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はじめに
　宣教師として，あなたは，イエス・キリストを代表
し，天の御父の子供たちを教え導くために召されま
した。救い主はあなたを愛し，あなたが成功できる
ように助けてくださいます。主はこう約束しておられ
ます。「わたしはあなたがたに先立って行こう。わた
しはあなたがたの右におり，また左にいる。わたし
の御

み

霊
たま

はあなたがたの心の中にある。また，わたし
の天使たちはあなたがたの周囲にいて，あなたがた
を支えるであろう。」（教義と聖約 84：88）

　信仰を行使し，主の業を行おうと決意し，その決
意に基づいて行動するとき，あなたは宣教師として
必要な技術，賜

たま

物
もの

，長所をより早く伸ばすことができ
ます。主の助けを感じ，主に仕えるあなたの能力に
対する自信が増します。

　ただ，主の助けに関する約束はあるものの，歴史
上最も偉大な宣教師でさえ，その多くが宣教師とし
て働くときに苦しみもがいたと記録されています。ア
ンモンとその兄弟たちについてこう書かれています。
「多くの苦難に遭い，飢えや渇き，疲労，多くの霊的
な労苦など，肉体的にも精神的にもひどく苦しん
だ。」（アルマ17：5）また，彼らは家へ帰りたいと望
んだときもあるようです。.「そして，わたしたちが意

どのように始めるか

「ストレスを理解する」を読む
　まず初めに，3 －10 ページの「ストレスを
理解する」を読み，ストレスの性質，ストレス
の原因となることがある伝道活動の様々な
チャレンジ，ならびにそれらのチャレンジに対
処するために利用できる援助手段について大
まかに理解します。

「自己評価記録」に必要事項を
すべて書き込む

　11－13 ページの「自己評価記録」を使っ
て，現時点で問題の原因となっている可能性
のある具体的なストレスあるいはチャレンジ
は何かを明らかにします。

適用できる提案と手段を調べる
　ストレスを特定したら，評価のそれぞれの項
の横にある援助手段のページを調べます。こ
れらの提案はストレスの対処法を学ぶうえで
役立つでしょう。ほかの宣教師や伝道主任か
ら，これらの手段を適用する助けを受け，別の
アイデアを提案してもらうことができます。

必要に応じて繰り返す
　伝道中，必要に応じて，自己評価を繰り返し
ます。必要なときにいつでも，この小冊子を開
き，さらなるアイデアを得ます。
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気消沈して，まさに引き返そうとしたときに，見よ，主
はわたしたちを慰め，『あなたがたの同

はら

胞
から

であるレー
マン人の中に行き，忍耐して苦難に耐えなさい。そう
すれば，あなたがたに成功を得させよう』と言われ
た。」（アルマ 26：27）

　伝道活動に付き物の落胆とストレスに対処するた
めのいちばんの秘訣は，主に対して，仕える決心を
新たにすることです。ゴードン・B・ヒンクレー大管
長は，イギリスで伝道を始めたころの経験について
こう語っています。

　「着任したてのころは，体調が良くありませんでし
た。病気だけでなく，地元の人の反感を買っている
という意識もあったせいで，最初の数週間は気持ち
が沈んでいました。そこでわたしは父に手紙を書
き，父からの送金と自分の時間を無駄にしているよ
うに思うと伝えました。父はわたしのステーク会長
でもあり，賢明で霊感にあふれた人でした。父から
非常に短い返事が来ました。『愛するゴードン，君の
手紙を受け取りました。アドバイスは一つだけ。自
分を忘れて伝道しなさい。』その日の朝，聖典勉強
会で次の主の言葉を同僚と二人で読んだばかりでし
た。『自分の命を救おうと思う者はそれを失い，わ
たしのため，また福音のために，自分の命を失う者
は，それを救うであろう。』（マルコ8：35）

　主のこの言葉は，それに続いて受け取った『自分
を忘れて伝道しなさい』という父のアドバイスと相
まって，心に深く刻み込まれました。同僚とともに住
んでいたワダムロード 15 番地の家の寝室に入り，父
の手紙を手に持って，ひざまずいて主に願い求めま

した。そして，自分を忘れ，自分を捨てて主の業に
励むことを聖約したのです。

　1933 年 7月のその日は，わたしにとって決意の日
でした。新たな光が人生にさし込み，心には新たな
喜びがわき上がりました。イギリス特有の霧が晴れ
たかのようで，わたしは日の光を見たのでした。わ
たしは……豊かな，すばらしい伝道の経験をしまし
た。わたしはその経験に生涯感謝し続けることで
しょう。」（「世の人々への宣言」『聖徒の道』1987年
11月号，6 参照）

　ヒンクレー大管長は，主に仕える決心を新たにす
ることで，落胆にうまく対処することができました。
大管長は後にこう語っています。「わたしが知って
いる，心配に効く最良の解毒剤は労働です。絶望
に効く最良の薬は奉仕です。疲労に効く最高の治
療法は，自分よりもさらに疲れている人を助けるとい
うチャレンジです。」（“Words.of.the.Prophet:.Put.
Your.Shoulder. to. the.Wheel,”.New.Era, . 2000
年 7月号，7）

この小冊子を活用する
　伝道活動は喜びとなることもあれば，ストレスとな
ることもあります。この小冊子はストレスとその影響
について理解を深めるのに役立ちますが，一度にす
べてを読む必要はありません。 1ページに書かれて
いる指示に従えば，どのテーマを選べばよいかの提
案に導かれます。これらのアイデアは，同僚やその
ほかの宣教師に仕え，彼らを教え導くときにも役立
ちます。
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ストレスを理解する
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ストレスを理解する
ストレスは人生に付き物である
　人は新しい経験（例えば，教会に加わる，新しい
学校に通う，など）を始めるとき，その機会に喜びを
感じます。同時に，何が起こるか分からないので不
安になります。時間の経過とともに，そのようなチャレ
ンジに対処できるようになり，その過程で成長します。

　伝道も例外ではありません。伝道はすばらしい霊
的な冒険，あるいは少なくとも対処可能なチャレンジ
のように思われます。あなたが経験する多くの緊張
や不安は一時的なものであるという認識のうえに立
ち，信仰をもって心穏やかに前進してください。時
間がたてば適応し，霊的に成長し，多くの新しい技
術を伸ばすことができると知り，確信が持てるように
なります。かつては恐れていた経験も何とか対処で
きるようになります。宣教師の生活で，以前であれ
ば押しつぶされるように思えた部分も大切に思える
ようになります。御

み

霊
たま

に頼り，自信が増し，奉仕に喜
びを見いだせるようになります。

　しかし，予想外の，思いも寄らないほど難しい，あ
るいは不愉快な問題や経験に直面することもありま
す。そのようなとき，どうすれば適切に対処できるだ
ろうと疑問に思うかもしれません。問題の処理に役
立つということでかつては頼りにしていた援助手段
が，利用できなくなることもあります。やってみよう
という気になる代わりに，不安になったり，いらいら
したり，疲れ果てたり，不満を抱いたりするかもしれ
ません。痛み，胃のむかつき，不眠，あるいは病気な
ど，身体的症状が出てくるかもしれません。学習や
人とのつきあいに支障を来

きた

すこともあります。気持
ちが沈んだり，やめたくなったりするかもしれません。

このような症状は，スピードを落としたり，ガソリン
を補給したり，エンジンを点検したりするよう気づか
せてくれる車の計器盤のメーターのように，ペースを
落としたり，霊的な「タンク」を満タンにしたり，新し
い解決策を探したりすることに気づかせてくれる合
図と言えます。この小冊子には役に立つ提案と手段
が紹介されています。

ストレスを理解する
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あなたがこの段階にいる場合の兆候 なすべきこと

自信がある，満足している

困難に立ち向かう準備ができている

挫
ざ

折
せつ

からすぐに立ち直る

同僚と良い関係にある

御
み

霊
たま

を感じる

これが理想的な状態です。この段階にいる人は，
伝道活動に伴う日々のストレス要因に対処し，学
び，成長しています。

引き続き勤勉に働き，主を信頼します。

緊張している，心配している，自信が
ない，不安である，準備ができていな
い

ほかの人々となかなか良い関係が持
てない

御霊を感じにくい

黄色の段階がしばらく続いても正常です。

チャレンジに対処し，新しい技術を学ぶときに，自
分に優しくすることによって，強さを増し，仕える
能力を高めることができます。続けて祈り，信仰
をもって仕えます。聖文と大会説教，ディストリク
トリーダーとゾーンリーダー，この小冊子から助け
を得ます。

（肉体的，また情緒的に）疲れ果てて
いる

体調が悪い（例えば，胃のむかつき）

怒りやすい

ひどく気持ちが沈む

御霊を感じることができない

オレンジ色の段階にいるのが好きな人はいませ
ん。ただ，この状態がいつまでも続くことは滅多
にありません。

聖文を学び，この小冊子の提案を応用するとき
に，導きを祈り求めます。オレンジ色の段階が 3
日以上続くようであれば，伝道部会長に知らせて，
助けてもらいます。

持続的な落ち込み，パニック，あるい
は不安

絶望感

食事や睡眠の問題（病気の原因とな
ることがある）

押しつぶされそうになる。物事を続け
ることができない

神から見放されたかのように感じる

この段階にいる場合は，助けてもらうために伝道
部会長と連絡を取ります。

同僚やディストリクトリーダーに神権の祝福をし
てもらいます。伝道部会長と話す機会があるま
で，しばらくの間，日記を書き，この小冊子の提案
について深く考え，祈り，また伝道活動に関して非
常に難しいと思っていることをするのをやめると
よいでしょう。

赤
色

オ
レ

ン
ジ

色
黄

色
緑

色
ストレスの 4 段階
　ストレスは必ずしも悪いものではありません。実
際，ストレスは，人生の様々な変化やチャレンジに対
する正常な肉体的，また情緒的反応です。しかし，
あまりにも長く過剰なストレスを絶え間なく経験する
と，問題となることがあります。

　効果的にストレスに対処しようとするときに，スト
レスの経験を構成する 4つの段階について考えると
よいかもしれません。

ストレスを理解する
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　伝道期間中，異なる時に異なる段階のストレスを経験することがあり
ます。今

きょう

日は「オレンジ色」の気持ちを感じ，明日は「緑色」の気持ちに
戻ることがあります。この小冊子は，あなたが緑色の段階にとどまるか，
あるいはその段階に戻れるように助けることを目的としています。

　あなたが宣教師として（初めての人々，初めての言語，初めての文化に関する）ストレスを経験したことは，
最近の多くの改宗者が感じる（初めての友人，初めての教会用語，初めての文化に関する）ストレスをよりよ
く理解するうえでどのように役立つでしょうか。ゴードン・B・ヒンクレー大管長が述べた話からの次の抜粋
を読み，そのことについて深く考えます。このことを新たに理解したうえで，あなたは，ほかの会員が最近の
改宗者の移行を積極的に助けるように，彼らにどのような働きかけができるでしょうか。あなたの思いを学
習帳に記録します。

　「先日わたしはとても興味深い手紙を頂きました。 1 年前に教会に加入したある女性からの手紙です。こ
う書かれています。

　『教会にたどり着くまでの道のりはユニークで，チャレンジに満ちたものでした。この1年間はわたしの人
生でいちばん厳しいものでしたが，最も報いの多い1年でもありました。新会員としてわたしには，これから
も毎日チャレンジが続くでしょう。』

　彼女は教会に加入したとき，ワードの指導者からの助けを感じられなかったと言います。ビショップは新
会員の彼女に対して無関心に思われました。疎外感を抱いた彼女は，伝道部会長のところに行ってみまし
た。伝道部会長は彼女に様々な良い機会を与えてくれました。

　彼女はこう言っています。『教会の人は，新会員となることがどういうことなのか分かっていません。ですか
ら，どのように新会員を助けたらいいかなど分かるはずがありません。』

　兄弟姉妹の皆さん，わたしは皆さんがもし新会員の気持ちを理解していないとしたら，それがどのような
気持ちなのか想像してみるようにお勧めします。それはたとえようもなく寂しいという気持ちかもしれませ
ん。幻滅や恐怖という気持ちかもしれません。この教会に属しているわたしたちは，自分で想像する以上に，
この世の人とは懸け離れた存在です。この女性はこう書いています。『わたしたちは，求道者という立場から，
教会員という立場に変わったときに，自分がまったく異なる世界，独自の伝統，文化，言葉を持つ世界に足を踏
み入れてしまったことに驚きます。わたしたちは，この新しい世界を旅するときに導きを求めることのできる人
や場所がないということに気づきます。最初のうち，この旅は興奮に満ちたものであり，失敗しても楽しくさえ
ありますが，次第に欲求不満が募り，ついには怒りへと変わっていくのです。この欲求不満と怒りの段階で，新
会員は去って行きます。そして，元いた所へと戻って行きます。そこでは，自分が何者なのか分かりますし，人
に貢献し，言葉を交わすこともできるのです。』」（「子羊を見いだし，羊を養う」『リアホナ』1999 年 7 月号，
125，強調付加。『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさい 』〔2004 年〕，214〔活動 ― 個人学習または同僚との
勉強会〕も参照）

あなたの経験からほかの人々は祝福を得ることができる

燃
料

計
の

写
真
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伝道活動のチャレンジ
　「あなたがたの心と，勢力と，思いと，力を尽くし
て」（教義と聖約 4：2）仕えることによって，あなた
は大きな祝福を受けます。伝道活動はたやすいも
のではありません。伝道活動のチャレンジは幾つか
の種類に分類されます。

