
を一つ選ぶように勧めます。その原則
ワイトボードに書いてもらいます。青少
についてオークス長老の話を研 究し，
年がこれらの方法が実際に使われてい
そこで学んだこと，また次回教えるとき
るのを見たのはいつですか。青少年一
にその原則を応用するための計画を発
人一人に，信仰箇条の一つを選び，数
表するように勧めます。
分でホワイトボードに書かれた方法の
• クラスを二つのグループに分けます。 一つを使ってそれを子供たちに教える
一つのグループには『教 師，その大い 準備をするように言います。青少年に
なる召し』24 ページの「自分 の 長 所 準備したことを発表してもらいます。
と短所を評価する」を読むように言い，
別のグル ープには 24 － 25 ページの

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どのようにすればより良い教
師になれるか理解できたでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマ
にもっと時間を費やすべきでしょうか。

行動するように勧める
青少年に，クラスの中で受けた印象を分かち合うように勧めます。 彼らは良い教
師となるために何をするでしょうか。 これから先に行われるクラスで，自分の経験
を分かち合うように励まします。

救い主の方法で教える
救い主は弟子たちに，人に
教 え，祝 福し，人に仕える
という大 切な責任を与えら
れました。青少年は，自分
たちが 学んでいることを人
に教える機会を受けること
で，どのように祝福されるで
しょうか。
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精選されたリソース
ダ リン・H・オークス「福 音 を 教 える」
『リアホナ』 また，彼らは聖約と教会の規定とを守って実行しなけ
2000 年 1 月号，93 － 97 から抜粋
ればならない。また，御霊に導かれるままに，これら
を彼らの教えとしなければならない。」
（教義と聖 約
教え方には様々な方法がありますが，優れた教え方は
42：12 － 13 ）. . . . . .
皆，一定の基本原則に基づいています。わたしはすべ
てを完璧にお話しするのでなく，むしろ，福音の教授 第 4 ，福音の教師は最も効果の高い手段を使って決
に関する 6 つの基 本原則を挙げて，それらを説明し められたレッスンを実施するために熱心に準備し，努
たいと思います。
力します。新しい福音の教え方コースと「教師改善集
会」はこれらの分野で努力する教師を支援することを
最初は愛です。二つの表現があります。教える召しを
目的にしています。
受けるときに，わたしたちは永遠の父なる神と御子イ
エス・キリストを愛しているためにその召しを受け，そ 福 音を教 える第 5 の 基 本 原 則として強 調したいの
して教えるべきです。そのうえで，福音の教師は生徒 は，福音の教師は「わたしの福音の原則を教えなけ
を愛する気持ちで常に教えなければなりません。わ ればならない。 . . . . . . また，御霊に導かれるまま
たしたちは「この愛で満たされるように，. . . . . . 熱 に，. . . . . . そして，御霊を受けなければ，あなたが
意を込めて」祈るようにと教えられています（モロナ たは教えてはならない」という先に引用した主の戒め
イ 7：48 ）。わたしたちを奉仕に駆り立てる最も崇高 です（教義と聖 約 42：12 － 14 ）。個人の都 合 や力
な動機は，神に対する愛と神の子らに対する愛です。 量に基づいて教えることをかたくなに求め，決めるの
愛に基づいて教える人は，奉仕する対象となる人々に でなく，教える事柄が御霊によって導かれ，確認され
とって，神の御手に使われる者として大いに尊ばれる るまでに高められた弟子となることを追求するのは福
ことでしょう。
音の教師の特権であり，義務です。 . . . . . .
第 2 は，福音の教師は，わたしたちが仕える主がされ
たと同様に，教えを受ける人に対して全身全霊を傾け
ることです。羊が必要としていること，つまり生徒のた
めになることに全神経を集中させるのです。福音の教
師は自分のことを中心に考えたりしません。この原則
を理 解している人は「レッスンを提示すること」が自
分の召しであるとは考えません。なぜならば，レッス
ンの提示に重点を置いた考え方は，教師の視点に基
づいたもので，生徒の立場に立って教えるものではな
いからです。 . . . . . .

この延 長 線 上に，第 6 の原則，最後の原則がありま
す。福音の教師は教えがもたらす結果に関心を抱き
ます。そのような教師は，自分の教えと証がもたらし
た成果を，生徒の生活にどのような感化を及ぼしたか
によって測ります。〔ヘンリー・B・アイリング「教義
を教 える力」
『リアホナ』1999 年 7 月号，86 参 照〕
福音の教師はメッセージを伝えたり，教えを説いたり
するだけで満足することは決してありません。優れた
福音の教師は主の子らに永遠の命をもたらす主の業
を助けることを願います。

第 3 に，福音の優れた教師は正規の教師用手引きを
使い，イエス・キリストの福音の教義，原則そして聖約
を教えることに，最も力を注ぎます。このことは近代
の啓示で戒めとして与えられています。主はこのよう
に言われました。

デビッド・M・マッコンキー「神の力と権能によって教
える」
『リアホナ』2013 年 11 月号，96 ー 98 から抜
粋

「この教会の教師は，聖書と完全な福音が載っている
モルモン書の中にあるわたしの福音の原則を教えな
ければならない。
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皆さんは預言と啓示の霊によって召され，神権の権能
によって任命されました。これは何を意味するでしょ
うか。

