Enseignement
et
福音を教え学ぶ
apprentissage de l’Évangile
宗教教育セミナリー・インスティテュートの
Manuel pour les instructeurs et les dirigeants
教師ならびに指導者用手引き
des séminaires et instituts de religion

福音を教え学ぶ
宗教教育セミナリー・インスティテュートの
教師ならびに指導者用手引き

行： 日聖徒イエス・キリスト教会
タ ソルトレーク・シティー

意見や 提 をお ちしています
S i
i
i
50 E
S
i
子メール：
，

，

りの 指 も めて，
R i i
A
i i
S
F
9
84150 0009 SA

にお りください
i

ワード，ステークを明記し，本手引きの書 を 記入のうえ，
意見・ 提 をお書きください
2012
R
v
権
印 ：日本
語
：2010 年 12
：2010 年 12
原題：G
i
i
J
10581 300

目次
はじめに
救い主の方法で教える

v
v

序文
教会教育システム
宗教教育セミナリー・インスティテュート

ix
ix
ix

1 目的
わたしたちの目的 1 1
生活する 1 2
教える 1 3
管理運営する 1 4

1
1
2
5
7

2 福音を教え学ぶときの基本
御霊によって教え，学ぶ 2 1
愛と敬意と目的意識のある学習環境を作る 2 2
毎日聖文を研究し，コースの聖典を読む 2 3
聖典と預言者の言葉の背景と内容を理解する 2 4
福音の教義と原則を見つけ，理解し，それらが真実であり重要であることを感じ，それらを応用する 2 5
福音の教義と原則を説明し，分かち合い，証する 2 6
重要な聖句と基本的教義に精通する 2 7

10
10
13
19
23
26
31
34

3 セミナリーとインスティテュートで聖文を教える
福音を教え学ぶときの基本を取り入れる 3 1
ルカ 5 章：例 3 2

38
39
42

4 教える準備をする
個人的な準備 4 1
生徒の準備 4 2
レッスンの準備 4 3

47
47
49
51

5 教授法，技術，採り上げ方
質問 5 1
クラス討論 5 2
クラスで一緒に聖文を読む 5 3
教師の提示 5 4
物語 5 5
グループ討論と割り当て 5 6
筆記活動 5 7
ホワイトボードまたは黒板 5 8
実物と絵 5 9
視聴覚プレゼンテーションとコンピュータープレゼンテーション 5 10
音楽 5 11
一般的な助言と注意 5 12

58
58
63
64
65
66
67
68
69
70
70
74
76

6 教師として改善を続ける
主の約束 6 1

78
79

引

81

はじめに
「わたしたちは自分自 を分析し，教師である自分を向上させたいと思うとき，どのよう
なより良い模範を見つけることができるだろうか 自分の理 と目標と方法を分析し，イ
エス・キリストのそれと比較すること 上に，わたしたちが行えるすばらしい学習がある
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だろうか 」
（ボイド・K・パッカー，

改

1991 年 ，22 ）

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少しの間考えてみてほしい
の りに集まった

に教えておられる，あるいは
できるだろうか
うか

救い主と，また救い主

子たちを心に描くことができるだろうか

リラ の

のそばで

で女性に個人的に語りかけておられる救い主を

救い主の教え方と導き方についてどのようなことに気づいただろ

人々が学び，霊的に成長し，福音に従う者となるのを，救い主はどのような方法

で助けられただろうか
救い主は，人々を愛し， らのために祈り， えず
つけ，愛を示された

人々の

された

一緒にいる

味と 望と望みと， らの生活に が

会を見

こっているかを

御 じであった
救い主は， らが

者であり，どのような人になれるかを御 じであった

らが学び，

成長するのに助けとなる 自の方法，すなわち らにまさにふさわしい方法を見つけ出さ
れた

らが

しているときに， らを見限ることなく，引き続き愛し，教え導かれた

救い主は，祈りと

の時を御

りで

し，教える準備をされた

毎日わずかな

御自分の時間に，天の御父に導きを求められた
救い主は，聖文を用いて教え，御自分の使命について証 された
文について考え，聖文を使って自分の

人々に，自分で聖

問に えを見つけるように教えられた

が力と権能をもって神の言葉を教えられたとき， らの心は内に えた

救い主

そして， ら

は聖文が真実であることを自分自 で知ったのである
救い主は，簡潔な話と，たとえと， らにとって意味のある実生活の例を話された
らが自分自 の経験と 囲の世 から福音の教訓を見つけることができるようにさ
れた

や子供の

生，

事について語られた

ために， い出た を救い出す話をされた
子たちに教えるために，
「

の

互いを気

天の御父の

うことについて教える

しい心

いを信頼するよう

のことを 考えて見るがよい」と勧められた

救い主は， らが考え，深く感じるように， つかの質問をされた
から関心を示し， らが信仰を表したことを喜ばれた
る

会と， ら自 の

じ， らの経験

らが自分の

察を分かち合う 会を与えられた

に耳を傾けられた

らの えに心
問について

そして， らの質問に応

救い主から愛されていたので， らは自分の考

えや個人的な気持ちを述べても し支えないと感じていた
救い主は， らに証を述べるように求められた
霊が

らを感動させた

救い主はこう

そして， らが証を述べたとき，御

られた 「あなたがたはわたしをだれと言

v

うか 」ペテロはそれに え，その証は強められた 「あなたこそ，生ける神の子キリス
トです 」
救い主は， らを信頼し，備え，そしてほかの人々を教え，祝福し，人々に える重要
な

を与えられた

そして，
「

宣 べ伝えよ」と命じられた

世

に出て行って，すべての

られたものに福音を

救い主の目的は， らがほかの人々に えることによって

改心するように助けることであった
救い主は らに，信仰をもって行動し，救い主から教えられた真理に従って生活する
ように求められた

心を くして福音に従った生活ができるように

子たちを助けるこ

とに集中してすべての教えを授けられた これを成し遂げるために， 会を見つけては，
らが

効な経験によって学べるようにされた ニーファイ人に御

を現されたとき，一

人一人を御自分のもとに来るように招いて，ニーファイ人が自分自 で救い主を目にし，
感じ，知るように 向けられた
vi

らが御自分の

げたことを十分に理解していないと

感じられたときには，家に帰り，また って来てもっと学ぶ備えをするよう求められた
救い主は，あら る点で らの模範であり，良い指導者であられた
ることによって，祈りについて教えられた
愛し，

することを教えられた

らを愛し， らに

らとともに祈

することによって，

福音を教えることによって，主の福音を教える方法

を教えられたのである
明らかに，救い主の教え方は世の方法とは なっている
したがって，これは，すなわち救い主が教えられたように教えることは，あなたの神
聖な しである
てるための
が教える究

あなたがこれを行うとき，青少年は，福音の種を え， らませ，育
を心の中に

けるであろう これは改心に結びつくであろう あなた

の目標はこれである

青少年が改心するのを助けるとき， らが生

わたって救い主に従う備えをするのを，すなわち， らが伝
を け，義にかなった家族を育て， 世 に神の

の

をし，神

に

の

を築くのを助けることになる
vii

序文
教会教育システム
日聖徒イエス・キリスト教会の教会教育システム（ ES ）は， 日聖徒イエス・
キリスト教会の教育管理会・理事会の指示の にその
会・理事会は，大管長会，十二使徒定
のそのほかの中

と中

役 で

教会教育システム内の個々の

能を果たす 教育管理

会の中から指 された会 ，ならびに教会
成されている

として，宗教教育セミナリー・インスティテュー

ト，ブリ ム・ ング大学，ブリ ム・ ング大学アイダホ

，ブリ ム・ ング大学

ハワイ ，ならびに DS ビジ スカレッジがある

宗教教育セミナリー・インスティテュート
宗教教育セミナリー・インスティテュートは，青少年と ングアダルトのために
日の宗教教育を提供する
外の

つかの地

宗教教育セミナリー・インスティテュートはまた，合

で 学 と中

学

を管理している

宗教教育セミナリー・インスティテュートにおけるわたしたちの務めは， なる教
育ではなく宗教教育を施すことである 宗教教育とは永遠のための教育であり，主
の御 霊 の影響力を必要とする

J・ルーベン・クラーク・ジュニア管長は，セミナ

リーとインスティテュートの教師に語り，次のように教えている 「教師である皆さ
んは偉大な使命を負っています 皆さんは教師として，教育の 点に立っています
皆さんの教える事柄は，値の知れない価値があり， 範囲にわたって影響を
という意味において，永遠の

から，現

，永遠の

す

来にわたって人間にかかわ

り合うものすべてに比べて決して けをとりません 」
（ 教育に関する教会の指針
改

1994 年 ，12 ）
現

， 世 で

人のセミナリーとインスティテュートの教師と指導者が，教会

の青少年と ングアダルトがイエス・キリストの福音を学び，その原則に従って生活
できるように助けている
この手引き 福音を教え学ぶ は，その務めを果たす教師を支援するために用
意されたものであり，リソースブックである 教師はこの手引きの内容に精通し，自
分にとって最も助けとなる分

に集中して， り し参照するべきである

教師が

この手引きを研究し，主の指示を求めるとき，主は，教師が準備する際に霊感を授
け，教師と生徒の関係を強くし，教師の教えに力を

え，主の業をもっと十分に果

たせるように御霊を授けてくださるであろう

ix

宗教教育セミナリー・インスティテュートの目的
わたしたちの目的は，

のことができるよう，青少年と ングアダルトを助けることです イエ

ス・キリストの教えと贖 いについて理解しそれに頼る 神

の祝福を

ける資格を得る 天の御

父とともに永遠の命にあずかるため，自分自 と自分の家族と りの人々を備える
この目的を

成するために

生活する

わたしたちはイエス・キリストの福音に従って生活し，御 霊 を伴 侶 とするため懸命に努力しま
す わたしたちは，家

，教

，地

会にあって，行動においても人との

わりにおいても模範

となります わたしたちは， えず自分の働き，知識，態度，人格を向上させるように努めます
教える

わたしたちは生徒に，聖典と預言者の言葉に見いだされるままの福音の教義と原則を教えま
す これらの教義と原則を， らが理解し，教化されるような方法で教えます わたしたちは，生
徒が学習の

程における自らの役割を果たすよう助けます また，福音を

の人々に教える備え

ができるよう らを助けます
管理運営する

わたしたちはプログラムと資産を適切に管理運営します わたしたちの働きは，親が家族を強
める

を果たすための助けとなるものです わたしたちは，生徒に参加するように勧め，また，

生徒が互いに わり，ともに学ぶための霊的な環境を提供するうえで，神権指導者と
して働きます

x

に協力

目的
イは， にレッスンを教えることだけにとどまらない
エス・キリストの福音の教師には，神聖な信頼が

かれている
らの目的
ダリン・H・オークス長
は次のように述べている 「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
することは決してありません
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 います 」
（「福音を教える」 リアホナ
2000 年 1
，96）

1

「宗教教育セミナリー・インスティテュートの目的」は，主の業を助ける働きに関
して教師と指導者に明確な指示を与えるものである

わたしたちの目的〔 1.1〕
わたしたちの目的は，以下のことができるよう，青少年とヤングアダルトを助ける
あがな
ことです。イエス・キリストの教えと贖 いについて理解しそれに頼る。神殿の祝
福を受ける資格を得る。天の御父とともに永遠の命にあずかるため，自分自身と
自分の家族と周りの人々を備える。
天の御父は，御自分の子供たちのそれ れが永遠の命を得ることを望んでおら
れる（モーセ 1：39 参照） 救い主は次のように教えられた 「永遠の命とは，
一の，まことの神でいますあなたと，また，あなたがつかわされたイエス・キリストと
を知ることであります 」
（ ハ 17：3 ）したがって，宗教教育が焦点を当てている
のは，生徒が天の御父と御子イエス・キリストを知って愛するように助けること，ま
た救い主の教えと贖いについて理解しそれに頼るように助けることである
の中心を成すものである その基本的
イエス・キリストの贖 罪 は，救いの
な真理の上に福音の教義と原則が ち立てられている イエス・キリストの贖罪
がすべての福音を教え学ぶ中心でなければならない ボイド・K・パッカー長
は次のように証 している 「（贖罪は）キリスト教の教義の根本です 皆さんは
枝が った のように福音に対する知識は
かもしれませんが，もし枝葉の
分しか知らず，しかもそれが根に関係のない，真理から れたものであるな
らば，そこに命も実質も贖いもありません 」
（「
者」 聖徒の
1977 年
10
，488 ）
生徒は，イエス・キリストについて学び，イエス・キリストの教えと模
範に従い，自分の生活の中にイエス・キリストの贖罪の効力を
すとき，強さを得， しと癒 しと改心を経験する ヘンリー・B・
アイリング管長は次のように教えている
「わたしたちは目標をより く持たなければなりません 登
録，定 的な出席， 業，聖文の知識，聖霊が真理を確 し
てくださるのを感じる経験など，これまで げてきた目標を
たなければなりません さらに，伝 地と神 を目指さ
なければなりません しかし，生徒には，生徒である間に必
要なものがもっとあります ……
1

福 音を 教 え学 ぶ

メモ

イエス・キリストの

「わたしたちが教会の若い人々に，救い

に

主イエス・キリストを 愛 するようにと

な福音が，聖霊の力によって生徒の心

え付けられなければなりません

……わたしたちの目標は，

らがわたしたちと一緒にいる間に，イエス・キリストの

教 えるとき，彼らは主のまことの弟子

た福音にほんとうに帰

に なるでしょう。この 過 程 は，彼らが

R i

忠 実 な 愛ある夫と父 親，妻と母 親，す

となるでしょう。宣教 師となり，ヤングアダルトとし
て，また後には成熟した夫婦として伝道地で主に仕え
るでしょう。…… わたしたちが青少年の心をキリスト
に向けて，彼らを強めるとき，家族と教会を強めてい

Si

され
M

モルモン書に関する ES 大会，2001 年 8

14 日 ，2 ）

なわち永遠の家族 の 導き手になる備えとなるでしょ
う。神殿は 彼らの 生 活 の自然 な，そして重 要な一 部

O

するようにすることです 」
（ W

真の改心は，イエス・キリストの福音がもたらす最
るものである 最

の祝福は神

の

の祝福に

によって得られる 生徒

は神 の聖約を忠実に わしてそれを るとき， 栄と永遠の命を
むそれらの祝福にあずかる資格を得る 霊的な強さが加えられ，
より大きな

ることにもなるのです。」

を与えられ，さらに個人の啓示を けるであろう

生活の中心を救い主と神

に く生徒は，世の

と きに対

してより大きな りを得ることができ，また天の御父から求められ

（ディー タ ー・F・ウ ー クトド ルフ， A Teacher of God s Children
〔ディーター・F・ウークトドルフ管長との夕べ，2011 年 1 月 28 日〕，3 ）

るすべてのことを成し遂げる，より良い備えをすることができる
永遠の命に る に確 としてとどまる強さを得ることができ，ま
た自分の家族とほかの人々が じ

子の を見いだし，従えるよう

に，より良い助けを与えることができる

生活する〔 1.2 〕
わたしたちはイエス・キリストの福音に従って生活し，御 霊 を伴 侶 とするため懸
命に努力します。〔 1.2.1〕
生徒が「セミナリー・インスティテュートの目的」の項で
成するのを助ける際に，教師ができる最大の
音に一 して忠実に従うことである

説されている目的を

の一つは，イエス・キリストの福

教師は，キリストのような人格をはぐくむよう

に努力し，また自分の人生のあら る面で天の御父を知り，御父に喜ばれるように
努めるとき，神聖な力を祝福として与えられる
ジをどのように け入れ，理解するかに影響を

その力は，生徒が福音のメッセー
すであろう

教師は，福音に従って忠実に生活するとき，聖霊を伴侶とする資格を得る この
聖霊を伴侶とすることは，教師がセミナリーとインスティテュートで立 に務めを果た
すうえできわめて重要である 教義と聖約の中で，主は次のように強調しておられ
る 「御霊を

けなければ，あなたがたは教えてはならない 」
（教義と聖約 42：

14 ）ロバート・D・ヘイルズ長

は次のように述べている 「宗教教育セミナリー・

インスティテュートにおける教師の

は

くありますが，これらの

すために，教師はまず，個人の義を確立するように努めなければなりません

を果た
教師

として， に御霊がともにいてくださるように，福音に従って生活しなければなりま
せん 」
（

i

F i

ロバート・D・ヘイルズ長 との べ，2002 年 2

1 日 ，1）
わたしたちは，家庭，教室，地域社会にあって，行動においても人との交わりに
おいても模範となります。〔 1.2.2 〕
教師は， 潔な生活をし，自分が教える教義と原則にふさわしい模範となる
がある
2

あら る

で，主を愛し聖霊を伴侶とする人が行うように，語り， え，

目的

生活しなければならない

メモ

最も重要なのは，自分の家の人目に
侶と子供にどのように

れない

でどのように行動するか，また伴

するかである 「説得により， 容により，

より，また偽りのない愛により」この最も重要な関係が

と

和に

たれていなければならな

い（教義と聖約 121：41 ） エズラ・タフト・ベンソン大管長は次のように述べてい
る 「夫婦として皆さんの関係がすばらしいものであるようにと っています 皆
さんの家

に

と救い主の愛があり，皆さんの家

を感じるようにと っています 皆さんの家
ん

に

を

れるすべての人がそれ

論や不和があってはなりませ

…… 皆さんは，行うすべてのことと皆さんがどう見えるかで，夫婦として大管

長会を代表しているのです 」
（
宗教教育者への
教師は教

G

話，1976 年 9

で，慈愛，

の人に しくしす て

ES

17 日 ，7 ）

， しさ， 敬，神聖なものを敬うこ

となど，キリストのような特質を表す
徒と良 で適切な関係を

Hi M

会が毎日ある

持しなければならない

「皆さんはそれぞれ，かなり以前から，

教師は，生

自分がどういう人 間 であ るかを 教 え

しかし，特定

ているということをよく理解していま

解を招いたり， 測やうわさのもとになっ

す。 …… 特 定 のレッスン で 教 える 特

たりしないようにしなければならない
教師は，学

や地

たりする際に，キリストのような
ばならない

親や

定の真 理よりも，複合的に，皆さんの

や教会の活動や行事に参加したり，出席し

特 性の方がよく記憶されます。…… わたしたちが キ

る舞いをするように努めなけれ

，宗務指導者，地

リストの弟子になろうと真剣に努めているなら，それ

会の人々と適切かつ

協力的な関係を築き， 持するように努めなければならない

が 体 現され，記 憶 されるのです。自分がどのように

い

記 憶 されるかという展 望を持ち，そ のうえで 個 人の

つもこれらのことを行って，イエス・キリストの福音に従って生活
するという
を

義を守っていると，皆さんの 生徒の人 生に真 実 の貢

な心からの決意を示すと，人々の生活に良い影響

献ができることでしょう。」

す力が し加えられる

（ニール・A・マックスウェル， But a Few Days 〔 CES 宗教教育者へ
の講話，1982 年 9 月 10 日〕2 ）

わたしたちは，絶えず自分の働き，知識，態度，人格を向上させる
ように努めます。〔 1.2.3 〕
教師は神の子供として，神性の一

を内に備えている

それは，向上し，

し，もっと天の御父とイエス・キリストのようになりたいという望みを持たせるもの
である

教師は， えずこの望みを深め，また主とほかの人々の助けを得て，向上

したいという気持ちをもって行動しなければならない
長

ゴードン・B・ヒンクレー

は，個人として成長し続けることの必要性を強調して次のように述べている

「わたしは向上できると信じています 成長を信じています ……
，あなたが 30
ください 」
（ F
への

話，1978 年 9

であろうと，あるいは 70
iv

E

ES 宗教教育者

15 日 ，2 ）

向上するには，望みと熱意と
必要である

R i i

であろうと，成長し続けて

が，また

ヘンリー・B・アイリング長

考と祈りによって求める主の助けが

は，自己改善について重要な原則を教

えている 「ほとんどの人は，自己を改善するように努力した経験が
す わたしは自分の経験から，人々と

の改善法について学びました

少はありま
最も大切

な注目すべき点は，わたしたちのよく行う事柄の中に さな変化を こしていくこと
です

実に，また り し行うことには力があります 変わるために適切な さ

な事柄を選ぶよう霊感による導きを得ることができれば，従順であり続けることに
3
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よって大きな改善がもたらされます 」
（

Wi

ヘンリー・B・アイリング長 との べ，1998 年 2

M

i

H

v

6 日 ，3 ）

セミナリーとインスティテュートで，教師は， えず自分の働き，知識，態度，人格
を向上させるように努めなければならない
働き。 教師は，教える

と管理運営する

つも努めなければならない

における働きを向上させるようにい

基本的な原則と技術を理解し応用するようにバラン

スよく， 実に，熱心に努力することによってそれを行うことができる
とインスティテュートの資料に，またスーパーバイ ー，

セミナリー

，生徒，神権指導者，

そのほかの人々に助けを求めることは，教師と指導者が自分の働きについてもっと
正確な評価を得るのに，また最も必要な分

を改善するために必要な導きを得る

のに役立つであろう
知識。 教師は，聖典と預言者の言葉の背景と内容，ならびにそれ

「兄弟姉妹，知識が十 分な人はだれ一

に まれている教義と原則を研究するように一 して努めなければ

人いません。学 習の 過 程は 終わりの

ならない

な い 過 程 で す。わたしたちは 読 ま な

し，もっと生徒の人生に祝福をもたらすことができるようになる

け れば なりません。観 察しなけ れば

であろう 教師は，聖文ならびにセミナリーとインスティテュートの

なりません。吸収しな け れ ば なりま
せん。心を向けるものについて深く考えなければな
りません。」

資料に まれている原則と効果的な教授法について知識と理解を
すようにしなければならない

適切な管理運営の原則に精通し

（ 7 ページの第 1 4 項「管理運営する」を参照），またセミナリーと

（ゴ ー ド ン・B・ ヒ ン ク レ ー， Four Imperatives for Religious
Educators,

そうするときに，救い主の福音と贖罪についての理解が

2）

インスティテュートの方針と業務を理解しなければならない
態度。 教師の態度によって，かなりの程度，教師自 の

せと生

徒に良い影響を

えず努

す能力が決まる

気であるように

め（教義と聖約 68：6 参照），ほかの人々に
致を得ようと努力し，難しい

「もし人がわたしのもとに来るならば，

えるように努め，一

で最善を くす教師は，かかわる

わたしは彼らに各々の弱さを示そう。

生徒と

…… わたしの前にへりくだるすべての

人格。 福音に従って生活するように努力し，自分の働き，知識，態

者に対して，わたしの恵みは十 分であ
る。もし彼らがわたしの前にへりくだり，わたしを信
じるならば，そのとき，わたしは彼らの弱さを強さに
変えよう。」
（エテル 12：27 ）

の人生に祝福をもたらすであろう

度を向上させるように一 して

実に努める教師は，
「セミナリー・

インスティテュートの目的」を

成するのを助けるために必要な人

格が自 にはぐくまれるであろう リチャード・G・スコット長

は

次のように教えている 「わたしたちは，自分がそうありたい と
一 して毎日，自分がそうな
う人物になります そのためには
りたい と う人物であら ばなりません 義にかなった人格は，皆
さんがなろうとしている人物が備えるべき大切な特質です 義に
かなった人格は， 手にしているいかなる物質，学習によって得たいかなる知識，
あるいはこれまでに 成したいかなる目標よりもずっと大切です 」
（「本質を変える
信仰の力と人格」 リアホナ 2010 年 11
，43 ）
結

，自分の働き，知識，態度，人格を向上させるように努めるときに大切なの

は，イエス・キリストの模範に従うことである

ハワード・W・ハンター大管長は次

のように述べている 「主イエス・キリストの教えと模範は，生活のあら る面でわ
たしたちの行動を
への

づくり，人格を

にとどまらず，家

，職

成し ます

，地

んでいます 」
（「神の証人になる」 聖徒の
4

それは，主の御

会などの
1990 年 7

にわたる

を した教会
生活にまで

，64 参照）

目的

教える〔 1.3 〕
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わたしたちは生徒に，聖典と預言者の言葉に見いだされるままの福音の教義と
原則を教えます。〔 1.3.1〕
イエス・キリストの福音の教義と原則に関する知識，理解，証 は，天の御父の御
心にかなう選択をする指針と十分な強さを生徒に与えるであろう
教義とは，イエス・キリストの福音の基本的な不変の真理である
ド・K・パッカー長

ボイ

は次のように教えている

「真実の教義を理解すれば，人の態度や行動は変わります
福音の教義を研究することは，人の行動を研究することよりも，
ずっと

やかに行動を改善する力があります 」
（「

徒の

1987 年 1

，18 － 19 ）

リチャード・G・スコット長
のであり， なった

き子ら」 聖

はこう強調している 「原則は真理を凝縮したも

に く応用できるものです 真の原則が分かれば，最も

乱した，またどうしようもない

においても確信をもって決

す」
（「霊的な知識を得る」 聖徒の

1994 年 1

することができま

，97 参照）

聖典と預言者の言葉には，教師と生徒が理解し，教え，応用するように努めなけ
ればならない福音の教義と原則が

まれている

は次のように指示しておられる 「 聖書 と

日に福音を教える人々に，主
な福音が

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 」
（教義と聖約 42：
12 ）主はまた， 日の預言者の教えを理解し，それに従うことの重要性を 言して
おられる 「

が ……わたしの言葉と めを けるとき，あなたがた ……は， が

あなたがたに与えるそれらのすべてを心に留めなければならない

……あたかも

わたし自 の から出ているかのように， の言葉を け入れなければならない 」
（教義と聖約 21：4 － 5 ）
1938 年に，J・ルーベン・クラーク・ジュニア管長は，大管長会を代表して，セミ
ナリーとインスティテュートの教師に歴史的な

をし，次のように述べている

「皆さんがまず関心を うべきこと，皆さんの最も大切な，また

一の義務は，こ

の 日に啓示されたままに，主イエス・キリストの福音を教えることです 皆さんは
資料とし，典

として，教会の標準聖典と，この 日に主の を導くように神より

された人々の言葉を使って，この福音を教えなければなりません
皆さんは職の

……

にかかわりなく，教会の標準聖典に宣言され，主の思いと御心

を教会に伝えるように権能を与えられた人々の宣べた教会の教義を，変えたり修正
したりしてはなりません 」
（ 教育に関する教会の指針 改
13 参照

1994 年 ，12 －

教義と聖約 42：12 － 13 も参照）
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これらの教義と原則を，彼ら〔生徒〕が理解し，教化されるような方法で教えま
す。〔 1.3.2 〕
教師は，福音の教義と原則を教える方法を決めるとき，生徒がこれらの重要な
真理を理解し，聖霊によって教化され
い

められるような方法を選ばなければならな

教師と生徒は，教義と原則を理解すると，その意味が分かり，それらとほかの

原則と教義との関係を知り，救いの

における，また自分自 の人生におけるそ

の重要性が分かる 人は福音の原則に従って生活し，また心が聖霊によって照らさ
れて初めて，永遠の原則と教義をほんとうに理解できるのである
教化は聖文を理解すると

時に

う言葉は，ラテン語の語根「

こるものである 「

」
（教化する）とい

」の意）と「
」
E i
Di i
i
2003 年 ， i
参照） したがって，
「教化する」
とは，神 の
に関連しており，霊的に てる，あるいは強めることを意味してい
る 喜び，
，啓 ，義にかなって生活したいという望みは，教化に関連するもの
である 教師と生徒が 者ともに教授と学習の 程で御 霊 の指示に従うならば，
聖典では次のことが約束されている 「説く者と ける者が互いに理解し合い，
者ともに教化されて，ともに喜ぶのである 」
（教義と聖約 50：22 ）