一般的（17－22 ページ参照）。あなたは伝道中に
たくさんの変化や移行を経験します。よく知ってい
る対処法をいつも使えるわけではないので，新しい
方法を学ばなければなりません。かつていつもくつ
ろいでいた夕方や週末が，今や最も忙しい時となり
ます。ぎこちないと感じることもあります。時にはも
がき苦しむこともあります。苦しんでいるほかの宣
教師をどのように助ければよいのか悩むこともあり
ます。

肉体的（23－28 ページ参照）。 1日に 11－12 時
間もの間，座ることができず，歩き，自転車に乗り，
階段を上り，立ったままでいることがあるかもしれま
せん。かつてのように十分な睡眠を取れないかもし
れません。不慣れな食べ物を口にしなければならな
いこともあります。悪天候の中を出かけ，また新種
の細菌にさらされることもあります。とにかくこれま
でにない状況に疲れ果ててしまうことがあります。

情緒的（29－34 ページ参照）。行わなければな
らないすべてのことに不安を感じるかもしれません。
なかなか緊張をほぐせないこともあります。ホーム
シックになったり，落胆したり，退屈したり，孤独感
を抱いたりすることもあります。拒否，失望，あるい
は危険さえ経験することがあります。そばにいて助
けてあげられない家族や友人について心配すること
もあります。

社会的（35－39 ページ参照）。共通のものをたく
さん持っている同僚，あるいはそうでない同僚ととも
に狭い空間で一緒に生活することになります。知ら
ない人に話しかけ，教会の指導者たちと接し，教会

員とすぐに親しくなり，求道者を愛することを学ぶよ
うに期待されます。

知的（41－43 ページ参照）。あなたは新しい言語
を学んでいるかも知れません。レッスンや聖文に精
通し，教える技術を習得し，問題が生じたときにそ
れを解決する必要があります。計画し，目標を何と
かして達成し，変化に適応し，あらゆる種類の現実
的な問題を解決する必要があります。

霊的（45－49 ページ参照）。証
あかし

を強め，誘惑に立
ち向かい，御

み

霊
たま

を感じ認識できるようになろうと自分
にチャレンジします。批判を受け入れ，悔い改め，自
分の弱点と向かい合い，謙虚に悔い，かつてなかっ
たほど主に頼る必要があります。

学ぶ学ぶ
資料を研究する研究する

自分の殻を.自分の殻を.
　　　　　　　　破る

期待期待
規則規則

人 と々.人 と々.
良い関係を持つ良い関係を持つ

援助

ストレスを理解する
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聖霊聖霊

手段 バランスを保つのに役立つ援助手段
　伝道活動のチャレンジに応じるための援助手段
があれば，成長し，貢献し，緑色の段階にとどまるこ
とができます。不必要なチャレンジを減らすことに
よって，このバランスを取れることもあります。その
ために，例えば，非現実的なことを自分に期待した
り，ほかの人がどう思っているかを気にしたりしない
ことです。しかしながら，伝道におけるチャレンジの
多くは減らすことができません。新しい資料を学び，
人 と々良い関係を持ち，規則に従い，教え，証

あかし

を述
べ，自分の殻を破る必要があります。

　さらに，これらのチャレンジに応じるための援助
手段を増やすことでバランスを保つこともできます。
伝道活動のチャレンジに応じるための最も大切な援
助手段として，祈り，聖文学習，聖霊の導き，ほかの
人々への奉仕などがあります。ほかにも，『わたしの
福音を宣

の

べ伝えなさい』，伝道主任からの援助，ま
たこの小冊子に記されている数多くの援助手段があ
ります。

　これらの援助手段を利用することで，救い主イエ
ス・キリストとイエス・キリストの贖

しょく

罪
ざい

に頼ることが
できます。宣教師の生活に伴うチャレンジやストレス
に対処するうえで，主はこの上ない援助の源です。

「しばしばお話ししてきたことですが，伝道を成功に導く最大の秘訣
の一つは，働くことです。働く宣教師は御

み

霊
たま

を受けることができます。
御霊を受ける宣教師は御霊によって教えます。そして御霊によって教
える宣教師は，相手の心の琴線に触れ，自らも喜びを得ることができ
るのです。時間，能力，関心のすべてを伝道に注ぐのですから，ホーム
シックも家族への心配もありません。働いて，働いて，働く―これが
秘訣です。特に伝道に関しては，これに代わり得るものはありません。」

―エズラ・タフト・ベンソン大管長，The Teachings of Ezra Taft Benson (1988
年 )，200

ほかの人々からの支援
新しい技術

計画を立てる 祈り
食事と運動

考え方を変える
聖典 働く
贖罪

ストレスを理解する
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わたしを仰ぎ見なさい
　覚えておいてください。天の御父はあなたを愛して
おられます。御父と，あなたを癒

いや

し，贖
あがな

うイエス・キ
リストの贖

しょく

罪
ざい

の力を信頼してください。神は御自分
の不完全な子供たちのために完全な計画を持ってお
られます。これこそまさにあなたが世界に携えて行く
良い知らせです。.次の約束を思い起こしてください。
「まことに，まことに，わたしはあなたがたに言う。一
つのことについて二人または三人がわたしの名に
よって集まっている所には，見よ，わたしもその中に
いる，とわたしが弟子たちに言ったように，まさにそ
のようにわたしはあなたがたの中にいるのである。

　……善を行うのを恐れてはならない。あなたがた
は，何であろうとまいたものをまた刈り入れるからで
ある。それゆえ，あなたがたは善をまけば，報いとし
てまた善を刈り入れることになる。

　それゆえ，小さい群れよ，恐れてはならない。善
を行いなさい。この世と地獄をあなたがたに対して
連合させなさい。あなたがたがわたしの岩の上に建

てられるならば，それらは打ち勝つことができない
からである。

　見よ，わたしはあなたがたを罪に定めない。あな
たがたの道を行き，これからはもう罪を犯さないよう
にしなさい。わたしがあなたがたに命じた業をまじ
めに行いなさい。

　あらゆる思いの中でわたしを仰ぎ見なさい。疑っ
てはならない。恐れてはならない。

　わたしのわきを突き刺した傷跡と，わたしの手と足
にある釘の跡を見なさい。忠実であり，わたしの戒
めを守りなさい。そうすれば，あなたがたは天の王
国を受け継ぐであろう。」（教義と聖約 6：32－37）国を受け継ぐであろう。」（教義と聖約 6：32－37）

わたしが次に行うべきことは？

　過度のストレスを感じている場合は，次の
ページにある「自己評価記録」を使い，この
小冊子の中からあなたの抱えている特定の
問題の解決に役立つ項を見つけ，その項を読
みます。必要であればほかの項に戻ります。

ストレスを理解する
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自己評価記録
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自己評価記録
指示
1.. 左上の最初のボックスに今日の日付を書き込みます。

2.. 書かれている項目に目を通します。今日の日付の下にあるボックスの最初の欄で，詳しい情報が欲しい項
目にチェックマークを付けます。

3.. 下記の各項目に関して，2 番目の欄を見るとこの小冊子のページ番号と項が分かり，そこから手段と提案
を見つけることができます。自分がチェックマークを付けた各項目に関するアイデアを読みます。それから
よく祈って，最低 2，3 週間かけて実際に行ってみるものを一つか二つ選びます。効果を上げるために多く
の提案を実践してみるということを覚えておいてください。

4.. 必要なときにはいつでも，新しい欄を使ってこの評価を繰り返します。この表はあなたの進歩状況を記録
し，新たなチャレンジを知るのに役立ちます。

日付

一般的
今，わたしにとって難しいこと ページ，項

ストレスに前向きに対処する 17, A

「緊急事態ストレス 」に対処する 20, B

過度なストレスに苦しんでいるほかの宣
教師を助ける 20, C

肉体的
今，わたしにとって難しいこと ページ，項

勤勉に働けるようになる 23, A

いつも健康的で活力にあふれている 24, B

頭痛，胃痛，あるいは筋肉痛に対処する 24, C

眠る，時間どおりに就寝する 26, D

時間どおりに起きる 27, E

健康に良い物を食べる 27, F

積極的に運動する 28, G

自己評価記録
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日付

情緒的
今，わたしにとって難しいこと ページ，項

ホームシックになる 29, A

落ち込んだり，気持ちが沈んだりする 30, B

自己批判的になる 31, C

不安になったり，ふさわしくないと思ったりする 32, D

いらいらしたり，怒ったりしやすい 33, E

疲れを感じたり，やる気にならなかったりする 33, F

故郷の愛する人々について心配する 34, G

孤独感を抱く 34, H

社会的
今，わたしにとって難しいこと ページ，項

知らない人と話す 35, A

独りになりたいと思う 36, B

同僚と率直に意見を交換する 37, C

人々を愛する 38, D

伝道主任と良い関係を持つ 38, E

性的な感情や恋愛感情に対処する 39, F

知的
今，わたしにとって難しいこと ページ，項

言語を学ぶ 41, A

目標と計画をいつも整理する 41, B

ほかの人のように賢く有能だと感じない 43, C

霊的
今，わたしにとって難しいこと ページ，項

証
あかし

を強めることを学ぶ 45, A

悔い改めることができるようになる 46, B

心を込めて祈ることを学ぶ 47, C

聖文を愛することを学ぶ 47, D

御
み

霊
たま

に頼ることを学ぶ 50, E

自己評価記録

13



14



提案と手段
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ストレスに対処するための.
一般的な原則
　この章には，過度のストレスを回避し，またそれに対処するための一般的な原則が記されています。
これらの提案はすべての宣教師の役に立つことでしょう。

ストレスに前向きに対処する

■.一人で，また同僚と一緒に熱心に度々祈ります。
主に自分の気持ちや経験，計画，心配事について話
します。いつも自分とともにいてくださるよう御

み

霊
たま

を
求めます。祈り聖文を研究するときに受けた印象を
書き留めます。一日を通して受ける導きに心を研ぎ
澄まします。御霊の声に耳を傾けることで，さらなる
導きや慰め，助けを受け続けるようになります。「見
よ，わたしは，もう一度あなたがたに言っておく。あ
なたがたがその道によって入り，聖霊を受けるなら
ば，聖霊は，あなたがたがなすべきことをすべてあ
なたがたに示されるであろう。」（2ニーファイ32：

5）自分が受ける霊的な促しに常に従うように最善
を尽くすと，主に約束します。

■.すべてのことの中に主の御
み

手
て

があることを認めま
す。あなたは最も偉大な奇跡，すなわち個人と家族
に及ぼされるイエス・キリストの贖

しょく

罪
ざい

の効果を直接
目にする機会にあずかります。毎日，自分が感謝し
ている祝福に目を向けることを習慣とします。自分
の生活における御霊の影響に気づき，そのことにつ
いて書き留めます。（モロナイ10：3 参照）

■.慰めを与えてくれる聖句を見つけ，覚えます。聖文
を学ぶときに，自分を強め，慰めてくれる聖句のリス

A

17
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「見よ，わたしは神の御子イエス・キリストの弟子である。わたしはイ
エス・キリストの民の中でイエス・キリストの言葉を告げ知らせ，彼ら
が永遠の命を得られるようにするために，イエス・キリストから召され
た。」

— 3 ニーファイ 5：13

トを作ります。それらを暗記するか，何度も読みま
す。

■.自分が仕えている人々の必要に心を向けます。今
教えている求道者や仕えている会員を祝福するため
に何ができるかを考えます。彼らに仕え，その信仰
を強めることができる方法について霊感を求めます。

■.歌を歌います。好きな賛美歌の中から幾つかを選
び，その歌詞を覚えます。ストレスを感じたり，気持
ちが沈んだりしているときに，一人で，または同僚と
一緒に歌います。「賛美歌は……精神を高揚させ，
勇気づけ，正しい行動へと導きを与えてくれます。賛
美歌は，わたしたちの心を神聖な思いで満たし，平
安をもたらしてくれるのです。」（「大管長会はしが
き」『賛美歌』〔1989 年〕，10）

■.これまで学んできたことを思い起こします。あな
たはこれまでの生涯，変化や困難にうまく対処してき
ました。個人学習の時間に，過去の移行やストレス
の大きな時期（例えば，MTCへの適応，など）か
ら学んだことを書き出します。これらの技術を，今ど
のように応用できるでしょうか。「アダムが造られて
からあなたがたがこれを受けるときまで，主が人の
子らにどれほど憐

あわ

れみをかけてこられたかを思い起
こし，それを心の中で深く考えてほしい。」（モロナイ
10：3）

■.自分の長所に応じて仕えます。自分の長所と才
能，霊的な賜

たま

物
もの

のリストを作ります。あなたの力は
主の倉の一部であり，主はその長所を使って，御自
分の子供たちを祝福し，主の王国を築かれます。伝
道で最も大切な部分は，自分の賜物を磨き，長所を

奉献して人々がキリストのもとに来るように助けるこ
とです。うまくできないことよりも，よくできているこ
とにもっと集中します。人々に仕え，祝福をもたらす
ために，毎週，賜物を伸ばし，活用する方法を計画
します（教義と聖約 82：18－19 参照）。