精選されたリソース
第 1 に，それは皆さんが主の用向きを行っているとい
う意味になります。皆さんは主の代表であり，権能を
与えられ，主の代わりに行動する責任を授けられてい
ることを意味します。皆さんは主の代表として主の助
けを受ける権利があります。皆さんはこのように自問
するべきです。「今日，救い主がわたしのクラスをお教
えになるとしたら，どんなことを，どのように語られる
だろうか。」ですから，皆さんも同じように行う必要が
あるのです。
この責任から，一部の人々は自分はふさわしくないと
思ったり，あるいは恐れさえ感じたりするかもしれませ

ん。その道は難しいものではありません。主はすべて
のふさわしい末日聖徒が救い主の方法で教えるため
の道を備えておられます。
第 2 に，皆さんはイエス・キリストの福音を説くように
召されました。聖文を使うにしても，皆さんは自分の
考えや哲学を教えてはなりません。福音は「救を得さ
せる神の力」
〔ローマ 1：16〕で，わたしたちは福音を
通してのみ救われるのです。
第 3 に，皆さんは教会の標準聖典にある福音の原則，
現代の使徒と預言者の言葉，そして聖霊が伝える事
柄を教えるように命じられています。
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どうすればもっと効果的に福音を
分かち合うことができるでしょうか
福音を分かち合うことは，すべての末日聖徒の責任です。 わたしたちは，人々に
回復された福音について伝える機会を持てるように祈り求めなければなりません。
「あなたがたのうちにある望みについて説明を求める人には，いつでも弁明のでき
る用意を〔する〕」
（ 1 ペテロ 3：15 ）べきであることを信じています。

霊的に備える
あなたはこれまでに，どのよ
うなときに人に福音を分か
ち合う機会がありましたか。
福 音を分 かち合うために，
どのようなことしましたか。
青 少 年 は，福 音 を 分 かち
合った経 験 がありますか。
どのような経験でしたか。
青少年が福音を分かち合う
には，どのような機 会 があ
りますか。

よく祈ってこれらの聖文とリソースを研究してください。 青少年が福音を分かち
合う方法を理解する助けとして，どのような助けがあるでしょうか。
マタイ 28：19 － 20（救い主は弟子た
ちに，すべての国に福音を教えるよう命
じられた）

教 義と聖 約 100：5 － 8（聖 霊は言う
べきことを教え，福音が 真実であると
証をしてくださる）

ローマ 1：16（パウロはキリストの福音
を恥としない）

ニール・L・アンダーセン「これは奇跡
です」
『リアホナ』2013 年 5 月号，77
－ 80

1 テモテ 4：12（信者の模範になる）
1 ペテロ 3：15（福音に関する質問に
答える用意をしている）
教義と聖約 1：23（福音は弱い者や純
朴な者によって宣べ伝えられる）
教義と聖約 11：21（福音を宣べ伝える
備えをするために，神の言葉を得なけ
ればならい）
教義と聖約 33：8 － 10（口を開く）
教義と聖約 88：81（わたしたちは隣人
に警告するよう命じられている）

M・ラッセル・バラード「信仰，家族，
概 要，実」
『リア ホ ナ』2007 年 11 月
号，25 － 27
ラッセル・M・ネルソン「信者の模 範
になりなさい」
『リアホナ』2010 年 11
月号，47 － 49
「信じていることを分かち合
ビデオ ―
う」
LDS.org「福音を分かち合うための 7
つの簡単な提案」

関連づける
教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることが
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。次のアイデア

が役に立つでしょう。
• 青少年に，友 達の言 葉や行動 から
福音の原則を学んだときの経験を話す
ように勧めます。
• また，福音を分かち合った最近の経
験を話してもらいます。あるいは教師

自身の経験を分かち合うことも考えて
ください。 青少年は，これらの経験か
ら，福音をもっと効果的に分かち合うこ
とについて何を学ぶでしょうか。

一緒に学ぶ
下記の活動は，青少年が福音を効果的に伝えるための方法を知るのに役立つで
しょう。 御霊の導きに従って，クラスに適した活動を一つ，あるいは幾つか選ん
でください。
• 「なぜ福音を分かち合うべきなので • ラッセル・M・ネルソン長 老 の 説
しょうか」
「どのように分かち合えばよ 教，
「信者の模範になりなさい」の「会
いのでしょうか」とホワイトボードに書 員 宣 教 師」の 項，または LDS.org の
きます。青少年を二つのグループに分 「福音を分かち合うための 7 つの簡単
け，これらの質問の答えとなる聖句を見 な提案」を読むように青少年に言いま
つけるように言います（この概 要に提 す。その中から，福音をもっと効果的
示されている聖句を参考にする。必要 に分かち合うための助けとなる勧告を
なら，よく理 解できるように 2 回以上 見つけてもらいます。分かったことを発
読むように勧める）。見つけた聖句を 表してもらい，それを実行するための具
分かち合い，ホワイトボードの該当する 体的な方法について話し合います。で
質問の下に答えを書いてもらいます。 きればクラスの中で時間を取って，話し
ホワイトボードに書かれた答えの中か 合ったことを練習します。
ら，福音を分かち合うために自分でも
• ビデオ「信じていることを分かち合
実行しようと思うものを選ぶように言い
う」を見せ，テクノロジーを利 用して
ます。
福音を伝える方 法にどのようなものが
• M・ラッセル・バラード長老の「信 あったか言ってもらいます。ほかにどの
仰，家族，概要，実」という話の最初の ような方法が考えられますか。ウェブ
5 段落をクラスで一緒に読みます。 わ サイトにある「福音を分かち合うために
たしたちが信じていることを理解しても メディアを利用する」を見て，ほかのア
らうことについて，バラード長老はどの イデアを見つけるように勧めます。クラ
ような勧告を与えていますか。バラー スの中で時間を取り，テクノロジーを利
ド長老が 提案している，教会について 用して友人や家族に福音を伝えるため
話すときの 4 つの簡単なテーマ（信仰， の方法を計画します。
家族，概要，実）のうち，一つを研究す
• クラスを二つに分け，それぞれのグ
るように青少年に勧めます。そこで学
ループにニール・L・アンダーセン長老
んだことを使って，
「あなたがたの教会
の「これは奇跡です 」のコピーを渡し
について少し教えてください」と言われ
ます。「上着に宣教師の名札を付ける
たときの答え方を二人一組で練習する
専任宣教師でない場合」という箇所か
ように言います。
ら全員で読みます。その際，一つのグ