（「作る」の意）から

」
（「

i

」または「神

生したものである（

i

わたしたちは，生徒が学習の過程における自らの役割を果たすよう助けます。
また，福音を他の人々に教える備えができるよう彼らを助けます。〔 1.3.3 〕
改心を促し，福音が生徒の心の中に根づくのに助けとなる福音の学習には，教
師の

の熱心な努力

上のものが必要である 霊的な学習には，学習者の努力と

選択の自由を使うことが必要である

ヘンリー・B・アイリング長

は次のように

教えている 「真の改心は，大きな努力とともに，生徒が信仰をもって自由に求め
ることにかかっています 」
（ W M
ドナー長

R i

O

Si

4 ）デビッド・A・ベ

は，生徒の う努力がその心に聖霊の影響力を招くことを強調してい

る
「教師は，説明し，論証し， し，証することができ，しかも大きな霊的な力をもっ
て効果的に行うことができます しかしながら，結

，メッセージの内容と聖霊の

証は， ける人がそれを け入れるときにのみ心に入るのです ……
正しい原則に従って行動し，選択の自由を使う学習者は，聖霊に

「わたしたちは，誠 実 に一貫して信 仰

心を き，聖霊の教えと，証の力と，確信をもたらす証を招き入れ

に促さ れ た 行為 を 続 けることによっ

ます 」
（ S

て，聖霊からの教えを学んで受け入れ
る意 欲 が あることを 天 の 御 父と御 子

F i

デビッド・A・ベドナー長

3 日 1 ，3 ）

聖典では，霊的な学習を求める者は，教えを

イエス・キリストに示すことができま

3）

求め，また聖霊から

ける気持ちに従わなければならないと教え

られている（エズラ 7：10 1 ニーファイ 10：17 － 19 教義と聖約
138：1 － 11 ジョセフ・スミス

歴史 1：10 － 20 参照）

生徒にとって，聖文から学 うとそのような努力をすることは不
難に思われるかもしれない

くの

れであり， 少

しかし，教師は， らが理解し， け入れ，福音の学

習における役割を果たすのを助けることができる

6

けるために自分

の思いと心を備え，研究と 考と祈りによって熱心に知識と理解を

す。」
（デビッド・A・ベドナー， Seek Learning by Faith,

i

との べ，2006 年 2

のことを行うように生徒を

目的

ますことによって， らが霊的な学習における役割を

的に果たす方法を学ぶ

メモ

のを助けることができる
毎日の聖文研究を習 とする
御霊の影響を けるように心と思いを備える
自 の生活に関連のある教義と原則を見つけ，自分の言葉で述べる
と祈りによって聖文の理解を深める

熱心な研究と

福音と福音を生活に応用する方法をもっとよく理解するのに役立つ質問を
し， えを求める
察と経験と気持ちを分かち合う
ほかの人々に福音の教義と原則を説明し，それが真実であることを証す
る
印を付ける，相互参照する，聖典研究補助資料を使用するなど，聖文研究
の技術を伸ばす
霊的な学習における自らの役割を果たす生徒は，聖霊から教え
を

けようとする意欲を示していることになる

しばしばもっと聖文に心を向け，感動を覚える

「〔生徒が 〕参加しようと決心すること

そのような生徒は

は選択の自由を使うことであり，そう

救いの教義と原

すると，各個人の必要に適した個人あ

則をさらにはっきりと理解し，思い出し，また教えられたことをもっ
とよく応用するようになる

てのメッセージが聖霊によって伝えら

福音の教義と原則を見つけ，質問を

し， えを分かち合うとき，自分自 で研究するための

れます。参 加しやすい 雰 囲 気を 作 る

な技術

と，教師が伝えることのできる教えよりももっと重要

も学ぶのである

な教えを御霊が伝えてくださる可能性が高まります。

このように参加することによって，生徒は自分の家族や友人，そ

その 参加によって，御霊の指 示が生徒の 生 活にも

のほかの人々にもっと効果的に福音を教えることができるようにな
る

たらされます。」

また， 来，宣教師，親，教師，また教会の指導者として福音

の教義と原則を教えるための備えがもっとよくできるであろう

（リ チ ャ ー ド・G・ ス コ ッ ト， To Learn and to Teach More
E f f e c t i v e l y,

B r i g h a m Yo u n g U n i v e r si t y 2 0 07 − 2 0 0 8

Speeches〔 2008 年〕，4 − 5 ）

管理運営する〔 1.4 〕
わたしたちはプログラムと資産を適切に管理運営します。〔 1.4.1〕

管理運営するとは，人々を指導し，人々に え，またプログラムと資産について指
示し管理することと定義づけることができる イエス・キリストは，すべての事柄に
ついて
された

な模範を示す御方として，真実の指導者が持つ神聖な特質の手本を示
現

の割り当てが

であろうと，セミナリーとインスティテュートのすべて

の指導者と教師は，キリストのような方法で指導し管理する
慈愛，ビジョン，

会と

がある

という特質を備えている人は，主が望んでおられるように主

の業を果たすことができる 慈愛 ，すなわちキリストの
生徒，神権指導者，親，

な愛は，教師にとって，

，スーパーバイ ーとの関係の基でなければならない

慈愛とは， なる気持ちだけではなく， る舞い方と生き方でもある（モロナイ 7：
45 参照） ビジョン を持っている指導者は，霊感による指針を与え，目的意識を生
み出し， 囲の人々に熱意を注 込む 聖典では，ビジョンがなければ
と教えられている（

言 29：18 参照）

は

びる

な管理者と教師は，自分が主に

していることをよく理解し，また「セミナリー・インスティテュートの目的」を

成す
7
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るためにほかの人々と緊
る 「人は

に協力して働こうとする

であり，愛に

ち，信仰と

主は次のように述べておられ

望と慈愛を持ち，また自分に

せられ

たすべてのことについて自制しなければ，だれもこの業を助けることはできない 」
（教義と聖約 12：8 ）
すべての教師と指導者は，適切にプログラムと資産について指

「慈 愛 は長 く堪 え 忍 び，親 切 で あり，

示し管理する

ねたまず，誇らず，自分 の利 益を求め

会と

がある

管理運営上の

は，個人に

祝福をもたらすという霊的な目的のためにある 「

ず，容 易に怒らず，悪 事を少しも考え

ートを作成し，教会の

ず，罪悪を喜ばないで真 実を喜び，す

ログラムを

べてを忍び，すべてを 信じ，すべてを望み，すべてに

し，評

物や資産に配 し，

会に参加

を立て，レ
を確 し，プ

し，生徒や親，神権指導者と話

し合うことは すべて，管理運営上のきわめて重要な務めである 」

耐える。」

教会教育システム指導者ならびに教

（ 適切に管理運営する
師用手引き

（モロナイ 7：45 ）

2003 年 ，2 ）ヘンリー・B・アイリング長

うに教えている 「皆さんが

えている人々のために現世の事柄

を適切に行うことの霊的な価値を，決して，決して
でください 」
（

B

M

関する ES シン ジウム，1990 年 8

は次のよ

Wi

i

評価しない
モルモン書に

17 日 ，7 ）

わたしたちの働きは，親が家族を強める責任を果たすための助けとなるもので
す。〔 1.4.2 〕
子供にイエス・キリストの福音を教える第一の
会性の

，対人関係，

問に えることについても

は，親にある 親は子供の

と だしなみの標準を
を負っている

すること，また教義上の質

教会の指導者は，親がこの

を

果たすのを助ける
セミナリーとインスティテュートの指導者と教師は，第 1 に，親を支援する その
ために，聖典と預言者の言葉に見いだされるままのイエス・キリストの福音を生徒
に教え，教義的に見て家族が重要であることと，家族と家族の活動を
との重要性を強調する（ 適切に管理運営する

するこ

4 参照） 教師は生徒に，親を敬

い，親に助言と指導を求めるように まさなければならない

教師はまた，クラス

で教えていることを親と分かち合うこともできる
わたしたちは，生徒に参加するように勧め，また，生徒が互いに交わり，ともに
学ぶための霊的な環境を提供するうえで，神権指導者と密接に協力して働きま
す。〔 1.4.3 〕
宗教教育セミナリー・インスティテュートのプログラムはすべて，適切な神権の鍵
を

している中 と地 の神権指導者の 方の指示の で運営される
青少年と ングアダルトに祝福をもたらす努力をするに当たって，セミナリーとイ

ンスティテュートの指導者と教師は，地
して働くことが重要である
い，協力して，確実に

の神権指導者と

に，また緊

に協力

神権指導者の指示の で，指導者と教師は，話し合

青少年と ングアダルトが登録し，出席し，適切な学習コー

スを修了するように らに勧め， らを ます 教師と管理者は，神権指導者と
的に連

を取り合い，生徒をセミナリーとインスティテュートに登録し定

ようにしなければならない
ならない
8

クラスに来ている生徒だけを教えることで

させる
しては

目的

セミナリーとインスティテュートの指導者と教師は， 定の方針と手続きに
て，神権指導者と
福音の知識が

に協力して，クラスのために

す適切な霊的かつ

助

メモ

備の準備をし，証 が強められ

的環境を備える

教師と管理者は，現行

のセミナリーとインスティテュートの方針に従わなければならない
動と

っ

また，

活

活動の種 と 度について地 の神権指導者と協 し，神権指導者や補
指導者が

し実施する活動を げず，むしろ支援できるようにする

教師と管理者は，若い男性と若い女性の指導者とも緊

に協力して働き，また

「神への務め」プログラムと「成長するわたし」プログラムに参加するように適切に
青少年を まさなければならない

可能であれば，セミナリー教師は，青少年が必

要としていることについて，青少年のほかの教師やアドバイ ー，指導者と相 し
なければならない
（セミナリーとインスティテュートの管理運営に関する原則と業務の

細について

は，手引き 適切に管理運営する を参照する ）

9

2

福音を教え学ぶときの
基本
「宗

教教育セミナリー・インスティテュートの目的」では，
「教える」際の 3 つ
の主要な目的が示されている 管理者と教師は，宗教教育セミナリー・イ

ンスティテュートの目的を

成するためにこれを行うように努める

1 わたしたちは生徒に，聖典と預言者の言葉に見いだされるままの福音の教義
と原則を教えます
2 これらの教義と原則を， らが理解し，教化されるような方法で教えます
3 わたしたちは，生徒が学習の

程における自らの役割を果たすよう助けます

また，福音を の人々に教える備えができるよう らを助けます
これらの目的を

成できるよう助けるために，セミナリーとインスティテュートの

教師と生徒は，
「福音を教え学ぶときの基本」を実行するように特に勧められてい
る

福音を教え学ぶときの基本
教師と生徒が行うべきこと
御霊によって教え，学ぶ
愛と敬意と目的意識のある学習環境を作る
毎日聖文を研究し，コースの聖典を読む
聖典と預言者の言葉の背景と内容を理解する
福音の教義と原則を見つけ，理解し，それらが真実であり重要である
ことを感じ，それらを応用する
福音の教義と原則を説明し，分かち合い，証する
重要な聖句と基本的教義に精通する
これらの原則と実

と結果は相互に関連し合っている これらの基本的な事柄

を， 明に，また相互に調和を

って実行するとき，生徒は，聖文と聖文に まれ

ている教義と原則を理解する能力を に付けることができる
における役割を

また，福音の学習

的に果たすよう生徒に促し，福音に従って生活して福音をほか

の人々に教える能力を し加える

御霊によって教え，学ぶ〔 2.1〕
福音を教え学ぶことは，聖霊の力によって行われる

御霊による教授と学習は，

聖霊が役割を果たされるとき，すなわち聖霊が教師，生徒，またはその
に働かれるときに行われる

者ととも

御霊によって教え学ぶことによってのみ，生徒はイエ

ス・キリストの教えと贖 いについて理解しそれに頼るようになり，永遠の命の資格
を得ることができる

10
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ヘンリー・B・アイリング管長は，霊的な学習において聖霊が果たされる重要な

メモ

役割を強調し，次のように教えている 「生徒は，聖なる御霊によって教えられな
いか り，神について知ることはできませんし，本来あるべき愛し方を知ることも
できません

御霊によってのみ，生徒は，神がわたしたちを深く愛してわたしたち

の罪を うために御子を

わしてくださったこと，イエスが神の御子であられる

こと，またキリストが罪の代価を支

ってくださったことを知ることができるの

です 御霊によってのみ，モルモン書が神の真実の言葉であることを知るこ
とができるのです そして，霊感によってのみ，永遠の命を
必要な

けるために

を与えてくださっている御父と御子の愛を感じることができる

のです 聖霊によって心の中に深く え付けられるそれらの証を得ること
によってのみ，生徒は，確かな

の上に を き，人生の

通じてしっかりと立てることでし う 」
（

K

と

練を

v G

ヘンリー・B・アイリング管長との べ，2010 年 2

26 日 ，2 ）

のリストは，福音を教え学ぶ際に聖霊が果たされる役割に関連し
てその働きの

つかを述べたものである

父なる神と御子イエス・キリストについて証してくださる（ 1 コリント
12：3 エテル 12：41 参照）
教師と生徒の

方を教化される（霊的に

める，あるいは強める）

（ 1 コリント 14：12 教義と聖約 50：22 － 23 84：106 参照）
喜び，愛，
ラテ

，

，

などを

む「御霊の実」を授けてくださる（

5：22 － 23 ローマ 15：13 教 義と聖 約 6：23 11：12 － 13 参

照）
権

をもって大

に語る力を人に与えられる（ 1 ニーファイ 10：22 アル

マ 18：35 モロナイ 8：16 参照）
福音の教義と原則が真実であることを証してくださる（ ハ

15：26 教

義と聖約 21：9 100：8 参照）
真理，知識， 察，理解，啓
ト 2：9 － 11 ，14

を与えてくださる（

ハ

16：13 1 コリン

教 義と聖 約 6：14 11：13 － 14 76：5 － 10 ，116 参

照）
教師と生徒がアイデア，
ハ

，原則を思い出せるように助けてくださる（

14：26 参照）

言うべきことと言ってはならないことについて霊感を与えてくださる（ル
カ 12：11 － 12 2 ニーファイ 32：7 教義と聖約 84：85 100：5 － 6 参
照）
真理を人々の心に伝えてくださる（ 2 ニーファイ 33：1 参照）
人々の心を和らげてくださる（ 1 ニーファイ 2：16 アルマ 24：8 参照）
めを与えてくださる（ ハ

14：26 教義と聖約 88：3 参照）

聖め，心を変えてくださる（モーサ

5：2 3 ニーファイ 27：20 モロナイ

6：4 参照）
教師は，霊的な学習における聖霊の重要な役割を理解すると，これらの働きを
果たされる御霊を招くために，自分が行えることをすべて行うであろう これを行
うために，個人としてふさわしくあるように努めるであろう 「信仰の祈り」をささげ
11

福 音を 教 え学 ぶ

メモ

（教義と聖約 42：14 ），またそれ

れのレッスンの準備を十分に行おうとするであ

ろう 生徒の学習経験に焦点を当てるようにし，またほかのことに心を
心配したりせずに心を穏やかにするように努めるであろう
であろう また，学ぶ

われたり

な探究心を持つ

程で聖霊を招くように生徒に勧めるであろう

教師と生徒は，聖霊を けやすくする助けとして

のことを行える

意義なディボーショナルを行う
聖典と預言者の言葉を読み，教える
救い主の模範と救い主に関する話し合いに焦点を当て，救い主について証
を述べる
福音の教義と原則について簡潔明

に述べる

静かな中で霊感を けられるように深く考える時間を取る
適切な個人の経験を分かち合い，教義と原則について証する
霊を鼓舞する音楽を使う
互いと主に対して愛と感 を表す
•

教師は次のような質問を考えることによって，クラスに御霊の働きがあるかどう
か知ることができる
生徒は，救い主，福音，聖文に対する愛が していると感じているだろうか
生徒は，教えられている原則をはっきりと理解しているだろうか
生徒は，教化され，学んだ原則を行動に表す促しを感じているだろうか
クラスの和合一致が しているだろうか
証を述べ，証を強くしているだろうか
生徒は，学ぶことに

味を持ち，学び続けているだろうか

教 に「愛，喜び， 和， 容，慈愛，善意，忠実」の気持ちがあるだろうか
（ ラテ

5：22 ）
いかに

「クラスの中に主の 御霊がとどまるよ

能があっても，あるいは忠実であっても，御霊の働きを

なせる教師はだれ一人としていないことを覚えておくことが重要で

うにしたければ，穏やかな雰囲気が絶

ある 時

対に不可欠です。」

，霊的な経験を作り出そうとする教師がいる ボイド・

K・パッカー長

は次のように教えている 「霊的な事柄に無理

強いはききません

（ジェフリー・R・ホランド「教 会で 教 え，学 ぶ 」
『リ
アホナ 』2007 年 6 月号，59 ）

……

に無理に を出させたり， に なにか

えるように命じたりすることができないように，無理に御霊から
えを引き出すこともできません

皆さんにできるのは成長を促す環

境作りをし，養い， ることであり，無理強いはできません
を

たなければならないのです 」
（「主のともしび」 聖徒の

1983 年 10

成長
，

40 参照）
御霊によって教えようとする教師は，自分の知性や教える技術，人柄だけに頼っ
てはならない

聖霊の影響力に頼るようにしなければならない（ 2 ニーファイ 4：

34 参照） また，感情をあおったり，あるいは御霊がある証
おうとしたりすることは避けなければならない
次のように注意している 「毎日教

ハワード・W・ハンター会長は

で教えている教師 ……として，わたしたちは，

気をつけなければ，ふさわしくない作為的な手
12

として意識的に を

によって主の御霊の真実の影響

福 音を 教 え学 ぶとき の 基 本

を模倣しようとし

めるかもしれません

と 一視されるような

感情の まりや

れ出る

が御霊の

メモ

をわたしは心配します 確かに主の御霊は， など，

情緒的な強い感情をもたらすことがあります しかし，その外面的な現れを御霊そ
のものの

と

してはなりません 」
（ E

ハンター会長との べ，1989 年 2

v

ハワード・W・

10 日 ，4 ）

教師は，
「御霊から……と げられました」とか，
「……するようにと御霊が言い
ました」などという言葉の使い方には気をつけなければならない

意であろうと

なかろうと，このような言葉は，自分で自分を宣伝するものと思われたり，霊的
が

準

いという 大評価をほのめかすことになったりしか ず，結 は霊的な事柄を

無理強いするものである

通 ，教師は，自分が御霊に促されていることを 言せ

ずに，御霊の促しに従って行動すればそれで十分である
ヘンリー・B・アイリング長

はこのように勧 している 「生徒に御霊を伴う経

験を与えることは，それについて話すことよりもはるかに重要です また，御霊に
ついて経験することは人によって少し うということを知っておいてください
それは

に個人的なものであるので，あまり く

……

的な話をしないように少し

慎重になった方がよいと思います 御霊を伴う経験は…… 御霊を感じています
か と言い続けるよりもよいのではないかと思います
と言い続けることは
S

E

8

御霊を感じていますか

効果になる危険性があると思います 」
（ E

H

B E

i

Di

i

Ri

ES 訓練

G

，2003 年

，8 ）
教師は，御霊によって教えるということは，指定された教科課程用資料を使うこ

とを め，熱心によく考えてレッスンを準備する
ことに留意しなければならない

を 除するものではないという

方，祈ることや考えること，あるいは可能な変

更を加えることをせずに，教科課程用資料のすべての提

に従うというのではな

く，御霊によって教えるにはそれ

さらに教師は，レッス

ンの

要に

上のことが必要である

に従うことに集中するあまり，心を くことをしない，つまりクラス

の時間中に御霊を けて御霊からの印

に従わないということのないようにしなけ

ればならない

愛と敬意と目的意識のある学習環境を作る〔 2.2 〕
教師と生徒が，主と互いと神の言葉を愛し
を

すると，努力と

を集中させ，また教

ぶとき，学習が促される 目的意識
での経験が方向づけられる

と敬意と目的意識のあるこのような環境を作ることは，教師と生徒の 方の

愛
で

あり，聖霊の影響力による教化をもたらす
愛と敬意〔 2.2.1〕
愛は心を和らげ，聖霊の影響力を招く 教師は，救い主が人々を愛されるように
愛するとき，救い主が御

になるように人々を見る

教師は，キリストのような愛が

あれば，若い男性と女性一人一人が真の改心を遂げられるように助けることを決し
てやめない

ダリン・H・オークス長

は次のように教えている 「教える しを

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 しを

け，そして教えるべきです そのうえで，福音の教師は生徒への
13
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メモ

愛をもって に教えなければなりません
な動

……わたしたちを

に り立てる最も

は，神に対する愛と神の子供たちに対する愛です 愛に基づいて教え

る人は，自分が

えている御方の御 手 に使われる者として

（「福音を教える」 リアホナ

2000 年 1

ばれることでし う 」

，95 参照）

主を愛し，自分たちに対する主の愛を知っている教師と生徒
は，主に近づき，もっと主のようになりたいと心から望むようにな
る

教師と生徒は，主の言葉と預言者の言葉を び，敬うと，熱

心に聖文を研究し，学ぶことを応用し，また学んでいることをほ
かの人々と分かち合いたいと思うようになる
生徒は，教師やほかの生徒から愛され， 敬されていると分か
れば，学ぶ準備が整っているクラスにやって来るであろう
入れられ，愛されていると感じれば，心が和ら ， れが

け
れ，自

分の経験と気持ちを教師やクラスのほかの生徒と分かち合いた
いという望みとそれに必要な自信を持つようになるであろう
教師は，生徒が贖 罪 を理解するように助けることにより，生徒
に らの神聖な性質と，天の御父と御子にとって無限の価値があ
ることを教えることにより，また適切に敬 虔 な方法で御二方につ
いて語り証 することにより，生徒の主に対する愛と 敬の気持ちを養うことができ
る
教師は，生徒に対して
ない

いている愛と 敬の気持ちを すようにしなければなら

そうすることは，生徒に対してキリストの

な愛を つのに役立ち，また

と思いやりをもって教えるのに役立つであろう 教師は，生徒の

前を覚え，

らの関心事， 能，努力目標，能力を知るように努めることができる
のために，また 々のためにも祈ることができる
ら

し，またすべての生徒に参加する

生徒

クラスに来るすべての生徒を自

会を与えることができる

生徒が質問

するときや自分の考えや気持ちを分かち合うときに，注意深く耳を傾けなければな
らない
い

さらに，生徒が参加する し物やス ーツ競技，その

生徒を愛するように努力はしても，親や神権指導者に代わろうとしたり，生徒

の個人的な相

のある生徒や心

に障がいのある生徒がクラスにいるであろう

使たちの言葉を語っても，もし愛がな

らも天の御父

の子供であり，現世で経験する問題や制限にかかわりなく福音を

ければ，わたしは，やかましい鐘やさ

学ぶ必要がある

わがしい鐃鉢と同じである。
たといまた，わたしに預言をする力があり，あらゆ
る奥義とあらゆる知識とに通じていても，また，山を
移すほどの強い信仰があっても，もし愛がなければ，

（ 1 コリント 13：1 − 2 ）

相手になろうとしたりしてはならない
ほとんどの教師には，ある程度，能力に限

「たとい わたしが，人々の言 葉や御

わたしは無に等しい。」

の行事に行くとよ

預言者ジョセフ・スミスはこのように教えてい

る 「神がかつて世に られたすべての精神と霊は，成長すること
ができます 」
（ 歴代大管長の教え
年 ，210 ）教師は，生徒の

ジョセフ・スミス

2007

にこまやかに気を配り，レッスンを

準備し，行うときに らの個人的な必要と能力を考

する必要が

ある
教師が生徒に対する真心からの愛を

すために行える最も

なことの一つは，心から祈って慈愛の

物 を求めることである

預言者モロナイはこのように教えている 「したがって，わたしの愛する

よ，

あなたがたは，御父が御子イエス・キリストに真に従う者すべてに授けられたこの
14
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愛で

たされるように，また神の子となれるように，熱意を込めて御父に祈りなさ

メモ

い 」
（モロナイ 7：48 ）
目的意識〔 2.2.2 〕
教師と生徒が目的意識を
り，経験が意義深いものとなる

すると，信仰が し，教

での経験の指針が定ま

生徒は，天の御父と御子イエス・キリストを知る

ようになるために，また聖典と預言者の言葉を研究することによって永遠の命に向
かって むためにクラスに出席しているということを理解するであろう また，生徒
は，探究と祈りの

で主に近づくことによって，聖霊により教えられ教化される

ことができると信じるであろう 教師と生徒が，御 霊 によって学べる，また互いか
ら学べるという

をもって聖文研究に取り むとき，啓示を招く環境が整えられ

る
教師は

のことを行うことによって教

で目的意識を持つように促すことがで

きる

学習者としての役割を果たすことを生徒に
する 目的意識があるクラ
スでは，教師は生徒に学習者としての役割を果たすことを
し，そうす
ることによって生徒を助けている また，そのようなクラスでは，生徒は
意義な方法で
するという信頼を得ている 生徒を心から愛し，目的意
識を持っている教師は，わずかな努力で
しないで生徒の成長と成
に十分に気を配る このような教師は，愛をもって まし，生徒が学習者
としてもイエス・キリストの 子としてもその
的な能力を
するよう
に らを めるであろう
聖文と福音について 実で，熱心で，精力的である 生徒は，教師が話し
合いの対 となっている題材に熱意と信仰を持っていると感じるとき，通
，目的を持って学びたいという，より大きな望みを持つものである
教化するレッスンを準備する 教師は，教化するレッスンをよく準備してク
ラスに来て，従うように導かれた指示を信頼するとき，生徒に目的意識が
伝わり，生徒はそれを容 に理解することができる
必要な資料と
を準備する 教師は，必要な資料と
を準備するた
めに，生徒よりも に教 に
しなければならない そうすれば，
する生徒の一人一人にあいさつすることができる 生徒は，時間どおりに
教 に来て，クラスが まる前に に向かい，聖典やマーカーペン，日記な
ど， るべき学習教材をすべて準備しておくようにしなければならない
時間を無 にしない クラスが時間どおりに まり，無
生徒が分かるとき，生徒は目的意識を感じるであろう

な時間はないと

クラスの手順を定めておく クラスでしばしば り す物事の手順を定め
ておくことは，秩序感覚と目的意識をもたらす クラスの手順はすべての
生徒の参加を促し，教師と生徒が 重なクラスの時間をもっと 効に使
うのに役立つ 聖典と学習教材を け取り， 付ける，心を啓 するディ
ボーショナルを
し，提供する，配付物や資料を配り，集めるなどの作
業の手順を定めておくことができる
表事項を伝えること，生徒の出席
記録をつけること，割り当てを確 すること，その の事務を行うことは，
ディボーショナルとレッスンの前に ませておくのがよい
15
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適切な学習環境を作るための追加の提案〔 2.2.3 〕
愛と敬意と目的意識のほかに，理
な気持ちもある