■.同僚と親しくなります。アイデアを分かち合い，互
いに仕え合い，助け合い，赦

ゆる

し合います。友人はス
トレスに対処する際のすばらしい援助者です。「わ
たしのいましめは，これである。わたしがあなたが
たを愛したように，あなたがたも互

たがい

に愛し合いなさ
い。」（ヨハネ15：12）

■.自分の期待を吟味します。すべてのことが自分の
望んだとおりになると期待してはなりません。すべ
てのことが完全にできるということはありません。
すべての宣教師が，完全に従順で，思いやりがある
わけではありません。求道者が反モルモンの誤った
情報を入手することもあります。外国語を現地の人
のように話すことはできないかもしれません。リバ
ティーの牢獄でのジョセフ・スミスに対する主の勧

呼吸体操

– 楽な姿勢で座るか，静かに立ちます。何
回か深く，ゆっくりと鼻から呼吸します。
一回ごとに間を置きます。

– 肩をリラックスさせ，努めて肩ではなく，
腹式呼吸をします。

– 5 分間，または不安な気持ちが和らぐま
で，ゆっくり，また静かに呼吸を続けます。

提案と手段 ― 一般的な原則
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告を思い出してください。「これらのことはすべて，
あなたに経験を与え，あなたの益となるであろう。
……それゆえ，……踏みとどまりなさい。」（教義と
聖約122：7，9）

■.運動をします。定期的な運動は効果的なストレ
ス対処法の一つです。楽しいだけでなく，肉体的に
やりがいのある様々な活動に参加するようにします。
身近な活動に心を集中すると，活力が与えられ，そ
の日の心配をもっと簡単に忘れることができるよう
になります。選ぶ活動のいかんを問わず，運動は主
に仕えるためのスタミナと能力を増すのに役立ちま
す。（『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさい』ⅷ参照）

■.コントロールできないことをコントロールしようと
しません。あなたが伝道の目標の達成に向けて最大
限の努力を払うとき，その努力の結果は，ほかの人々
の選択の自由に左右されます。あなたはその選択の
自由をコントロールすることはできません。「いかな
る力も影響力も，神権によって維持することはできな
い，あるいは維持すべきではない。ただ，説得によ
り，寛容により，温厚と柔和により，また偽りのない
愛によ〔る。〕」（教義と聖約121：41）「したがって，
親愛なる兄弟たちよ，わたしたちの力の限りすべて
のことを喜んで行おう。そして願わくは，その後，わ
たしたちがこの上ない確信をもって待ち受けて，神
の救いを目にし，また神の腕が現されるのを見るこ
とができるように。」（教義と聖約123：17）

■.休憩し，リラックスすることの大切さを心に留め
ます。例えば，夜，就寝前に漸進的弛緩体操（右参
照）や呼吸体操（左参照）を行い，緊張をほぐして
リラックスします。また，これから始まる1 週間のた
めに英気を養えるように，準備の日の計画に，休息
を取り，楽しみ，緊張をほぐす時間を含めます。買
い物や家族に手紙を書くことなどの必要な活動に加
えて，以下のことを行うようにします。

–. 文化活動。史跡や博物館，あるいは地元の祭り
を見に行きます。

–. 社交活動。ほかの人 と々一緒にスポーツやゲー
ム，芸術活動，食事，または適切な音楽鑑賞に参
加します。

–. 自然の中で過ごす時間。公園や自然保護区に
行ったり，ハイキングをしたりします。

–. 休息と内省。仮眠を取ったり，瞑想したり，自分
の気持ちについて書き留めたりします。

漸
ぜん

進
しん

的弛
し

緩
かん

体操

　深くリラックスすることによって，体がストレ
スから回復しやすくなります。夜寝る前にこの
体操を練習し，体がリラックスできるように訓
練します。日中，過度なストレスを感じるとき
にはいつでも，この体操を短く行います。

– 横になるか無理のない姿勢で座り，目を閉
じます。

– 一回につき体の一つの部位に集中し，緊張
している部分を見つけます。意識的に体の
その部分をリラックスさせます。砂が指の
間からすり抜けて行くように，すべての緊張
がなくなっていくのを感じます。それから体
の別の部位に移ります。時間をかけて行い
ます。まだ緊張が残っているかどうか分か
らない場合は，体のその部分を 10 秒間緊
張させ，それから10 秒間完全にリラックス
させます。その後で，次の部位に移ります。

– 一度に 1 箇所，以下の部位に集中します。
1．頭と顔，2．目，3．あご，4．首，5．
肩と背中，6．腕，7．手と指，8．胸と腹，
9．脚，10．足と足の指。

– 緊張がどこかに残っていないか，心の中で
体を入念に調べます。完全にリラックスし
ます。

– 思い出や想像上の設定など，喜びと平安を
もたらす「個人的な場面」を選びます。こ
の場面をできるだけ鮮やかに想像するよう
に努めます。

提案と手段 ― 一般的な原則
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　「するとイエスは〔弟子たち〕に言われた，『さあ，
あなたがたは，人を避けて寂しい所へ行って，しば
らく休むがよい。』それは，出入りする人が多くて，食
事をする暇もなかったからである。」（マルコ 6：31）

　「これらのことはすべて，賢明に秩序正しく行うよ
うにしなさい。人が自分の力以上に速く走ることは
要求されてはいないからである。」（モーサヤ4：27）

「緊急事態ストレス」に対処する

　緊急事態ストレスは，突然，オレンジ色または赤色
のストレスゾーンに移るときに生じます。肉体的ある
いは情緒的に危険な状態にある場合，伝道部会長
にすぐ電話をします。それ以外の場合は，次の提案
を試してみます。

■.短い休憩を取ります。非常に気分が悪いときや過
度なストレスを感じるときは，休憩します。何度か
ゆっくり深呼吸をし，手足を伸ばし，体の緊張を解き
ます。体と心が落ち着きを取り戻したら，物事をもっ
とはっきり考えられるようになります。同僚と一緒に
散歩するか，少し食べ物や飲み物を口にするか，た
だ座ってしばらく考えます。

■.自分に優しくします。自分に語りかけるときも，ほ
かの人に対するような優しい慰めの言葉を使いま
す。だれしもいらいらすることや，間違いを犯すこと
があります。主は理解してくださるということを知る
ことです。主が自分のそばに座って，耳を傾け，助
けの手を差し伸べてくださっていると想像します。
無力感や絶望感，あるいは容赦ない自責の念は，主
から来るものではありません。このことを忘れない
ようにします。

■.感謝することに再び心を向けます。自分の身近に
あるものに注目します。数分間，自分自身と世界に
ついて，ふさわしく，適切で，肯定的なことを心に留
めます。少なくとも5つの具体的な事柄に関して感
謝の祈りをささげます。

■.一度に一つずつこなします。当面の問題を見つけ，
その問題を一度に一つずつ解決します。自分にこ
う言い聞かせます。「今しなければならないのは，.
　　　。」例えば，「今しなければならないのは，バ
スを待つこと。」あるいは「今しなければならないの
は，この住所を見つけること。」

■.ほかの人を助けます。ほかの人に仕えることによっ
て自分のエネルギーにもう一度心を向けます。人々
にほほえみかけ，援助を提供し，奉仕を申し出ます。
（『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさい』168－169 参照）

■.否定的な考え方を変えます。今すぐに，または今
晩寝る前に，今

きょう

日抱いた否定的な考えを紙に書き出
します。次に，その考えをもっと希望にあふれ，誠実
で，元気の出る考えに書き直します（右の例を参照）。

過度なストレスに苦しんでいる
ほかの宣教師を助ける

■.苦しんでいる宣教師に注意を払う。その宣教師が
苦しんでいることを理解していると本人に知らせま
す。あなたが一緒に働くこと，また主の助けがあれ
ばともに成功できることを伝えて，安心させます。適
切であれば，短い休憩を取るように提案します。例
えば，同僚と一緒に散歩する，居場所を変える，ある
いは可能であればストレスの少ない活動に変えるこ
となどを提案するとよいでしょう。心の中で，あるい
はその宣教師とともに，助けを求めて祈ります。

■.バプテスマの聖約について考えます。わたしたち
は，「重荷が軽くなるように，互いに重荷を負い合う
ことを望み，……悲しむ者とともに悲しみ，慰めの要
る者を慰めることを望み，……いつでも，……神の
証人になること」を約束します（モーサヤ18：8－
9）。この聖約を応用するために，（1）宣教師の重荷
を負い合い，（2）共感し，慰めを与え，（3）神の愛に
ついて証

あかし

します。

B

C

提案と手段 ― 一般的な原則
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「神はわたしたちを心に掛け，わたしたちを見守っておられる。しかし，
神がわたしたちの必要にこたえられるのは，普通の場合，人を通してで
ある。」（「小さな奉仕の業」『聖徒の道』1976 年 12 月号，541参照）

—スペンサー・W・キンボール大管長

わたしの考え 書き換え版

この言語を習得できない。
学び続けたら，この言語を習得し，宣教師としての務めを果たし，御霊によっ
て教えることができる。 主はわたしを助けてくださる。

スミス姉妹はわたしのことを鈍
いと思っているに違いない。

わたしは彼女の心を読み取れないので，彼女が何を考えているのか分からな
い。 しかし，気を悪くしたのはわたしのせいかどうか彼女に尋ね，もしそうであ
れば謝ることはできる。

こんなに早く起きなければな
らないのは嫌だ。

それが好きになる必要はない。 わたしはできると思う。 起きて体を動かし始
めたら，恐らく気分が良くなるだろう。

ひどいレッスンだった。
レッスンはうまくいくこともあれば，うまくいかないこともある。 改善したいという
望みがあることはよいことだ。 多分，同僚が助けてくれる。

いつも整理整頓ができない。
整理整頓ができることもあれば，できないこともある。 一度に一つずつ片付け，
整理整頓の改善に取り組もう。

今日中には絶対やり遂げら
れない。

これまで毎日やり遂げてきたのだから，今日もやり遂げられるだろう。 今しなけ
ればならないのは，目の前のことを一度に一つずつこなすこと。 このレッスンが
終わったら，気分を落ち着かせるために，5分間リラックスしよう。

もういいかげん，宣教師として
の務めを理解していていいは
ずだ。

だれがそう言っているのか。 自分は最善を尽くしている。 最善を尽くしても宣
教師としての務めを果たせなければ，主やほかの人が助けてくれるだろう。

同僚がどう思おうと，わたし
には関係ない。 わたしはこれ
を自分のやり方でやる。

大いに関係ある。 わたしはいらだっているだけだ。 多分もっと熱心に耳を傾
け，もっと質問をしたら，同僚がどうしてこの件に関して違う見方をするのかもっ
とよく分かるだろう。

否定的な考え方を変える

提案と手段 ― 一般的な原則
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■.質問を幾つかしますが，その宣教師に話すよう強
制はしません。例えば，次のように尋ねます。「気分
を害しているようですね。どうしたのですか。」ある
いは「よかったら，どうしたのか，話してもらえませ
んか。」

■.理解するために耳を傾け，支援と励ましを与えま
す。自分は理解されていると感じるまでは，その人に
助言を申し出，解決策を提案しても，ほとんど役に
立ちません。質問をして，その人が自分で答えを見
いだせるように助けます。異性の求道者や宣教師に
対してカウンセラーの役割を担うべきではありませ
んが，親身になって話を聞いてあげることで，ほかの

宣教師を助け，支援することはできます。（『わたし
の福音を宣

の

べ伝えなさい』185－186 参照）

■.今決める必要があることに心を集中します。大き
な問題（例えば，「自分に証

あかし

があるかどうかよく分
からない」といった問題）は避け，今すぐに決定し
なければならないことに心を向けます（「今のところ
は，今度のレッスンをどう進めたいかだけ決めましょ
う。」）。助けを申し出ます（「今回はわたしが証を述
べましょう。」）。事態が落ち着いたら，より大きな問
題に戻って，解決策を見つけます（「証とは何だと思
いますか。どうすれば証が得られますか。どんなこ
とを試してみましたか。どうすればもっとたくさんの
アイデアが得られるでしょうか。」）。わたしたちが自
分のできることを行ったうえで，主にお任せすれば，
主はいつでも問題の解決を助けることがおできにな
ります。このことをその宣教師に思い起こさせます。

■.よくできていることは何かをその宣教師に思い起
こさせます。（「あなたの高潔さと神に仕える望みに
心から感謝しています。」）

■.証を述べます。神がわたしたちを愛し，助けたい
と望んでおられることに対する確信を伝えます。

■.人を教え導き，仕えるときに賢明でありましょう。
あなたは聖なる職を頂いています。信頼でき，秘密
を守り，いつも同僚と一緒に行動します。

■.状況が改善されない場合は，伝道部会長に知ら
せます。

「わたしは平安をあなたがたに残して行く。わたしの平安をあなたが
たに与える。わたしが与えるのは，世が与えるようなものとは異なる。
あなたがたは心を騒がせるな，またおじけるな。」

—ヨハネ14：27

提案と手段 ― 一般的な原則
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肉体的チャレンジ.
に対処するための援助手段

　過度なストレスは，健康や睡眠，誘惑への対処能力に悪影響を及ぼす可能性があります。健康的な
食事と運動は，ストレスによりよく対処するのに役立ちます。肉体的なチャレンジを受けている場合，自
分に適していると思う提案を一つか二つ，よく祈って選びます。すべての提案がすべての人に適してい
るわけではありませんが，ほとんどのアイデアは少なくとも2，3 週間実行しなければ，効果は表れません。
追加の提案に関しては，17－22 ページの「ストレスに対処するための一般的な原則」の項を見ます。