教師へのヒント
「人にはほかの人の話に耳
を傾けるよりも，自分 が 何
を言おうかと考えることを
優先させる傾向がある。 あ
なたはどのように対応しよ
うかと考えるのではなく，話
している人に意識を集中し
なけ れ ば ならない。」
（『教
師，そ の 大 い な る 召 し』
67 ）
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救い主の方法で教える
救 い主 から 教 えを 受 け た
人々にとって，主は模範であ
り，指導者であられました。
友人や家族に福音を分かち
合うことに関して，あなたの
模範により青少年はどのよ
うにを鼓 舞されるでしょう
か。

ループには福音を効果的に分かち合う
ためのアンダーセン長老の勧告を探し
ながら読み，別のグループには，勧告に
従う者に対するアンダーセン長老の約

束を探すように言います。分かったこと
を発表してもらいます。青少年は，アン
ダーセン長老の教えを実践するために
何ができると感じていますか。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。福音を分かち合う方法を理
解しているでしょうか。ほかに質問はないでしょうか。このテーマにもっと時間を
費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める
クラスで学んだことを使って福音を分かち合う機会を求めて祈るよう青少年に勧
めます。これから先，クラスで自分が経験したことを分かち合うように勧めます。
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精選されたリソース
ラッセル・M・ネルソン「信者の模 範になりなさい」 モルモン書を読むように友人に勧めることもできます。
モルモン書が小説や歴史書ではないことを説明してく
『リアホナ』2010 年 11 月号，47 － 49 より抜粋
ださい。イエス・キリストについてのもう一つの証なの
一人一人の会員は信者の模範となることができます。
です。その目的は「ユダヤ人と異邦人に，イエスがキリ
兄弟の皆さん，皆さん一人一人はイエス・キリストの
ストであり，永遠の神であり，すべての国民に御自身を
信者として主の教えに添って生活できます。「純真な
現されることを確信させる」ことです。〔モルモン書タ
心と清い手」を持ち，
「自分の顔に神の面影を刻まれ
イトルページ〕この書物には，真理を誠心誠意求める
〔る〕」ことができます。〔アルマ 5：19〕皆さんが 行
人の心の琴線に触れ，生活を高める力があります。友
う善いことは人々にはっきりと分かるでしょう。〔マタ
達に，よく祈って読むよう勧めてください。 . . . . . .
イ 5：16；アルマ 7：24 参照〕主の光が皆さんの目
に輝きます。〔教義と聖約 88：11 参照〕その輝きを 福音を宣べ伝えるもう一つの方法は，皆さんの家庭で
持ったら，質問に答える準備もしておくとよいでしょう。 専任宣教師と会うよう友人を誘うことです。宣教師は
使徒ペテロは次のように勧めました。「あなたがたの 福音を教えるために召され，備えられています。友人
うちにある望みについて説明を求める人には，いつで はあなたの家庭の心地よさとあなたが常に見守る中で
も弁 明のできる用意をしていなさい。」
〔 1 ペテロ 3： 救いと昇栄への旅路を歩み始めることができます。主
は言われました。「あなたがたはわたしの選民を集め
15〕
るために召されている。わたしの選民はわたしの声を
温かく，喜びをもって答えましょう。そして，相手に
聴き，その心をかたくなにしないからである。」
〔教義と
合った答えを返しましょう。その人が神の子供である
聖約 29：7〕. . . . . .
こと，すなわち永遠の命を得るにふさわしくなって戻っ
て来るよう切望されている神の子供であることを思い このインターネットの時 代には，新しく，楽しい伝 道
出してください。その人の救いと，キリストの教義への 方 法 が あります。 新しい mormon.org ウェブサイ
理解の扉を開くのはあなたかもしれないのです。〔 2 トを閲覧するよう友人や近 所の人に勧めることがで
きます。ブログを持っている人や，オンライン・ソー
ニーファイ 31：2 ，21 参照〕
シャルネットワークに登 録している人は，自分のペー
最初の対応の後は，次の一歩を踏み出す準備をしてく
ジ に mormon.org の リンク を は る こと が で き ま
ださい。教会に一緒に行くよう，友達を誘うことがで
す。 . . . . . .
きます。わたしたちの友人の多くは，教会に来てもよ
いことを知りません。救い主は，御自身についてもっ イエス・キリストを信じる，模範となる信者は皆，有能
と知りたいと思った人々を「きてごらんなさい」と招か な会員宣教師となれます。会員と専任宣教師が力を
れました。〔ヨハネ 1：39〕日曜日の集会に一緒に出 合わせることで大 切な友人や近所の人たちに福音の
席するよう，または教会の親睦会や奉仕活動に一緒 祝福をもたらすことができます。友人の多くは，約束
に参加するよう招待することは教会への誤解を解き， どおり今集められているイスラエルの一員です。これ
らのことは皆，主の再臨への備えの一部です。主は，
気持ちよく訪れてもらうのに役立ちます。 . . . . . .
わたしたちが心から信者の模範となることを望んでお
られます。
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どうすれば再臨について教える
しるしを理解できるでしょうか
再臨について教えるとき，救い主と弟子たちは頻繁に象徴とたとえを使われまし
た。これらの象徴の意味を解釈する方法を学ぶことで，再臨につながる出来事に
ついての理解を深めることができます。