的な福音の学習環境には，秩序，敬 虔，

ボイド・K・パッカー長

は，
「霊感は穏やかな環境の中では

いっそう容 に与えられ」，また「敬虔さが啓示をもたらす」と教えている（「啓示を
もたらす敬虔さ」 聖徒の
ぶ助けになる環境を

1992 年 1

，23 ）

に

げるのは，福音を学

け， 持するために教師が用いることのできるその

の提

である

物理的な学習環境を整える
物理的な環境は生徒が福音の学習で経験することに影響を
教師は，生徒が

適に感じ，レッスンに集中できるように，教

にできることをすべて行わなければならない

考

すことがある
の準備をするため

すべき事柄として

のことが

ある
座席。

か特別な事情がないか り，生徒皆が楽に座り，書いたり，聖典や学習

教材を いたりする席がなければならない
資料を見やすい座席配

また生徒が教師や教師の用いる視覚

でなければならない

じて座席配 を変えてもよい

可能な

合， 々な学習活動に応

席を決めておくと，教師が生徒の 前を く覚える

のに役立ち， 人 のグループ学習やマスター聖句の活動のためにクラスを
るのに

成す

であり，またレッスン中に互いにおし べりをしがちな生徒を引き すこ

とができる 教師は，集中できないあるいは視力障がいのある生徒によく気を配っ
て席を配 し，レッスンへの参加を促すようにする
気を散らすもの。 教師は，教授と学習を げか ないような，気を散らすものを取
り除くように努めなければならない
かもしれない

しかしその

家

合でも，入

で教える
に

合は，特に難しいことがある

すれば， げとなるものを最

限

に えることができる
教室の環境。 福音に関連した絵や

真，イラスト， スターなどの

境を良くすることができる きれいで， 潔で，整

示で学習環

された教 も人を敬虔にし，御

霊の影響を けやすくする環境となる
教師の外見。 教師の

と だしなみが慎み深く，適切であ

り，福音のメッセージの神聖さを反

するものである

合，生徒は

もっと学習経験の重要性を理解しやすくなる

ディボーショナルを効果的に行って御霊を招く。
クラスの めに いディボーショナルを行わなければならない
ディボーショナルは，思いと心を霊的な事柄に向けさせることに
よって生徒を結束させるすばらしい方法である

それによって，

教師と生徒は御霊を感じ，学ぶ準備をすることができる

ディ

ボーショナルは通 ，賛美歌，祈り，聖文を読んで得た考えから成
る

生徒が個人の聖文研究で得た気持ちと

証 を述べるとき，それは

察を分かち合い，

に効果のあるものとなる

時間の長

い，あるいは手の込んだディボーショナルでは，レッスンの時間
が

くなるだけでなく，実際に御霊が

いてしまう

れがある

ディボーショナルにリフレッシュメントを出すと，霊的というより
16
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も， 々しい

気な雰囲気になってしまう 教師は，ディボーショナルの目的と，

メモ

ディボーショナルを改善するために行える事柄と，すべての人に参加を促すことの
できる方法について，生徒たち，特にクラスリーダーと時間を割いて話し合う必要
がある

霊的な学習の原則について話し合う。
教師は，年度の めに生徒を えて，どのような

態であれば霊的な学習が促さ

れるかについて話し合うとよい（ 1 コリント 2：10 － 11 教義と聖約 50：17 － 22
88：121 － 126 参照） これらの話し合いでは，福音を学ぶときにともにいるように
主の御霊を招く態度と，また御霊が く原因となる態度にも焦点を当てるとよい
教師と生徒は，御霊を招くために 意した事柄を実
し合わなければならない

するために えず互いに ま

このような努力は，生徒と教師の 方が，学ぶ

程で御

霊を招くために果たす役割を理解し，その役割を果たすのに役立つであろう

学習活動を注意深く選ぶ。
教師は， 々な学習活動が生徒の気持ちや態度を 々に変えるということを知っ
ておかなければならない

例えば，クラスの

めにに やかな ームをして教えた

後，レッスンを霊的に終えることができなくなって った教師がいる また，クラス
の間にリフレッシュメントを出したときに，規律の問題がさらに大きくなるというこ
とを知った教師もいる

生徒の行動に注意を払い，適切に対応する。
教師は，レッスン中に
ばならない

生徒が

こっていることに気を配り，適切な方法で対応しなけれ
そうであったり， ち

かない

子であったりする

合，

それは，レッスンに集中していないか，あるいは，教えられている事柄を，もしくは
そのレッスンが自分にどう当てはまるかを理解していないためと考えられる

教師

は，生徒が集中するのを助けるために，レッスンの提示方法を か変える必要があ
るかもしれない
を作っている

生徒が不適切な行動をし，クラスから御霊を

かせるような原因

合，それを無視するのではなく，霊感を求めてその問題に対 する

必要がある 教師は，ほかの生徒との会話がない生徒や
を配らなければならない

に見える生徒にも気

そのような生徒には，教師やクラスのほかの生徒からの

個人的な関心がさらに必要かもしれない

そのような

要のある根本的原因や事情があるかどうか確

合，教師は，知っておく必

するために親と神権指導者に話す

とよい

秩序を乱す行為や不適切な行為を正す。
教師が教
的な原則が

に適切な秩序と敬意をもたらすのに役立つ，心に留めておくべき一般
つかある

秩序があるとは，必ずしも

はなく，またクラスが楽しく

に沈黙するということで

な であってはならないということでもない

しか

し，秩序を乱したり不敬な言動をしたりする生徒やグループは，学習に い影響を
与えたり，聖霊の影響力が

ぶのを げたりすることがある
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生徒の一人あるいはグループの行
がいらいらすることがある

が

そのような

いと，それによって教師とほかの生徒
合，教師にとって特に大切なのは，自分

の感情をコントロールし，御霊の影響力を求めることである

こっている出来事

に教師がどのように対応するかは，出来事そのものよりも重要であり，生徒の敬意
と信頼感を

すこともあれば， じることもある
合，確 とした

その後すぐにレッスンに

「愛 すべき人よりも，解 決すべき問 題

教師は，不適切な行為を正す

を示しながらも， しさと
る必要がある

と心配りも示し，

生徒を

とあ ける

ことは，一時的に生徒の行為を正すのに役立つかもしれないが，

の方を重要視しないでください。」

教師と生徒のどちらをも教化しない

（トーマス・S・モンソン「人 生の旅 路に喜びを見い

師を

だす」
『リアホナ 』2008 年 11 月号，86 ）

また，ほかの生徒たちが教

れたり，信頼しなくなったりするという結果を招く危険性も

ある 教師は，説得， 容，

， 和，偽りのない愛， しさとい

う義にかなった影響力のことを心に留めておかなければならない
（教義と聖約 121：41 － 42 参照）
問題が
つかある

きたときに，教師がその問題を

理するために取れる

これらの方法を使えば，すべての生徒やあら る

的な方法が
に じ方法で

は対応できない規律の問題に対 できる可能性がある

目を合わせる 生徒は，教師に気づかれないと考えて，不適切なときにお
し べりをすることがある そのような 合，教師はその生徒たちの方を
向いて目を合わせ， きていることに教師は気づいているということを知
らせる
話すのを中 する 話を くべきときにおし べりをしている生徒がいる
合，教師は，必要であれば話している 中であっても，話すのを中 す
る
らより大きな を出して話しても，通 は問題の解決にはならない
近づく 不適切な行動を
に指 せずに正すもう一つの方法は，問題
の生徒に近づいて， らに立つことである この方法を取ると教師はレッ
スンを続けることができ，生徒も通 は教師の
を感じて，しているこ
とをやめるものである
質問する 不適切な行動そのものには れず，問題の生徒にレッスンに関
連した質問をする そうすれば， ずかしい思いをさせずに，生徒をレッ
スンに引き すことができる
あまり

的でないこれらの方法に生徒が反応せず，まだクラスの げとなるこ

とがあるかもしれない
序の

その

合，

のようなもっと

的な方法を取って，秩

持を図ることができる

問題の生徒と個人的に話す 主は，もしだれかがほかの人に を
した
合， を けた人が自分に を与えた人と「二人だけで」話し合わなけ
ればならないと述べておられる（教義と聖約 42：88 ） 教師は，生徒が
不適切な行動を取っている理由について本人と話し合い，態度を変えなけ
ればならないこと，そうしなければほかの手 を取るようになることをそ
の生徒に知らせる 教師は，生徒の行動とその個人の価値とを区別するよ
うにしなければならない 「人の価値が神の目に大いなるものである」こ
とを覚えておくことが重要である（教義と聖約 18：10 ） 教師は， ましく
ない行動は容 できないが，その生徒は価値ある
であることを生徒
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に伝えなければならない
たの

また，主の勧

に従うことを心に留めて，
「あな

メモ

めた人……にいっそうの愛を」示さなければならない（教義と聖

約 121：43 ）

する生徒たちを引き す
親や神権指導者と相 する 容 できない行動が続く 合，教師がその
生徒の親と相 することはしばしば
である 問題を解決するのに役
立つさらなる 察とアイデアを親から得られることがよくある 生徒のビ
ショップから助けが得られる 合もある
生徒をクラスから出す デビッド・O・マッケイ大管長は教師に次のように
勧 している 「 あなたの努力が 実を結ばなければ，その親に え，
もし行動がこのまま改まらなければ，登 録を取り さ るを得ません
と話してもよい これは
に しい
である 教師は 生徒 の登
録を取り すことができる ただし，そうする前にほかのあら る手立て
を くすべきである しかし，秩序がなければならない それは人の成
長に必要なものであり，一人 の生徒 が，あるいは二人 の生徒 がそ
の要 を生み出すことを むなら， らを らせなければならない クラ
ス
が 々に されていくよりは，一人 の生徒 が飢える方がよい 」
1965 年 9
（
G
R
i ii
，343 ）
生徒に長

間の出席

とインスティテュートのスーパーバイ ー，また
と相

「反応を示さない生徒には今は教える

を伝える前に，教師は，親，セミナリー

しなければならない

そのような

ことはできないかもしれませんが，愛

当の神権指導者

することは で き ま す。 そして，今 日，

合，教師にとって大切

愛することができるなら，明日は教え

なのは，次の点を生徒と親が理解できるように助けることである
すなわち，容

い選択をするに しい
ではない

ることができるかもしれません。」

できない行動を選ぶということはセミナリーに出な
容

できないのは

行為であり，生徒

選びを変える生徒はクラスに ることができる

（ジェフリー・R・ホ ランド「教 会 で 教 え，学 ぶ 」
『リア ホ ナ 』2007 年
6 月号，70 参照）

毎日聖文を研究し，コースの聖典を読む〔 2.3 〕
毎日聖文を研究する〔 2.3.1〕
毎日の個人の聖文研究は，教師と生徒にとって，福音を学び，証 を し，主の
を く え る

会となる

主は教義と聖約の中で次のように述べておられる

「聖文が，あなたがたを教えるためにわたしから与えられている 」
（教義と聖約
33：16）預言者ニーファイは，
「キリストの言葉をよく味わいながら力強く み，最
後まで

え

ぶならば，…… 永遠の命を ける」と教え（ 2 ニーファイ 31：20 ），ま

た「キリストの言葉はあなたがたがなすべきことをすべて げる」とも教えている
（ 2 ニーファイ 32：3 ）
日の預言者は，毎日聖文を学ぶことの重要性を強調している

ハロルド・B・

リー大管長は次のように忠 している 「もし毎日聖文を読んでいないとしたら，
わたしたちの証は次第にやせ細り，霊性が深まることもありません 」
（ 歴代大管
長の教え

ハロルド・B・リー

2000 年 ，70 ）ハワード・W・ハンター長

も次

のように教えている 「毎日聖文を勉強する人の方が，長時間勉強したかと思うと
ったり

むという人よりも，はるかにはかどることは確かです 」
（「聖典を読む」
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聖徒の

1980 年 3

，87 ）

リチャード・G・スコット長

は次のように勧めている 「どう

一人一人の思いと心に聖文への愛を
でその

すことのできない

が

え上がらせてください

大切な青少年

青少年一人一人の中

え上がるようにしてください

は，それを感じ

た人々を， えず主の言葉を知り，主の教えを理解し，それを実 し，それをほかの
人々と分かち合いたいという望みを持つように動

づけることでし う ……

まず，生徒が主の神聖な言葉について くを学ぶとき，一
んでください

一

生徒とともに

聖文に対する皆さんの熱意と敬意と愛を らが感じられるようにし

てください
第 2 に，生徒が聖文を読み，深く考え， そかに祈るようにして，聖文からわき
出る力と

を見いだせるように助けてください 」
（ F

W
1987 年 8

i

F

約聖書に関する ES シン ジウム，

14 日 5 ）
生徒が聖文を大切にして日々研究するようになるのを助けること

「生徒を強める前に，皆さんが 研究と

上に，教師が生徒の生活により力強く永続的な良い影響を

信仰の両 方 によって王 国 の 教義 を調

せることはほとんどない

べ，福音を学ぶことが不可欠です。」

教師が自分の生活で日々の聖文研究の

模範を示すことから，しばしばこれが

まる

毎日

意義な個人

の聖文研究を行う教師は，自らの生活における聖文の価値につい

（エ ズ ラ・ タ フ ト・ ベ ン ソ ン， The Gospel
Teacher and His Message 〔 CES 宗教教育者

て個人の証を生徒に述べる資格がある

への講話，1976 年 9 月 17 日〕3 ）

自分自 で定

このような証は，生徒が

的に聖文を研究しようと決意するのに役立つ重要

な要 となる
教師は，日々の個人の聖文研究の背景となる教義と原則を一 して教えるべき
である 教師はまた，個人の聖文研究の時間を毎日取るように生徒一人一人を ま
し，また実

が分かる適切な確

方法を使って，毎日研究するという

を生徒が

引き けるように助け，さらに個人の聖文研究で学び，感じていることを らか互い
に分かち合う 会をクラスで定

的に与えることができる 毎日の聖文研究を促す

ときは，自分で聖文を研究しようと懸命に努力している生徒を当 させたり，やる
気を わせたりしないように気をつけなければならない
「絶えず命の言葉をあなたがたの心の
中に大切に蓄えるようにしなさい。」
（教義と聖約 84：85 ）

識

障がいなどの学習障がいがある生徒には，音 や手話，点

など，生徒の必要により合った方法で聖文を学ぶ選択
えるようにしなければならない
とって，ほかの人が
うことは

読むのに

を与

する生徒の くに

に出して読んでいる間，そのページを目で

である

聖文研究の技術と方法
生徒が個人の聖文研究をよく行えるようにするために，教師は，生徒が聖文研究
のいろいろな技術と方法を に付けて活用するのを助けることができる
げるすべての技術と方法，ならびにこの手引きに述べられていないその

に
の技

術と方法を指導して，生徒が御 霊 によって学び，聖文を理解し，福音の教義と原則
を見つけ，それらを生活に応用する際の助けとする
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聖典研究補助資料を使う。 教会は
つかの言語で標準聖典に

範囲にわたる聖典研究補助資料を作成し，

せている （ほかの言語でも 聖句 イド として

準備されている ）補助資料として， 注，章の前書き，項目別
（ Bi

Di i

きに

メモ

引， 聖書

典

），地図などがある これは，教師と生徒が聖文を研究すると

用できる最も価値のあるものである

教師は，この研究補助資料をクラス

の間に適切に使って，生徒がこれに精通するように助けることができる 教会はま
た，その

の

な研究資料をオンラインで

用できるようにし

ている
印を付け，注釈を施す。 教師と生徒にとって，学んだことに注意
を い， れないようにするための最も
文に印を付け，注釈を施すことである

な方法の一つが，聖
印を付けるとは，明示す

る，区別する，際立たせる，あるいは留意を促すことである その
ために，聖文の大切な言葉や語句に

を引いたり， を った

り，要点を書いたりする 注釈を施すとは，解説の言葉を書き加え
ることである 聖文の注釈の例として，個人として感じたこと，預
言者の注解，相互参照，言葉の定義，クラスの生徒のコメントから
得た 察を，特定の聖句の の

白 分に書くことなどがある

聖文に印を付け，注釈を施すことは，教師と生徒にとって次の
点で役立つ
重要な言葉，語句，

，真理，人物，出来事を思い出すこ

とや見つけることが容 になる
聖文の意味が明確になり，よく分かる
自分が得た 察とほかの人々から得た 察を残しておける
ほかの人々に福音を教える準備ができる
教師は生徒に次のように言って，聖文に印を付けるように促す
ことができる 「この聖句を調べるときに，皆さんが見つけた大
切な原則に印を付けるようにしてください 」
「これは大切な相互
参照聖句です 聖典の

白に書いておくとよいでし う 」聖文

に印を付けることについては，特定の方法を教えるよりも，年度を
通してその基本要 を教え，説明し，実行する方がよい
深く考える。 深く考えるとは，ある事柄について

する，あるいは

考すること

を意味し，それにはしばしば祈りが伴う 生徒が個人の聖文研究のときに深く考
えるようになると，御霊がしばしば真理を明らかにし，どうすればもっとイエス・キ
リストのようになれるかを知る助けを与えてくださる
救い主はニーファイ人を教えた後， らに次のように言われた 「わたしが述べ
たことを深く考えなさい 」
（ 3 ニーファイ 17：3 ）霊的にレッスンに参加し，学んでい
ることを実
て

して理解を深めるように生徒を促す一つの方法は，学んだことについ

する時間をクラスで与えることである そのようなときに，教師は，主の助け

を求めるように生徒に勧めなければならない
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質問する。 聖文を研究するときに質問をして えを求めるように

「もっとゆっくりと，もっと注 意 深く，

することは，生徒が

また 心 にもっと多くの 疑 問を抱 いて

に付けられる最も重要な聖文研究技術の一

つである 質問をする生徒は，聖文の背景と内容をもっとよく理解

読むように〔皆さんの生徒に 〕勧めて

できるようになり，また福音の重要な教義と原則を見つけて理解で

ください。生徒が深く考え，すべての

きるようになる

言葉，すなわちすべての聖文という宝

生徒は，質問をするようになると，自分が学んで

いることは真実であり重要であると感じるようになり，また学んで

石を調 べるように彼らを助けてください。それを明

いることをどのように実

かりにかざし，引っ繰り返し，どのように反 射し屈折

すればよいか分かるようになる

難しい言葉と語句の意味を明確にする。 生徒が難しい言葉と語

するか見るように教 えてください。ある日ある必 要

句を理解するのに， 書，生徒用資料， 注，聖典研究補助資料

を抱えた生徒がだれか，このようにして調べることに

がしばしば役立つ

よって，畑に隠してある宝，すなわち 高価な 真 珠，値

思い描く。 思い描くとは，聖文の話の中で

の知れない真珠を掘り出すことでしょう。

の中で

（ジ ェ フ リ ー・R・ホ ラ ン ド， Students Need Teachers to Guide

の上を

Them 〔 CES 衛星放送，1992 年 6 月 20 日〕，4 ）

こっていることを心

することである 例えば，生徒は，救い主に向かって
いているペテロ（マタイ 14：28 － 29 参照）や， の

る の中に

え

げ込まれたシャデラク，メシャク，アベデ ゴ（ダニエ

ル 3：19 － 25 参照）を

することができる

思い描くことは，

生徒にとって，聖文の話をもっと 明で生き生きしたものとするのに役立つ
聖文を自分に当てはめる。 聖文を自分に当てはめるとは，自分自 の生活にな
らえることである
ような事情や

生徒は次のように自問することができる 「自分の生活でどの
が，聖文のこの

の事情や

「自分は
に似ているだろうか 」

聖文で学んでいる人物にどのように似ている だろうか 」生徒は，自分の経験と
聖文中の経験の
ことができる

似点に目を向けるとき，福音の教義と原則を見つける能力を す

また，自分自 の生活のよく似た

でこれらの原則をどのように

応用できるか知ることもできる
相互参照する。 相互参照とは付加的な聖文の参照
て，学んでいる

に関する情報と

のことであり，これによっ

察をさらに得ることができる

相互参照す

る，すなわち「リンクさせる」とは，生徒が聖句や教義，原則を理解するのに助けと
なる聖文の参照
の

をつな 合わせることである

な相互参照は， 注とそ

の研究補助資料，教師用手引きと生徒用資料，また

大会の話の中に見つけ

ることができる 教師と生徒は，自分で学んでいるときにも関連ある相互参照を見
つけることができる
比較し，対比する。 聖句や教義，原則は， かほかのものと比較あるいは対比す
るときに，明確になることがよくある

教えや人物，出来事の

に留意すると，福音の真理にさらによく集中することができる
ン の

と ア の

な指導者の招く

にはっきりと知ることができる

る

に

日 の世の偽りの思

点

例えば，ベニ ミ

を対比すれば，義にかなった指導者が
を

と教え，証を，シーレムとコリホルの思
もっと容

似点または相

ける祝福と

コブとアルマの生

や生 と比較することによって，生徒は

を見分け，それと う方法を知ることができ

イスラエルの子ら，リーハイと家族， レド人が

した約束の地への行程を比

較し対比することから，教師と生徒は原則を学び自分の人生における に役立てる
ことができる
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リストを作る。 リストとは，一連の関連する考え，

，教えのことである 教師

メモ

と生徒にとって，聖文中にリストを探すことは，記録者が強調している要点を明確
にするのに役立つ

例えば，十

は一つのリストである（出エジプト 20 章参照）

福の教えもリストと見なすことができる（マタイ 5：3 － 12 3 ニーファイ 12：3 －
11 参照） 教義と聖約 4 章には，主に える しを ける人々の資格についてのリ
ストがある
関連性，パターン，テーマを探す。 聖文を研究するときに関連性，パターン，テーマ
を探すように生徒に勧める デビッド・A・ベドナー長

は次のように語っている

「霊的な知識をさらに加えてくれるのが，関連性，パターン，テーマを探し ながら啓
示を注意深く調べるという方法です …… 救いの
ます 」
（「生ける
2

の

」

の理解ととらえ方が

がり

ングアダルトのための ES ファイ サイド，2007 年

4 日 ，2 ）
教師と生徒は，通

とになる

，年度を通してクラスでこれらの技術と方法の くを使うこ

そうするときに，教師は，時

レッスンを中 して，使っている方法や技

術について生徒と 時間話し合い，個人学習で使うように ますとよい
コースの聖典を読む〔 2.3.2 〕
すべての標準聖典，すなわち，
聖約，ならびに

価な真

福音の教義と原則が

約聖書，モルモン書，教義と

「遠 い 昔から，天 の 御 父 は，聖 霊 の 導

は，霊感によって書かれたものであり，

まれている

きを 通して人 生の きわ めて困 難 な 問

標準聖典は人に対する神の

題への解決策を見いだせるように，え

業について述べており，イエス・キリストの贖 罪 について教えてい
る

り抜き の 男女に霊 感 を与えてこられ

個人にとっても人々にとっても重要なものであり，天の御父に

よって備えられた福音と救いの

について，より深い理解を与え

てくれる
生徒と教師は， 学習コースに対応する聖典をすべて読み，研
究しなければならない（例外として， 約聖書については教科課
程用資料に

げられている抜

を読む）

ました。御父は，これら権能を持つ僕
たちに，そ のような 解 決 方法を記 録するよう霊 感を
与えてこられました。そのようにして，御父の幸福の
計画を信じ，御父の愛する御子イエス・キリストを信
じる信仰を持つ子 供 たちに一種の手引きを与えよう
とされたのです。その解決 方法は，標 準聖 典と呼ば
れる宝を通して，いつでも手の届くところにあります。

聖 典と預言 者の言 葉の背景と内容を理 解す
る〔 2.4 〕
聖典と預言者の言葉の背景と内容が分かると，教師と生徒は，
霊感を

けた記録者の

備ができる

標準聖典とはすなわち，旧約聖書，新約聖書，モルモ
ン書，教義と聖約，高価な真珠のことです。」
（リチャード・G・スコット「聖文の力」
『リアホナ 』2011 年 11 月号，6 ）

げようとしていることをよく理解する準

背景と内容は，ほかの人の経験と教えに記録されている福音の教義

と原則を明らかにし，例証する

の くは特に聖典の背景と内容を理解するこ

とについて述べたものであるが， じ原則と考え方が， 日の預言者の言葉とメッ
セージの研究にも応用できる
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背景〔 2.4.1〕
背景とは，
（ 1 ）ある または一連の
聖句や出来事，話にかかわる

の前後にある聖句，あるいは（ 2 ）特定の

あるいは背景となる

背景は，聖文の内容を理解する手

のことである

である 聖文の中の物語，教え，教義，原則

を明らかにし，理解を深める背景情報を提供する 聖典の
れて書いているが，その記録は記録者の描

記録者は聖霊に導か

法と文化の影響を けている

した

がって，記録を理解するために，教師と生徒は，記録者が見たように物事を見るこ
とができるように，努めて心の中で「 らの世
い

に を み入れ」なければならな

は， 々なタイプの背景の例である
歴史的な背景。 ジョセフ・スミスが教義と聖約 121 ，122 ，123

「聖 文の 中 で 説 か れて い る 教 訓 に 慣

章の啓示を け，記録したのがリバティーの

れ 親しんでくだ さ い。主 のたと えや

にいたときであっ

たことを考えると， 境や，力と権能の使用などの事柄に関してこ

預言者の 勧告の背景や場面を学んで

れらの章で教えられている教義と原則に深みと力が加えられる

ください。それらを，あたかも自分に

文化的な背景。

話されているかのように研究してくだ
さい。実際，わたしたちに語られているからです。」

的に救い主とその使命にどのように関連し

ているかが明らかになる サマリ 人の
ダ 人が

（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 − 68 ）

代イスラエルの りの日と 日の背景を知るこ

とによって，それが

と，キリストの時代に

らのことをどのように思っていたかを知ることによっ

て，良いサマリ 人のたとえがよく理解できるようになり，またサマ
リ の

での救い主と女性の出会いの意味が深まる

たとえや出来事，教義，原則を引き出した質問や状況。 教義と聖約 9 章はオリ
バー・カウドリが

できなかったことに対して与えられたものであることを理解

すると，その章で教えられている啓示に関する原則が明らかになる
だれが，だれに，なぜ語っているか。 贖罪と 活， き， れみ，

「わたしは聖文を理 解する鍵 を持って

正に関するアルマの教えは，その教えの背景が 子コリアントン

います。その答えを引き出した質問は

との対話であり， 子は自分が

何であったのか ……と問うのです。」

した重大な罪の結果について心

配していたということを知ると，より深い意味を持つ
地理的な背景。 カナンの地 を知ることによって，ロトとアブラハ

（ジョセフ・スミス，
History of the Church, 第 5
巻，261）

ムが定 した

，それが

らの選択にどのような影響を与えた

か，またその選択が らの家族にどのように影響したかをもっと深
く理解できるようになる
聖典，聖典中にある研究補助資料，教科課程用資料には通 ，教師と生徒が聖
文の内容を理解するのに助けとなる背景上の情報が十分に まれている
内容〔 2.4.2 〕
内容とは，聖文を