勤勉に働けるようになる

■.大きな仕事あるいは難しい仕事は小分けにしま
す。それでもなお難しすぎると感じる場合，さらに小
分けにします。その後で実行します。始める前に働
く「気になる」のを待っていると，長い間待つことに
なるかもしれません。始めれば，意欲は後からわい
てきます。

■.自分のペースで行います。仕事の内容に変化を持
たせ，あまりにも長く一つの活動にだけ取り組むこ

とがないようにします。自分にこう言い聞かせます。
「今しなければならないのは，　　　である。」

■.必要な体力をつけるために，十分に睡眠を取り，
健康的な食事をし，水を飲み，運動をします。

■.ほかの人からの支援と提案，励ましを喜んで受け
入れる。同様に，ほかの人を支援し，励まします。

■.感謝の気持ちを伝えます。祝福だけでなく，チャ
レンジや逆境に，またそれらから学べることにも感
謝します。そうすることで，主から祝福と助けを受け
るための扉が開きます。

A
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いつも健康的で 
活力にあふれている

■.教義と聖約 89 章を学び，応用します。

■.神権の祝福を求めます。

■.『宣教師の健康ガイド』に従い，免疫力を高めま
す。時間どおりに就寝します。気候に応じ，1日に
コップ 6－12 杯の清浄水を飲みます。断食すると
きを除き，食事，特に朝食を抜いてはなりません。
糖分を避けます。毎日総合ビタミン剤を飲みます。
タンパク質の多い食べ物（例えば，ナッツ，豆腐，
豆，牛乳，ヨーグルト，チーズ，卵，魚，鶏肉，牛肉な
ど）を毎日食べます。手を頻繁に洗うか，特に，同
僚が病気の場合は，手指消毒剤を使います。冷蔵
庫に入れるべき食物を外に出したままにしません。
大丈夫かどうか疑わしいときは，捨てます。

■.定期的に運動します。毎日30 分運動することで，
免疫力は高まり，活力は増し，気分も安定します。一
日中歩いたり，自転車に乗ったりした場合は，運動と
して何か違う活動をします。（『わたしの福音を宣

の

べ
伝えなさい』ⅷ参照）

■.気候に合った服装をします。異常に暑いときや湿
度の高いときは，伝道活動を分割し，30 分から 60
分，日陰や冷房の効いた所で過ごします。体を冷や
すために手首や首を冷たい水で濡らし，日焼け止め
クリームを塗り，薄着をします。寒ければ，重ね着を

し，手袋をはめ，帽子をかぶります（ほとんどの体熱
は頭の部分から失われます）。一般的には，あなた
の伝道地の気候に関する伝道部会長の指示に従い
ます。

■.いつもアパートを掃除してきれいにしておきます。
あなたが頻繁に風邪をひく場合や，アレルギーのあ
る場合，これは特に大切です。アレルゲンを減らす
ため，定期的にタオルやシーツを洗います。清潔な
アパートはあなたの気持ちを鼓舞してくれます。

頭痛，胃痛，あるいは筋肉痛に
対処する

■.体をリラックスさせる練習をします。これは，頭
痛，腹痛，下痢，背痛，関節痛，激しい動

どう

悸
き

，呼吸困
難，恐怖感などの身体的症状を減らすのに役立ち
ます。体がリラックスするように訓練するために，漸

ぜん

進
しん

的弛
し

緩
かん

体操（19 ページ）または呼吸体操（18
ページ）を，少なくとも3 週間，毎日実行します。ま
た，症状が出たとき，あるいは過度なストレスを感
じるときに，これらの方法を使って，緊張を減らし，
もっと落ち着くようにします。

■.仕事を小分けし，一度に一つのことだけを行いま
す。それぞれの段階で，自分にこう言い聞かせます。
「今しなければならないのは，　　　である。」例え
ば，「今しなければならないのは，ワード伝道主任に

B

C

「これらの言葉を守って行うことを覚え，数々の戒めに従順に歩むすべ
ての聖徒たちは，そのへそに健康を受け，その骨に髄を受けるであろ
う。また，知恵と，知識の大いなる宝，すなわち隠された宝さえ見い
だすであろう。また，走っても疲れることがなく，歩いても弱ることは
ない。また，主なるわたしは彼らに一つの約束を与える。すなわち，滅
ぼす天使はイスラエルの子らを過ぎ越したように彼らを過ぎ越して，
彼らを殺すことはない。アーメン。」

教義と聖約 89：18 － 21

提案と手段 ― 肉体的
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記録をつける 

　下記の例にあるように，自分が経験した身体的症状について記録をつけます。自分が変えられる
ことを見つけ，症状の原因となる不安を減らすのに役立つパターンを見つけます。

電話をかけることである。」あるいは「今しなければ
ならないのは，今

きょう

日の服を着ることである。」など。

■.1 週間，記録をつけます。これは，いつ身体的症
状が表れるか知るのに役立ちます（上記の例を参
照）。パターンを見つけます。例えば，以下のような
ときに，気分が悪くなりやすいと気づくかもしれませ
ん。

–. ある状況に置かれたとき（例えば，日曜日に指導
者と同席するときや，何時間も食事をしていない
とき）。

–. ある考え方をしたとき（例えば，転任について考
えたときや，あることをもっと効果的に行うべき
だったと考えたとき）。

–. ある感情を抱いたとき（例えば，電話をかけるこ
とについての不安や，ほかの人に理由を知られた
くない怒り）。

日付 時間 症状 程度
1－ 5 どこで／何をしていたときか 一緒にいた人 考えていたこと／

感じていたこと 役立つこと

4/10 午後3 時 頭痛 4

教会から歩いて帰る途中。
キム家族は教会に来なかっ
たし，今晩の約束をキャンセ
ルされた。

ヒメネス長老
キム家族は，果たして教会に
来るだろうか。 約束に関して
失望。 空腹。

コントロールできないことにつ
いて心配しない。

4/17 午後7時 頭痛 4
同僚との勉強会。 ピーター
のためにレッスンの準備をしよ
うとしていた。

ジョーンズ長老
ピーターはほんとうにバプテス
マを受けることに同意するだろ
うか。

自分にできることを行い，後
は神にお任せする。

4/21 午後8 時 頭痛 3
伝道調整集会。 会員による
フェローシッピングについて話
していたとき。

ジョーンズ長老
ウィン兄弟

会員と一緒にこの伝道をした
後で転任にならないように希
望する。

最善を尽くし，後は神にお
任せする。

4/25 午前11時
頭痛，
大したことはない

2 アパート。 電話中。 ジョーンズ長老
キム家族と連絡を取ること，
一緒に来てくれる会員を見つ
けることに不安を感じていた。

自らを改善し，最善を尽くし，
コントロールできることとできな
いことは何かを理解する。

提案と手段 ― 肉体的
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　状況を変える（例えば，健康的な軽食を携帯す
る），考え方を変える（21ページにある「否定的な
考え方を変える」参照），あるいは気持ちを落ち着け
る（17ページにある「ストレスに前向きに対処する」
参照）方法がないかどうか確かめます。 29－34
ページの「情緒的チャレンジに対処するための援助
手段」の項にもっと多くの提案があります。

■.病院で診察を受けます。症状が続く場合や，けが
をした場合は，伝道部会長に相談し，病院で治療を
受けます。

■.自分を忘れるようにします。「自分は話す言葉を
忘れるだろう」あるいは「自分は馬鹿なことをする
だろう」といった自分の思いに気づいたら，だれでも
過ちを犯し，主はむしろ弱い者や純朴な者を通じて
働かれるということを思い起こします。

眠る，時間どおりに就寝する

■.一日の最後の時間には，緊張をほぐし，リラック
スします。日記を書き，消化の良い軽食か果物を食
べ，適切な音楽を聴き，同僚と話し，あるいはリラッ
クスするための技術を練習します。よくこの時間に
するべき仕事がある場合は，2 個目の目覚まし時計
を購入し，就寝時間の 30 分前に目覚ましが鳴るよう
設定します。目覚ましが鳴ったら，仕事をやめて，リ
ラックスし，寝る準備を始めます。

■.睡眠障がいがある場合，仮眠を取りません。仮
眠を取るとあまり疲れが残らず，夜に眠れなくなりま
す。仮眠を取らず，時間どおりに就寝します。仮眠も
取るのであれば，20 分以内にします。

■.毎晩，日課に従います。そうすることで，眠る時間
が来たら眠るように体を訓練することができます。
例えば，19 ページにある漸

ぜん

進
しん

的弛
し

緩
かん

体操を活用
します。ベッドでは，眠ること以外（読書や食事な
ど）はしないようにするとよいでしょう。

■.眠れない理由をリストに書き出します。次に，その
リストをわきに置き，何か重要なことを忘れていない
か静かに考えます。翌朝具体的な計画を立てようと
自分に言い聞かせます。夜祈るときに，感謝してい
ることとその日に学んだ教訓を報告することに心を
向けます。

■.体を温めます。または冷やします。暑すぎたり，寒
すぎたりすると，眠るのがさらに難しくなります。冷
たいシャワーを浴びるか，もう1枚毛布をかけます。

■.糖分を避けます。または就寝前に 1 時間運動し
ます。

■.眠れないことを心配しません。筋肉や思いをリ
ラックスさせれば，たとえ眠っていなくても，休息を
取れます。

■.できるだけ光を遮断し，また扇風機を回したり，
耳栓をしたりすることで，騒音が聞こえないようにし
ます。少しの光や騒音でも人によっては安眠の妨げ
となることがあります。

D

提案と手段 ― 肉体的
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時間どおりに起きる

■.まず，時間どおりに寝ます。十分な睡眠が取れて
いなければ，30 分早く寝ます。（『わたしの福音を
宣
の

べ伝えなさい』ⅷ参照）

■.定期的に運動します。3 週間から 4 週間，1日に
30 分運動をすることで，必要な睡眠時間が減ること
に気づくかもしれません。体が強くなれば，活力が
増し，リラックスしやすくなります。（『わたしの福音
を宣べ伝えなさい』.ⅷ参照）

■.就寝前には糖分を避けます。そうすることで，朝
の意識がもうろうとした状態が少なくなります。

■.前向きに計画します。毎晩 9 時に，朝が前向き
で生産的なものとなるように計画します。そうすれ
ば，朝をもっと楽しい気分で迎えられるようになり
ます。よく祈り，あなたの計画を主とともに検討しま
す。祈っているときに心に浮かんだ促しやアイデア
を書き留め，その促しやアイデアに従って行動する
準備をします。毎日計画することで，心がより十分に
リラックスし，眠ることができるようになります。

■.脳をプログラミングします。前日の夜に，翌朝何時
に起きたいか自分に言い聞かせます。

■.タイマーを購入し，それを照明器具の電源に接続
します。起きる時間の15－20 分前に照明器具のス
イッチが入るようにタイマーを設定します。目を覚ま
すように照明器具の明かりが脳に合図してくれます。

健康に良い物を食べる

■.伝道主任からアイデアをもらいます。その地域に
おける料理法や健康に良い食べ物について伝道主
任に尋ねます。

■.買い物に行く前に計画します。食料品の買い物に
行く前に，食事や健康的な軽食の計画を立てます。

■.様々な食べ物を食べます。可能であれば，毎日少
なくとも5 種類の果物や野菜を食べることを目標に
します。

■.毎日タンパク質を摂取します。タンパク質を多く
含む食べ物として，ナッツ，豆，豆腐，牛乳，ヨーグル
ト，チーズ，卵，魚，鶏肉，牛肉などがあります。

■.糖分を減らし，カフェィンを避けます。両方とも，
長期的には人を不機嫌にし，疲れさせる傾向があり
ます。

■.水やそのほかの液状のものを飲みます。気候に応
じ，1日にコップ 6－12 杯の水を飲むことで，絶え
ず水分を補給します。

E F

「怠惰であるのをやめなさい。不純であるのをやめなさい。互いに非
難し合うのをやめなさい。必要以上に長く眠るのをやめなさい。疲れ
ることのないように，早く床に就きなさい。あなたがたの体と精神が活
気づけられるように，早起きをしなさい。」

― 教義と聖約 88：124

プランナーに記録する

– 自分の好きな健康的軽食

– リラックスする夕べの日課

– 健康に関する習慣の改善で見られた進歩

提案と手段 ― 肉体的
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「もし人がわたしのもとに来るならば，わたしは彼らに各々の弱さを
示そう。わたしは人を謙

けん

遜
そん

にするために，人に弱さを与える。わた
しの前にへりくだるすべての者に対して，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

■.少しずつ体重を減らします。体重を減らそうとす
る場合，1 週間に1キロ以上体重を減らさないよう
にし，また水を余分に飲みます。

積極的に運動する

■.意欲がわかないようであれば，運動したくなるよ
うに祈ります。それから，まずは 5 分行えばいいと自
分に言い聞かせます。通常，意欲は行動の後に続き
ます。言い換えると，始めれば，意欲はわいてくると
いうことです。

■.運動の効用を思い起こします。免疫力が高まり，
活力が増し，ストレスをよりよく管理でき，気分が改
善され，体重をよりよく管理できるようになった状態

を想像します。あまり運動が好きではない人々でも，
これらの効用にあずかることができます。

■.運動をゲームにします。運動している間，楽しい
奉仕活動を計画したり，認可された音楽に合わせて
運動したり，あるいはお気に入りの伝道の話を同僚
と分かち合ったりします。運動の日時を記録し，運
動の目標を達成したら，自分への褒美として，準備
の日に時間を割いて，公園やレストラン，あるいは店
に行きます。