霊的に備える
再臨について理 解するうえ
で，聖 文のどのような象 徴
やたとえが役に立ちました
か。 こうした比較は，救い
主の再臨に備えることに関
して，あなたにどのように霊
感を与えましたか。
あなたが 教える青少年は，
再臨についてのどの象徴や
たとえに興味を持つでしょ
うか。 自分の身の回りでこ
れらの預言が成就している
ことが 分 かるように，青少
年をどのように助けること
ができるでしょうか。

よく祈ってこれらの聖文とリソースを研究してください。 青少年が再臨に関する
象徴やたとえを理解するためには，どのような助けがあればよいでしょうか。
マタイ 13：24 － 30；教義と聖約 86： ジョセフ・スミス―マタイ 1：49 － 54
1 － 7（麦と毒麦のたとえ ）
（再臨を，忠実な僕と悪い僕を訪れる
主人と比較している）
1 テ サロニケ 5：2 － 8；2 ペテロ 3：
10 － 14； 教 義 と 聖 約 106：4 － 5； ダリン・H・オークス「再 臨への備え」
ジョセフ・スミス－マタイ 1：46 ー 48 『リアホナ』2004 年 5 月号，7 － 10
（再臨は夜の盗人のように来る）
「比較と実物を用いたレッスン」
『教師，
マタイ 25：1 － 13；教 義と聖 約 45： その大いなる召し』163 － 164
56 － 57；63：54（十人のおとめのた
ビデオ ―
「思慮深いおとめたち」，
「心
とえ ）
配することはない」
教 義と聖 約 45：34 － 39；ジョセフ・
スミス－マタイ 1：38 － 39（イチジク
の木のたとえ ）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。
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• 青少年に，これまで学んできた福音
の真 理に関するリストを作るように言
い，それらの真理がどのように互いに関
連しているかについて話し合ってもらい
ます。

• 『教 師，そ の 大 い なる 召 し』163
ページ，
「比較と実物を用いたレッスン」
の項にある，比較を用いることについて
のボイド・K・パッカー会長の言葉の引
用を読んでもらいます。 福音の原則を
理解しようとするとき，比較（象徴やた

とえ ）はどのような助けになるでしょう
か。 青少年は，聖文の中で再臨につい

て教えている比較のうち，どれを知って
いるでしょうか。

一緒に学ぶ
以下の活動は，青少年が再臨を教えるしるしを理解するのに役立つでしょう。 御
霊の導きに従って，クラスに最も適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでくださ
い。
• このアウトラインから，十人のおとめ
のたとえについて書かれている聖句を
読むように言います。（ビデオ「思慮深
いおとめたち」を見せてもよい）紙に二
つの欄を作り，それぞれの欄に「十人
のおとめのたとえ」，
「再臨」と書いても
らい，救い主がその二つをどのように比
べているか，一人一人に考えてもらいま
す。 最初の欄には，賢いおとめ，花婿，
油，などたとえに出てくる人や 物を書
き，再 臨の欄には，それらの人や 物が
再臨の何を表わしているかを書いても
らいます。 助けが必要なときは，
「十人
のおとめのたとえ」
（『リアホナ』2009
年 3 月号，20 － 21）を読 むといいで
しょう。 それぞれが学んだこと，また，
このたとえを読んで何をするよう促しを
感じたかを皆で話し合います。

で悪い僕と似ていますか。 この二人の
僕の行動はそれぞれどのような結果を
もたらしましたか。 青少年に，これら
の聖句の脚 注にある参 考聖句を一つ
選んで読むように言います。 これら追
加の聖句を読んで，比較について新た
に理解したことを発表してもらいます。
• 再臨に先立って起こる出来事につい
て恐れを感じている友達がいると想像
するように言います。 その友達を安心
させるために，何を言えばよいでしょう
か。 ビデオ「心配することはない」を
見せてから，そのほかに聖文を含めて
友達に伝えられることを書き出すように
言います。 青少年に，学んだことの中
から，再 臨について心配している友 達
を安心させるロールプレーをするように
勧めてください。