成している話の

，人物，出来事，説教，霊感に基づく説明

である 聖文の内容は，その聖句ブロックに見いだされる教義と原則を生きたもの

主を信じ
とし，関連性を与える 例えば，真 の を手に入れたニーファイの話は，
できないように思える問題を
る信仰を持ち，御霊に き従うことによって，
できるようになるという原則を教えている エジプト 出に関する出来事を理解す
主を信頼し，預言者に従うことによって， と 家は主が約束してくださった
ると，
祝福を けることができる が， がつぶやき，不従順になると祝福は し められ
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生徒は，聖文に述べられている人々を知るようになると，自分が
対 し，信仰をもって生活しようという霊感と
ド・G・スコット長

面する難問に

みを得ることができる

リチャー

は，モルモン書の約束について次のように述べている

「モルモン書を もとけば，ニーファイ， コブ，エ ス，ベニ ミン，アルマ，アン
モン，ヒラマン，モルモン，モロナイ，そのほか大
出会うでし う

らは，もう一度

気を

の人々の友情と価値ある模範に

い立たせ，信仰と従順への

を示して

くれるでし う ……
しかしそれ

上に大切なのは， らは皆例外なく，皆さんの目を

無比な友，

（「引き上げてく
救い主，贖 い主，キリスト・イエスに向けてくれるということです 」
れる真の友」 聖徒の
聖文に注意深く

1989 年 2

，79 ）

されてきた説教は，内容のもう一つの

に重要な

分で

ある 罪のことで しんでいる生徒は，パウロや 子アルマの説教を 望と まし
の とすることができる

に対するベニ ミン の最後の説教では，救い主と贖

罪 の力と重要性が見事に説かれており，また

の意味，従順のもたらす祝福，必

要な人に手を し伸べることの重要性が明らかにされている
子になろうと熱心に努力している生徒は， 上の

イエス・キリストの

訓における救い主の言葉を学

び，応用するように努めることによって 察を得られる
難しい言葉や語句の意味，たとえや
することの一
19 参照），
「

などの解釈を学ぶことも，内容を理解

である 例えば，
「味」
（マタイ 5：13 ），
「すがる」
（教義と聖約 11：
ける」
（教義と聖約 45：48 ）などの言葉や，
「

義と聖約 75：22 参照），
「財

と

に を

める」
（教

」
（ルカ 10：4 参照）という語句の意味を知

ることは，聖文の意味を明らかにするのに役立つ 救い主のたとえで教えられ
ている原則は， 価な真

（マタイ 13：45 － 46 参照）， と

（マタイ

13：24 － 30 参照）， い出た （ルカ 15：4 － 7 参照）などのたとえの
的な意味が分かると，もっと容 に理解できるようになる
教師は，学び，教えることのできるすべての情報とともに，知
かせて，実際にどれだけの時間を背景と内容に

を働

て，またどれだけの

時間を福音の教義と原則を学ぶことに やすかを決めなければなら
ない

教師は，生徒が聖文の中に見いだされる永遠の真理を理解す

るのに役立つ背景と内容を提供しなければならない
した背景や細

しかし，そう

を強調しす て，それがレッスンの中心となってはな

らない
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福音の教義と原則を見つけ，理解し，それらが真実であり
重要であることを感じ，それらを応用する〔 2.5 〕
福音の教義と原則を見つけ，理解することは，教師と生徒が聖典と預言者の言
葉を自分の生活に応用するのに役立ち，また物事を決める際の指針となる

福音

の教義と原則が真実かつ重要であり，緊急を要するものであると感じれば，学んだ
ことを応用したいという望みが強くなる

福音の原則を応用すると，約束された祝

福がもたらされ，理解力と改心が深まり，教師と生徒がもっと救い主のようになるの
に役立つ
教義とは，イエス・キリストの福音の基本的な不変の真理である 天の御父は
す
肉の を持っておられる，バプテスマは神の
に入るために必要である，また，
べての人が 活する など，このような真理は教義の例である
原則とは，物事を決めるときに指針として取り入れることのできる不
や決まりである

福音の原則は

用する助けとなるものである

の真理

であり，人々が福音の教義を毎日の生活に応

リチャード・G・スコット長

いる 「原則は真理を凝縮したものであり， なった
す」
（「霊的な知識を得る」 聖徒の

は次のように教えて

に く応用できるもので

1994 年 1

，97 ）すなわち，福音の原

に
に
わたしたちが聖霊の促し
ち つのに助けとなる（教義と聖約 10：5 参照） また，
に従えば，主から命じられたことを果たせるように聖霊は助けてくださる（ 1 ニー
ファイ 4 章参照）
則は通

祈ることは
，行動ならびにそれに伴う結果を示す 例えば，

教義と原則の

いを見分けることは時

難しい

ヘンリー・B・アイリング長

は次のように述べている 「ところで，わたしは，原則と教義をはっきり区別する
のに くの時間をかけたいとは思いません

その種のことはあまり役立たないと

いう話を いたことがあります 」
（

i i

G i

i

Ri

B E

i

Di

G S

E

，2003 年 8

H

R

E

i

ES

訓練

，10 ）

教義と原則を見つける〔 2.5.1〕
聖文の主要な目的の一つは，福音の教義と原則を教えることである

マリオ

ン・G・ロムニー管長は次のように説明している 「人は実に，福音の原則を学
ぶことなしに聖文を研究することはできません

な

するために原則を書き残したものだからです 」
（
約聖書に関する ES シン
イド・ ・パッカー長

なら，聖文は，わたしたちを
M

O

ジウム，1979 年 8

17 日 ，3 ）ボ

は次のように教えている 「 原則は 聖文の中に見いだ

せます それは啓示の本質であり，啓示が与えられる目的です 」
（

E

i

1985 年 3

i

i

，8 ）この神権時代に，主は聖典に見いだされるままの福

音の原則を教えるようにと主の教会の教師と指導者に命じておられる 「さらに
また，この教会の長

と

と教師は， 聖書 と

な福音が

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 」
（教義と聖約
42：12 ）
聖典に見いだされる福音の教義と原則を見つける方法を学ぶには，思
力し，実行する必要がある
26
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いられている枝葉的な事柄とを注意深く識別しまし う 」
（「霊的な知識を得る」
97 ）
教師は，クラスで時

，教義と原則を指

徒を導き， まし，生徒自

する時間を取る

また別の時間に，生

が教義と原則を見つけるようにする

教師は，生徒が

自分で教義と原則を見つける能力を に付けられるように熱心に助けなければな
らない
教義と原則によっては，はっきりと述べられていて見つけやすいものもある

こ

のような明白に述べられている原則 の前には，しばしば「これによって分かるよう
に」
「したがって」
「それだから」
「見よ」などの言葉が見られる

これらの言葉

は，聖典の記録者がその言わんとすることを要約したり，結論を引き出したりして
いることを示す
例えば，ヒラマン 3：27 は次のとおりである 「これによって分かるように ，主
は，真心から主の聖なる を

うとするすべての人に

れみをかけられる 」

アルマ 12：10 は次のとおりである 「したがって ，心をかたくなにする者はわず
かな御 言 葉 しか

けないが，心をかたくなにしない者は，さらに くの御言葉を与

えられて…… 」
エペソ 6：13 では次のように教えられている 「それだから ， しき日にあたっ
て，よく

し，

に ち抜いて， く立ちうるために，神の

を につけなさ

い 」
アルマ 41：10 には次のようにある 「見よ ，あなたに言っておくが， 事は決し
て

福を生じたことがない 」
聖典の記録者は， くの原則を言葉で

る 言外に伝えられる原則 は，聖典の書
ともあり，あるいは聖典の話の

に述べるのではなく，言外に伝えてい
，章，あるいは

の

から得られこ

や出来事，たとえの中に示されていることもある

言外に伝えられる原則を見つけることには，聖典の話の中で述べられている真理を
見分けることと，それを明確かつ簡潔に述べることが

まれる

そのためにはし

ばしば，時間をかけて注意深く考えることが必要である リチャード・G・スコット
長

は次のように教えている 「集めた真理を

み立てて簡潔な原則を生み出そ

うと努めるのは， 意義なことです 」
（「霊的な知識を得る」97 参照）
言外に伝えられる原則は，聖句ブロック内の原因と結果の関係を探すことによっ
て見つかることがよくある 聖典の話に出てくる人や人々の行動，態度，行いを分析
し，また祝福や結果を見つけることによって，福音の原則がよりはっきりと分かるよ
うになる
言外に伝えられる原則は，

のような質問をすることによっても見つけることが

できる
その話の教訓と要点は だろうか
記録者がこの出来事や言葉を入れたのはな

だろうか

記録者はわたしたちに を学ばせようとしたのだろうか
この言葉の中で教えられている基本的な真理は だろうか
27
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つかの例である

における出来事から学べる原則：真理を

け入
れて罪を い改める人は，ほかの人々を福音の祝福に導くことができる
（アルマ 36：10 － 21 使徒 9：4 － 20 参照）

子アルマまたはパウロの生

10 人のおとめのたとえから学べる原則：わたしたちは，忠実に霊的

な備えをしておけば，主が来られるときに用意ができている しかし，
霊的な備えを れば，来 のときに主に け入れられない（マタイ 25：
1 － 13 参照）
ダビデとゴリアテの話から学べる原則：わたしたちは 気と主を信じ
る信仰をもって行動するときに，人生における大きな難問に ち つこ
とができる（サムエル上 17：40 － 51 参照）
は生徒が原則と教義を見つけられるように助けるための

つか

の方法である
学んでいる

を，
「もし……なら，……である」という表現で

書いてもらう
学んだ真理を，
「これによって分かるように」という書き出しで
まとめるように割り当てる
聖句ブロックの中で人が取った行動を見つけ，その行動がもた
らした祝福または結果を探してもらう
聖文中の原則と教義を見つける鍵 の言葉または語句に

を

引くように勧める
聖句ブロック中の教義または原則をホワイトボードまたは黒板
に書く そして，生徒に，そのブロックを調べ，それが原則で
あるとした根

を見つけるように言う

原則と教義を見つけたら，それを明

かつ簡潔に述べることが 重要である

「 真理を知らせるには，宣 べ伝えなければならない

より明確に，より

に伝え

ることができれば，聖なる御霊が人の心にこの御業の真実性を証されるのに，いっ
そう

Wi

合である

G

3

」
（ B・H・ロバーツ ジェームズ・E・ファウスト「伝
ほしいこと」 聖徒の
なさい

1996 年 7

，49 に引用

（ 1909 年），第 2

，

に出る前に 子に知って
わたしの福音を宣べ伝え

2004 年 ，182 ）

見つけた原則や教義をホワイトボードまたは黒板に書くことや，生徒に書き出し
てもらったり聖句に

を引いてもらったりすることは，生徒の心にこれらの真理

をはっきりと刻みつけるのに役立つ一つの方法である
教義と原則を理解する〔 2.5.2 〕
福音の教義や原則を理解するとは，見つけた真理，主の
則や教義とその真理との関係，またどのような

におけるほかの原

でその原則を生活に応用できる

かを生徒が理解するということである 教師や生徒は，教義や原則を理解すると，

その言葉にどういう意味があるか だけでなく，その教義や原則が自分の生活にど
れほど影響を
すか についても知ることができる 教義や原則を見つけ，理解
28

福 音を 教 え学 ぶとき の 基 本

できると，それをもっと容 に応用することができる
教師と生徒は，

メモ

のことによって福音の教義と原則に対する理解を すことが

できる すなわち，関連ある教えの聖句と 加の

察を調べる， 日の預言者と使

徒の言葉や教えに心を向けることによって学んでいる福音の真理をほかの人々に
説明する，また，聖霊の助けを祈り求める

原則を応用すると，理解がさらに深ま

る
教師は，生徒が教義と原則を理解する助けとして，その意味を分析するように導
く質問をすることができる

例えば，モルモン書の 2 000 人の若い
の話から，
わなければ神は救ってくださるという原則を学ぶことができる（アルマ 56：47 －
48 参照） この原則が意味することについてもっと深い理解を得るために，教師と
生徒は，
のような質問について考えてみるとよい
若い

が

わなかったことは だろうか

これらの若い

が

わなかったというどのような証

神はその若い

をどのようにして救われただろうか

日 の教会の青少年が

っている「

があるか

い」としてどのようなものがあるだ

ろうか
神はそのような

いからどのような方法で青少年を救ってくださるだろう

か
アビナダイ，ジョセフ・スミス，あるいはシャデラク，メシャク，アベデ ゴの
経験は，救われるということの意味について を教えているだろうか
約聖書のナアマンとエリシャの話から，わたしたちはへりくだって，預言者の
勧 に んで従うならば，癒 しを得ることができるという原則を学ぶことができる
（列
5：1 － 14 参照） この原則が意味することを理解するために，教師と生
徒は，
のような質問について考えてみるとよい
であることは預言者の勧
ナアマンが最後には
の勧

んで「

に従うのにどのように役立つだろうか
たび ……

を

した 」ことは，預言者

に忠実に 従うとはどういうことか理解するのにどれほど役立つだろ

うか
日， の

気のほかにどのようなことからの癒しが必要だろうか

預言者たちは，世の人々には意味がないかもしれないがわたしたちに霊的
な癒しをもたらす を行うように求めているだろうか
教義と原則が真実であり重要であることを感じる〔 2.5.3 〕
生徒は福音の原則と教義を見つけ，理解するかもしれないが，御 霊 によってそれ
が真実であり重要であると感じ，その原則を自分の生活に取り入れる緊急性をあ
る程度感じるまで，応用しないことがよくある ロバート・D・ヘイルズ長

は次の

ように説明している 「真の教師は，いったん 福音の 真実を教えたら，…… 生
み出して心に霊的な証 と理解を得て，行動と行いに るように

徒が さらに一
します 」
（
2

i

F i

ロバート・D・ヘイルズ長 との べ，2002 年

1 日 ，5 ）

29

福 音を 教 え学 ぶ

メモ

聖霊は，生徒の思いと心に教義や原則の重要性を
いう望みとそれを行う力を与えてくださる

得られるようにするために，あら る努力を
G・スコット長

記し，原則を実行したいと

教師は，クラスで

生徒がこの経験を

わなければならない

リチャード・

は，教師に次のように勧めている 「生

にわ

たって使えるように生徒の思いと心に真理を深くしみ込ませる方法

「福 音を 教 えるとき，回 復され たイエ
ス・キリストの 福音が 真 実であり，重

について，導きを祈り求めてください

要であり，緊急を要するものであるこ

方法を求めるときに主が導いてくださることを，わたしは知ってい

とを，これまで以上に強調しなければ

ます 」
（

なりません。教 授 の目的 であ るこの

コット長 との べ，2005 年 2

3 要 素は非常に重 要 です。なぜ なら，その力が 完 全

皆さんがよく祈ってそうする

iv

リチャード・G・ス

4 日 ，2 ）

生徒が心の中に御霊の影響を招くのを助け，学んだ原則に従う

な改心を促すからです。」

ように生徒を備える最も効果的な方法の一つは，その原則に関す
る個人の経験についてよく考えるように促すことである（ 61 ページ

（ニール・A・マックスウェル， Those Seedling Saints Who Sit before

の第 5 1 3 項「気持ちと証を促す 質問」を参照） これは，原則が

You 〔旧約聖書に関する CES シンポジウム，1983 年 8 月 19 日〕
，2 ）

自分の生活やほかの人々の生活に
るのに役立つ
教師はこのように

した影響を生徒が理解す

例えば， 分 の一の律法について話し合った後，

るとよい 「

分の一の律法を ることによって，皆さんの

生活に，あるいはほかの人々の生活に，どのような祝福があったでし うか 」生徒
がこのような質問についてよく考え，クラスで適切な個人的経験を分かち合うとき，
生徒自 とほかの人々が福音の教義と原則に従って生活することによって けた祝
福をもっとはっきりと理解できるように，聖霊は生徒を助けてくださる

御霊はま

た，生活にこれらの真理を応用したいという，より大きな望みを生徒が感じられる
ように助けてくださる

教師はまた，自分の生活から，あるいはほかの人々の生活

から実話を分かち合い，話し合っている原則の重要性と，その原則に従って生活す
ることの重要性を生徒が感じられるようにする
教師は，原則と教義が真実であることを証する
る また，自分の証を述べる

会を生徒に与えることができ

会を探さなければならない

さらに，聖典の中の人

物が述べている証を強調することによって，また， 日の預言者と使徒の証を読ん
だり いたりすることによって，教義と原則が真実であり重要であることを生徒が
感じるようにすることができる
教義と原則を応用する〔 2.5.4 〕

「福 音を 教 える目標 は，…… クラスの

生徒が学んだ原則について考え，話し，それに従って生活すると

会員の心の中に『情報を注ぎ込む 』こ

き，応用が行われる

とではありません。…… その目的は，

リチャード・G・スコット長

は，原則を応

用することの重要性について説明し，次のように語っている 「教

福 音 の原 則に従って生 活することに

で

つ いて考え，感じ，そ の 後，何か を 行

こっていることの効果を測る最善の方法は，真理が理解さ

れており，生徒の生活に応用されていることを観察することです 」

うように個人を促すことです。
」
（トーマス・S・モンソン，Conference Report ，1970 年 10 月，107 ）

（

iv

3）

生徒は，生活に福音の原則を応用すると，約束されている祝福を
ける また，自分が応用した教義や原則をより深く理解し，証 を

得ることができる
その意味をより
5 参照）， 境や

例えば，

日を聖日として る生徒は， らない生徒よりも，

に理解するであろう 心を くして主に信頼しており（
練のときに強められ

い人々よりも，その原則をもっとよく理解できる
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的な行動について考える時間をクラスで与

えるべきである そのときに教師は，主の導きと指示を求めるように生徒に勧めな
ければならない
い，それらの

教師はまた，生徒が経験する可能性のある

について話し合

で福音の原則を応用することによって生活にどれほどの祝福がも

たらされると思うか生徒の考えを分かち合ってもらうことができる

教えられた原

則に従って生活するために役立てられる目標を 定するように生徒に提
ができる 配付資料として聖句や引用文， ，賛美歌の歌

すること

の一 を準備し，原則

を思い出させるものとして生徒が家に持ち帰れるようにしてもよい
福音の原則を応用できる方法を教師と生徒が提
い

このような

する時間をクラスで持つとよ

みによって，毎日の生活に福音の原則を応用する方法について

なアイデアを生徒に与えることができる しかしながら教師は，生徒に特定の応
用を課して指示的になりす ないように注意しなければならない
に対する最も

個人的な応用

意義な指示は，聖霊を通じて主の霊感あるいは啓示として個別に

与えられるということに留意する ダリン・H・オークス長
る 「福音の原則と

は次のように教えてい

の教義 （教義と聖約 88：77 ）を教えるように命じられ

ている教師は通 ，特定の規則や応用方法を教えることを慎むべきです …… 教
師が聖文と生ける預言者から教義とそれに関連する原則を教えたら，その後の
的な応用方法や規則については通 ，個人や家族の

となります 」
（「福音を

教える」95 ）

福音の教義と原則を説明し，分かち合い，証する〔 2.6 〕
教義と原則を説明し， 察と関連ある経験を分かち合い，神聖な真理について
証すると，福音の教義と原則についての理解が明らかになり，ほかの人々に福音を
教える能力が向上する

生徒は説明し，分かち合い，証するとき，述べているその

事柄についてより大きな証を得られるようにしばしば聖霊によって導かれる

ま

た，聖霊の力によって，生徒の言葉と表現は，それを いている友人や人々の心と
思いに大きな影響を与えるであろう
よく考え，よく祈ってレッスンを研究し，準備し，教える教師は， くのことを学び
やすい

この じ原則が生徒にもそのまま当てはまる

生徒は

された福音の

教義と原則を研究し，互いに教え合うとき，より大きな理解力を得，証が強まるであ
ろう
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説明する〔 2.6.1〕
生徒と教師が互いに聖文を説明し合うとき，聖文の理解が

す ある聖句の意

味，あるいは教義や原則の意味を明確かつ簡潔に話す準備をすると，その

を深

く考え，自分の考えを整理し，また教えるために聖霊を招くようになるであろう
スペンサー・W・キンボール大管長は次のように教えている 「わたしたちは行
うことによって行うことを学びます 福音を教えるために福音を研究すれば，知識
を得ます な

なら，明かりを えてほかの人の を照らすとき，自分自 の も照

らすことになるからです ほかの人々にふさわしいレッスンをするために聖文を分析
し，準備するとき，自分自 の心がはっきり定まります すでに知っていることを説
明するときに，そのほかの真理も明らかになり，理解が深まり， たな結びつきがで
き，実

の力が

i

すように思われます 」
（

S

W Ki

1982 年 ，530 ）
ほかのだれかに教義や原則を説明する

会を生徒に与えると，生徒は，自分が

学んだことをほかの人々に教える前にもっと深く考え，もっと大きな理解力を求める
分

ように促される 教師は，信仰を持つこと，バプテスマを けること，あるいは
の一の律法に従うことがな
できる

，

重要であるのかを説明するように生徒に頼むことが

，あるいは家族が天の御父の

の中心であると信じている理

由についてほかのだれかに話すように生徒に勧めることができる
グループで，ロールプレイで，クラス
きる

二人一

か

で，あるいは書いて，これを行うことがで

親やき うだい，友人， 友に聖句を説明するように，あるいは教義や原則

を教えるように，時々生徒に勧めることも適切である
分かち合う〔 2.6.2 〕
教師と生徒は，教義や原則に関する 察と理解を

し，それ

について個人的に経験したことを伝え合う 会を持つようにしな
ければならない

また，ほかの人々の生活で見た経験を話すこと

もできる
・ルーベン・クラーク・ジュニア管長は次のように述べてい
る 「皆さんのセミナリーやインスティテュートにやって来る青少
年はほとんど，自分が霊的な祝福を

けていることをよく知って

います また，祈りの効果を目にし， 人を癒 す信仰の力を目 の
当たりにし，霊的なほとばしりを見ています 世の人々は一般に，
このようなことを知らずにいます 」
（ 教育に関する教会の指針
改
合う
かち合うには適さない

1994 年 ，11 － 12 ）クラスでこのような経験を分かち
会を生徒に与えなければならない （教師は，クラスで分
に神聖な経験，あるいは個人的な経験もあることを生

徒が理解できるように助ける必要があるかもしれない
63：64 参照）
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証する〔 2.6.3 〕
福音の原則について説明し，自分の生活に応用した経験を分かち合った生徒
は，自分が信じるようになったことについて証する備えがよりよくできていることが
しばしばある
ボイド・K・パッカー長

は，証することによってもたらされる祝福の一つについ

て次のように説明している 「一つの原則を述べたいと思います 証は実際に証を
述べる 中で見いだす ものです ……
本を読み，人の話を いて証を得ることにはそれなりの意義があります それは
として必要なことです しかしそれは，自分 が証したことが真実である

最初の

という御 霊 の確

を心に けることとはまったく別の事柄です 」
（「主のともしび」

42 参照）
証を分かち合うことは，証を述べる本人に祝福をもたらすだけ
でなく，ほかの人々の信仰と証も強める

され

「証，つまりほんとうの証は，御 霊 から

た福音に関する特定の教義と原則について聖霊が証を述べてく

生じ，聖 霊によって 確 認され，人の 生

ださる

活を変えるものです。」

会ともなる

証することは，

証は必ずしも，
「わたしは証します」という

言い しで まるわけではない

それはただ，人が真実であると

知っていることを心から確信をもって語る言葉だという

合もあ

る 福音の教義や原則をどのように感じているかということと，そ
れによって自分の生活が変わったことについての簡潔な

（ M・ラッ セ ル・バ ラ ード「純 粋 な 証」
『リア ホ ナ 』
2004 年 11 月号，40 ）

言とも

言える 教師とほかの生徒が福音の原則の価値について証を述べるのを くとき，
生徒は，それらの原則を自分の生活に応用できる方法をもっとはっきりと理解で
き，また応用するようにという促しをもっと感じることができる
教師は，経験し確信していることを分かち合うように勧める質
問をすることによって，福音の真理について証するように生徒を
促すことができる（ 61 ページの第 5 1 3 項「気持ちと証を促す 質
問」を参照） また，友人に証するほかの
もできる

会を生徒に与えること

教師は，証が個人に与えられる神聖なものであること

を心に留めておかなければならない

証を分かち合うように勧め

ることはできるが，決して強要してはならない

教師は，天の御父

「教えている際に信仰を促す出来事が
起こります。生徒が友人に教え，証す
る役割を果たすときに，それは起こり
ます。」
（ロバート・D・ヘイルズ， Teaching by Faith

と御子イエス・キリストを愛していること，また福音の教義と原則
が真実で価値あるものであることについてしばしば証する
らない

救い主が述べられた証と

会を持たなければな

に， 日の預言者たちと使徒たちが述べた

証にも留意し，それを引用しなければならない
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重要な聖句と基本的教義に精通する〔 2.7 〕
人がその思いと心の中に永遠の真理を大切に えるとき，聖霊は，必要なときに
これらの真理をその人の記

から び

こし，信仰をもって行動する 気をお与え

になる ハワード・W・ハンター大管長は次のように教えている
「皆さんに切にお勧めします 教えるときに聖文を使ってください
が聖文を使い，聖文を使い
て生徒を助けてください

また，生徒

れるように，皆さんのできる範囲ですべてのことをし

若い人々が聖文を信頼するようになってほしいのです

……
まず，生徒が聖文の力と真理を信頼し，天の御父が実際に聖文を通じて自分に
語りかけておられるという確信と，聖文を調べれば自分の問題と祈りに対する え
が見つかるという確信を持ってほしいと，わたしたちは思っています ……
…… 適切な聖句を探し出せるほどよく聖文を知らないために必要な助けを得
られず，びくびくしながら，またはばつの
ちで教

い思いで，あるいは

を後にする生徒が一人もいないようにと，わたしたちは

（ E

v

ずかしい気持
っています 」

， 2）

生徒が永遠の真理を大切に え，聖文についての確信を すのを助けるために，
セミナリー・インスティテュートは，マスター聖句を選び，
「基本的教義」のリストを
作成している

マスター聖句とこれらの教義の勉強を一緒に

めて，生徒がこれ

らの教義を自分の言葉で述べられるように，そしてマスター聖句を使ってこれらの
真理について説明し証することができるようにしなければならない
マスター聖句〔 2.7.1〕
宗教教育セミナリー・インスティテュートは，4 つのセミナリーコースのそれ
に対して 25 のマスター聖句を選んでいる

これらの聖句は，福音を理解し，分か

ち合うために，また信仰を強めるために，重要な聖句による基
る

れ

を与えるものであ

のようにしてこれらの聖句を「マスター」するようにセミナリーの生徒に勧

める インスティテュートの生徒には，これら 100 のマスター聖句を基 として，ほ
かの重要な聖句への理解を深めるように勧めなければならない
聖句をマスターするために

のことを行う

探す。 関連する参照聖句を知ることによって聖句を探す
理解する。 聖句の背景と内容を理解する
応用する。 聖句で教えられている福音の原則と教義を応用する
暗記する。 聖句を暗記する
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暗記は，選び抜かれた聖句を生徒が知って大切にするのに役
立つすばらしい方法になり得る