■.自分が楽しめる（あるいは嫌いな度合いが最も
少ない）運動を見つけます。例えば，認可された音
楽に合わせて早歩きをしたり，同僚と一緒にジョギン
グをしたり，縄跳び，ストレッチ，腕立て伏せ，腹筋
運動，あるいはヨガなどをすることができます。

G

提案と手段 ― 肉体的
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情緒的チャレンジ
に対処するための援助手段

　抑うつ状態あるいは不安のような強い感情は，わたしたちが過度なストレスに苦しんでいることを知
るのに役立ちます。全体的な提案に関して，17－22 ページにある「ストレスに対処するための一般的
な原則」を読んでください。加えて，以下の提案は特殊な感情に関して役に立つかもしれません。

ホームシックになる

■.いつも忙しくします。ホームシックはだれでもなり
ます。特に，家から離れたことがあまりない人の場
合はそうです。しばらくの間は悲しんでもかまいま
せん。しかし，その後は，立ち上がって，忙しくして
ください。ホームシックと戦う最善の方法は，家族
や友人のことを心配したり，自分を憐

あわ

れんだりしな
いようにすることです。そのためには，いつも忙しく
し，ほかの人々に仕えます。

■.荷ほどきをし，落ち着きます。スーツケースから物
を出し入れするような生活をしてはなりません。個
人的な空間を作り上げます。御

み

霊
たま

を感じさせてくれ

る写真をはり，自分が主に仕えたい理由を忘れない
ようにします。古いごみを一掃し，アパートを「自分
のもの」にします。自分の好きな食事を作ります。

■.自分について変わっていないことに関する長いリ
ストを作ります。あなたの人間関係や長所，またたく
さん変わったことがあったとしても依然として変わっ
ていない事柄について考えます。例えば，「自分は
ユーモアのセンスがある。両親から愛されている。
奉仕したい。」家にいたとしても行わなければならな
いことを付け加えます。「自分で決断しなければな
らない。ほかの人と仲良くしなければならない。熱
心に働かなければならない。」

A

29
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■.自分が伝道に出た理由を確認します。意識的に，
伝道を救い主への感謝の贈り物としてささげ，あな
たが受けた祝福を挙げます。面倒見の良い指導者
や愛する人々があなたの奉仕について話してくれた
ことを思い起こします。

■.神権の祝福を求めます。

■.気をそらす写真を取りのけます。御
み

霊
たま

を感じる妨
げとなる，あるいはホームシックを募らせるような写
真や絵は片付けます。宣教師の生活にもっと適応し
たときには，それらの何枚かを取り出してもよいで
しょう。手紙は週に1度だけ書くよう家族に勧めま
す。あなたが，昔のイエスの弟子たちのように，「網」
を捨てて（マタイ4：18－22 参照），御

み

業
わざ

に集中で
きるようにするためです。

■.忍耐します。通常，新しい環境に適応し始めるの
には 6 週間くらいかかります。どのような決定も後
に回し，適応する時間を取ります。目の前のことに着
実に取り組みます。（『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさ
い』120 参照）

落ち込んだり， 
気持ちが沈んだりする

■.精神を高揚させる聖文や物語をもう一度読みま
す。励みになり，精神を高揚させる聖文，個人の経
験，引用文，家族の物語を集めます。これらの記録
を読むときに，自分の名前が用いられていると想像

します。（例：2ニーファイ4 章；モーサヤ 24：13
－14；アルマ 36：3；教義と聖約 4 章；6 章；31
章；箴言 3：5－ 6；ヒラマン 5：12；『真理を守る』
の「逆境」の項。）

■.導きを得るために，祝福師の祝福をもう一度読み
ます。あなたの賜

たま

物
もの

と長所を用いて御業に貢献でき
る方法を見つけます。

■.引き延ばさないようにします。物事を引き延ばすと
落ち込むことがあります。大きな仕事は小分けにし
ます。「今しなければならないのは，　　　である」
あるいは「これを少しの間だけ行って，必要であれ
ば，休憩する」と自分に言い聞かせながら，始めま
す。

■.認可された音楽を聴くか，あるいは歌います。不
安であれば静かで心がなごむ音楽，または気落ちし
ているのであれば明るく陽気な音楽を選びます。

■.反感が募らないようにします。反感を抱いている
ことがあっても，ほかの人を批判したり，責めたりす
ることなく，問題を解決するための助けを求めます。
もしそのことについて話したくなければ，そのことに
反感を抱かないようにします。

■.現実的な目標を設定し，それらの目標を達成する
方法について具体的な計画を立てます。落胆の原因
となっていることに一つずつ取り組みます。落胆は
目標や計画によく反応します。（『わたしの福音を宣
べ伝えなさい』146 参照）

B

「小さな，簡単なことによって大いなることが成し遂げられるのであ
る。……また，ごく小さな手段によって，主は知者を辱め，また多くの
人を救われる。」

―アルマ 37：6 －7

提案と手段 ― 情緒的
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■.コントロールできないことにこだわるのはやめま
す。過去のこと，ほかの人の選択の自由，規則，天
候，官僚機構，文化，自分の限界，あるいはほかの
宣教師の性格をコントロールすることはできません。
自分の行動，人との関係における自分の役割，自分
の現在の選択，自分の態度など，自分が何かできる
ことに心を向けます。

■.日課の中には退屈なものもあるという現実を受け
入れます。人生のすべてに深い意味や喜びがあるわ
けではありません。退屈さに対処するために劇的な
状況や熱狂的なこと，あるいは衝突を生み出さない
ようにします。それよりも，自分の周りにある良いこ
とに感謝し喜びを感じ，自らを改善し人々に仕える
方法を見つけます。

■.楽しいことを見つけます。自分の召しの尊厳を尊
びつつ，ユーモアを再発見し，世界の美を味わい，
人々の思いやりに気づき，御

み

霊
たま

の存在に喜びを見い
だします。

■.祈り，聖文研究，奉仕など，基本的なことを行い
ます。感謝することに集中します。聖文を読むときに
は，自分に最もよく当てはまる部分に心を向けます。
例えば，あなたに完全主義者的な傾向がある場合，
罪人に対する神の怒りに目を向けすぎてはなりません。
（『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさい』ⅷ参照）

■.アルマ 26 章を読み，アンモンは落胆したときに
何を行ったかを見つけます。教義と聖約127：2も
読み，ジョセフ・スミスは落胆しないようにするため
に何を行ったかに注目します。気持ちが沈んでいる
ことで気持ちが沈むという悪循環を生み出してはな
りません。落胆したり，ストレスを感じたり，ホーム
シックになったりするのは普通のことです。ほとん
ど場合，それは一時的なものです。

自己批判的になる

■.自分が正しく行っていることに心を向け，自分と
人を比較することは避けます。過度に高い期待を抱
く人は，弱点や失敗に目を向けすぎる傾向がありま
す。その場合，その人は向上する代わりに，無力感
を抱くことがあります。聖文を読むときに，神から愛
されている僕

しもべ

である自分に最も当てはまる部分に心
を向けます。神を愛し，神に仕えたいと望んでいる
人に対して，神が忍耐と恵み，希望，憐

あわ

れみを示して

C

　「賛美歌は，人を悔い改めと良き行ないへ
と駆り立て，証

あかし

と信仰を強めてくれます。また，
疲れた者を元気づけ，悲しむ者を慰め，そし
て終わりまで耐え忍ぶように励ましを与えて
くれます。」（「大管長会はしがき」『賛美歌』

〔1989 年〕，9）

17 番 恐れず来たれ，聖徒

46 番 主のみ言葉は

52 番 取り巻く闇
やみ

の中を

57 番 主イエスよ，愛もて

59 番 主よ，嵐すさび

114〔英語〕Come unto Him

115〔英語〕Come, Ye Disconsolate

124〔英語〕Be Still, My Soul

129〔英語〕Where Can I Turn for Peace?

78 番 部屋を出る前に

81 番 祈りは楽しき

賛美歌を聴く

提案と手段 ― 情緒的
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おられる証拠を見つけます。（『わたしの福音を宣
の

べ伝えなさい』10－11参照）

■.前向きに自分に話しかけます。21ページの「否定
的な考え方を変える」を参照します。

■.自分の行うことがすべて平均を超えられるわけ
ではないことに気づきます。あなたは向上するため
に今も熱心に働きたいと思っています。しかし，何
かが向上したとしても，時には個人的平均を下回る
結果となることもあります。これが原因で心配するよ
うなことがあってはなりません。

■.楽しいと感じないことやあまり得意ではないこと
を成し遂げたときは，自分を特別にほめます。その
ことに自分が喜びを感じているかどうか，あるいは
そのことを完全に行えたかどうかだけが大切である
と自分に言い聞かせてはなりません。

■.一度に一つか二つの大きな目標に取り組みます。よ
くあることですが，一度にあまりにも多くのことを改善
しようとするのは避けます。このようなことをすると，押
しつぶされて，失敗するという事態を招きかねません。

■.否定的なことではなく，御
み

霊
たま

に耳を傾けます。軽
視，あざけり，怒り，皮肉，不平，批判，中傷の思いが
あるとしたら，それは主から来るものではありませ
ん。そのような思いは締め出します。

■.適切な勧告を求めます。伝道部会長やそのほかの
人に，自分の頑張りは十分か，それとも度が過ぎて
いるか教えてくれるように言い，彼らの勧告を受け
入れます。多くの自己批判的な人々は，この区別を
するのがあまり上手ではありません。

不安になったり， 
ふさわしくないと思ったりする

■.初めてのことに挑戦する場合，初心者であること
を楽しみます。専門家であることは期待されていま
せん。好奇心があり，興味があり，謙

けん

遜
そん

であり，行お
うという意欲があれば十分です。楽しむことです。

■.自分にできることを楽しげに行い，後は神にお任
せします。宣教師は，ほかの宣教師の方が成功して
いるように見えるとき，自分のことを役立たず，ある
いは恥ずかしいと思うことがあります。自分のこと
を疑ったり，自分をほかの人と比較するようサタンに
誘惑されたら，これは神の業であり，神は弱い者や
純朴な者を選んで御

み

業
わざ

を行われるということを思い
出します。神があなたを選ばれたのです。神を信頼
しましょう。神はあなたを信頼しておられるのです。

■.成功を思い描きます。心配することは，心の中で
失敗を練習する方法となることがあります。うまく行
かないことの練習をしたり，「もしもという仮定」に
ついて絶えず心配したりするのではなく，心の中で
肯定的な結果を想定し，そのような結果を得るため
の計画を立てます。それから，物事が自分の希望す

D

「わたしたちが意気消沈して，まさに引き返そうとしたときに，見よ，主
はわたしたちを慰め，『……忍耐して苦難に耐えなさい。そうすれば，
あなたがたに成功を得させよう』と言われた。」

―アルマ 26：27

プランナーに記録する

– 好きな聖句

– 達成したい目標

提案と手段 ― 情緒的
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るように運ばない場合，挫
ざ

折
せつ

から学び，前進する自
分を想像します。

■.コントロールできないことをコントロールしようと
しないでください。コントロールできないことをコン
トロールしようとすると，余計に自分をコントロール
できなくなり，ますます不安になります。自分で何と
かできることに精力を集中します。

■.「起こる可能性のある最悪の事態は何か」と自問
します。起こる可能性のある最悪の結果が，自分で
何とか耐えられるもの，あるいは救い主の助けがあ
れば克服できそうなものであれば，恐れることなく
前進します。

■.とても焦る傾向があるとしたら，ペースを 10 パー
セント落とすようにします。穏やかになれば，もっと
効果を上げることができます。

■.奉仕します。同僚や求道者，会員，隣人，あるい
は貧しい人や助けの必要な人に奉仕するとき，自分
のことをあまり考えなくなり，もっと幸せになります。
（『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさい』168－169 参照）

いらいらしたり， 
怒ったりしやすい

■.脳に休息を与え，気持ちを切り替えます。論理的
に考え，適切な判断を下す機能を有する部分の脳
は，怒りをつかさどる部分の脳よりも動きがゆっくり
しています。数分間，その状況から離れ，深呼吸を
して，論理的思考を処理する脳に時間を与えます。

■.怒りを募らせないようにします。人は，ほかの人を
(1) 威

い

嚇
かく

的，(2) 不公平，もしくは (3) 失礼と考えると
き，怒りを感じやすくなります。その場合，その人の
行動についてもっと寛大な解釈ができないか考えま
す。例えば，恐らく，その人は疲れている，十分な情
報が与えられていない，精神的に不安定である，あ
るいは自分としては助けているつもりであるのかも
しれません。怒りをあおらないような選択をします。

■.穏やかで，好奇心を持ち，哀れみ深くあります。
ほかの人が考えていることや感じていることに関心
を持ちます。質問をし，注意深く耳を傾け，相手に自
分がそれを聞いてどう思っているかを伝え，自分の
理解が正しいかどうか尋ねます。間違っていたら，
もう一度聞き直します。

■.ほかの人や自分を責めたり，辱めたりする傾向に
屈しないようにします。代わりに，問題は何かを突き
とめ，だれのせいかとは考えず，その問題を解決する
ために相手に助けを求めます。