• このアウトラインでは，イエス・キリ
• ダ リン・H・オークス 長 老 の 説 教
ストの再臨を夜忍び込んで来る盗人に
「再臨への備え」のセクション III をク
たとえています。青少年一人一人にこの
ラスの半分に，セクション IV を残りの
概要で取り上げられている参照聖句を
半分に読んでもらいます。 オークス長
読むように言います。 青少年に，再臨
老が話している再臨に関係する象徴を
について学んだことについて話し合っ
見つけて発表するように言います。 そ
てもらいます。 再臨を盗人のように感
れらの象徴は何を表しているでしょう
じるのはどのような人でしょうか。 聖
か。 オークス長老がしている質問の答
文は，備えるためにわたしたちには何が
えを書く時間を青少年に与えてくださ
できると言っていますか。 青少年に，
い。「再 臨が 明日ならどうしますか。
再臨を説明できるようなたとえを考え，
…… 今日ならどうしますか。 どのよう
それをクラスで発 表するように勧めま
な告白をしますか。 これまでしてきた
す。
ことで，何をやめますか。 清算すべき
• クラスで一緒にジョセフ・スミス― ことはありますか。 どのような赦しを
マタイ 1：49 － 54 を読んでください。 与えますか。 どのような証を述べま
二人の僕の違いについて話し合っても すか。」
（『リアホナ』2004 年 5 月号，
らいます。 今日の人々は，どのような点 9 ）

福音の学習技術
象徴を理解する。聖文にあ
るたとえや象徴を理解する
ためには，象 徴 を認 識し，
象徴の話を構成する部分を
特定しそれらを解釈できな
ければなりません。象徴を
見つける一つの方法が，
「の
ように」
「ような」
「似 て い
る」，あるいは「まるで ……
のように」などの言 葉を探
すことで す。 さらに，象 徴
を構 成 するもの（例 えば，
油，あかり，おとめ，花婿な
ど ）のリストを作るとよいで
しょう。 象徴を解釈するた
めに，教会のほかのリソー
ス（例えば 教会機 関 誌，総
大会の説教，ほかの聖句な
ど ）を参 考にし，象徴 がど
のように福音の原則を理解
する助けとなるか考えるとよ
いでしょう。 個人で福音を
研究しているときに，たとえ
や象徴が出てきたら必ずこ
のようにするよう青少年を
励ましてください。
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救い主の方法で教える
救い主は，教えを受ける人
たちが 理 解 できるように，
簡 単な話，たとえ，実 例を
使って，彼らが福音の教え
を彼ら自身の体験や周りの
世界から見つけられるよう
に 助けられました。 青少
年が再臨を理解できるよう
に，たとえや象徴をどのよう
に使いますか。
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青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。どんな思いや印象を抱いた
でしょうか。再臨についてのたとえや象徴を理解したでしょうか。ほかに質問は
ないでしょうか。このテーマにもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める
青少年に，今日学んだことで，何をしなければならないと感じたか尋ねます。その
気持ちに従って行動するように励ましてください。青少年はどのような機会に再
臨の象徴について教えることができるでしょうか。

12 月―末日に神の王国を築く

再臨に備えることができるように，
聖文から何を学ぶことができるで
しょうか
イエス・キリストは力と栄光をもって再び地上に来ると約束されました。 末日聖
徒としてわたしたちの責任の中に，自分自身を再臨に備え，さらに，世界が備えら
れるように力を尽くすことがあります。 義にかなった人々にとって，再臨は平和と
勝利の日です。 救い主が再び来られるのがいつなのか，正確には分かりません。
しかし，預言を研究し，再臨のしるしを注意して観察することによって，わたしたち
は再臨に対する証を強め，主がいつ来られてもよいように備える助けを得ます。

霊的に備える
再臨に関するどの聖句が平
安をもたらしてくれますか。
再臨に備えるために，どのよ
うなことをしていますか。
クラスの青少年は，聖典に
ある補助教材を十分に使う
ことが できますか。 聖 文
を研究する方法を学ぶこと
で，青少 年はどのような祝
福を受けますか。

よく祈ってこれらの聖文とほかの資料を研究してください。青少年と分かち合うよ
う促しを受けていると感じるのはどれでしょうか。
ルカ 21：34 － 36（主の前に立つふさ
わしさを保つために，わたしたちは目を
覚まして祈らなければならない）

教義と聖 約 45：26 － 44；ジョセフ・
スミス―マタイ 1：21 － 36（再臨のし

2 ペテロ 3：10 － 13（わたしたちは救
い主の訪れを待ち望み，備えなければ
ならない）

教 義と聖 約 49：7；ジョセフ・スミス
―マタイ 1：40（主が来られる時と日を
知っている人はだれもいない）

るし）

1 ニーファイ 22：17（義人は恐れるに 「イエス・キリストの 再 臨」
『真 理を守
る』21 － 22

は及ばない）

関連づける
毎回クラスの最初の数分を使って，青少年が様々な場面で学んでいることを関連
づけることができるように助けてください（例えば，個人学習，セミナリー，教会の
その他のクラス，友人との経験など ）。福音が日々の生活に関連していることを
理解できるように，彼らをどのように助けることができるでしょうか。以下のアイデ
アが役に立つでしょう。

教え， 学ぶ際のその他の
アイデアについては， 付
録を参照してください。

• 個人の福音研 究や教会のクラスで • 救い主の誕 生と再 臨の絵を貼りま
学んでいるにテーマについて話し合うよ す。（『福音の視 覚資 料 集』，30 ，66 ）
うに青少年に勧めます。 今学んでいる 「いやしく生まれ」
（『賛美歌』，113 番）
ことについて，質問はあるでしょうか。
を歌うか聞くか，あるいは歌 詞を読ん
で，主の地上での務めと，再 臨の違い
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を表わす歌詞のリストをそれぞれの絵 このレッスンで再臨に関する聖句を研
の下に作るように言います。再臨に関し 究するときに，その答えを見つけるよう
てどのような質問があるか尋ねてくださ に励まします。
い。出た質問をホワイトボードに書き，