「聖 文を暗 記することで，大きな 力が

リチャード・G・スコット長

得られます。聖文を暗記することは，

は次のように説明している 「主が記録するよう命じられた聖句

新しい友情を築くことです。それはま

をそのまま引用すると，ほかの言葉では伝わらない本質的な力を
します 」
（「主は生きておられる」 リアホナ
，105 ）しかし， 生徒に寄せる

はその生徒の能力と

合ったものであるように注意しなければならない
ことで

ずかしさや

るで，必 要 な ときに 助 けてくれる人，

2000 年 1
に

暗記できない

を感じさせないようにしなければならな

い

霊 感と慰めを与えてくれる人，必要な
変 化を 遂げる動 機を与えてくれる新しい人に出会う
のに似ています。」
（リチャード・G・スコット「聖文の力」
『リアホナ 』2011 年 11 月号，6 ）

教師自

がこれらの聖句をマスターすれば，教師はもっとよく

生徒を助けることができるであろう 教師がいつもマスター聖句
を引用し，適切な

を寄せ続け， 々な学習スタイルに

える方法を用いると，

生徒がこれらの重要な聖句をマスターするようにもっとうまく助けることができる
レッスン中に，関連ある教義と原則を明確にするためにマスター聖句を使うように
しなければならない
こかに

示してもよい

ディボーショナルのテーマとして使用してもよいし，教

のど

また，クラスの外で学び，応用するように生徒に勧めなけ

ればならない
の教師が一つのクラスを教えている
めると，生徒の学習が促される

合，マスター聖句を

教師が

一した方法で

の年度のマスター聖句を定

的に

習するようにすれば，生徒は，選び抜かれた聖句のすべてをマスターした

態を

つことができる
聖句をマスターすることは教科課程の重要な一
行う聖文研究を

視させるものではなく，補

い

教師は，マスター聖句に

い

家

であるが，毎日

てる時間について

学習コースの教師は， 日のクラスが

続して

するものでなければならな
明でなければならな

日のマスター聖句活動に

ならないように特に注意を わなければならない

教師は，聖文の

と

目的，精神に一致し，争いを ぐような方法や活動，音楽を選択しなけれ
ばならない
基本的教義〔 2.7.2 〕
セミナリーとインスティテュートのクラスで強調するために，
「基
本的教義」が

表されている

教師は，生徒がこれらの福音の

基本的教義を見つけ，理解し，信じ，説明し，応用することがで
きるように助けなければならない
を強め，イエス・キリストの

そうすることは，生徒が証

された福音に，より感

する助

けとなるであろう これらの教義を学ぶことは，生徒がこれら
の重要な真理をほかの人々に教える準備をさらによく整えるの
にも役立つであろう
たとえ「基本的教義」のリストに

げられていなく

ても，ほかの意義深い福音の教義も教えるのを れな
いことが重要である
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宗教教育セミナリー・インスティテュートによって選ばれた「基本的教義」は，
のとおりである
神会
救いの
イエス・キリストの贖罪
神権時代，背教，
預言者と啓示
神権と神権の鍵
と聖約
結 と家族
め
教師は，これらの教義を個人的に学んで理解すると，教えるときにもっと自 に
それを参照し，それについて証を述べるようになる しかし，配列順に聖文を教え
ることから

れて，これらの教義だけに焦点を当ててはならない

学習コースに自

に出てくるときに，これらの教義に入

ようにしなければならない
とって

にまた

むしろ，聖文と
えず注意を う

このようにすれば，
「基本的教義」のリストは，生徒に

に価値のあるそれらの永遠の真理に焦点を当てることと，学習コース

にわたってそれらを強調することを思い出させるものとなる

これらの「基本的

教義」はディボーショナルのテーマとして使ってもよい
また， 明な教師は，生徒がこれらの教義を理解するのを助ける際に，
性が重要であることも れないであろう 生徒がすぐにすべてを
ることは

されていない

主は，
「教えに教え，訓

に訓

と一

に理解す

」を与えてその子供

たちを教えられる（教義と聖約 98：12 ） 教師と生徒は，これらの教義はセミナ
リーの 4 年間をかけて理解し，またインスティテュートでも引き続き学ぶものと見な
すべきである
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セミナリーと
インスティテュートで
聖文を教える
青

少年と ングアダルトがイエス・キリストの教えと贖 罪 について理解し，それ
に頼るようになるために，セミナリーとインスティテュートの教師は，聖典に

見いだされるままの福音の教義と原則を生徒に教える

を負っている

果たされるように，宗教教育セミナリー・インスティテュート教育

これが

会は，セミナ

リーとインスティテュートのコースでは，標準聖典に見られる順序で書とその章を教
えることにした

すべての をそれが記されている順序どおりに教えなければなら

ないという意味ではないが， レッスンは，通 ，話の

れ，あるいは聖句の自 な

れに従う この方法で聖文を研究することは，霊感を
としたメッセージの

けた記録者が伝えよう

容を理解する基となり，福音の原則と教義を，聖文に出てくる

ままに，また聖文に述べられているままに研究することができる
配列順に聖文を研究することは，

のような効果がある

教師と生徒は，福音の真理を互いに照らし合わせながら，また聖文のほ
かの内容と関連づけながら研究することができる

こうすることで，教

師と生徒は聖文中の霊感されたメッセージをはっきりと，またしっかり
と見て理解することができる
聖典に見いだされるままの福音の教義と原則を適切に強調し， り
すことができる
生徒と教師が「原因と結果」の関係をもっと容 に見つけるうえで助
けとなる
レッスン時に

細に話し合うことができない

合でも，生徒が

の福音の原則を見つけて理解するうえで助けとなる

個々の生徒

は，これらの真理が聖霊によって明らかになった後，自分自 の
にそれらを当てはめることができる
教師と生徒は，

に生きていた人々の生 と経験の面から福音

の教義と原則を研究し，それについて話し合うことができる こ
うすることで，生徒はこれらの原則と教義を自分自 の生活に当
てはめて考えやすくなる
標準聖典の
なる

についてある程度まで精通するうえで助けと

セミナリーとインスティテュートで 聖 文 を 教 える

デビッド・A・ベドナー長
りまで通して読むと，生ける

は次のように教えている 「 聖典を 初めから終わ
が生活の中へ

れ込んできます つまり，重要な出

来事，福音の教義，永遠の原則がわたしたちの中に
て読むと，聖文のおもな登

れてくるのです 聖典を通し

人物について知ることができます 一つ一つの出来

事や教えの順序，時代，背景が分かります 通して読むと，聖典の
めます この読み方は，生ける を
（「生ける

の

」

メモ

がつか

むための第 1 の最も基本となる読み方です 」

ング アダルトのため の ES ファイ

サイド，2007 年 2

4 日 ，2 参照）

福音を教え学ぶときの基本を取り入れる〔 3.1〕
セミナリーやインスティテュートの聖典に基づいた レッスンは，特定の

や

教義，あるいは原則ではなく，聖句ブロックに焦点を当てて行う 教科課程では聖
典をこれらの聖句ブロックに分割しており，聖句ブロックは さな
大きな

合は一つの書

行動や話題が変わる自

にわたることがある
な変わり目がある

合は一つの章，

ほとんどの聖句ブロックには，

これらの変わり目に基づいて，聖句

ブロックをより さなセグメントすなわち のまとまりに分ける

聖句ブロック

をこれらのより さなセグメントに分けて研究することで，霊感を
メッセージを理解し教えるための

けた記録者の

みができる

教師と生徒は，聖句ブロックのこれらのセグメントを配列順に研究すると，
「福音
を教え学ぶときの基本」の くを取り入れることができる

背景と内容を理解す

る，福音の教義と原則を見つけ，理解し，それが真実であり重要であることを感じ，
応用するなど，
「福音を教え学ぶときの基本」は，方法ではなく， 成すべき結果で
ある これらの基本事項は互いに作用し合い，これらが，思いと心に福音を注 込
むために教師と生徒が取り入れることのできる基本パターンとなる

このパターン

は次のとおりである
1. 背景と内容を理解する。 聖句ブロックの背景と内容を生徒が理解できる
ように助けることは，聖文を教えるプロセスの基本ステップである
の

背景や話

れなどの情報を理解することは，福音の原則と教義を見つけ，また聖句ブ

ロックの中に見られるそれらの真理を説明し解説する基 となる 聖句ブロッ
クの中の 1 ，2

だけを教えることでは，この基本によって明

に深く理解でき

るはずのものがしばしば じたり， われたりする
2. 教義と原則を見つける。 聖文の内容を理解することは，生徒と教師が聖句
ブロック内に見られる原則と教義を見つける備えとなる
は，自分が伝えたいと思っている原則や教義を
ある
る

時

，聖典の記録者

に言葉として述べることが

そのほかに，それらの真理を聖文の話の中に ませて述べることもあ
その

合は，その福音の教えを，真理を言い表す簡潔な言葉にする必要

がある
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3. それらの教義と原則の意味を理解する。 いったん原則と教義を見つけると，
生徒と教師は，それらの真理の意味を分析し話し合うことによって，それをもっ
とよく理解しようとする
ことがしばしばある

聖句ブロック自

の中に明

な注解が

まれている

それは生徒が教義または原則を述べている言葉の意味

を理解するのに助けとなる

さらに，聖文を現代の

に当てはめることは，

生徒が自分の生活にとってその原則と教義がどのような意味を持つかをもっと
よく理解するのに役立つ 教義または原則についての生徒の理解が
音の真理をほかの人々に説明する

すと，福

会を持つことによって，その生徒自 の理

解力は し，さらにしっかりしたものとなる
み たま

4. 御霊の影響によって原則や教義が真実であり重要であることを感じる。 生
徒が原則や教義をはっきりと理解することは，それが真実であり重要であるこ
とを感じる備えとなる

そして，御霊の影響によって原則または教義が真実で

あり重要であり，緊急を要するものであると感じれば，自分の生活にその真理
を応用したいという思いが

す 教師は，福音の原則に従って生活して得た経

験を分かち合う 会と，それが真実であることを証 する

会を生徒に与えるこ

とによって， らが御霊から来るこの気持ちを招いて養えるようにする
はまた，自分自 の証と経験を分かち合うこともできる

教師

くの

合，聖典の

記録者も，教えられている原則や教義について証を述べている

教師と生徒

は，聖句ブロックの

の中にあるこれらのことを確

する証を探さなければな

らない
5. 教義と原則を応用する。 生徒は原則や教義が真実であり重要であると感じ
れば，それを生活に応用するようになる 個人的な福音の原則の応用が最も
に行われるのはクラス

外の

である しかし，生徒が学んでいることを

意義な方法で応用しようと決意を強め，その能力を すのに役立つ重要な事
柄は，レッスン中に こる 教師は，生徒が自分自 の

について深く考え，

その原則または教義を応用できる

会を生徒に与える

ことができる

的な方法を考える

生徒が原則を自分自 の生活に当てはめる方法を思い らし，

考える時間を持つとき，御霊はその生徒の心に個人的な導きを与える

教師

は，適切なときに， 来どのようにその原則を応用できるかについてアイデアを
分かち合うように生徒に勧めることができる
教師と生徒は聖句ブロック内のそれ
スンの

れの

のまとまりについて学ぶとき，レッ

にわたってこの基本パターンのすべて，あるいは一

を り す

レッスンの中で強調する聖句ブロックのセグメントもあれば，あまり注意を わな
くてよいセグメントもある それが霊感を けた記録者のメッセージ
はないか，あるいは生徒にとって特に必要なものではない
なくてよい

の中心で

合，あまり注意を わ

強調すべきセグメントに関しては，次のことに くの時間を

て，力を

注ぐようにする すなわち，背景と内容を理解する，福音の原則と教義を見つける，
原則を理解し，それが真実であり重要であることを感じ，それを応用するように努
めるという一連のプロセスを通して生徒を指導し続ける
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るという方法がある
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教義または原則

合，教師または生徒はそれを簡潔に述べる

すると，たとえそれらの真理についてレッスン中に十分な話し合いをしなくても，聖
霊は

会をとらえて個々の生徒に必要な福音の真理を教え，個人に合ったものにし

てくださる
その

のセグメントについては，教師と生徒は，背景と内容だけを学ぶ

は，教師は，次の

のまとまりに

る前に話の

れや内容を簡

できる 要約するとは，クラスで強調しない章または
て簡潔に述べることである
さっと

することができる

約することで，生徒が話の

に まれている事柄につい

要約することによって，教師は聖句ブロックの
教師は，聖句ブロックのセグメントを
れと背景をはっきりと記

また要約することは，霊感を

分を

せずに要

にとどめ，その後にブロッ

クの中に出てくる原則または教義を見つけて理解するのに必要な基
ことができる

あるい

に要約することが

を与える

けた記録者のメッセージを

れ

なく， れに って採り上げるのに役立つ
教師と生徒がこの方法で聖句ブロックの
とき，一つの

セグメントを配列順に採り上げる

のまとまりが別のまとまりとどのように関連しているか

をよりよく理解することができる

聖句ブロックの 々な

分の間の

関係を知ることによって，教師と生徒は，個々の教義と原則をより深
く理解するだけでなく，聖文が教えている事柄をより い視

で理

解することもできる
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ルカ 5 章：例〔 3.2 〕
の例は，教師が「福音を教え学ぶときの基本」を取り入れて聖句ブロックを
教える方法を示すものである
ここで例として採り上げるルカ 5 章の聖句ブロックは，話の

れや話題が変わる

より さな のまとまり，すなわちセグメントに分けることができる
ルカ 5：1 － 11

ペテロと コブと ハ は，

的におびただしい をとっ

た後，主から されて人をとる 師となる
ルカ 5：12 － 26 イエスは

人の

ルカ 5：27 － 35 イエスが取

人を癒し，罪の

しを与えられる

人や罪人と 事を にされたことで，律法学者

やパリサイ人はイエスに質問をする
ルカ 5：36 － 39 イエスは

い皮

の中の

しいぶどう のたとえを語られ

る
次の図表は，これらのセグメントのそれ

れに対するサンプルレッスンの

示すために使用するものである また，教師がそれ
教え学ぶときの基本」を取り入れる

れの

を

のまとまりに「福音を

をどの程度まで行うかについても示す

福音を教え学ぶときの基本

教義と原則を
応用する
教義と原則が
真実であり
重要であること
を感じる
教義と原則を
理解する

教義と原則を
見つける

背景と内容を
理解する
ルカ 5 章

1 − 11 節

12 − 26 節

27 − 35 節

聖句ブロックを配列順に研究する
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1 − 11 節
ペテロとヤコブとヨハネは，奇跡的におびただしい魚をとった後，主から召され
て人をとる漁師となった。
最初に，生徒がルカ 5：1 － 11 の背景と内容を理解するように助ける 生徒はこ
れらの

を学ぶと，イエスがペテロに「

い」と言われたことが分かる（ 4

）

へこ 出し， をおろして をしてみなさ
通し

をして「 も」とれなかったが（ 5

）
，ペテロは主に従い， いたことにおびただしい をとったことを，生徒は知る
ペテロの経験から，生徒は次の原則を見つけることができる 「理由が分からなくて

も主から求められることを行えば，わたしたちは
した 上の祝福を けることが
ある 」その後，教師は，生徒がもっとよくこの原則を理解することができるように，ま
たそれが自分にとってどのような意味があるかを理解できるように助ける それを行
うために，ペテロの経験は生徒自 の生活における
とどのように似ているか，生
徒とともに話し合う あるいは， 日の預言者や使徒の関連ある言葉を
する
これらの

で教師が望むのは，生徒がこの重要な原則を見つけて理解するのを

助けることだけでなく，御霊 の影響力を通してそれが真実であり重要であることを
感じるようにすることである

そのために，理由が十分に分からないときでも主の

指示に応じてどのように祝福されてきたか，生徒に経験を分かち合ってもらう 生
徒と教師が自分の生活でこの原則が真実であるというどのような証
かについて証 するとき，御霊はそれが真実であることを証し，実

を見てきた

するように促す

その後，教師は，少しの時間を生徒に与えて，この原則をどのように応用することが
できるかよく考えてもらい，書き留めてもらう
図表は，
「福音を教え学ぶときの基本」がこのセグメントで実行されたことを示す
ものである

福音を教え学ぶときの基本

教義と原則を
応用する
教義と原則が
真実であり
重要であること
を感じる
教義と原則を
理解する

教義と原則を
見つける

背景と内容を
理解する
ルカ 5 章

1 − 11 節

12 − 26 節

27 − 35 節

36 − 39 節

聖句ブロックを配列順に研究する
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12 − 26 節
イエスは数人の病人を癒し，罪の赦しを与えられた。
生徒がこれらの

の内容を理解することができるように，教師はまず，重い皮

にかかっている人と中

を っている人が主から癒しを

けた話を生徒によく

知ってもらう 内容についての生徒の理解を深めるために，これら二つの癒しはど
のような点が似ており，またどのように っているか，生徒に分析してもらう 生徒
がこれを行えるように， 方の癒しで信仰が果たした役割について考えてもらう
どちらの

合も信仰が必要であったことが分かったら，生徒は次の原則を見つけ

ることができる 「わたしたちが信仰を働かせて主のもとへ行けば，主は癒しを与
にか
えてくださる 」二つの話の いを分析することによって，生徒は，重い皮
かっている人は自分で主のもとへ行き，中 を っている人はほかの人々の助けが
必要であったことに気づくであろう このことから，生徒は，もう一つの原則を見つ
けることができる 「わたしたちは，ほかの人々が救い主のもとに来て癒しを け
られるように助けることができる 」
教師は， 気

外のどのようなことについて人々が癒しを

けることができるか

て，生徒がこれらの原則を理解するのを助けることができる
で，これらの

に出てくる肉

話し合うこと

の癒しはわたしたちに霊的な癒しを与える主の力を

するものであると，生徒が理解することができる
し， しんでいるときの め，あるいは

霊的な癒しには，罪の

れや心配がなくなることなどが

まれる

生徒がこれらの原則が真実であり重要であることを感じることができるように
するため，教師は，生徒自 ，あるいは生徒が知っているだれかが霊的または肉
的に癒しを

けた経験を分かち合ってもらう また，救い主の癒しの影響力を

けるようにほかの人を主のもとに連れて来た人を見たときのその模範について話す

福音を教え学ぶときの基本

教義と原則を
応用する
教義と原則が
真実であり
重要であること
を感じる
教義と原則を
理解する

教義と原則を
見つける

背景と内容を
理解する
ルカ 5 章

1 − 11 節

12 − 26 節

27 − 35 節

聖句ブロックを配列順に研究する
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ように頼むこともできる （生徒にそのような模範について分かち合ってもらうとき
に，それに関係した人の

メモ

前を言わないように注意する ）教師は，救い主の愛に

ついて，また癒しを与える救い主の力について証するように生徒に勧めるとよい
応用を促すために，癒しや

しや

めを

ける信仰を働かせるために行える

的な事柄，あるいは友人やだれかほかの人を救い主のもとに連れて来る方法に
ついて生徒に考えてもらう
27 － 35

に む前に，これらの

ように生徒に頼む

から救い主について学んだことを分かち合う

この勧めにこたえると，救い主の思いやりに気づき，感

する

気持ちがわいてくるであろう
27 − 35 節
イエスが取税人や罪人と食事を共にされたことで，律法学者やパリサイ人はイ
エスに質問をした。
このセグメントでは，生徒が背景と内容を理解するのを助けることだけを
る

これらの

について研究すると，生徒は，取

ついて，またイエスが取
（内容） 取

人レビすなわちマタイの

す
しに

人や罪人と 事を にされたことについて知るであろう

人は しい 分の者であり罪人であると ダ 人から見られていたこ

とを生徒が理解できるように助ける（背景） この背景は，主の

子となるマタイの

来の しの重要性を理解するのに役立つであろう またそれは，これらの
見られる，主が「取

人や罪人などと

に

を に」しておられることについてのパ

リサイ人と主とのやり取り，ならびに罪人が

い改めるのを助けるという主の使命

をさらに意味あるものとしている（ 30 － 32

参照）

福音を教え学ぶときの基本

教義と原則を
応用する
教義と原則が
真実であり
重要であること
を感じる
教義と原則を
理解する

教義と原則を
見つける

背景と内容を
理解する
ルカ 5 章

1 − 11 節

12 − 26 節

27 − 35 節

36 − 39 節

聖句ブロックを配列順に研究する
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36 − 39 節
イエスは古い皮袋の中の新しいぶどう酒のたとえを語られた。
生徒がこのたとえの背景と内容を理解するのを助けるために， らかく 力性の
ある皮

と くて

力性のない皮

の

いについて生徒に話し合ってもらう そ

の後，イエスがパリサイ人に語っておられることと（背景），このたとえの「
物」と「

い皮

パリサイ人を
は自

」は，変わろうとせず，キリストの教義を
していることを説明する

的に変わり，救い主とその教えを

また，
「 しい
け入れる人々を

い

け入れようともしない
物」と「 しい皮

」

していることも指

する
その後，このたとえに基づく原則を見つけるように生徒に言う 生徒は次の真理

であり，自 的に
を見つけるであろう 「救い主と福音を け入れるためには，
変わらなければならない 」その後，生徒にその章を見 してもらい，救い主とその
教えに対してかたくなで不従順な態度を示した人々の例と，
であり，喜んで変
わった人々の例を探してもらう この活動は，生徒がもっとよくこの原則を理解す
るのに役立つであろう
レッスンの結びとして，ルカ 5 章を学んで得たその

の

察あるいは感じたこと

を分かち合うように生徒に勧める さらに，教えた真理について証 し，見つけた原
則と教義に従って行動するように生徒に勧める

福音を教え学ぶときの基本

教義と原則を
応用する
教義と原則が
真実であり
重要であること
を感じる
教義と原則を
理解する

教義と原則を
見つける

背景と内容を
理解する
ルカ 5 章

1 − 11 節

12 − 26 節

27 − 35 節

聖句ブロックを配列順に研究する
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36 − 39 節

4

教える準備をする
個人的な準備〔 4.1〕

ボ

イド・K・パッカー長

は次のように述べている 「教師が個々のレッスンの

準備のためだけでなく，御 霊 と調和した生活を続ける準備のためにもできる

か りすべてのことを行うとき，力が与えられる
学べば，霊感を

霊感を求めて御霊に頼ることを

けて教えることができるという，はっきりした知識をもって，……

Di i

生徒の前に立つことができる 」
（

改

1991 年 ，358

－ 359 ）
福音の教師の準備として最も重要で基本的なことは，自分自 を霊的に備える
ことである

そのような備えをする際に考

すべき重要なこととして，福音に従っ

て生活すること，助けと導きを祈り求めること，信仰を働かせること，現職訓練集会
（教師会）に参加することなどがある
福音に従って生活する〔 4.1.1〕
教師がどれほど忠実に福音に従って生活しているかが，その教え方に影響を
す 聖霊を伴侶として導きを得るのにふさわしい生活をすること

上に大切な

準備はない（ 2 ページの第 1 2 項「生活する」を参照）
助けと導きを祈り求める〔 4.1.2 〕
祈りは教える準備をするのに欠かせないものである（教義と聖約 42：14
104：79 ，82 参照） 教師は，聖文と福音の原則を理解する際に御 霊 の助け
を祈り求め，また御霊によってそれらの原則を教える最良の方法を
際に知 を祈り求めることができる

り求め，また御霊によって感じ，学ぶ生徒の自
きる

する

クラスを める前に助けと導きを祈
性を祈り求めることがで

生徒をもっとよく理解するために識別の

物を求め，

してい

る個々の生徒に手を し伸べるために助けを求め，またほかの生徒より
も愛することが難しい生徒を愛するために慈愛の

物を主に求めるこ

とができる（モロナイ 7：48 参照）
信仰を働かせる〔 4.1.3 〕
「宗教教育セミナリー・インスティテュートの目的」の「教える」
の

には，効果的に教える教師は神の言葉の力を信頼し，主

と聖霊を信じ，生徒を信頼しているはずであるという意味が
まれている

教師が良い働きができないとき，これらの要 を

欠いていることがよくある
み こと ば

御 言 葉 の力を信頼する。教師は，生徒は聖文研究をするこ
とが
の

きではない，あるいは毎日聖文を教えていると生徒
味を引き続けることができないと思う

に られる
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ことがある しかし，聖文には「命の言葉」が記されており（教義と聖約 84：85 ），
その言葉は「

やそのほか ……どのようなことよりも」心に「力強い影響」を

す（アルマ 31：5 ）ということを覚えておかなければならない
ヘンリー・B・アイリング長
また生徒のためにお
仰を持ってください

は次のように述べている 「皆さん自 のために，

いします 生徒は 聖文を 読みたいと思うだろうという信
生徒を聖文に り立てるには びません

信仰が生徒を聖

文に引き寄せるでし う ……主がその書をお書きになったのです 皆さんを引き
寄せるようにそれを書く方法を，主はニーファイに示されました
さんの生徒を引き寄せるでし う 」
（
i

B

M

そして，それは皆
Wi

モルモン書に関する ES シン ジウム，1990 年 8

17 日 ，2 ）

み たま

主と御霊を信じる。青少年と ングアダルトに福音の原則を教える
されてしまいそうだと感じるかもしれない

は 難で

しかし，それは主の業である

主は

信仰をもって主に心を向ける人々を助けてくださる モルモン書はこう教えている
「キリストは言われた
ことを

あなたがたはわたしを信じるならば，わたしの心にかなう

事でも行う力を持つであろう と 」
（モロナイ 7：33 ）

教師は，主が

生徒の必要を理解し，祝福を授けたいと思っておられるという信

仰を持たなければならない
の必要と
ならない

また，聖霊が

生徒に福音のメッセージを伝え，生徒

に応じて福音の原則を応用するように促してくださると信じなければ
教師は，聖霊が「真理を教えるために

わされた め主」であられるこ

とを覚えておかなければならない（教義と聖約 50：14 ）
生徒を信頼する。教師は，適切に導き ませば生徒は聖文を理
解し，教義と原則を見つけるようになり，ほかの人々に福音を説明
し，福音の教えを生活に応用できるという信仰を持たなければな
らない

J・ルーベン・クラーク・ジュニア管長は，セミナリーと

インスティテュートの生徒の

つかの特質について述べている

「教会の青少年は，御霊に関することに飢えています

らは

福音を学びたいと切望しています 福音を めることなく

な

まま学びたいと思っています ……
…… 皆さんは，このような霊的経験の

かな青少年に対して，

取りをする必要もなければ，宗教について耳にささやきかける
必要もありません まっすぐに面と向かって話せばよいのです 宗
教的な真理を世

的な事柄で い す必要はありません 皆さん

はこれらの真理を み さず，ありのままに教えることができるの
です 」
（ 教育に関する教会の指針 改

1994 年 ，4 ，12 ）

生徒の外見や行動，あるいは福音学習に対する対応を見ると，
「御霊に関するこ
とに飢えて」いないかのように思われることが時

ある

このような

で，教師

にとって特に重要なのは，クラーク管長の教えを信じる信仰を働かせることであ
る

ヘンリー・B・アイリング長

「生徒は，飢
葉は，生徒自

で気を

は，次のように力強い約束の言葉を述べている

うということを知らないかもしれません

しかし，神の言

が渇いていることを知らなかったその渇きを癒します そして，聖

霊はそれを生徒の心の中に記してくださることでし う 」
（ W M
Si
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成しようと努める