■.関係を修復するために，進んで謝罪し，自分にで
きることは何か尋ねます。謝罪は霊的な力のしるし
であり，弱さのしるしではありません。

■.ほほえみ，進んで自分を笑い飛ばします。怒って
いるときの自分がどんな顔をしているか，鏡で見てみ
てください。

■.自分が怒りを感じやすい人に仕えます。次の救い
主の勧告を応用します。「あなたがたの敵を愛し，
あなたがたをのろう者を祝福し，あなたがたを憎む
者に善をなし，あなたがたを不当に扱い迫害する者
のために祈りなさい。」（3ニーファイ12：44）

■.自分自身を大切にします。きちんと食事を取り，眠り，
運動し，不満に対処するためのさらに多くの情緒的援助
手段が与えられるよう祈っているかどうか確認します。

疲れを感じたり， 
やる気にならなかったりする

■.自分の長所に心を向けます。あなたは伝道するに
当たって，どのような特質，才能，経験，ならびに賜

たま

物
もの

を与えられているでしょうか。今週，それらの長
所を創造的な方法で活用するにはどうすればよいで
しょうか。自分の長所がなかなか見つからない場合
は，ほかの人に助けを求めます。

■.一度に一つずつこなします。自分にこう言い聞かせ
ます。「今しなければならないのは，　　　である。」

E

F

提案と手段 ― 情緒的
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■.楽しみます。召しの威厳を尊びつつ，自分なりに
おもしろい目標を立て，目標の達成をゲーム化しま
す。創造性を働かせ，成功したら自分自身に祝いの
言葉を述べます。

■.一度にあまりにも多くの個人的な目標を立てすぎて押
しつぶされることのないようにします。一度に立てる個人
的な目標は，一つか二つにします（例えば，もっと明るくな
る，または整理整頓を心がけるなど）。完全は期待しませ
ん。嫌なことがあった日に立ち直る方法についても計画し
ます。変わりたい理由をしばしば何度も思い起こします。

■.自分の目標を同僚や伝道部会長に知らせます。そ
うすることで，支援と有益なアイデアを提供してもら
うことができます。

■.意欲は行動の後に続くことに気づきます。たいて
い，始めることがいちばん難しいものです。やりた
くなくても始める必要があるときは，自分にこう言い
聞かせます。「とにかく10 分やってみよう。」始めた
ら，意欲がわいてきます。

故郷の愛する人々について 
心配する

■.教義と聖約 31：1－ 6 を学びます。教会初期の
時代から，宣教師は召されてきましたが，その際，困
難な状況での愛する人との別れは付き物でした。奉
仕の祝福が聖別されて，愛する人々の益となるよう祈
ります。心を尽くして主に仕えることによって，彼ら
を尊びます。御自身の時期と御

み

心
こころ

に応じて，彼らと
あなたを祝福してくださる主を信頼します。

■.毎週，家族に手紙を書きます。自分の証
あかし

や有意義
な経験，エピソードを紹介します。自分の生活に主
の御

み

手
て

を目にしたときは，その度に家族に伝えます。
家族のために祈ります。誕生日や特別な行事を忘れ
ないようにします。

■.何らかの試練があなたの愛する人々に降りかかる
可能性があることを考えておきます。試練のほとんど
は，あなたが専任宣教師として奉仕しているか否か
にかかわらず起こります。あなたの愛する人々は選択
の自由があり，あなたを心配させる決定を下すことも
あります。あなたが家にいるときに指導者，あるいは
仲裁者的な役割を果たしていたのであればなおさら
です。彼ら自身の力で試練を乗り越えることで，その
人生に祝福がもたらされる可能性があります。彼ら
の選択を尊重し，あなたの愛と確信を伝え続けます。

孤独感を抱く

■.ほかの人について好奇心を持ちます。孤独感を抱
いたときの対処法についてほかの人に尋ねます。彼
らの経験や気持ちについて尋ねることにより，彼ら
のことをさらに深く理解するようになります。

■.もっと分かち合います。自分のことをだれも知ら
ず，自分の真の姿を評価されていないと感じるとき
に，わたしたちは孤独感を抱きます。

■.日記を書きます。自分自身は理解していると感じ
るだけでも助けになります。

■.自分なりに「孤独感」の意味を明らかにします。
自分の場合，どのような感情，考え，行動がその気
持ちに伴うか明らかにします。それから，これらに
個別に注意を向けます。

G

H

「したがって，親愛なる兄弟たちよ，わたしたちの力の限りすべてのこと
を喜んで行おう。そして願わくは，その後，わたしたちがこの上ない確
信をもって待ち受けて，神の救いを目にし，また神の腕が現されるのを
見ることができるように。」

― 教義と聖約 123：17

提案と手段 ― 情緒的
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社会的チャレンジ
に対処するための援助手段

　人間関係はストレスの原因ともなれば，ストレスに対処するためのすばらしい援助手段ともなります。
過度なストレスを受けることで，人間関係に支障を来

きた

すことがあります。良好な人間関係を築くための
以下の提案を検討します。ほかのアイデアに関して，17－22 ページの「ストレスに対処するための一般
的な原則」の項も参照します。

知らない人と話す

■.自分の長所を見つけ，活用します。人と話すこと
で励まされる人もいれば，疲れる人もいます。どちら
のタイプの人も優れた宣教師になることができます。
知らない人と話すと疲れ切ってしまうタイプであって
も，あきらめずに努めて話すようにします。あなたに
は伝道活動に貢献するためのほかの長所がありま
す。例えば，よく知っている人と良い友人になる，創
造的なアイデアが浮かぶ，人を見抜く力がある，上手
に計画が立てられるなどの能力がそうです。あなた
は，相手から好かれているのに，好かれていないと
思い込むことがあるかもしれません。霊感を求め，

御
み

霊
たま

のささやきに耳を傾けます。自分の長所を活用
して主に仕えることができるように，また宣教師とし
て身近な存在であるキリストの特質をもっと身に付
けることができるように，御霊の助けを受けるためで
す。あなたは自分自身ではなく，イエス・キリストを
代表しているのです。

■.霊感に基づく質問をすることを学びます。ほかの
人の話を誘う質問の仕方を学び，練習します。彼ら
の仕事や趣味，家族，あるいは経歴について尋ねま
す。彼らが最も大切にしていること，切に望んでい
ること，あるいは心配していることについて尋ねま
す。機会あるごとに，その人に関係のある福音の原

A
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則について証
あかし

します。心からの関心を示します。質
問された場合，彼らの必要とあなたのメッセージか
ら焦点がずれないようにして，それに喜んで答えま
す。（『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさい』183－184
参照）

■.ほかの人の注意を引く簡単な方法を見つけます。
ほほえむ，相手の目を見る，手を振る，あいさつする，
ほめる，あるいは「だれが」「何を」「いつ」「どこで」
「なぜ」あるいは「どのように」で始まる質問をする
ように努めます。

■.会話の終わらせ方を学びます。ふさわしいと感じ
たことについて話し合い，友人を紹介するようお願
いした後で，次のように言うようにします。「あなた
とお会いできて（あるいは，お話できて）うれしかっ
たです。そろそろ　　　　（行かなければ，仕事に
戻らなければ，バスに乗らなければ，スミス兄弟を
見つけなければ）なりません。またお会いしましょ
う。」

■.集会に出席する度に，一人の新しい人と知り合い
になるという目標を立てます。その人の名前を最初
の1分間，そして会話を終えるときに使います。忘
れないようにその名前を書き留めます。

■.ディストリクト・ミーティングで練習します。この
集会は，人の話に耳を傾け，質問をするといった社
会的な技能を練習するのに最適の場です。

■.意見を言ってもらいます。だれもが皆，人の気持ち
や考えを上手に「読む」ことができるわけではあり
ません。ほかの人がどのようなときに不快に感じる
か，あるいは興味を失うか，あなたは気づきにくいと
言われた場合，同僚に助けを求めます。

■.たとえそう感じていなくても，自信があるように
振る舞うことを善しとします。ヒンクレー大管長が
父親から受けた助言は，あなたにも当てはまります。
「自分を忘れて伝道しなさい。」（「世の人々への宣
言」『聖徒の道』1987年 11月号，6）そうするには，
自分の能力に対する不安をはねのけ，人に仕え，福
音を宣べ伝える自分の召しに焦点を当て直す必要が
あります。

■.ほかの人を助け，教え導き，仕えることに心を向
けます。ほかの人の必要に注意を向けると，自分の
必要や力不足があまり気にならなくなります（モー
サヤ 2：17 参照）。

独りになりたいと思う

■.手紙を書いたり，祈ったり，読んだり，計画したり
することで，時々，自分だけの空間を作ります。いつ
も同僚と一緒にいる必要はあるものの，しばらくの
間，目を閉じて，じっとしていることはできます。

■.少しの時間静かに考えさせてくれるよう率直に頼
みます。自分は気分を害していないことを伝えて，同

B

「わたしは神にあって自分の喜びを誇るほどまでに，今喜びに浸り切っ
ている。神は，一切の権威とあらゆる知恵，あらゆる理解を備えておら
れる。神はすべてのことを悟っておられる。神は憐

あわ

れみ深い御方であ
り，悔い改めて神の御

み

名
な

を信じる人々に救いを与えてくださる。さて，も
しこれが誇っていることになると言うのであれば，わたしはこれからも
このように誇ろう。この御方はわたしの命，わたしの光，わたしの喜び，
わたしの救いであり，またわたしを永遠の苦悩から贖

あがな

ってくださる御方
である。まことに，……わたしの神の御名がほめたたえられるように。」

―アルマ 26：35 － 36
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僚を安心させます。引き続き，同僚関係の維持に努
め，思いやりをもって意思の疎通を図ります。

■.一日を分割します。1 種類の活動を一度にあまり
にも長い間行ってはなりません。活動の種類に変化
を持たせます。自分が計画した活動の中に，静かに
過ごし，感謝を述べる時間を少し組み込みます。そ
れからまた働きます。

同僚と率直に意見を交換する

■.まずよく聞きます。だれかと7日間，毎日24 時
間，一緒に暮らしたら，わずらわしさを感じる事柄に
幾つか気づくでしょう。二人は育った環境が異なっ
ており，何が適切か，あるいは何が普通かに関する
期待や「ルール」も違います。自分にとってはそう
でなくても，同僚にとっては，同僚のあらゆる行動が
完全に妥当なものなのです。同僚関係を評価する
ときに，質問をし，注意深く耳を傾けることで，同僚

の物の見方についてもっと多くのことを発見します。
（『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさい』.185－186 参
照）

■.相手を尊敬しつつ，何に悩まされているか説明し
ます。こちらが批判的であったり怒っていたりする
と，同僚は，協力的というよりはむしろ防衛的になる
可能性があります。同僚の行動を批判するのではな
く，あなたの抱えている問題やあなたが必要として
いる事柄について説明します。例えば，こう言いま
す。「わたしは汚いお皿がほんとうに嫌いなの。で
も，自分一人でお皿を洗うのも嫌だなあ。この家事
を分担する方法を二人で考え出せるかしら。」または
こう言います。「あなたが黙っているから，わたしに
怒っているんじゃないかと心配なの。何を考えてい
るのか，教えてもらえない？」

C

自分が仕える人々の文化，歴史，生活様式に
ついて好きになってきていること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リストを作る
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「したがって，わたしの愛する同
はら

胞
から

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愛で満たされるよ
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い。
また，御子が御自身を現されるときに，わたしたちはありのままの御

み

姿
すがた

の御子にまみえるので，御子に似た者となれるように，またわたし
たちがこの希望を持てるように，さらにわたしたちが清められて清い
御子と同じようになれるよう，熱意を込めて御父に祈りなさい。」

― モロナイ 7：48

■.率直であり，思いやりを持ちます。否定的な決め
つけや裁きは避けます。同僚の失敗を並べ立てて
自分の立場を擁護することはしません。怒っていな
い，あるいは自己憐

れん

憫
びん

の雰囲気でもない，落ち着い
た雰囲気を保つように努めます（エペソ4：29－32
参照）。

■.気分を害しません。失礼な言い方をされても，自
分が示せるかぎり寛大かつユーモアをもって提案を
受け入れます。

■.同僚をしばしばほめます。感謝している事柄につ
いて，同僚にお礼の言葉を伝えます。

■.自分の改善点について同僚から指摘してもらい
ます。また，自分の弱点を理解できるように主に助
けていただきます（エテル12：27 参照）。

■.毎日，同僚に何か善いことをします。昼食を作る，
話をよく聞く，靴を磨く，ベッドを整える，ほほえみか
ける，タオルを干す，皿を片付ける，同僚の両親に感
謝の手紙を書く，シャツにアイロンをかける，同僚を
ほめるなど。

人々を愛する

■.自分が仕える人々の文化，歴史，生活様式につい
て学びます。自分が好きなことや感謝していること
のリストを作ります。

■.慈愛の賜
たま

物
もの

を祈り求めます。「熱意を込めて」（モ
ロナイ7：48）祈ります。神が御覧になるように人々
を見ることのできる目を願い求めます。

■.教会員や求道者，その他の人々に仕えます。彼ら
の行動をもっと理解できるようになるまで，彼らの生
活や信仰，経験について質問をします。

■.人々のために祈ります。祈りの中に自分を拒否し，
傷つけた人を含めます（3ニーファイ12：44 参照）。

伝道主任と良い関係を持つ

■.謙
けん

遜
そん

になります（教義と聖約 112：10 参照）。謙
遜はすべての徳の源泉です。指導者からあなたの
改善点について提案してもらいます。勧告を快く受
け入れ，彼らにあなたを当てにしてもらってよいこと
を知らせます。口頭と書面の両方で，指導者の奉仕
に感謝します。（『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさい』
120－121参照）