一緒に学ぶ
福音の学習技術
聖 句ガイドを利用する。こ
のセクション最初の活動で
は，聖句ガイドを使ってイエ
ス・キリストの 再 臨ついて
書かれた聖句を探すよう青
少年に勧めています。 聖句
ガイドのそれぞれの項目に
は，青少年が 学習している
テーマにについてさらに学
べるように，関 連する言 葉
や句が 載せてありまます。
テーマに関連する別の言葉
を思いついたときも，その
言 葉を「聖 句ガイド」で 調
べるとよいでしょう。 福音
の具体的なテーマについて
学 びたいときはいつでも，
「聖句ガイド」を活用するよ
うに励ましてください。

下記の活動は，青少年が再臨に備える方法を理解するのに役立つでしょう。御霊
の導きに従って，クラスに適した活動を一つ，あるいは幾つか選んでください。
• 再臨に関する以下の質問をホワイト
ボードに書きます。何が起こるでしょう
か。どのように備えることが できます
か。ほかに何を学びますか。これらの
質問の答えを見つけるために，聖句ガイ
ドの「イエス・キリストの再臨」の項か
ら幾つか聖句を選んでこれらの質問の
答えを見つけるように勧めます。 見つ
けたことを発表するように言います。
• 青少年に，
『真 理を守る』から「イ
エス・キリストの再臨」の項を読んでも
らいます。 このセクションで取り上げ
られている聖句を使って聖句のチェー
ンを作る方法を教えてください。 21 －
22 ページにある預言されているそれ
ぞれの出来事としるしの聖句のチェー
ンを作ることができます。例えば，
「天
と地 のしるし」に 関 する参 考 聖 句の
チェーンを作るには，ヨエル 2：30 －
31 の余白にマタイ 24：29 － 30 と書
きます。次に，マタイ 24：29 － 30 の
余白に，教義と聖約 29：14 － 16 と書
き，同じように続けます。青少年に，こ
のテーマのほかの聖句を見つけて聖句
のチェーンに加えるように励まします。
聖句のチェーンが役立つ理由を尋ねて

ください。これらの聖句から，今まで
知らなかった再 臨のしるしについてど
のようなことを知りましたか。再臨のし
るしについて知ることが大 切であると
感じるのはなぜですか。（教義と聖約
45：34 － 39 参照。）
• 教義と聖約 45：44 をクラスで一緒
に読みます。 聖句の脚注を読むことで，
聖句の意味をさらに理 解できることを
示してください。例えば，脚注②に，再
臨の日と時を知る者はいないことを教
えるマルコ 13：32 － 37 を参照するよ
うにとあります。これによって，わたし
たちは気をつけていなければならない
ことが理解できます。再臨に関する聖
句を一つずつ青少年に割り当てます。
聖句はこの概要で取り上げられている
ものでも，
『真理を守る』21 － 22 に出
ているものでもよいでしょう。割り当て
られた聖句をよく読み，さらに脚注にあ
る聖句を読んで理 解したことを書き留
めるように言います。学習して分かった
ことを発表する時間を与えてください。
学んだことから，もっとよく再臨に備え
るために何ができるでしょうか。

青少年に今日学んだことを分かち合ってもらいます。再臨について学ぶためにど
のように聖文を研究すればよいか理解したでしょうか。ほかに質問はないでしょ
うか。このテーマにもっと時間を費やした方がよいでしょうか。

行動するように勧める
青少年に，クラスの中で受けた印象を分かち合うように勧めます。再臨に備える
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ために何をしますか。今日，個人の聖文研究に応用できることを何か学びました
か。

救い主の方法で教える
救 い主は 御自分 が 教 えて
おられた人たちに，信仰を
持って行動し，教えた真 理
に従って生活するよう勧告
を与えられました。 主が教
えておられたときに最も心
を砕 かれたことは，従って
きた人たちが心を尽くして
福音に従った生活ができる
ように助けることでした。
青少年が学んでいることに
従って行動できるよう，どの
ように励ましますか。
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付録

学び教えるためのアイデア
救い主は聖文を使って教え，御自身の使命について証されました。また人々に，聖文につ
いて深く考えるよう教え，彼らの質問に答える際にも聖文を用いられました。人々とかかわ
りのあるたとえを用いることによって，彼らが自分自身の経験や周囲の世の中に福音の教
えを見いだせるように助けられました。人々に，ほかの人々を教え，証することで主の教え
の証人になるよう勧められました。こうして人々の福音への理解を深められたのです。
青少年の教師であるあなたの責任の一つは，救い主が模範を示してくださった原則に従っ
た学習活動を準備することです。この付録に含まれているアイデアや，教えるためのほか
の技術のうち，青少年が預言者の言葉を調べ，学んでいる原則の模範を見つけ，福音をほ
かの人と分かち合ううえで助けとなると思うものを用いてください。これらのアイデアはす
べてのレッスンのテーマに合わせて用いることができます。
活動を計画するとき，青少年を教える際の重要な目的の一つは，彼らが学んだことを分か
ち合うよう励ますことであるのを心に留めてください。青少年が福音の真理を伝えるとき，
聖霊の力によってそれらの真理が彼らの心と思いに強く印象づけられます。福音をほかの
人と分かち合うことによって，青少年は互いを強め合うことにもなります。すなわち，仲間
から福音の真理について聞くことで，時には指導者や教師から聞くよりもさらに力強い影
響を受けるものなのです。