のことを自問しなければならない

わたしの教え方は，
1 神の言葉に対する理解と愛を深めるように促しているだろうか
2 聖霊を招き，教化に結びついているだろうか
3 信仰をもって個人的に福音を学び，福音に従って生活するように

生徒を促す

ものだろうか
4 生徒がイエス・キリストをもっとよく知り，愛し，イエス・キリストに従ううえで助
けとなるものだろうか
現職訓練集会（教師会）に参加する〔 4.1.4 〕
セミナリー・インスティテュートは，教師と指導者に現職訓練の

会を提供する

現職訓練はおもに，教授法を改善し，福音の知識を し，教師がセミナリーとイン
スティテュートにおける管理運営の方法を学ぶのを助けることを意図している
この訓練の一つの面は，
（教師会）は定

の現職訓練集会（教師会）である 現職訓練集会

的に行われ，教師と指導者が出席するように

されている こ

の集会で，参加者は聖文について学び，話し合って，その理解を深める

生徒を鼓

舞する教授法を学び，練習する また，生徒の登録，出席，修了を やすためのア
イデアを分かち合い，現
の

必要とされている事項について協 し，また管理運営上

を果たす方法を学ぶ
現職訓練のもう一つの面は，クラス参観に関するものである 教師は，自分の教

授法を見て
の教師に

なフィードバックをしてくれるようにコーディ ーターや
頼すると

そうと努めている特定の教授技術に関して
頼できる

長，

に役立つであろう 参観者には，しばしば，教師が伸ば
的なフィードバックをするように

会がある では，教師はほかの教師を見ることからも を得られる

信仰をもって，また学んで改善したいという心からの望みをもって現職訓
練に む人々は， 実な成長と

を経験するであろう

生徒の準備〔 4.2 〕
聖典には，霊的な学習に努める人々の心と思いの備えの
態のことが述べられている

例えば， 約聖書の中の

で

あり学者であるエズラは，
「心をこめて主の律 法を調べ……
た 」
（エズラ 7：10 ）使 徒 行 伝には，
「心から 教 を

けい

れ た 」忠実な聖徒のことが述べられている（使徒 17：
11 ） 救い主は，ニーファイの を れたとき，
「明日の
ために心

を 備え……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」と言われた（ 3 ニー
ファイ 17：3 ）
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を く用意」ができていなければならない（アルマ 32：6） クラスで，生徒は，思
いを研

ますとき，学習経験に注意を集中するとき，また御 霊 によって教えられ

ることを喜んで

け入れる気持ちを示すとき，学ぶ準備が整っている

音を学ぶためにその心と思いを備えられるように，教師は

生徒が福

のことを め， くの

ことについて助けを与えることができる
生徒のために祈る。教師は，
「喜んで」
「御言葉を け入れるように……心を備えさ
せるために」生徒に御霊を注いでくださるよう主にお

いすることができる（アル

マ 16：16 － 17 ）
愛と敬意のある雰囲気をはぐくむ。教師やほかの生徒から愛され，信頼され，価値
ある者と められていると感じている生徒は，もっと御霊の影響を

け，参加した

いという強い望みをもってクラスに来るであろう
目的意識を確立する。教師は，クラスに出席するのは天の御父と御子イエス・キリ
ストを知るようになるためであり，また聖典と預言者の言葉に見いだされるままの
福音を学ぶことによって永遠の命に向かって

するためであると，生徒が理解で

きるように助けなければならない
興味を引く，時宜にかなった，教化するレッスンを行う。教師が教化するレッスン
を準備していつもそれを行うと，生徒は，クラスに出席する度に かを学べると
するようになる

ボイド・K・パッカー長

がクラスを教えている
て

合，…… 生徒は

って来ることはない

かを学ばないか り，熱い思いをもっ

って来たいと思う かを学ばなければならない

ラスで得るものがあれば……自

Di i

は次のように教えている 「あなた
ク

的に，実に熱心に来るであろう 」
（

182 ）

クラスの始めに聖霊を招く。祈り，賛美歌，聖文を読んで考えたことの
む，よく準備された，生徒が

表を

会するディボーショナルは，しばしば御霊を招き，生

徒を一致させ，霊的な学習に対して生徒の思いと心を備えさせる
生徒の興味を引き，維持する。教師は，生徒の
聖文を調べるように生徒を導く方法で毎

のレッスンを めることによって，生徒

の心を学習経験に集中させることができる
たは，黒板）に
来る生徒の

味を引き，より大きな目的をもって

例えば，教師は，ホワイトボード（ま

味を引く質問を書いたり，物や絵， 真を見せたりして，クラスに

味を引くことができる

くの生徒が注意力を持続できる時間には限度があるので， 明な教師は，レッ
スン中に

度か生徒の

味と熱意を び引き出す方法を探すものである

これ

は，学んでいる聖文に生徒の注意を集中させる方法で行わなければならない
学習者としての役割をよく果たすように生徒を備える。教師は，参加するように生
徒に勧める前に，生徒から
準備し実

られたことについてはっきりと説明し，模範を示し，

する時間を生徒に与え，その後，学習の

程において生徒が自らの役

割を果たすように勧め，また らが努力していることを めなければならない

学

習者としての役割を果たすように生徒を備える教師は，
「セミナリー・インスティ
テュートの目的」の

50
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レッスンの準備のための資料〔 4.3.1〕

聖典
4 つのセミナリーコースと，
で，標準聖典を学ぶ

されているインスティテュートのコースのほとんど

これらのコースで教える事柄を決めるときの第 1 の資料は，

聖典そのものである セミナリーとインスティテュートの教師への話の中で，エズラ・
タフト・ベンソン大管長は次のように教えている 「聖典と生ける預言者の言葉の
代わりを十分果たせるようなものなどないことを， に覚えておいてください
典と生ける預言者の言葉を基本の資料としなければなりません 」
（
Hi M

聖

G

ES 宗教教育者への 話，1976 年 9

17 日 ，3）

インスティテュートのコースの中には，標準聖典の学習ではなく，福音のテーマに
焦点を当てているものがある これらのコースを教える教師は，準備のための第 1
の資料として（聖典と

に）インスティテュートの教科課程で提

料を考 しなければならない

されている資

教師は，これらのコースで教える教義と原則を明

らかにし説明するために，聖典と預言者の言葉を使用する

会をいつも探さなけ

ればならない

セミナリーとインスティテュートの教科課程
セミナリーとインスティテュートの教科課程用資料は，効果的なレッスンを準備し
て教えるのに役立つおもな資料として提供されたものである 教科課程には，聖句
とその背景に関する背景の情報，難しい言葉と語句の説明，聖文中で教えられてい
る教義や原則についての中

の見解，またどの内容と教義と原則を教えるか

についての提 も書かれている 教師は聖句ブロックの学習に教科課程を活用す
ると，聖霊の霊感を け，生徒の必要を たすレッスンをすることができる
ヘンリー・B・アイリング長

は，教科課程の準備と活用について次のように説

明している 「教会で教える教義が正確であることを確
て されている人々は，皆さんが
べての

真，すべての図表を

するために預言者によっ

け取るその教科課程の中のすべての言葉，す
討します 教科課程は神から霊感されたもので

あるという信仰を働かせることによってのみ，教科課程の力を引き出せるのです
……
教科課程の内容とその配列に忠実であれば，わたしたちが持つたぐいない教
物 は えられることなく，引き出されることでし う 」
（

授の
M

i

H

v

ヘンリー・B・アイリング長

Wi

との べ，1998 年 2

6 日 ，4 － 5 ）

その他の資料
教師は，聖句ブロックをもっとよく理解する助けとして，教会
からの教えなど，その

の資料を使用することができる

その

関

推測やセンセーショナルな表現に ったり，教会が明確にしていない
りすることがあってはならない

，特に

大会

の資料を用いて，
を教えた

前に確 され， 表されたものであっても，クラ

スで使用するのに適切でないものがあるかもしれない

レッスンは生徒の信仰と

証を築くものでなければならない
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教える事柄とそれを教える方法を決める〔 4.3.2 〕
教師は皆，レッスンを準備するときに，
「

を教えるか」，また「それをどのように

教えるか」を決めなければならない 「教える事柄」とは，背景（背後の事情，文
化，

など ），内容（話の

れ，人物，出来事，説教，霊感に基づく説明など ），ま

た聖句ブロック内にある重要な福音の真理である 「教える方法」とは，生徒に理
解させるために教師が用いる方法，採り上げ方，活動（クラス討論，視聴覚資料，
筆記活動， 人 のグループ学習など ）である 教える方法 を選ぶ前に教える事
聖文に焦
柄 を決める必要がある そうすれば，方法や技術ではなく，いつも
点を合わせることができる
教師は，レッスンを準備するとき，教える事柄 と教える方法 の 方を決めるため
レッスンの準備で教える事柄 に

に十分に時間をかけ，努力しなければならない

ばかり力を入れると，生徒を学習に参加させる方法を考える時間を十分に取れなく
なる そうすると，レッスンは

で， どく教師本位なものになる れがある ま

た，教える方法 に集中しす ると，レッスンは，目的と力を欠いた，ちぐはぐなもの
になってしまう可能性がある
教える事柄を決める〔 4.3.3 〕
教師は，教えようとする事柄を準備するときに 4 つの基本的な
ず，聖句ブロックの背景と内容を理解するように努める
られる教義と原則を見つけ，理解する
原則が最も重要かを

を

む

ま

第 2 に，ブロック内に見

第 3 に，生徒が学び，応用するためにどの

する 第 4 に，聖句ブロックの

セグメントをどの程度強

調するかを決める

1. 教える聖句ブロックの背景と内容を理解する。
教師は，聖句ブロックの背景，すなわち背景を理解し，その内容がよく分かるよ
うになるまでその聖句ブロックに集中するように努めなければならない

聖句に集

中するとは，読み，研究し，深く考え，読んだ事柄について霊感と理解を祈り求める
ことである
聖典の内容を理解するために行える最も

な方法の一つが，話題や行動が変

わる聖句ブロック内の自 な変わり目に注意することである 教科課程と自分自
の

察を用いて，これらの自 な変わり目に基づき，聖句ブロックをより さなセグ

メント，すなわち のまとまりに分けることができる
重要な基

ブロック，すなわち

を用いて，レッスンの

れを

これらの さなセグメントは

成要 となり，教師は後に準備をするときにこれ

み立て，また聖句ブロック内のすべての内容に少な

くともある程度の注意を向けることができる
また，この方法で聖句ブロックの要点をまとめるとき，重要であると思われる人
物，

，出来事，原因と結果の関係について，また，難しい言葉や語句の意味に

ついて理解を

すように努めなければならない

内容を十分に理解するために，

の聖句ブロックを読む必要のあることがよくある
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2. 教義と原則を見つけ，理解する。
教師は，背景と内容を理解することに加えて，聖句ブロック内の教義と原則を注
意深く見つけて理解し，また教科課程で提
ればならない

されている教義と原則を

な言葉で書き出すように努力しなければならない
味の

討しなけ

教科課程に書かれていなければ，教義と原則を分かりやすい簡潔
こうすることは，原則とその意

方を心の中でしっかりとまとめるのに役立つ これはまた，レッスンで学習

活動を指導するのに役立ち，生徒が理解力を し，応用にもっと集中できるように
する助けともなる

3. 生徒が学び，応用するためにどの原則が最も重要かを判断する。
通の聖句ブロックには，ほとんどの
いを行える

上の くの題材がある

合，クラスの時間内に

教師は聖典と教科課程を研究した後，生徒

が理解し応用するためにどの教義と原則が最も重要であるかを
る この

をする際に，教師は

意義な話し合
する必要があ

のことを考 しなければならない

聖霊の促し。教師は，レッスンでどの原則と教義を強調するか

する際に， え

ず聖霊の導きを求めなければならない
霊感を受けた記録者の意図。教師は，預言者である記録者が
ていたか見

めるようにしなければならない

を伝えたいと思っ

エズラ・タフト・ベンソン大管長は

次のように述べている 「 ら 記録者 がわたしたちの時代を見，わたしたちの
ためになることを選んでくれたとしたならば，なおさらモルモン書を研究する必要
があるのではないでし うか

これを記録するように主がモルモン（モロナイある

いはアルマ）に霊感をお与えになったのはな

だろうか，現代の生活への教訓とし

て を学べるのだろうか と えず自問する必要があります 」
（「モルモン書
わたしたちの宗教のかなめ 」 リアホナ
聖典のコースが

2011 年 10

であっても，レッスンを準備するときに

，56）教師は，教える
の質問について考

しなければならない
教師はまた，聖典中の預言者の主要な目的は

にイエス・キリストについて

証 することであるということを心に留めておかなければならない 「わたしが
一心に

すのは，人々がアブラハムの神，イサクの神， コブの神のもとに

来て救われるように，説き勧めることである 」
（ 1 ニーファイ 6：4 ）した
がって，教師は，
「この聖句ブロックは，生徒がイエス・キリストの教え
と贖 罪 について理解しそれに頼れるようにイエス・キリストの

を教

えているだろうか」と自問しなければならない
教師は，霊感を

けた記録者の意図を

に明らかにされている事柄を
い

ヘンリー・B・アイリング長

しようとするとき，聖典

えないように注意しなければならな
は次のように注意を

「記録者が言おうとしたすべての事柄，あるいは
事柄を自分は知っていると ってはなりません 」
（
S

H

i

S

i

M

アイリング長 との べ，1993 年 2

D

している

らが述べていない
A

W
ヘンリー・B・

5 日 ，6）

改心を促す原則と基本的な教義。教師は，教える事柄 を決めるとき，
次のことを考 しなければならない 「この聖句ブロックで強調で
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のに役立つだろうか 」ヘンリー・B・アイリング長

は次のように助言している

「レッスンを準備するとき，改心を促す原則を探してください
（
則とは，神の御心に従うように導く原則です 」
ム・ペリー長 との べでの話，1996 年 2

v

i

…… 改心を促す原
i

i

・ト

2 日 ，1 ）

教師はまた，採り上げる聖句ブロックがセミナリー・インスティ

「福音については二つの見解がありま

テュートによって強調するものとして選ばれている「基本的教義」

す。そ の 両 方とも 真 実 で す。それら

のどれかを教えるものであるかどうかも

によって皆 さん の 教 える力に 非 常に

これらの教義は，生徒が天の御父の

大 きな違 いが 生じます。一つ の見 解

しなければならない
と教会の基本的な信 を

理解できるようにするものである（ 35 ページの第 2 7 2 項「基本

は，福 音とは すべ ての 真 理 で あ ると
いうものです。そのとおりです。福音とは真理です。

的教義」を参照）

この見解によれば，わたしはクラスで真理であること

生徒の必要と能力。 教師がよく生徒を知り，理解するようになれ

は何 でもかなりよく教 えることが で きます。わたし

ばなるほど，すぐに応用できる重要な原則を見つけ，強調するのが

は福音を教えていることになるでしょう。別の見 解

容

は，福音とは，それを守り，従い，受け入れるならば永

て感動的な，あるいは特に深い意義のある教えや

遠の命に至る原則であり，戒めであり，儀式であると

ことがあるかもしれない

いうものです。これも真実です。

や理解力とはかけ

これらの見解のどちらかを選 んで専らそれを自分
の教え方とするとき，大きな一歩を踏み出すことにな
ります。福音とは，それを守り，従い，受け入れるなら
ば永遠の命に至る儀式であり，原則であり，戒めであ
るという見解ではなく，福音とはすべての真理である
という見 解を取るならば，生 徒 が汚れた 海に耐えら
れるように助けるという競 技 からすでに身を引いて
しまったも同然なのです。」
（ヘンリー・B・アイリング， Eyes to See, Ears to Hear 〔新約聖書
に関する CES シンポジウム，1984 年 8 月 16 日〕，6 ）

になる 教師は聖句ブロックを研究するとき，自分自 にとっ

れている

2 に書かれているパウロの
教師にとっては
徒にとって

を見つける

しかし，それが生徒たちの霊的な準備
合がある（例として，1 コリント 3：

い

物と についての勧

しくない，あるいは

に重要な

合がある

を参照）

味を感じない原則でも，生
教師は生徒を教えているの

であり，レッスンのためのレッスンをしているのではないということ
を心に留める必要がある
あり， にレッスンの

教師は学習経験の

を与えているので

要を準備しているのではない

教義が生徒にとって最も重要であるかを

どの原則と

するときに，教科課

程は教師にとって特に助けとなる
リチャード・G・スコット長

は次のように教えている 「皆さん

の生徒の個人的な能力と必要に応じて，最も
は かを

してください

いもの

生徒が重要な原則を理解し，自分の

ものとし，人生の手引きの一

とするならば，最も重要な目的が

成されたことになります 」
（
スコット長 との べ，2005 年 2

順位が

iv

リチャード・G・

4 日 ，2 － 3 ）

どの真理を強調するかを決めながら，教師は，聖句ブロックを採り上げる際に焦
点を当てる 定のない原則や教義を簡

に指

するように

することもできる

こうすれば，レッスンで大きく焦点を当てるわけではないが，生徒個人にとって重
要である可能性のある原則を聖霊がその個人に理解させてくださる

会を備える

ことになる 教師はまた，自分が気づかなかった，あるいは話し合う 定のなかっ
た らかの福音の真理を，生徒が見つけたり，あるいは話し合いたいと思ったりす
ることがあるということを心に留めておかなければならない
教師は，これらのことをすべて考えながら，御 霊 の確
ばならない

を求めるようにしなけれ

御霊は，霊感を けた聖典の記録者の意図や生徒の必要，また生徒

が天の御父と救い主に近づくのにどの福音の真理が助けとなるかを，教師がもっと
よく理解できるように助けるであろう
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4. 聖句ブロックの各セグメントをどの程度強調するかを決める。
教師は，聖句ブロックの背景と内容を理解し，それをより さな，内容に関連し
たセグメントに分け，生徒が学び応用するための重要な福音の真理を見つけたの
で， や，聖句ブロックの

セグメントをどの程度強調するかを決める準備が整っ

ている 教師は，レッスンで強調しようとする教義と原則が
セグメントを最も強調するのが

通である

まれているそれらの

すなわち，教師は，これらの

のまと

まりについて，生徒がその背景と内容を理解し，その中に見いだされる重要な教義
と原則を見つけて理解し，それらの教義と原則が真実であり重要であることを心
に感じ，これらの真理を生活に応用できる方法を知るように導くのである
聖句ブロックの別のセグメントでは，レッスンで強調されている真理にあまり焦
点が当てられていないかもしれない
い

教師は，これらの

しかし，とばしたり，無視したりしてはならな

のまとまりについても

に，少なくとも要約するように

しなければならない

注

準備の時間が無制限にあるということはきわめてまれである

教師がよく

す間 いは，読み，研究し，教える事柄 を決めるのに時間をかけす て，教える
方法 について十分に準備する時間をなくしてしまうことである 毎 のレッスンを
準備する際に教師が言う必要のある大切な事柄がある それは，
「教える事柄 は
十分に理解できたと思う
，それを効果的に教える方法 を決める必要がある」と
いうものである
教える方法を決める〔 4.3.4 〕
教師は
ものである

通，自分が教える聖句ブロックと自分が見つけた真理に感動を覚える
教師は，研究し，理解し，御 霊 によって教えを

けるように熱心に努

力することによって教化され，自分が準備していたときに学んだ事柄を伝えたいと
自

に感じるものである

これが適切なこともあるが，レッスンの目的は，生徒 が

聖文を理解し，聖霊によって教えを

け， ら が学ぶことを応用する ましを感じ

るようにすることであるのを覚えておかなければならない

つまり，教師自 が聖

文から学んだ事柄と，それが重要であると感じる理由を生徒に げる

上のこと

が に必要なのである また，教師が聖句を読み，それを注釈し，次いで別の聖句
を読む 上のことを表している
生徒は，教師がレッスンの準備中に経験したことと
に導かれるときに教化される

の学習の

理を見つけるように生徒を導かなければならない

自分の言葉で福音を説明し，自

分が知っていることと感じていることを分かち合い，証 する
らない

程を むよう

理解するために聖文を調べ，自分自 で福音の真
会を与えなければな

こうすることは， らの から らの心に福音を す助けとなる

生徒はこの方法で

えず福音を学ぶ経験をすれば，自分自 で聖文を研究し，

御霊によって学ぶ自分の能力に自信を持つ そして，学んでいる事柄を生活に応用
したいという望みを感じる

また，自分が信じている事柄をほかの人々に説明し，

福音の教義と原則について証を述べる備えももっとよくできるようになる
教師は，生徒がクラスで一緒に聖文を学ぶときにこの学習の
に役立つ方法を
に，

しなければならない

程を経験するの

教師がレッスンプランを作成するとき

の質問に対する えが教える方法 を決める基準となる
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1 どのような方法または学習活動が，生徒が知る必要のある背景と内容を理解
するのに助けとなるだろうか
2 どのような方法が，生徒が重要な教義と原則を見つけ，言葉で表現できるように
なるのに助けとなり，またほかの教義と原則を見つける 会となるだろうか
3 生徒がこれらの原則と教義を理解するのを助けるのに，最良の方法は だろう
か
4 これらの原則が真実であり重要であることを感じるように生徒を導き，それに
ついて分かち合い証するように勧めるために，どのような方法または採り上げ方
があるだろうか
5 生徒がこれらの原則を生活に応用できる方法を知るのを助け，またそうするよ
うに らを ますのに，効果的な方法は だろうか
は教える方法を決める際に考

すべき つかの事項である

教授法が，教えるメッセージに調和しており，御霊の影響を受ける助けになること
を確認する。時として教師は，生徒を楽しませようとしたり， らの

味を引こうと

したりして，理解と教化に らない方法を選んだり技術を使ったりすることがある
教授法を選ぶときは，その方法によって効果が

まるか，それとも生徒に取り入れ

てもらおうとするメッセージから注意がそらされるか考えなければならない
ば，教えることを目的とした ームは知識（聖書中の

例え

書の配列順など ）を与える

のに楽しく効果的な方法である

しかし，最終的な目標が霊的な気持ちを引き出

すということであれば，それはほ

間

よる活動も

いなく 効果となる

人

のグループに

効であるが，この活動はかなりの時間を必要とするので，簡潔に述べ

られている原則を見つけるのには最良の方法とは言えない
教師は，教授法と活動が福音を学ぶ

にふさわしく，だれも らせたり つけた

りすることがなく，御霊の影響を ける助けになることを確 しなければならない
教科課程を使用する。セミナリーとインスティテュートの教科課程

「福音の優れた教師は定められたコー

には，
「福音を教え学ぶときの基本」を実行する，教える方法 につ

ス資 料を使い，イエス・キリストの 福

いての提

音 の 教義と原 則と聖 約を 教 えること

が書かれている 教師は レッスンを準備するとき，教

科課程を注意深く 討し，聖句ブロックを教えるためにどの情報と

に最も力を注ぎます。」

方法を使用するかを選ばなければならない
聖句ブロックのための提

（ダリン・H・オークス「福音を 教 える 」
『リアホナ 』
2000 年 1 月号，95 参照）

教師は，教科課程の

のすべて，または一

きる あるいは，クラスの必要と

を選ぶことがで

に合わせて提 されているア

イデアを変更することができる
関連性と目的をはっきりさせる。生徒は，聖句ブロックで学んでいる事柄と自分の
や事情の関連性を理解するとき，通
もっと動

づけられるものである

，福音の教えを学んで応用するように

また，聖文から実生活の

の中で導きとな

る えと指示をどのように得られるかを知ることもできる
したがって，教える方法 を準備するとき，教師は，聖句ブロックに まれている永
遠の真理についてよく考え，それを生徒の生活にとって
る方法を

討するとよい

ある質問，

で

意義なものにでき

このことを心に留める教師は，しばしば，生徒に関連の

，あるいは問題を採り上げてレッスンを

める

そのような質問，

，あるいは問題を えている生徒は，導きと方向づけを与える福音の原則と教
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しなければな

らない
時間配分を決める。教師は，聖句ブロック
ければならない

を採り上げるように熱心に努力しな

しかし，レッスンの 々な

分にどれだけの時間を使うか決める

とき，生徒を教えているのであり，レッスンのためのレッスンをしているのではない
ということを心に留めることが重要である

教師は，レッスンプランに

に従う

ことに集中するあまり，クラスの時間に霊感を ける可能性やレッスンプランにない
生徒の参加の可能性をなくすようであってはならない

そのためには，レッスンを

変える必要がある
教師が最も しやすい間

いの一つは，レッスンの初めの方に時間をかけす

て時間が りなくなり，残りの
ン

分を大急 で行わなければならないというレッス

である 準備するときに，自分が選んだ方法を使うとレッスンの

くらいの時間がかかるかを 測する必要がある ほとんどの

にどれ

合，教師は限られた

レッスンの時間内で自分が伝えたいと思うすべてを教えることはできないので，
を強調し， を要約するかを決める必要がある
時間配分の必要性は， レッスンだけでなく，コース

についても言える

例

えば， 約聖書コースで， 福音書に時間をかけす れば，残りの書に見いだされ
る重要な福音の真理を適切に教えることができなくなってしまう
セミナリーとインスティテュートのほとんどの教科課程には，時間配分の提
コース

と

を採り上げるためのスケジュールが記されている

生徒が役割を果たすように助けることに焦点を当てる。 教師は教えようとする方
法の準備をするとき，教える事柄だけでなく，学習者に焦点を当て続けなければ
ならない

また，
「

日はクラスで

をしようか」あるいは「生徒に

を教えよう

か」と に考えるだけでなく，
「 日はクラスで，生徒は をするだろうか」あるいは
「生徒が知る必要のあることを見つけるように，どう助けられるだろうか」と考えな
がらレッスンの準備を

めなければならない

様々な方法や採り上げ方を用いる。説得力のある教授技術でも，使いす れば，効
果がなくなったり

なものとなったりする 目 を変えるだけの方法を選んでは

ならないが，効果的に教えている くの教師は， レッスンの時間内でも教え方に
変化を持たせ，また日によっても変化をつけている
生徒が望ましい結果に
る

するのに

生徒が

味を った

合や，

行っていることが助けにならないと思われ

合，レッスン中に方法を変えられるように準備しておかなければならない
々な教授法を用いることは，生徒が

つ

生徒が，視覚や聴覚， 覚などの

なる方法で学べるようにするのにも役立
々な感覚を使用しなければならない教授

法や学習活動を取り入れれば，生徒はもっと参加するようになり，教えられた事柄
を記

するのに助けとなる

教師は一般的に，用いるのに楽で

効であると思う方法を選ぶべきではあるが，

もっと効果的にできる しい方法や採り上げ方を んで してみなければならない
この手引きの次の章では，教える方法 を決めるときに
と採り上げ方を

討できる 々な教授法

する
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5

教授法，技術，
採り上げ方
教

えることは， 合的かつ

面的な職務である

教える方法や技術をリストに

すれば，そのリストは くのアイデアと実例を み，

もの本になるであろ

う しかし，これらの事柄は，効果的な教授に不可欠な

つかの一般的な教授

法，技術，採り上げ方に分
つかを

することができる

本章ではこれらの重要な分

の

する

教える際にどの方法を用いるかを決めるとき，方法と技術はそれ自
はなく，目的を

成する手

が目的で

にす ないことを覚えておくことが重要である

教師

は，生徒が特定の聖句ブロックの内容，教義，原則を理解するのに最も役立つ方
法，ならびに教化と応用を促す方法を選ばなければならない

特定の技術を使用

する目的を心に留めておくことは，もっと 意義な方法でそれを用いるのに役立つ
であろう また，御 霊 がなければ，最も効果的な教授法と採り上げ方を用いたとし
ても成