■.指導者やトレーナーに援助と忍耐を要請します。
宣教師の中には，人から指図されることに慣れてい
ないために，権能を与えられている人を信頼しない，
あるいは指示を受け入れるのが難しい人がいます。
同世代の指導者に対して競争意識を持つ宣教師も
います。このような問題がある場合は，指導者に知
らせます。へりくだり，よく従えるように祈ります。

D

E
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■.指導者のために祈ります。特にあなたが親しみを
感じていない人のために祈ります。

■.指導者も人間であることを理解します。指導者は
ほかの人よりもはるかに優れていると思っていると，
彼らが間違いを犯したとき，短気を起こしたとき，判
断力が劣っているとき，あるいは自分を誤解したとき
に，がっかりして批判的になります。不完全なのは
当然のことと考え，肯定的な特質を見つけます（モ
ルモン 9：31参照）。

■.指導者の長所と誤りから学びます。見習いたい特
質，あるいは自分が指導的な立場に立ったときには
避けたい特質のリストを作ります。

性的な感情や恋愛感情に 
対処する

■.自制心を身に付けます。性や恋愛に関する思いや
感情は，正常で，神から与えられたものです。わた
したちの関係や行動を宣教師であるわたしたちのた
めに主が定められた範囲内に抑えるとき，わたした
ちは力を増し加え，大きな祝福を受けることができ
ます。そうするための意欲を，よく祈り，教義と聖約
121：45；1コリント9：24－27；モーサヤ 3：19；
アルマ 38：12を研究することによって培います。
「徳」，「自制」，「節制」という言葉を『聖句ガイド』
や教会機関誌などで調べます。これらの特性を伸
ばすときに現在と未来にわたってもたらされる祝福
と利点をリストにします。

　思いを置き換えます。性や恋愛に関する思いや感
情にとらわれることのないように，気を紛らわし，リ
ラックスし，ほかのことに没頭します。賛美歌を歌
います。聖句を覚え，それを暗唱します。自分が感
謝していることに心を向けます。その日の計画につ
いて考えます。運動をします。働くことを再度決意し
ます。楽しい時間を過ごし，創造的になります。

■.誘惑を避けます。誘惑に駆られる場所や環境，会
話，あるいは人々を避けます。挑発的な画像や考え
にさらされた場合，その状況にいつまでもとどまるよ
うなことがあってはなりません。思いを別の方向に
向け，その状況からできるだけ早く逃れます。（『わ
たしの福音を宣

の

べ伝えなさい』118－119 参照）

■.希望と信仰をもって続けます。あなたが性的な感
情の適切な処理に苦しんでいる場合も，主は，それ
でもあなたを愛しておられ，そのことをあなたに知っ
てほしいと望んでおられます。自分はふさわしくない
という気持ちで，神との関係を断つようなことがあっ
てはなりません。あなたがこのような感情の処理に
苦しんでいても，主があなたを拒まれるようなことは
ありません。だれよりも，主はあなたが経験してい
ることを理解し，あなたが誘惑と戦い，過ちから学
び，悔い改めようと努力していることを評価しておら
れます。伝道部会長に助言を求め，これらのチャレ
ンジを克服する努力を続けます。（『わたしの福音を
宣べ伝えなさい』116－117 参照）

■.過度の空腹や孤独，疲労，退屈，あるいはストレ
スに気をつけます。これらのことはすべて，誘惑へ
の抵抗力を弱める原因となりかねません。軽食を
取ったり，伝道活動を少し休むか活動の内容を変え
るかしたり，楽しい会話をしたり，リラックス体操を
行ったりします。

■.安全を確保します。必ず同僚とともに行動し，絶対
に異性の会員と二人だけになってはいけません。だ
れかに特別な感情を抱いていると感じたら，伝道部
会長と連絡を取り，助言を求めます。だれかが自分
の気を引こうとしていることに気づいたら，同僚に助
けてもらいます。伝道部会長に電話し，自分が感じ
ていることを知らせます。

■.断食し，理解と力を祈り求めます。断食するとき
は，霊的な力を得るために，しばらくの間，正常で
健全な飢えを顧みず，自制心や，飢えている人への

F
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共感，御
み

霊
たま

に対する感受性といった能力を伸ばしま
す。これらの同じ能力の助けにより，正常で健全な，
性的な感情や恋愛感情をはねのけることができま
す。断食したからといって，性的な感情がなくなる

わけではありません。しかし，毎月の断食により，こ
れらの感情に適切に対処する力，自覚，意欲がわい
てくることでしょう。（『わたしの福音を宣

の

べ伝えな
さい』93－ 95 参照）
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知的チャレンジ.
に対処するための援助手段

　知的チャレンジはわたしたちに異なる影響を及ぼします。わたしたちの能力と必要な能力の差を埋
めてくださる主を信頼するなら，わたしたちが持っている能力は神の業を成し遂げるのに十分です。以
下の提案は幾つかの問題の解決に役立つかもしれません。ほかのアイデアに関して，17－22 ページの
「ストレスに対処するための一般的な原則」の項も参照します。

言語を学ぶ

■.『わたしの福音を宣
の

べ伝えなさい』第 7 章を研究
します。よく祈って，この章「伝道地で使用される言
語を習得するにはどうしたらよいでしょうか」を応用
します。

■.熱心に勉強し続けます。あなたが主の望んでおら
れることを成し遂げるために必要であるので，主は
必ずあなたに異言の賜

たま

物
もの

を祝福してくださいます。
覚えておいてください。新しい言語を完璧に操れる
ようになる宣教師はほとんどいません。主はあなた
を御存じであり，あなたを召されました。そして，あ

なたの能力を使ってほかの人を祝福されます。主は
あなたの弱点を補ってくださいます。あなたが持っ
ているすべての賜物をささげてください。

■.新しい言語を楽しみます。自分自身に専門的な能
力を期待しなければ，新しい言語を話すのは容易に
なります。

目標と計画をいつも整理する

■.『わたしの福音を宣べ伝えなさい』で紹介されて
いるスケジュールを立てるためのツールを利用しま
す。第 8 章「時間を賢明に使うにはどうしたらよい

A

B
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■.一日の計画を立てるのに，自分にできることをす
べて行った後は主にお任せします。自分でできるだ
け完全に計画を立てた後は，物事がうまく運ぶよう
主に助けていただきます。柔軟性を持ち，御

み

霊
たま

の導
きにすぐ応じます。

でしょうか」を学びます。これらのツールは，宣教
師のために細心の注意を払って開発されました。あ
なたの目的を達成するのに役立つことでしょう。一
度に一つのことに心を向け，精神的に押しつぶされ
ないことです。

■.自分の記憶だけに頼ることはしません。名前や住
所，訪問の約束，レッスンプラン，目標を書き留めま
す。大切なことに関しては，思い出せるようにメモを
ドアや冷蔵庫，ベッドのそば，あるいはプランナーに
はります。

■.次の日に必要とする物をすべて，寝る前に，特定
の場所に置きます。こうすれば，何かを忘れるという
心配がありません。大切なものはいつも同じ所に置
きます。こうすることで捜す手間が省けます。

■.気を散らされたら，思いやりを持ちながらも確固
として，本来の仕事にもう一度注意を向けます。必
要となる度に，そうします。

「わたしたちは主が御自身の僕
しもべ

の行動に関して定められた標準を下
げるべきではありませんが，同時に，上げるべきでもありません。…
…自分自身あるいはほかの人に対して，主が定めれらた標準よりも高
い標準を設けるようなことがあってはなりません。」（“Perfection, 
Perceptions, Pressures, and Principles”〔プロボ宣教師訓練
センターディボーショナル，2002 年 3 月19 日〕，2 － 3）

― セシル・O・サミュエルソン・ジュニア

プランナーに記録する

– 少ない時間を懸命に使う方法

– 準備の日の計画

– 名前，住所，訪問の約束，レッスンプラ
ン

す。大切なことに関しては，思い出せるようにメモを
ドアや冷蔵庫，ベッドのそば，あるいはプランナーに

次の日に必要とする物をすべて，寝る前に，特定
こうすれば，何かを忘れるという

心配がありません。大切なものはいつも同じ所に置

気を散らされたら，思いやりを持ちながらも確固
必
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ほかの人のように 
賢く有能だと感じない

■.読んだり，学んだり，覚えたりするのが難しい場
合は，自分に忍耐します。最初はしばしば短い休憩
を取り，その後次第に，一度に数分ずつ学ぶ時間を
長くしていきます。忘れないようにするため，読んだ
内容についてメモを取ります。助けになるようであれ
ば，声に出して（あるいは静かに）それを読みます。
次の方法で暗記するように努めます。（1）声に出し
て繰り返します。（2）何度も読んだり，書いたりしま
す。（3）動き回ったり，演じたりするという方法で学
びます。どの方法が自分にとって最も効果的か確か
めます。ほかの長所，例えば，見込み求道者と接触
する，地図を見て道案内をする，人を楽しい気持ちに
させるなどの長所を活用します。

■.間違いを犯しても，ユーモアのセンスを持ち続け
ます。もう一度試みます。

■.弱点の中に長所を見いだします。弱点の中から，
思いやり，共感，忍耐，謙

けん

遜
そん

，主への信頼などの長
所を学ぶことがあります。（すぐに気が散るといっ
た）弱点が（ほかの人は見過ごすようなことに気づく
といった）長所を伴うこともあります。弱点から出る
長所を見つけます。

■.ほかの人の能力に対して嫉
しっ

妬
と

心を抱くようであれ
ば，もう一度，自分の個人的な使命に心を向けます。
自分の長所を伸ばし，その長所を御

み

業
わざ

にささげるこ
とに力を注ぎます。これこそがあなたの使命です。
（『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさい』.10－11参照）

C
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霊的チャレンジ.
に対処するための援助手段

　宣教師の間で，過度のストレスを受けたときによくある反応は，自分の証
あかし

の強さ，あるいは福音の真実
性について疑問を抱くことです。このような葛藤は，しばしば，証の不足というよりはむしろ過度のスト
レスに対処するための援助手段が不足していることに起因します。このような問題がある場合は，以下
の提案の中から自分に合っていそうなものを試します。 17－22 ページの「ストレスに対処するための
一般的な原則」の項も参照します。

証を強めることを学ぶ

■.疑問を抱くことは健全であることをよく理解しま
す。ジョセフ・スミスは，率直な疑問への答えとして
多くの啓示を受けました。聖文，教師，ならびに理
性は幾つかの問題を解決するのに役立ちます。し
かし，神が実在の御方であり，イエスがキリストであ
り，教会が真実であるという確信は，御

み

霊
たま

を通して
しか得られません。

■.信仰とは何かを理解します。信仰を持つとは，完
全には理解できないとしても，主の完全な慈しみ，

愛，知恵，公正を信頼することです。アルマはこう教
えています。「信仰とは物事を完全に知ることでは
ない。したがって，もし信仰があれば，あなたがた
はまだ見ていない真実のことを待ち望むのである。」
（アルマ 32：21）信仰を持つために「完全に知る」
必要はありません。信仰を築く助けとして，アルマ
32 章を学びます。（『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさ
い』116－117 参照）

■.忍耐します。今は分かりづらい幾つかのことが分
かるようになるのに，時間と経験が助けとなります。
ニーファイがこう断言したことを思い出します。「わ

A

45
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たしは，神がその子供たちを愛しておられることは
知っていますが，すべてのことの意味を知っている
わけではありません。」（1ニーファイ11：17）御

み

霊
たま

によって神について真実であると知っていることを
基とします。（『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさい』
120 参照）

■.戒めを守ります。わたしたちは，経験によって主の
教えの価値を学ぶときに主を信頼するようになりま
す。「神のみこころを行おうと思う者であれば，だれ
でも，わたしの語っているこの教

おしえ

が神からのものか，
それとも，わたし自身から出たものか，わかるであろ
う。」（ヨハネ7：17）

悔い改めることができるように
なる

■.伝道部会長に正直に話します。まだ解決していな
い重大な罪を悔い改める必要がある場合，率直か
つ正直に伝道部会長に話します。主はあなたがこれ
らのことをきちんと処理できるよう助けてくださいま
す。

B

「熱心に探し，常に祈り，そして信じていなさい。あなたがたがまっす
ぐに歩み，互いに交わした聖約を思い起こすならば，万事があなたが
たの益となるようにともに働くであろう。」

― 教義と聖約 90：24

提案と手段 ― 霊的
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■.悔い改めた後，自分を赦
ゆる

します。あなたが悔い改
めた後，依然として，罪悪感と恥ずかしさを抱いてい
るとしたら，だれもが過去の罪や過ちを悔やむもの
であるということを思い出してください。キリストの
贖
しょく

罪
ざい

は十分であり，あなたにとっても例外でないこ
とに信頼を置くことです。悔い改めは単なる代

だい

替
たい

案
ではないということを覚えておきます。悔い改めは
すべての人のための幸福の計画です。自分がいちば
ん心配していることが，ほんとうに大切なこと（例え
ば，求道者の成長）であって，単なる個人的なプライ
ドの問題（例えば，自分に対するほかの人の思い）
ではないということを確認します。