これらのアイデアをオンラインで見るには lds.org/youth/learnにアクセスしてください。
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関連づけるための活動
以下の活動をすることができます―
• 青少年が家庭や教会，セミナリー，日々の生活における経験で学んでいる事柄を相互に関連づけるのを助け
る。
• 青少年がクラスで学ぶ予定の教義を導入する。
青少年はこれらの活動に，個人や小さなグループで，またはクラスとして参加することができます。あなたが教
える青少年の必要についてよく考えるとき，最善のアイデアを知ることができることを心に留めてください。

青少年が家庭や教会，その他の場所で学んでいる事柄を相互に関連づけるのを助ける。
真理に関するリストを作る

教える経験を分かち合う

語句を書く

応用したことを分かち合う

聖句を分かち合う

質問をする

学習経験を分かち合う

質問を分かち合う

青少年に，これまで学んできた福音の真理に関する
リストを作成して，それらの真理がどのように互いに
関連しているかについて話し合ってもらいます。
青少年に，最近学んだ事柄を要約する語句を分かち
合ってもらいます。
最近研究した聖句を分かち合い，その聖句から学ん
だことについて話すように，青少年に勧めます。
青少年に，福音の教義を有意義な方法で学んだ経験
を分かち合ってもらいます。

青少年に，福音を教えた最 近の経 験を分 かち合っ
てもらいます。うまくできたと感じているでしょうか。
どのような点を改善したいと思っているでしょうか。
学んでいることにどのように従って生活しているかを
分かち合うように，青少年に勧めます。
青少年に，研 究している教義について持っている疑
問を尋ねるように勧めます。
青少年に，これまで教会や自分の信仰について尋ね
られたことのある質問を分かち合うように勧めます。
それらの質問にどのように答えればよいでしょうか。

青少年がクラスで学ぶ予定の教義を導入する
聖文の中で教義を見つける

聖文の中からレッスンで採り上げている教義を教え
ている聖句を探すように，青少年に勧めます。

質問をする

教義についての質問に答えるように，青少年に勧め
ます。

賛美歌を歌う

教義に関連する賛美歌を歌うように，青少年に勧め
ます。

レッスンの表題にある質問に答える

レッスンの表題にある質問をホワイトボードに書き，
その質問にどのように答えればよいかを深く考えるよ
うに，青少年に勧めます。

268

ロールプレー

青少年に，教義についてだれかから質問されたとき
の状況をロールプレーしてもらいます。彼らはどのよ
うに答えればよいでしょうか。

知っていることを説明する

クラスの生徒に，教義について知っていることを説明
してもらいます。

教義を幾つかの部分に分ける

教義を幾つかの部分に分けて，別々の青少年に各部
分が何を意味するか説明するよう割り当てます。

絵または物について説明する

青少年に，今週の教義に関連する絵または物を見せ
て，それについて説明してもらいます。

絵を描く

無記名のアンケート

聖文を見つけて分かち合う

クイズ

知っていることを要約する

語句のリストを作る

青少年に，これから話し合おうとしている教義につい
て，自分が理解している事柄を表す絵を描くように勧
めます。
青少年に，レッスンの表題にある質問に答えるのに役
立つ聖句を探してもらいます。
教義について知っていることや経験したことを，短い
言葉や文章に要約するように，青少年に勧めます。

クラスの生徒に，教義について感じていることや経験
したことについて尋ねる短い無記名のアンケートを実
施します。
教義について青少年がすでに知っていることを調べ
るために，簡単なクイズをします。
話し合おうとしている教義に関連した語句について考
えるように，青少年に言います。彼らはどの語句につ
いて質問があるでしょうか。

一緒に学ぶための活動
以下の活動は青少年に役立ちます―
• 聖文と預言者の言葉を調べ，その意味をよく考える。
• 話し合っている教義に関する模範を見つける。
• 教義について自分の考えや思いをほかの人と分かち合う。
青少年はこれらの活動に，個人や小さなグループ，またはクラスとして参加することができます。あなたが教える
青少年の必要についてよく考えるとき，最善のアイデアを知ることができることを心に留めてください。

聖文と預言者の言葉を調べ，その意味をよく考える
質問への答えを探す

絵を合わせる

語句や言葉を探す

空欄を埋める

青少年に，あなたの質問または教義についての自分
たちの質問への答えを探し，見つけた事柄について話
し合うように勧めます。
教義を理解するのに役立つ語句や言葉，模範を見つ
けるように，青少年に勧めます。

短く要約する

青少年に，聖句や預言者からのメッセージを短く要約
してもらいます。

リストを作る

聖文や預言者の言葉から学んだ教義の重要な点につ
いて，青少年にリストを作ってもらいます。見つけた
事柄を分かち合うように勧めます。

聖句を合わせる

幾つかの参照聖句と，各聖句が教えている事柄の簡
単な要約文を青少年に提示します。聖句を読み，そ
れぞれ適した要約文と合わせてもらいます。

青少年に，何枚かの絵と聖句を合わせてもらいます。
その聖句と絵から得た洞察について分かち合うよう
に勧めます。
ホワイトボードに，一部言葉を抜かした要約文を書き
ます。文を完成させるのに適した語句や節を聖文か
ら探すように，青少年に勧めます。