は得られないということも覚えておくことが重要である

質問〔 5.1〕
効果的な質問をすることは，教師が伸ばすことのできる最も重要な技術の一つ
である 質問によって，生徒は聖文を理解する 程に入り，重要な福音の真理を見
つけて理解できるようになる また，生徒は福音が自分の生活にどのような影響を
してきたかをよく考え，現
についても考えるようになる
学習の

，また

来，福音の原則をどのように応用できるか

効果的な質問をすることは，選択の自由を行使し，

程において自分の役割を果たすことによって学習経験の中に聖霊を招く

ように生徒を促すものである
レッスンを準備する

「質問をし，質問に答えることが，教え

で，生徒が学ぶときに理解できるように

導く質問と，生徒の思いと心を引きつける質問を努めて注意深く考

学ぶすべてのことの核心です。」

えておくのは価値のあることである

教師は，質問を考えるとき，

その質問をする目的をまず決めなければならない（例えば，聖句か

（ヘ ン リ ー・B・ ア イ リ ン グ， The Lord Will

ら情報を見つけてもらいたい，聖句の意味について考えてもらいた

Multiply the Harvest 〔ヘンリー・B・アイリン
グ長老との夕べ，1998 年 2 月 6 日〕，5 − 6 ）

い，あるいは原則が真実であるという証 を分かち合ってもらいた
い，など ） その後，その目的を心に留めてよく考えて質問を み立
てなければならない

質問によって望んだ結果が得られるかどうかは，注意深く

選んだわずかな言葉によって大きく

される

教師は，考え，感じるように促す質問を準備して，その質問をするように努力しな
ければならない

一般的には，

に「はい」か「いいえ 」で

えられる質問や，

えがはっきりしす て生徒に考える気持ちを こさせない質問は避けるべきであ
る

また，論争を招く可能性のある質問も避けるべきである

これは生徒を

乱

させるとともに，クラスに不和を生じさせ，御霊を しませるからである（ 3 ニーファ
イ 11：29 参照）
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クラスで質問するときは， えについて考える時間を与えることが重要である
時

，教師が質問をして 1 ，2

ってだれもすぐに

えて自分で えを言ってしまうことがある

事をしてくれないと，うろた

しかし，効果的な質問に対してしばし

ば必要とされるのが，考え， 考することである

また，生徒は聖文の中から え

を見つけたり，意味のある えを考えたりするのに時間を必要とする

合がある

時には，言葉で述べる前に えを書き出す時間を生徒に与えると効果的である
偉大な教師であるイエス・キリストは， 々な手法で質問をし，御自分が教えた
原則を考えて応用するように人々を促された
教えている相手の生活に

イエス・キリストの質問は，御自分が

をもたらそうとしておられたかによって

ある質問は，
「律法にはなんと書いてあるか

々であった

あなたはどう読むか」と

られた

ときのように，考えて聖文から えを引き出すように き手を促すものであった（ル
カ 10：26） また，別の質問は，
「あなたがたはどのような人物であるべきか」と
られたときのように，決意を引き出そうとするものであった（ 3 ニーファイ 27：
27 ）
教師は

種

な質問をすることができるが，福音を教え，学ぶの

に特に重要な質問は一般的に 4 種

である

1 情報を探すように生徒に勧める質問
2 分析して理解するように生徒を導く質問
3 気持ちと証を促す 質問
4 応用するように促す 質問

情報を探すように生徒に勧める質問〔 5.1.1〕
探す 質問は，聖句ブロックの内容に関する大切な細かい事項を
調べるように勧めることによって，生徒が聖文の基本的な理解を
得られるように助けるものである 探す質問は聖句の中の情報
を探すように促すものであるため， にこのような質問をしておい
てから， えが出ている を読んでもらうとよい これによって生
徒の注意力を め，聖句の中から えを見つけ出してもらうこと
ができる
探す 質問には，だれが， を，いつ，どのように，どこで，な
などの言葉がしばしば まれる
は，情報を探すように
生徒に勧める質問の つかの例である
マタイ 19：22 によれば，な

持ちの青年は し

みながら立ち ったのでし うか
サムエル上 17：24 で，イスラエルの人々はゴリア

どのように
テを見たとき，
で，ダビデはどのように

る舞ったでし うか

26

る舞ったでし うか

アルマ 38：5 － 15 で，アルマは 子シブロンに を勧 し
ているでし うか
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探す質問に対する えは，基本的な理解の基
プの質問はその基

となるものであり，ほかのタイ

の上に加えられるもので，より深い理解と応用を促す 「人々

は人の子をだれと言っているか」という救い主の質問は，情報の背景を与えている
（マタイ 16：13 ） そして， 子たちの

は，
「それでは，あなたがたはわたしを

だれと言うか」
（マタイ 16：15 ）というさらに深い，さらに い質問に対する準備と
なった

分析して理解する ように生徒を導く質問〔 5.1.2 〕
分析する質問は通 ，生徒が学んでいる聖句についてよく知るようになった後で
る

この質問によって，学習者が聖文をより く，またより深く理解しようとす

る気持ちを くように促すことができる また，生徒が関係とパターンを調べたり，
聖文内の対比を見つけたりするのに役立つ
の えが

分析する質問はほとんどの

合，そ

ある

分析する質問は一般に，3 つの目的のうちの少なくとも一つを果たすものであ
る それは生徒にとって次のことの助けとなる
聖文の背景と内容をもっとよく理解する
福音の原則と教義を見つける
それらの原則と教義をより深く理解するようになる
生徒が聖文の背景と内容をもっとよく理解するのに役立つ。分析する質問は，生
徒の歴史的また文化的背景の面から，あるいはほかの聖句と照らして聖句を調べ
てもらうことによって，聖文と出来事に対する理解を深める助けとなる また，この
ような質問は，生徒が言葉や語句の意味を明確にするのにも役立ち，また，話の
れの

細を分析してより深い意味を知るのにも助けとなる このプロセスによって，

生徒は原則と教義を見つけることができるように備えられる
はこのタイプの質問の例である
マタイ 13：18 － 23 のイエスの説明は，3 － 8

のイエスの教えを理解す

るのにどのように役立つでし うか
天使の指示に対するレーマンとレムエルの対応とニーファイの対応はどのよ
うに

っていることが分かるでし うか（ 1 ニーファイ 3：31 4：1 － 7 参

照）
主はジョセフ・スミスに「人を神よりも れてはならなかった」と勧 され
ましたが，116 ページを

するに った原因は

でしたか（教義と聖約

3：7 ）
生徒が福音の原則と教義を見つけるのに役立つ。生徒は，聖文の背景と内容を理
解するようになると，聖文に まれている原則と教義を見つける能力が

す 分析

する質問は，生徒が結論を引き出し，聖句ブロックに見いだされる原則や教義を分
かりやすく説明する助けとなる（ 26 ページの 2 5 1 項「教義と原則を見つける」を
参照）
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はこれらの質問の

つかの例である

メモ

の を手に入れるこ

大変な 難に ったにもかかわらずニーファイが真

とに成 したことによって，どのような原則が明らかにされているでし う
か（ 1 ニーファイ 3 － 4 章参照）
最初の示現から神の
（ジョセフ・スミス
長

性についてどのような教 義を学べるでし うか

歴史 1：15 － 20 参照）

を っていた女性が救い主にさわろうとしたことと，その行為に救い

主が対応されたことから，どのような教訓を学べるでし うか（マルコ 5：
24 － 34 参照）
生徒が原則と教義をより深く理解するようになるのに役立つ。生徒は原則と教義を

理解する 必要がある
意義に応用できるようになるには，それを見つける ほかに，
特定の原則や教義の意味をもっとよく理解する助けになる質問や，原則を現代の
に照らして考えるように生徒を促す質問，あるいは原則をどのように理解してい
るか説明するように促す質問は，特に
わたしたちが「
うなことが

である

はその

つかの例である

力と思いと力」を くして神を愛した証

として，どのよ

げられるでし うか（モロナイ 10：32 ）

ほかの人々に思いやりのない言葉をかける
し物に参加する

などに

で， に祈ることはな

ち

や，御霊を

するような

つために必要な霊的強さを得るうえ

助けとなるでし うか（教義と聖約 10：5 参照）

キリストの基の上に築かれた人の生活には，どのような行動と特質が見ら
れるでし うか（ヒラマン 5：1 － 14 参照）
アルマ 40 章で学んだことを用いて，わたしたちの教会の会 ではない友
人に

活の教義をどのように説明できるでし うか

気持ちと証を促す 質問〔 5.1.3 〕
生徒が福音の原則と教義について考え ，
理解する のに助けとなる質問もあれば，
霊的な経験についてよく考えさせ，福音の原則や教義が真実であり，生徒の生活に
とって重要であることをもっと深く感じるように導く質問もある

くの

合，その

ように感じると，もっと忠実に福音の原則に従って生活しようという，より強い望み
を心の中に持つようになる
リー・B・アイリング長

教会教育システムの宗教教育者への話の中で，ヘン

は，この種の質問について述べ，次のように語っている

「霊感を招く質問があります 偉大な教師はそのような質問をします …… 霊感
を招かない可能性のある質問として，次のようなものがあります
はどのようにして分かりますか

この質問に対する えは，リスト

生ける預言者の言葉についての記

から引き出されます

真実の預言者
で，聖文と

くの生徒が参加して

えることができます ほとんどの人が少なくとも一つはまずまずの意見を述べるこ
とができます そして，思いが鼓舞されるでし う
しかし，少し変えて，次のように質問することもできます
は預言者の前にいると感じましたか

この質問は，記

い出すように促します 質問した後，少し時間を
のが

皆さんはいつ，自分

の中の自分の気持ちを思

いてからだれかに えてもらう

明です 話をしない人々も霊的な経験について考えることでし う それが

聖霊を招きます 」
（

Wi

M

i

H

v

6）
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このような質問は，

のことをよく考え，
「記

の中の自分の気持ちを」思い出

し， 話し合っている福音の教義や原則に関する自分の霊的な経験について考え
るように促すものである しばしば，これらの質問から，生徒がその気持ちと経験
について話したり，教義や原則について証を述べたりすることがある これらの質
問は，福音を生徒の思いから生徒の心に

す助けとなる

また，福音の教義や原

則が真実であり重要であると感じるとき，それを自分の生活にもっとよく応用する
ようになる
に

げるのは，感じるように促し，証を述べるように勧める質問の

つかの

例である
ほかの人を

すことから得られる

と喜びを，いつ感じましたか

自分の理解に頼るよりも主に信頼したことで，主から導かれて物事を決め
ることができたときのことを考えてください（

言 3：5 － 6 参照） そう

することによって，どのように祝福されましたか
あなたのために ってくださった

について救い主に個人的に感 を述

べることができるとしたら， を述べたいですか
聖なる で

こったことのために，あなたの生活はどのように変わりました

か
信仰をもって

練に対応している人々を見たのは，いつですか

その経験

からどのような影響を けましたか

注意
この種の質問に対する えは，特に個人的なものであり，よく気を配る必
要がある 教師は，質問に えるように，自分の気持ちや経験について分かち合う
ように，あるいは証を述べるように強いられていると決して生徒に感じさせないよう
にしなければならない さらに教師は，個人の霊的な経験は神聖なものであるこ
とを生徒が理解するように助け，そのような経験については適切に話すように勧め
なければならない（教義と聖約 63：64 参照）
応用するように促す 質問〔 5.1.4 〕
結 ，福音を教える目的は，生徒が聖典に見いだされる原則と教義を応用し，忠
実で従順な人々に約束されている祝福を ける資格を得られるように助けることで
ある

に福音の原則に従って生活することによってどれほど祝福を

けたか

理解することのできた生徒は，さらに大きな望みを持ち， 来福音の原則をよく応
用するためにより良い備えをするであろう 生徒が現

の

の中でこれらの原則

をどのように応用できるかを知り，また 来どのようにそれらを応用できるかを考え
るように促すのに，質問はきわめて重要な役割を果たす
は，生徒が自分の生活に原則と教義を応用できる方法について
えるのに役立つ質問の

的に考

つかの例である

日をもっとよく聖日として り，もっと十分に世の

れに まらないよ

うにするために， を変える必要があるでし うか（教義と聖約 59：9 －
13 参照）
預言者から勧 されていることでもっと
（アルマ 57：1 － 27 参照）

62

に従えることは

でし うか

教 授 法 ，技 術，採り上 げ 方

最初に神の を求めるならば人生のほかの事柄に祝福を
けるという原則は，これから 2 ，3 年 の目標と活動に
順位をつけるうえで，どのように役立つでし うか（マタイ
6：33 参照）

メモ

クラス討論〔 5.2 〕
意義なクラス討論は，福音を教え学ぶにきわめて重要な役割
を果たす クラス討論は，学習を促す方法として教師が生徒と言
葉を わし，生徒が互いに言葉を わして

するときに行われ

るものである 良い討論は，生徒が重要な質問に対する えを求
めることの大切さと，ほかの人々のコメント，アイデア，経験を い
て学ぶことの価値を学ぶのに役立つ また，生徒がクラスで一定
レベルの集中と参加を

持するのにも役立つ その結果，生徒は

しばしば，話し合っている福音の教義と原則をもっと深く理解し，
学び，感じる事柄を応用したいという望みをさらに心の中に強く
持つようになる
は，教師がクラス討論を行い，促すのに役立つ
討論を計画する。ほかの教授法と

，討論も入

つかのアイデアである

に準備し，御 霊 の影響の で

行う必要がある 教師は，生徒が学ぶ必要のある事柄を理解するのに討論がどの
ように役立つか，その目的を

成できる質問は か，最も効果的にそのような質問

をするにはどうすればよいか，生徒の えで討論が望ましくない方向にそれた

合

どのように対 するか，あらかじめ考えておく必要がある
教師は解説しすぎないようにする。討論のテーマに関する解説をしす る教師は，
生徒の参加意欲をそぐ可能性がある 教師が えを与えたくてたまらないというこ
とを生徒が知るからである

教師が解説しす ると，生徒は自分が

する価値

はないと感じ， 味を うことになる
参加するように生徒全員に勧める。教師は， 意義な討論に参加するように生徒
に適切に勧める方法を見つける努力をしなければならない

々な理由で参

加をためらう生徒にも勧める 教師は， える準備ができていないと分かっている
生徒を指 して
時

させることのないように気をつけなければならない

，一人の生徒や少

の生徒がクラス討論を支配する傾向がある

そのような人と個人的に話し， らの参加意欲を感 し，クラスの
すことがどれほど重要であるかを述べ，また らが

教師は，

に参加を促

んで えようとするときに指

されない可能性がある理由について説明する必要があるかもしれない
生徒を名前で呼ぶ。生徒を 前で んで質問に えてもらったり，意見を述べても
らったりすると，愛と敬意のある学習環境を けるのに役立つ
沈黙を恐れない
ある

効果的な質問をするとき，生徒がすぐには

しないことが時

沈黙が長す るのでなければ，教師はこの沈黙を心配することはない

々にして生徒は，質問された事柄とその質問への え方についてよく考える

会

が必要である このようによく考えることによって，聖霊による教えが促される
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質問を別の言葉で言い換える。時々，質問の意味がよく分からなくて，生徒が
に

することがある

教師は質問を別の言葉で言い

味が分かったかどうか生徒に

るとよい

えるか，あるいは質問の意

生徒が深く考えて適切な えをまとめ

られるように適切な時間を与えることなく，次々と質問をするようなことは避けなけ
ればならない
注意深く耳を傾け，関連質問をする。教師は時々，次に言うべきことや行うべきこ
とに気を取られて，生徒の

言に注意を

わないことがある

教師は，生徒を注

意深く観察し，耳を傾けることによって， らの必要を見分け，聖霊の指示の で
討論を導くことができる 教師は生徒の えを確実に理解するために，次のように
るとよい 「それはどういう意味かわたしが理解できるようにしてもらえます
か 」
「

的には，どのような例がありますか 」関連質問をすることによって，生

徒が考えていることと感じていることをもっと話してもらい，またしばしばその
に証の霊を招く 教師は，

に互いの意見に耳を傾けること，また人が

言して

いるときは を まないことを，生徒に留意させる
生徒の意見や質問をほかの生徒に向ける。 くの

「あなたがた自身の中から一人の教師

合，クラス討

論は，教師が質問して生徒が え，その後教師が生徒の えに自

を 任 命しな さ い。 そして，全 員 が 同

分の考えを

時に語ることなく，一時に一人を語ら

れる

せて，すべての者が彼の言うことに耳
を傾けるようにしなさい。それは，すべての者が語っ
て，すべての者が互いに教化し合うように……するた
めである。」

加し，さらに次の質問をするというパターンで行わ

教師が一人の生徒からの質問や意見をほかの生徒たちに

向けるとき，討論はもっと 意義で，活
「

か

ますか」というような簡
ターンができる
なる

（教義と聖約 88：122 ）

通

な質問で，生徒が生徒に えるというパ

これによってしばしば学習経験が

に かに

は，時間に制限がないか り，意見を述べたい生徒の

に話す

会を与える

生徒の答えに肯定的な態度で感謝を述べる。生徒が
の方法で感

で，効果的なものとなる

加したいことがありますか」
「その意見についてどう思い

したとき，教師は らか

を伝える必要がある 「ありがとう」と言うだけでもよいし，その

えに対するコメントでもよい

正しくない えが

ってきたとき，その生徒に ずか

する必要がある

効果的に教える教師は，生徒が

しい思いをさせないように配
述べた正しいコメントの一

を引用して説明を加えるか，生徒がもう一度自分の

えについて考えるように関連質問をする

クラスで一緒に聖文を読む〔 5.3 〕
クラスで聖文を読むことは，生徒が学んでいる聖句に精通し，それをもっとよく
理解する助けになる また，自分自 で聖文を読む能力にもっと自信を持つように
なるのにも役立つ しかし教師は，よく読めない人や
させないように気をつける必要がある
理強いしてはならない

に ずかしがりの人を当

に出して読むのを まない生徒に無

しかし教師は，生徒がもっと気楽に参加できる方法を 夫

して，生徒の参加を促すとよい

例えば，生徒に前もって い聖句を割り当ててそ

の生徒が読めるようにしておくことは，その生徒がクラスに参加するのに適切な方
法である
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は，クラスで一緒に聖文を読む
生徒に一人一人順
生徒

つかの方法である

に，あるいは

メモ

一緒に， に出して読んでもらう

で互いに読み合ってもらう

生徒に聖句を黙読してもらう
物語の中に出て来る 々な人が語った言葉を別々の生徒に割り当てて読
んでもらう
教師が

に出して読み，生徒は 自の聖典のその

を黙読する

教師の提示〔 5.4 〕
生徒が学習の

程において役割を

的に果たそうとすることは，聖文を理解

し応用するうえで重要であるが，生徒が耳を傾ける
報を提示することの必要性に代わるものではない

々な

会に教師が適切に情

この手引きの目的上，教師が

語り，生徒が耳を傾けるこのような時間を，
「教師の提示」と ぶ
適切に

用すれば，ほかの教授法の効果を めるものとなる

教師の提示は，
しかし，使いす

れば，教師が中心のこの活動は，教授の効果を じ，生徒が研究と信仰によって学
ぶ

会を制限することになる
大

の資料を要約したり，生徒に しい情報を提示したり，レッスンのある 分

から別の

分に

効である

行したり，結論を引き出したりするときに，教師の提示は

に

教師は，生徒が聖句ブロックの背景をもっとはっきりと理解できる

ようにするために，説明し，意味を明らかにし，例証する必要があるかもしれない
また，重要な教義と原則を強調し，それを応用するように生徒に勧めることもでき
る

らく最も重要なことであるが，教師は，福音の真理について証 し，天の御父

と御子を愛していることを述べるとよい
教師は， かの教授法を用いるときと じように，教師の提示を用いるときも，
次のように自問して

えず生徒の

容度を評価しなければならない 「生徒は

味を持ち，集中しているだろうか 」
「提示していることを，生徒は理解しているだろ
うか 」結 ，この教授法やそのほかの教授法の

効性は，生徒が御 霊 によって学

び，聖文を理解し，学んでいることを応用したいと思っているかど
うかによって決まるのである
教師がこの方法をもっと効果的に

用するために，

のアイ

デアが役立つであろう
レッスンの中で教師の提示を用いる部分を計画する。時々，教師
は，レッスンのほかの

分を入

に準備しておきながら，自分が

ほとんどの時間話をする 分に じ注意を

わないことがある

教師の提示に関して心配なことの一つは，生徒が

け で学習

経験に参加するだけとなりやすい点である

そのために，教師の

提示にも入

この入

な

と準備が必要である

備には，提示を める方法と
を決めることが

立ててレッスンを

な

と準
する方法

まれる
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教師の提示の活用を

メモ

とが特に重要か，教師は入

するとき，どの

分で生徒が役割を

に考 しなければならない

ロックの背景と内容を理解することから原則と教義の
するとき，生徒が役割を

的に果たすこ

通 ，レッスンが聖句ブ
見，話し合い，応用に

的に果たすことの重要性が してくる

教師の提示をほかの方法と結びつける。クラスで教師の提示をもっと効果的に使
うには，レッスンプラン
や採り上げ方を
か

の一

としてそれを使い，レッスンの中にほかの方法

み込むことである

乱していることが明らかな

提示は

であって，生徒が

している

合に変更できるものでなければならない

このよ

うにして，教師は話している最中も，生徒と学習に焦点を当て，必要に応じて変更
を加えるようにする 教師の提示を真
は教師の用いる
ションなど ）である
つながれている

の ックレスの にたとえた人がいる 真

々な方法（質問，討論，グループ学習，視聴覚プレゼンテー
しかし，それらは教師の教えと説明という に通して一つに
だけで

力的な ックレスは作れない

適切な変化をつける。教師の提示に変化をもたせる方法は

々ある

， さ，大きさを変えることによって，また提示を行いながら
とによって，提示が
の種

調にならないようにすることができる

教師は の
を き るこ

また，提示する資料

に変化を持たせることもできる 例えば，教師は，関連する話を

適切な ーモアを用いたり， 真やその

の

したり，

示物を見せたり，引用文を読んだり，

ホワイトボードや黒板，視聴覚プレゼンテーションを使ったり，証を述べたりするこ
とができる

教師の提示に適切な変化をつけると，聖文を理解し応用する生徒の

能力が必ず

すであろう

物語〔 5.5 〕
物語は生徒がイエス・キリストの福音を信じる信仰を築く助けになる
味を引きつけ，生徒が

験によって福音を理解するのに役立つ

が聖句ブロックで見つけた福音の原則を理解するのに特に
景のほかに，物語の中の福音の原則を現代の

物語は

また，生徒

効である 聖文の背

に照らして説明することによっ

て，生徒に，福音の原則が自分の生活にどのように関連しているかを理解させ，ま
た福音の原則を応用したいという望みを持たせることができる
ブルース・R・マッコンキー長

は次のように述べている 「もちろん，現代の信

仰を鼓舞する話，すなわちこの神権時代に
りません

…… 事実，これを最大限に

こったことを話すのに ら問題はあ
するべきです

の忠実な人々の間で

こった じ事柄が聖徒たちの生活の中でも こっているということを教えるため
に，わたしたちはあら る努力を わなければなりません
らく，信仰を鼓舞する話を提示する際の理

……

的な方法は，聖文に見いだされる

ことについて教え，その後でそれを，この神権時代，この
わたしたち個人に こった
ることです 」
（
1978 年 7
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教師は，預言者の生

の物語や教会歴史の物語，また

に見られる物語を分かち合うことができる
ち合うこともできる

最も

大会の説教と教会

関

メモ

また，自分の経験から実話を分か

意義で影響力のある学習経験が得られるのは，福音

の原則に従って生活することでどのように祝福されたかを

げる話を，生徒自 の

生活の中から話してもらうときである
物語を用いるに当たっては， つかの注意事項と助言に留意しなければならな
い
物語を

することが教授法や技術の主 となる

合，物語自

がレッ

スンの中心となって，聖文に使う実際の時間が少なくなり，教える教義と
原則が

視されることになる

教師は自分自

の生活からあまり くの話を

すると，個人的な

賛

を得て，
「自分自 を世の光とする」ことになってしまう（ 2 ニーファイ 26：
29 ）
物語によって聖文の教えを明らかにし，活気づけ，生徒が御 霊 の力を感じ
られるようにすることはできるが，決してそれを用いて感情をあおってはな
らない
教師は，物語をもっと 的なもの，あるいは印
話の内容を

深いものにしようとして実

することのないように気をつけなければならない

要点を例証する ーモラスな話など，物語が実話でない

合は，話の め

に実話ではない をはっきりと伝えなければならない

小グループ討論と割り当て〔 5.6 〕
生徒が学習活動や討論に一緒に参加できるように，時
ラスを二人一

か

グループに分けるとよい

，ク

グループ活動に

よってしばしば，より くの生徒が参加できるようになり，生徒が
互いに気持ちや考え，証 を気
することができる
福音を教える
立つ

なく分かち合える環境を提供

また，これらの活動は，生徒がほかの人々に

会となり， 来福音を教える準備をするのに役

グループでの討論によって， 味と集中力を

っている

と思われる生徒を効果的に参加させることができ，また生徒のコ
ミュニケーション技術を伸ばし，適切な 会的また霊的な関係を
強化することができる

また，内気な生徒に自信を持たせ，より

意義な参加を促すこともできる
生徒に二人一

か グループで討論を行わせるとき，

の事項を心に留めてお

くとよい
教師は，生徒を グループに分ける前に，活動で
ているか明確な指示を与えなければならない

を行うように

され

これらの指示事項をホワ

イトボード（または，黒板）に書くか，配付資料に印 し，活動中に生徒が
それを参照できるようにしておくことがしばしば役に立つ
生徒の生活と
の

に関連づける グループの学習活動は，通 ，いっそう

味と参加を促す
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グループに生徒のリーダーを割り当て，また時間制限を

メモ

グループで討論を続けるのに役立つ

けることは，

グループ活動の時間が長いと，し

ばしば，グループ討論の終わる時間がまちまちとなり，クラス内の秩序が
われる可能性がある
通 ，活動で学んだことをクラスで分かち合う準備をするように，あるいは
教える準備をするように事前に生徒に伝えておけば，生徒はもっと 味を
もって活動に参加する これはまた，生徒がほかの人々に福音を教える練
習をする

会ともなる

生徒は一緒に集まる前に個人的に聖文を調べるか，引用文を読むか， か
ほかの課題を果たしておくと，しばしば，グループでもっと良い討論を行え
る
5人

上のグループでは， 人が

性がある

さらに，それ

意義な参加を行うのは難しくなる可能

上の規模のグループでは，討論を続けるのが

時間的にもっと 難になる
グループ討論は，生徒をグループ分けするのに時間がかかることを考え
ると，簡 な質問に えるのに最良の方法ではないかもしれない
グループによる学習活動は，使いす れば効果が

れることがある

グループ討論や割り当ての最中に，生徒は，活動の目的から気をそらしたり，
個人的なことを話したり，学ぶ努力をなお りにしたりすることがある
プを り，学習活動を見ながら

グルー

的にかかわりを持つ教師は，生徒がその活動

を続けて，その割り当てから最良のものを得る助けができる

筆記活動〔 5.7 〕
教師は， ートをとること，日記を書くこと，ワークシート，個人の思い，エッセイ
などの筆記活動に参加するように生徒に勧める 時
する えを書き留めるように

，考えるように促す質問に対

することは，深く考えて，自分の考えをはっきりさ

せるのに役立つ クラスで自分の考えを分かち合う前に質問に対する えを書き留
めるように勧めると，生徒は自分の考えをまとめることができ，それが聖霊の影響
を

ける時間となる

生徒は最初に自分の考えを書くと，その考えをもっと分かち

合いたいと思うようになり，分かち合う事柄がもっと 意義なものとなる
け，筆記の割り当てによって，生徒に次のような
として参加する，霊感を

会が与えられる すなわち，個人

ける，ほかの人々を教えたり自分の気持ちを分かち合っ

たりする準備をする，自分の生活に主の手を
験としてどの筆記活動がふさわしいかを
が述べた次の原則を考

とりわ

める，証 を述べる

教師は学習経

するとき，デビッド・A・ベドナー長

すべきである 「聖文を研究するとき，学んだことや考え

たこと，感じたことを書き留めるのは深く考える方法の一つであり， 続して教えが
授けられるように聖霊を招く強力な方法となります 」
（「御 言 葉 が目の前にあるの
で」 リアホナ
年

2006 年 4

，20 参照）

が若い生徒や十分な能力がない生徒の筆記活動は，それがうまくできるよ

うに生徒に合わせて調整しなければならない
供しながら，質問事項の少ない，

例えば，教師は， くの情報を提

を める問題を用意することができる この

ような生徒を助けるために， い聖句や特定の質問に集中できる筆記の割り当て
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と，その割り当てを果たす十分な時間を与えるとよい
生徒は通 ，

のような

メモ

合に筆記活動からより くのものを得られる

生徒が割り当てを果たす際に

えず参照できるように，教師は書面にした

明確な指示を与える
その活動は生徒個人の

に関連のある福音の真理に生徒の思いを集中

させるものである
その活動は生徒がそれらの真理を個人として応用するうえで助けとなる
筆記活動の間いつでも生徒は教師から支援と助けを得られる
活動の難

度に応じて時

時間制限を ける

生徒に活動から学んだ事柄について説明してもらったり，分かち合っても
らったり，証してもらったりする
個人の気持ちや決意に焦点を当てた筆記活動は，生徒の
師を

その活動はレッスンプランの
や行

可なしには教

むほかの人々に分かち合うことはないと生徒に 証する
が

意義な一

であり，
「時間つぶしの活動」

いときの として行うものではない

文章を書くのが難しい生徒に対しては，別の方法で思いや考えを記録でき
るようにする

ほかの生徒に筆記者となってもらう，録音

材を使うなど

の方法がある
筆記活動を使いす ない

ホワイトボードまたは黒板〔 5.8 〕
よく準備してホワイトボードや黒板を使うと，教師が十分に準備していることが
伝わり，クラスの目的を果たすという気持ちの表れにもなる

レッスン時に効果的

に使うと，生徒は学ぶ準備ができ，特に視覚によって学ぶ傾向が
ある生徒に対しては
黒板を使う

合，教師は，

き，間 をあけて整
ければならない
な

意義な参加が促される

ホワイトボードや

が見えるようにはっきりと大きく書

と読みやすくするということを覚えておかな

ホワイトボードや黒板を使えない

では，大き

か スターボードで代用してもよい
教師は，ホワイトボードまたは黒板に，レッスンの要点や原則を

まとめたり，教義や出来事を図解したり，地図を描いたり，フロー
チャートを描いたり，聖文中の事柄を絵にしたり，歴史的な出来
事を表にしたり，生徒が聖文から見つけたことをリストにしたりす
ることができる

あるいは，学習効果を めるその

の くの活

動を行える
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実物と絵〔 5.9 〕
実

のない福音の 々な事項について教えるのは， くの

合難しい

霊的な

原則を生徒が理解する助けとして実物と絵を用いるのは，一つの効果的な方法で
ある 例えば， けんのようなよく知られている物は， い改めのようなより
な原則を理解するのに役立つ

的

救い主は， き手が霊的な原則を理解できるよう

に，しばしばこの世の物（パン， ，ろうそく， など ）を引き合いに出して述べら
れた
実物と絵を用いると，生徒が聖文中の人物，
ものであるかを思い描くのに助けとなる

，出来事，物，

がどのような

教師は，くびき（マタイ 11：28 － 30 参

照）についてただ話すのではなく，クラスにくびきを持って来るか，その絵を見せる
か，黒板にそれを描くとよい

生徒は「

とき， のにおいをか ， に

の

」
（マタイ 6：28 － 29 ）について読む

れることもできる

種入れ

パンを味わってみる

のもよい
地図やチャートを

めて，実物と絵は，生徒が聖文を思い描き，分析し，理解す

るのに役立つものである

特に討論を促すために使うと 効である

スに入って来るときに実物や絵が

示されていると，学ぶ雰囲気が

生徒がクラ
められ，生徒

の探求心が深まる
実物と絵を使うときに考

すべき注意事項が二つある 第 1 に，それはレッスン

から気をそらさず， にレッスンの目的を強化するものでなければならない

第2

に，出来事の背景と 細をクラスで討論する資料として使うものは，その出来事や
物語についての 家の解釈ではなく， に聖文でなければならない

視聴覚プレゼンテーションとコンピュータープレゼンテー
ション〔 5.10 〕
主が主の子供たちに目と耳を通して教えを理解させようとされた話が，聖典には
ちている（ 1 ニーファイ 11 － 14 章 教義と聖約 76 章 モーセ 1：7 － 8 ，27 －
29 参照） 視聴覚資料およびテク ロジーリソースは，適切かつ効果的に用いると
き，生徒がもっとよく聖文を理解し，福音の真理を学び，応用するのに役立つ
視聴覚資料は，聖典の重要な出来事を描 し，生徒がこれらの出来事を思い描
き， 験するのに役立てることができる これらの資料によって，人が課題や問題
を

するために福音をどのように応用できるかを

について証する

教師は，コンピューター技術を使ってビデオの一
中
ができる

化することができ，また真理

会を御霊に与えることができる
を見せ，重要な質問や

，

の話の引用を表示し，レッスン中に見つけた原則と教義を強調すること
レッスンの要点をまとめ，参照聖句を表示し，グループや個人の学習活

動に対する指示を視覚で伝えるために，ホワイトボードや黒板を使うのと じよう
にコンピュータープレゼンテーションを使用することもできる これらの方法でテク
ロジーを用いることは，視覚で学ぶ生徒にとって役立ち，また生徒が学んでいる
事柄を み立て，もっとよく理解する助けとすることができる
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視聴覚資料，コンピューターリソース，あるいはその
ロジーリソースを使うとき，それはレッスンが明
記

のテク

で， 味深く，

に残るものとなるのに役立つようでなければならない

が御霊の影響を感じるのを

メモ

生徒

するようであってはならない

視聴覚プレゼンテーションは，思いと気持ちを鼓舞して生徒を
聖文に向かわせるために使用するならば，生徒が福音の原則を学
び，応用するのに

に良い助けとなる 生徒が探す

的な事

柄やプレゼンテーションを見たり聴いたりするときに考える質問
をホワイトボード（または，黒板）に書いておくと効果的である
プレゼンテーションを中

して，質問をしたり，生徒に役立つ情

報を指 したりすることも効果がある 教師の目的を

成するの

に視聴覚資料の一

教師がメ

分だけでよいという

合も い

ディアやテク ロジーと合わせて，討論や筆記活動など，ほかの方
法を み入れると，生徒が福音の原則を理解して自分のものとする可能性が
用できる

合に視聴覚プレゼンテーションの

の不自由な生徒が理解する助けになり，定

能を用いると，生徒，特に耳

が

まる

レッスンで視聴覚資料やコンピューター技術を使う
る前に
学習者の

をセットし，それが正しく動くことを確

合，教師は，クラスが

しなければならない

ま

また，

が自分の席からそのプレゼンテーションを視聴できることも確

る クラスの前に，レッスンで必要な適正な

す

す

から まるように視聴覚資料また

はコンピューターリソースの準備をしておかなければならない

また，レッスンで使

用する前にプレゼンテーション用のテク ロジーの使い方を練習しておくのも教師
にとって良いことである
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指針〔 5.10.1〕
視聴覚資料とテク ロジーを使う 合， らくほかの教授法
の問題が

こり，うまくいかなくなる可能性がある

上に， つか

教師は，視聴覚プレゼンテー

ションやコンピュータープレゼンテーションが適切であって学習経験に役立つかど
うか

する際に，知

を使わなければならない

テク ロジーを

信すると，聖

文に基づく，学習者に焦点を当てたレッスンではなく，テク ロジーとメディア主導
のレッスンになることがある

の問いは，教師が視聴覚資料とコンピューター

リソースを使用する際に 明な

を す助けになるであろう

1 そのリソースは生徒が重要な事柄を学ぶのに役立つだろうか
ゼンテーションは生徒に

に楽しい気持ちや強い印 を与えるものではあ

るが，それはレッスンの目的を
に

視聴覚プレ

役立つだろうか

成し，生徒が学ぶ必要のある事柄を学ぶの

楽しみのために，あるいは った時間を

めるため

にこれらのリソースを使うのは，それを使用する十分な理由とはならない

教

師はクラスで使用する前にプレゼンテーションを視聴し，それが聖文ならびに
レッスンで教える教義と原則を補強あるいは立証するものであることを確
しなければならない
2 それはレッスンの資料だろうか，それともレッスンの中心となるものだろうか
ボイド・K・パッカー長

は次のように助言している 「クラスで用いる視聴覚

教材は，その使い方によっては，祝福にもなり，のろいにもなる これらの教材
は， 事の際の

料や調味料にたとえられる レッスンにアクセントをつけ

たり，レッスンを 味あるものにしたりするために えめに用いるべきである 」

Di i

（

改

1991 年 ，265）

3 それはふさわしい内容で，教会の標準に合っているだろうか それは人を教化
するだろうか 世の中で作られるものには，良いメッセージを伝えるものも く
あるが，御霊に背く ましくない内容，あるいは福音の教えと調和しない考え方
を容

する ましくない内容のものもある ビデオやオーディオの一

であっても，それが不適切な内容を

が適切

むものから取ったのであれば，使用して

はならない 一般的に 論を招くものや 味本位のものは，信仰と証を築かな
い
4 それは著作権法やその

の適用される法律を すものではないだろうか ビ

デオや音楽，そのほかの視聴覚資料には，著作権法や 用規約で使用制限を
けられているものがたくさんある セミナリーとインスティテュートの教師な
らびに指導者は皆，自分が教えている の著作権法に従い，適用される法律と
義務を り，自分自 や教会が

の対

にならないようにすることが重要で

ある

すべての
の指針は，

におけるセミナリーとインスティテュートの教師ならび

に指導者に適用されるものである
教会が制作した資料の利用〔 5.10.2 〕
教会が制作した資料に特別な指示がないか り，教師と指導者は，教会が制
作したフィルム，ビデオ，
テュートでの
る
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賛美歌

営

の

，音楽録音を，教会ならびにセミナリー・インスティ

用のためにコピーすることができ，また見せることもでき

子供の歌集 ならびに教会

関

に出ている音楽も，その賛美歌

教 授 法 ，技 術，採り上 げ 方

や歌に特に注意書きがなければ，教会ならびにセミナリー・インスティテュートで
の

営

の

用のために使用することができる

メモ

セミナリーとインスティテュート

の教師ならびに指導者は，教会が制作した資料を，その資料について制限事項が
述べられていないか り，ダウンロードすることができ，また見せることもできる
教会以外が制作した資料の利用〔 5.10.3 〕
原則として，プログラム，ソフトウェア，視聴覚資料は，適切なライセンスを 入し
ていないか り，インター ットからダウンロードしたり，クラスで見せたりしてはな
らない

ビデオ，歌，その

の視聴覚資料は，教会

のものでないか り，どこ

の であっても，そのような資料をクラスで使用することは著作権法に
険性が大きい

したがって，原則として， 世

反する危

のセミナリーとインスティテュート

の教師ならびに指導者は，教会が制作していない資料をクラスで見せるべきでは
ない
著作権で

された（楽

や音楽録音など ）音楽を

とは，著作権者による書面の

可がなければ，歌についている著作権で
の指針は，アメリカ合
要約したものである

むメディアを

可がなければ，著作権法の
された歌

的

の

の著作権法に対する

するこ

である

も 法である

つかの例外を

この例外規定により，アメリカ合

的に

内のセミナリーとイン

スティテュートの教師ならびに指導者は，事前にビデオの著作権者からライセンス
を得ないでクラスでビデオクリップを使用することができる

の

々でも

の例外があるが，セミナリーとインスティテュートの教師は， 業ビデオのビデオク
リップや，

またはインター ットから録

したプログラムのビデオクリップを見

せる前に，その における特定の法律と例外を知るために教会の知的財産事務
（

O i

商業ビデオの利用。アメリカ合
と生徒がクラスで

）に連

するべきである

の法律には，ライセンスを 入しなくても教師

業ビデオを使用できるという例外規定がある

例外規定

で

業ビデオを使用することができるのは，

たされる

合のみである

しかし，この

のすべての

が

見せるビデオクリップは，
（ ）法律に従って作成された

ものであり，
（ ）対面して教えるときに使用し（すなわち，セミナリーとインスティ
テュートの教師や指導者がビデオクリップを見せる
たは教育の用に供する
のクラスなど， 営
教科課程に
いは

入した

とは，法律に

似の

の教育

にいること），
（ ）教

，ま

で使用し，
（ ）セミナリーやインスティテュート
によって見せ，
（ ） 楽のためではなく，コースの

関係する教授目的のために見せなければならない
業メディアを，レッスン時やその前後に

レンタルある

楽の目的だけで見せるこ

反し，不正である 最初から最後まですべてを見せる

合はまず間

いなく 法となる
放送から録画したプログラムの利用。アメリカ合
供されている

から録

したテレビ

は，

スで使用することができる （ ）コピーの
に

する （ ）コピーを作成した日から 10 日

初の 10 日

では，一般大
の

を

間は 45 日を

たす

に無

で提

合のみクラ

えず，その後

ち

内にクラスでのみ使用する（最

は，最初の 45 日 内であれば，教師の評価のために，あるいはその

プログラムを 来のレッスンで使用するかどうか決めるためにそのコピーを使用で
きる） （ ）コピーは 1

だけ見せる（レッスンを補強する必要がある

合のみ，
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2

見せることができる） （ ）教

，または教育の用に供する 似の

でのみ

使用する （ ）プログラムの

のメッセージあるいは内容を変えない （ ）コ

ピーはほかの人に

してはならない （ ）すべてのコピーに，録

すために

したプログラムに対する著作権表示をしなければならない （ ）教育資料やその
のものを作るために，別のプログラムのセグメントと（物理的に，あるいは 子的
に）結合しない
前述の要

に加えて， 業ビデオのクリップや，

したプログラムのクリップは，
オまたはプログラムの一

の

またはインター ットから録

も たさなければならない （ ）ビデ

のみを見せる （ ）プログラムはいかなる修正も 集も

加えずに使用する （ ）プログラムの制作者や

者が教会やセミナリー・イン

スティテュートあるいはその教えを推 しているかのような使い方，あるいは教会や
セミナリー・インスティテュートがプログラムやその

作者または

者を推 して

いるかのような使い方をしない （ ）教会やセミナリー・インスティテュートを
するかのような使い方をしない （ ）すでに知られている内容の規制と教会の
方針に従って使用する
セミナリーとインスティテュートの教師や指導者は，上記の指針で えられない
質問があれば，教会手引きの第 21 1 12 項の「著作権表示のある資料」を参照する
教会の管理運営

（ 手引き第 2
れば， 記に連

2010 年 21 1 12 ） その後，必要であ

する
O i

50 E
S

S
i

R

1888

84150 0018

話：1 － 801 － 240 － 3959 ，または 1 － 800 － 453 － 3860 内

2 － 3959

ファックス： 1 801 240 1187
子メール：

i

音楽〔 5.11〕
音楽，特に教会の賛美歌は，生徒が福音の学習経験で聖霊の
影響を感じるのを助ける重要な役割を果たす 教会の 賛美歌
のはしがきの中で，大管長会は次のように述べている 「霊を鼓
舞する音楽は，教会の集会に欠かすことができません

賛美歌は

主の御霊を招き，敬虔な雰囲気をかもし出し，教会 を一つにし，
主に賛美をささげる

会を与えてくれます

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

い改めと善い行いへと り立て，証 と信仰を強め

てくれます また， れた者を
最後まで

え

ぶように

ましを与えてくれます 」
（ 賛美歌

参照） ダリン・H・オークス長
会で，クラスで，家

9

は次のように教えている 「集

で，わたしたちはこの天から授けられた財産

を十分に活用しているでし うか
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神聖な音 楽は福音を教え，祈る準 備をするうえで大きな効果を
（「音楽による

」 聖徒の

1995 年 1

します 」

，11 ，13 ）教師は，生徒が

メモ

に

おける音楽の重要性を理解できるように，また御霊がもっとよく働きかける雰囲気
を作るのに音楽がどれほど役立つかについても理解できるように助けなければな
らない
は，教師が音楽を使って生徒の福音の学習経験を かにすることのできる
つかの方法である
生徒が教

に入って来るときや，生徒がレッスン中に割り当てを

けて

かを書いているときに，霊的な音楽をかける
クラスで一緒に賛美歌を歌うときに

的に参加するように生徒を

い，

促す
福音の原則を

習し，その日の教えに

美歌の一 を歌って，レッスン中に
できる参照聖句
賛美歌の歌

引と主題別

関係がある賛美歌，または賛

加の

察を与える そのために

引が 賛美歌 の後

用

にある

を読むことによって，生徒が福音の教義と原則について証

を築き，証を述べる

会を与える

クラスで生徒にその

にふさわしい歌を歌ってもらう

（バックグラウンドミュージック，マスター聖句，暗記など ） かの目的をもってク
ラスで音楽を使おうとするときは，ボイド・K・パッカー長

が述べた次の注意事

項を心に留めることが重要である 「メッセージに若人の心を引きつけたいと思
い，神聖な福音のテーマを取ってそれを現代音楽に結びつけようと くの努力が
われてきた
らない

…… それをどのように行って霊性を

それは行えないと，わたしは思う 」
（

年 ，279 ）結

すことができるか，わたしは知

A

M

B

E ii

1982

，学習経験の中で使用する音楽がどれも教会の標準に一致してお

り，決して主の御霊に らわないものであることを確

するのは，教師の

であ

る
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一般的な助言と注意〔 5.12 〕
教師が生徒と良い関係を築きたいと望むのはふさわしいことである
無意識であっても自制できない

しかし，

合でも， 賛されたいという思いがある教師は，

生徒が学んで成長するのを助けようとするよりも，生徒からどのように思われるか
にもっと気を使うようになる可能性がある

そうすると，聖霊を招くのに役立つ方

法ではなく，生徒の目に自分のイメージを きつけるのに役立つ方法をしばしば使
うようになる
の

このわなに ちる教師は偽善売教の罪を

している 「

と世

れを得るために……自分自 を世の光とする」からである（ 2 ニーファイ 26：

29 ） おもしろがらせること，自分に注意を引きつけること，あるいは生徒の
得ることを目的として， ーモア，個人的な話，その
うに，教師は気をつけなければならない

賛を

の教授法を使うことのないよ

そうではなく，宗教教育者は皆，天の御

父に栄光を帰し，生徒をイエス・キリストのもとに導くことに焦点を当てなければな
らない
ハワード・W・ハンター大管長は次のように教えている 「福音ではなく皆さん
に忠

心を持つように生徒を感化し，説得する危険性があるということに，皆さん

は気づいていると，わたしは確信しています 現
ない大きな問題です 皆さん

，それは取り まなければなら

がこのようなカリスマ的教師であることを うば

かりです しかし，ここにほんとうの危険があります 皆さんが聖文の解釈や提示
を与えるだけでなく，生徒を聖文そのものの中に招き入れなければならない理由は
そこにあります 主の御 霊 に関する皆さんの個人的な思いを伝えるだけでなく，主
の御霊を感じるように生徒を導かなければならない理由はそこにあります 結

，

どんなに上手な教え方であろうと，キリストの教義を教える人のもとに招くだけで
なく，

にキリストのもとに生徒を招かなければならない理由はそこにあります

これらの生徒が必ずしも皆さんのもとに来られるわけではありません

らが

や大学を出た後，皆さんは らの手を取って教えてあげることはできません
た，皆さんには個人的な 子は必要ないのです 」
（ E
ワード・W・ハンター会長との べ，1989 年 2
さらに，次の助言と注意点が

々な教授法と

v

10 日 ，2 ）
に適用される

競争の 用 教師は，クラスで競争する方法を 用するとき，特に生徒
を競争させるときには，気をつけなければならない 競争は 論，
，あ けり，当 を招き，御霊を う原因となる可能性がある
定的なことの強調 教師は，クラスや生徒個人に 望感を伝える際には
知 を使わなければならない ほとんどの生徒は，ふさわしくないという
思いをある程度感じているので，
を強調するよりも， らを めて
ますことが必要である
皮肉 教師が生徒に，あるいは生徒がほかの生徒に言う皮肉は，ほとんど
の 合， 定的であり，
であり，あ けりを招き，御霊を う結果を招
く可能性がある
不適切なコミュニケーションと言葉 教師は生徒をどなりつけたり，生徒と
と
な言葉があっ
論したりしてはならない 宗教教育の には
てはならない
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力の使用 教師は の大きさや力の いを使って生徒を
あるいは
強制して物事を行わせようとしてはならない ふ けて に れることで
も， 解を与えたり，それがエスカレートして かもっと重大な事態になっ
たりすることがある 教師が生徒の に れてよいのは，ほかの生徒を
るためにそうせ るを得ない 合だけである

メモ

性別を表す言葉 教師は聖文中の性別を表す言葉に気をつけ， 感でな
ければならない ある聖文では，聖文の基となった言語の性質上，男性を
指す言葉がしばしば使われている 教師は，男性の用語によっては男性
と女性の 方を指すものがあるということを生徒に思い出させなければな
らない 「どこにいる人でもすべての人（ 文は，
）が， い改めなけ
ればならない」と主がアダムに語られたとき（モーセ 6：57 ），主は明らか
に男性と女性の 方について語っておられる 男性の用語がそのまま当
てはまる 合もある 例えば，神会の方々は男性であり，また神権の義務
に関する代
は，男性にのみ当てはまる
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教師として改善を続ける
教
実

師はこの手引きに述べられている原則と方法を実行するように努力するとき，
えず，しかし根気強く改善を図らなければならない

教師は，研究と信仰，

，経験によって，教えに教えを加え，効果的な教授法を学び，効果的な教授法

を習得しなければならない

教授法の

効性を評価する方法と，改善法に関する

フィードバックと支援を ける方法はたくさんある 教師の改善を助ける方法として
は，

やスーパーバイ ー，生徒による観察とフィードバックなど，正

された方法がある また，生徒に く，ほかの教師を見る，あるいは
や経験を分かち合うなど，

に

化

とアイデア

の方法もある

フィードバックの最も価値ある の一つは，聖霊の導きの に行う自己評価であ
る ヘンリー・B・アイリング長

は次のように教えている

「クラスの後で，皆さんは，クラスで

が

こり，また生徒たちの生活の中で

が

こったかをはっきりと知るために，祈りの時間を見つけることができます 自分の
方法でそれを行えますが，わたしが行いたいのは次のような方法です このように
祈ります

わたしが語ったり行ったりしたことや， らが語ったり行ったりしたこ

とで， らを めたものがありましたか
へりくだり，信仰をもって祈って

……
るならば，皆さんは，時

， らくしばしば，

そのクラスでの生徒の顔の表情や の調子，あるいはレッスンのある時点で生徒が
座り して を り出した情景さえも皆さんの記 として思い出すことでし う そ
れによって， らが
しかし，それ

められたという確信を皆さんは得ることでし う

上に重要なことは，それによって皆さんは学ぶ

いうことです 皆さんはクラスで が

会を得られると

こったかを知ることができ，したがって，

度も り しそのような心が鼓舞される経験を生徒に与えるために自分には が
できるかを知ることができるのです 」
（
リー長 との べでの話，1996 年 2

v

i

i

i

・トム・ペ

2 日 ，2 ）

教師が改善を図りたいと い，天の御父に喜ばれる方法で教えようと えず努
めるとき，天の御父は，教師が準備する際に霊感を授け，教師と生徒の関係を強く
し，クラスでの教師の働きに力を

え，御父の業をもっと十分に果たせるように御

霊 を与えて祝福してくださるであろう また，イエス・キリストの教えと贖 罪 につい
て理解しそれに頼るように生徒を導く方法で教えようと教師が努力するとき，天の
御父は，教師が改善を図れる分

を知ることができるように助けてくださるであろ

う
結 ，すべての宗教教育者の目標は，可能なか り，
「神からこられた教師」であ
る世の救い主を代表することでなければならない（ ハ
カー長

たしはすばらしい特権を き， 年にもわたって
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3：2 ） ボイド・K・パッ

は，セミナリーとインスティテュートの職 に次のように語っている 「わ
の皆さんの中に見ること

のできた

性があります それは偉大な教師に見られる主の面影そのものです

皆さんが

えている問題や

により，皆さんがそれに対

する度合いに応じて，

教 師として 改 善 を 続 ける

キリストの面影が皆さんの顔に刻まれると，わたしは信じています

メモ

そして実際には，そのときのそのクラスで，その表情により，その
鼓舞する言葉により，皆さんは主であり，そして主が皆さんなの
です 」
（

セミナリーとインスティテュー

トの職 への

話，1962 年 6

28 日 ，5 － 6）

主の約束〔 6.1〕
福音を教えることは主の業であり，主はセミナリーとイン
スティテュートの教師がその業で成

を めるように望んで

おられる 教師と指導者は，毎日主に

び求めるとき，助け

が与えられることを感じるであろう 主の福音に従って生活
し，福音を教えるように努力している人に，主は次のような約
束を与えておられる
「それ え，まことに，わたしはあなたがたに言う この
向かって

を上げなさい

る思いを語りなさい

に

わたしがあなたがたの心の中に入れ

そうすれば，あなたがたは人々の前で

め

られることはないであろう
あなたがたの言うべきことは，まさにそのときに，まことにそ
の

間にあなたがたに授けられるからである
しかし，わたしはあなたがたに一つの

めを与える あなた

がたがわたしの によって げることは であろうと，すべて
のことについて

な心と 和な心で

げなければならな

い
わたしはあなたがたにこの約束を与える

すなわち，

あなたがたがこれを行うならば，聖霊が注がれて，あ
なたがたの述べるすべてのことを証 するであろう 」
（教義と聖約 100：5 － 8 ）
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