模範を比較する

聖文から二つ以上の話や聖句を読んで，それらが教
義について教えている事柄を比較するように，青少年
に勧めます。

絵を描く

聖文や預言者の言葉を読んで，書かれている事柄を
表す絵を描くように，青少年に勧めます。

聖句を見つける

教義について書かれた聖句を見つけて，その意味を
分かち合うように，青少年に勧めます。
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聖句を関連づける

青少年が教義に関連する聖句のリストを作成し，それ
らの聖句を読み，自分の聖典の余白に参照事項を書
き込むのを手伝います。

賛美歌を見つけて歌う

教義に関連する賛美歌を見つけて一緒に歌うように，
青少年に勧めます。

あなたが教えている教義の模範を見つける
ほかの人々から話を聞く

思い浮かべる

聖文にある模範を見つける

ロールプレー

ほかの末日聖徒の模範を見つける

メディアを視聴する

青少年に，ほかの人々から教義にまつわる経験を聞
いてもらいます。
聖文に登場する，教義に従って生活した人物について
読んだり，聞いたりするように，青少年に勧めます。
教義に従って生活している，ほかの末日聖徒について
読んだり，聞いたりするように，青少年に勧めます。

模範を分かち合う

青少年に，だれか教義に従って生活している人を思い
浮かべてもらいます。
教義を明確に表している状況をロールプレーするか
想像するように，青少年に勧めます。
教会制作のメディア（ LDS.org から選んだ DVD や
ビデオクリップなど ）を視聴するように，青少年に勧
めます。

あなた自身が知っている，教義に従って生活している
人の模範について分かち合い，青少年にもそれぞれ
模範について分かち合ってもらいます。

パネルディスカッションを聞く

物語について話し合う

招いた話者の話に耳を傾ける

ある話（聖文や預言者の言葉から）が，どのように教
義の模範となっているかを説明するように，青少年
に勧めます。

承認されたゲストを数人招き，クラスの質問に答えた
り，テーマに添って話し合ったりしてもらいます。
承認された話者を招いて，教義について話してもらい
ます。

教義について，自分の考えや思いをほかの人々と分かち合う
話の準備をする

教義について書く

レッスンを教える

意味を説明する

青少年に，教義について話をするよう準備してもらい
ます。
クラスの生徒に，レッスンの一部を教えてもらいます。

ほかのクラスを教える

青少年に，その教義は自分にとってどのような意味が
あるか尋ねます。

青少年に，教義について簡単なレッスンを準備し，ほ
かのクラスで教えてくもらいます（ビショップからの
承認を得て）。

質問について話し合う

だれかを教える

質問をする

教義について証する

絵または物について説明する

青少年がだれかほかの人に教義を教える方法につい
て考えるのを助けます。
クラスの生徒に，教義についての証を分かち合うよう
に勧めます。
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クラスの生徒に，教義について学んだこと，または教
義についての自分の考えや思いを書いてもらいます。

教義の意味と大切さに関する質問について話し合う
ように，青少年に勧めます。
青少年に，教義について考え，それに関連した質問を
してもらいます。一緒に答えを考えましょう。
ある絵や物が，教義をどのように示しているかを説明
するように，青少年に勧めます。

絵を描く

青少年に，教義を示す絵や図を描くか，ポスターを作
成してもらいます。

「成長するわたし」または「神への務め」を通し
て得た経験を分かち合う

その教義に関連する「神への務め」や「成長するわた
し」にある事柄のうち，これまでに実践したことを分
かち合うか，教えるように，青少年に勧めます。

青少年に行動するよう促すための活動
以下の活動は青少年が自分たちの生活に福音をどのように応用するかを理解する助けになります。一般的に，
青少年は学んだことを実践するために自分自身で計画を立てるよう奨励されるべきです。これらの活動は，青
少年がアイデアを得るうえで役立つでしょう。
青少年はこれらの活動に，個人や小さなグループで，またはクラスとして参加することができます。あなたが教
える青少年の必要についてよく考えるとき，最善のアイデアを知ることができることを心に留めてください。

教義に従って生活するよう計画を立てる
行うべきことについて深く考える

証を記録する

行うべきことを書く

ほかの人々から話を聞く

クラスで話し合う

リストを作る

感じていることや証を分かち合う

試練や問題を克服する

教えるための概要を作成する

なぞらえる

教義を応用するためにできることについて深く考える
よう，青少年に勧めます。
教義を応用するために行おうと思うことを書き留める
ように，青少年に勧めます。
青少年に，ほかのクラスの生徒と教義を応用する方
法について話し合うように勧めます。
教義について感じていることや証を分かち合い，なぜ
その教義が自分にとって大切なのか説明するように，
青少年に勧めます。
教義について教えるための概要を作成するように，青
少年に勧めます。

教義の大切さについて話し合う

青少年に，自分の生活における教義の大切さについ
て話し合うように勧めます。

教義についての証を記録するように，青少年に言いま
す。
教義に関連する経験や考えについて知るために，ほ
かの人々から話を聞くように，青少年に勧めます。
教義を応用することによって受けた祝福のリストを作
成するように，青少年に勧めます。
青少年に，これまでに経験した試練や疑問について，
また教義や聖文がどのような助けになったかについ
て分かち合うように勧めます。
青少年に，聖文や生ける預言者の言葉から得た事柄
を自分の生活に応用するように言います。

「神への務め」または「成長するわたし」にある
活動をする
冊子「神への務め」
または「成長するわたし」
から一つ
の活動を実施するように，青少年に勧めます。
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