■.告白の役割を理解します。神権指導者があなた
の告白は十分であると確認した後でも，比較的軽い
罪を告白したり，繰り返し告白しなければならないと
感じているとしたら，告白の解釈が適切ではないか
もしれません。過去の罪について後悔の念や悲し
みを感じ続けることは普通のことですが，だからと
いって，もう一度告白する必要があるということでは
ありません。ほかの活動を行ってそのような思いか
ら自分を気持ちをそらし，よく考えたうえで，主の赦
しを信じるという選択をします。不安になったり，恥
ずかしくなったりするという誘惑をはねのけます。

■.苦しみが続くようであれば，伝道部会長に話しま
す。

心を込めて祈ることを学ぶ

■.たとえささやくような声であっても，声に出して祈
るよう努力します。自分の質問または心配事を書き
出すことによって，祈りに備えるよう努力します。主
が近くにおられる状況を思い浮かべます。今

きょう

日神の
ために自分は何ができるか，神に伺います。その後，
心に浮かんだ考えに従って行動します。時々，神が
祝福として授けてくださった多くの良い事柄につい
て神に感謝だけの祈りをささげます。

■.『わたしの福音を宣
の

べ伝えなさい』の「信仰をもっ
て祈る」の項を学びます。 93－ 95 ページにあるこ
の項には，祈りに関する提案が記されています。

聖文を愛することを学ぶ

■.聖文を理解し，楽しむための助けが得られるよう
具体的に祈ります。学習時間の一部を使い，自分の
気持ちや反応，学んだこと，あるいは自分が受けた
霊的な印象を書き留めます。

■.『わたしの福音を宣べ伝えなさい』の「研究のため
のアイデアと提案」をもう一度読みます。 22－24
ページにあるこの項には，さらに実り多い聖文研究
の提案が記されています。

C

D

静まれ，わが魂よ。神は，昔のように，

未来を導かれる。

希望も確信も揺らがぬように。

不可解なこともいずれ明らかとなる。

静まれ，わが魂よ。主の統治の御
み

声
こえ

を，

波や風は今も覚えている。

― Hymns,〔英語〕124 番

提案と手段 ― 霊的
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　以下のページにある聖句を学び，神は慰めと助けを与えてくださるという信仰を深めます。救い主を覚えると
き，あなたは「御子の御

み

霊
たま

を受け」ることができます（教義と聖約 20：79）。

イザヤ 41：10 「恐れてはならない，わたしはあなたと共にいる。驚いてはならない，わたしはあな
たの神である。わたしはあなたを強くし，あなたを助け，わが勝利の右の手をもっ
て，あなたをささえる。」

ヨハネ14：27 「わたしは平安をあなたがたに残して行く。わたしの平安をあなたがたに与える。
わたしが与えるのは，世が与えるようなものとは異なる。あなたがたは心を騒がせ
るな，またおじけるな。」

2 テモテ 1：7 「というのは，神がわたしたちに下さったのは，臆する霊ではなく，力と愛と慎みと
の霊なのである。」

1 ニーファイ 1：20 「主の深い憐
あわ

れみは，信仰があるために主から選ばれたすべての者のうえに及び，こ
の人たちを強くして自らを解放する力さえ与える……。」

ヤコブ 3：1 「神は苦難のときにあなたがたを慰めてくださる。また，あなたがたのことを弁護し
てくださり，あなたがたを滅ぼそうとする者たちに罰を下される。」

ヤコブ 4：7 「主なる神はわたしたちの弱点を示される。それは，このようなことを行う力がわた
したちにあるのは，神の恵みと人の子らに対する神の大いなるへりくだりによると
いうことを，わたしたちに分からせるためである。」

モーサヤ 4：27 「これらのことはすべて，賢明に秩序正しく行うようにしなさい。人が自分の力以上
に速く走ることは要求されてはいないからである。」

モーサヤ 24：13 －14 「あなたがたの頭を上げて喜びなさい。わたしは，あなたがたがわたしと交わした
聖約を知っている。わたしは自分の民と聖約を交わし，その民を奴隷の状態から救
い出す。 またわたしは，あなたがたの肩に負わされる荷を軽くし，あなたがたが奴
隷の状態にある間，あなたがたの背にその荷が感じられないほどにしよう。わたし
がこのようにするのは，あなたがたがこの後，わたしのために証人になれるように
するため，また主なる神であるわたしが，苦難の中にいる自分の民を訪れるという
ことを，あなたがたが確かに知ることができるようにするためである。」

アルマ7：12 「神の御子は，肉において御自分の心が憐れみで満たされるように，また御自分の
民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように，
彼らの弱さを御自分に受けられる。」

聖文関連資料

提案と手段 ― 霊的
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アルマ 26：27 「わたしたちが意気消沈して，まさに引き返そうとしたときに，見よ，主はわたしたち
を慰め，『……忍耐して苦難に耐えなさい。そうすれば，あなたがたに成功を得さ
せよう』と言われた。」

アルマ 38：5 「神を信頼すればするほど，あなたはそれだけ試練や災難や苦難から救い出され…
…。」

エテル12：27 「もし人がわたしのもとに来るならば，わたしは彼らに各々の弱さを示そう。わたし
は人を謙

けん

遜
そん

にするために，人に弱さを与える。わたしの前にへりくだるすべての者に
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。」

教義と聖約 6：32 － 36 「まさにそのようにわたしはあなたがたの中にいるのである。……それゆえ，小さ
い群れよ，恐れてはならない。善を行いなさい。この世と地獄をあなたがたに対し
て連合させなさい。あなたがたがわたしの岩の上に建てられるならば，それらは打
ち勝つことができないからである。見よ，わたしはあなたがたを罪に定めない。…
… あらゆる思いの中でわたしを仰ぎ見なさい。疑ってはならない。恐れてはなら
ない。」

教義と聖約 58：2 － 4 「艱
かん

難
なん

の中で忠実な者の受ける報いは，天の王国においてもっと大きい。あなたが
たは，この後に起こることに関するあなたがたの神の計画と，多くの艱難の後に来
る栄光を，今は肉体の目で見ることができない。多くの艱難の後に祝福は来る。」

教義と聖約 122：7 － 9 「これらのことはすべて，あなたに経験を与え，あなたの益となるであろう。人の子
はこれらすべての下に身を落とした。……それゆえ，あなたの道に踏みとどまりな
さい。」

Bible Dictionary， 
“ Fear ”（恐れ）の項

「アダムの罪がもたらした最初の結果は，アダムが恐れたことである（創世 3：
10）。……アダムの堕落以来，神は人に，恐れることなく，忍耐をもって，必ず受ける
という十分な確信をもって赦

ゆる

しを求めるようにと教えてこられた。」

そのほかの聖文関連資料
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御
み

霊
たま

に頼ることを学ぶ

■.忍耐をもって練習します。御霊の声を認識する方
法を学ぶことは，言語を学ぶことによく似ています。
練習と忍耐，謙

けん

遜
そん

，あきらめることなく間違いから学
ぶ意欲が求められます。

■.総大会から学びます。個人の啓示をはぐくむ方法
に関するアイデアについて，同じテーマの総大会の
説教を学びます。

■.『わたしの福音を宣
の

べ伝えなさい』を学びます。
96－ 99 ページには，御霊を認識し，御霊に頼るこ
とに関する追加の提案と洞察が記されています。

E

提案と手段 ― 霊的
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宣教師への備え..
宣教師の生活に適応する
　この章はあなたが MTCに入る前に受け取った資料のまとめです。

新しい宣教師は，家族や友人と別れ，伝道に出
る前にやっていたことを幾つかやめるときに，

ある程度のストレスあるいは戸惑いを経験するもの
です。転任や新しい同僚，新しい割り当てといった
通常の移行にも，ある程度の適応が必要となりま
す。自らの生活をもっと完全に救い主にささげるこ
とで様々な祝福に気づくようになりますが，その間，
忍耐強くあってください。忘れないでください。こ
の移行の過程で御

み

霊
たま

があなたとともにいてください
ます。また，あなたが新しい宣教師としての責任に
適応できるよう助けてくださいます。

新しい経験に適応する
　新しい状況に足を踏み入れる多くの人と同様に，
宣教師も，MTCに入所するとき，また任地に足を踏
み入れるときに，情緒面の適応という分野で 4つの
局面または段階を経験することがよくあります。

宣教師の生活に適応する ―宣教師への備え
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期待
予想外のことについて

知る
「わたしはできます」 情緒的な自立

試練を熱心に求める
気持ちを感じること
が あ り ま す（1 ニ ー
ファイ 3：7 参照）。

目的意識と天の御父
への忠誠心が強くな
るのを感じることが
あります（3 ニーファ
イ 5：13 参照）。

喜びを感じると同時
に，新しい人々に出会
い，新しい場所を経験
することに期待 感を
抱くことがあります。

故 郷，家 族，友 人 を
思ってホームシック
になり，さらには伝道
に出ようと決 意した
ことに疑 問を抱くこ
とがあります（アルマ
26：27 参照）。

睡 眠 障 が い，食 欲 の
変化，あるいはいらい
らなど，ストレスの肉
体的な兆候に気づく
ことがあります。

自分が伝道の規則と
周囲の期待に批判的
かつ忍耐できないと
分かって驚くことがあ
ります。

教えたり外国語を話
したりする技 術は少
しずつ上達します。

喜んで伝道の規則や
期 待に従 えるように
なります。

「教訓に教訓」を学ぶ
につれて，自分に対し
忍耐できるようにな
りま す（イザ ヤ 28：
10；モーサヤ 4：27
参照）。

ストレスの肉 体 的な
兆候は，たとえあった
としても，次第に消え
てなくなります。

決められた毎日の務
めを 気持ちよくこな
せるようになります。

個人として強くなり成
長していることが分
かります。

日々少しずつ成 長し
ていくとはどういう
ことなのか，理解でき
るようになります（教
義と聖 約 98：12 参
照）。

さらに自信を深め，仕
えたいという望みを
増し加えることが で
きます。

1 2 3 4

今できること
■.ほかの人に仕える方法を見つけます。伝道活動は
奉仕の召しです。自分のつらさに目を向けるのでは
なく，思いやりのある言葉，慈愛に満ちた行為，ある
いは友情を必要としている人々に仕えることに心を
向けます。（『わたしの福音を宣

の

べ伝えなさい』168
－169 参照）

■.この調整についてほかの人 と々話します。次のこ
とについて親や神権指導者，あるいは帰還宣教師の
友人と話し合う時間を作ります。

ります。
てなくなります。

今できること
■ ほかの人に仕える方法を見つけます。
奉仕の召しです。自分のつらさに目を向けるのでは
なく，思いやりのある言葉，慈愛に満ちた行為，ある
いは友情を必要としている人々に仕えることに心を
向けます。（『わたしの福音を
－169 参照）

■ この調整についてほかの人 と々話します。
とについて親や神権指導者，あるいは帰還宣教師の
友人と話し合う時間を作ります。

調整の 4 つの段階

宣教師の生活に適応する ―宣教師への備え
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–. 神は人々に自分でできると思う以上のことをする
よう求められることがある。このことについて，
聖典に記されている例から何を学ぶことができ
るか（出エジプト4：10－12；エレミヤ1：6－
9；アルマ17：10－12；26：27；エテル12：23
－27；モーセ 6：31－32 参照）。

–. 決まった時間に寝起きし，常に十分な栄養を摂取
し，定期的に運動をし，個人の祈りをすることは
どうして大切か。

–. 困難な経験をするときに，日記をつけることから
どのような助けが得られるか。

–. 自分を悩ませる思いや感情がなくならないときの
対処法は何か。

■.ロ バ ート・K・ワグ スタッフに よる 記 事
“ Preparing Emotional ly for Missionary 
Service”を読みます（Ensign, . 2011年 3月号，22
－26。 LDS.org にアクセスすればオンラインで閲
覧できます）。

■.天の御父との関係を強めることに心を向けます。
個人の祈り，聖文研究，精神を高揚させる音楽，祝
福師の祝福を読むこと，また自分に合ったそのほか
の方法を通して御父の御霊を求めます。

■.自分やほかの人々に優しくします。自分に語りか
けるときも，救い主がお使いになると思われる，優し
い慰めの言葉を使います。無力感や絶望感，あるい
は容赦ない自責の念は，主から来るものではありま
せん。このことを忘れないようにします。

■.想定外のことが起きることを想定しておきます。
宣教師としての経験は人それぞれに異なります。自
分が計画したとおりに，あるいは自分の理想どおり
に物事が運ぶことはまずありません。自分が何を期
待しているのか吟味することで，喜んで変化を受け
入れやすくなります。

まとめ
　伝道に出るときに，変化を受け入れる準備をして
ください。宣教師としての生活は，恐らく，これまで
のどの経験とも異なるでしょう。しかし，主を信じる
信仰を行使し，自分自身と周囲の人々に対して忍耐
する必要があることを予想するなど，前向きな態度
で臨むならば，主はあなたに報い，祝福してくださる
でしょう。預言者ジョセフ・スミスが人生のきわめ
て困難な時期に受けた次の勧告を思い起こしてくだ
さい。「あなたはこのことを知りなさい。すなわち，
これらのことはすべて，あなたに経験を与え，あな
たの益となるであろう。」（教義と聖約122：7）

忘れないでください。この移行の過程で御
み

霊
たま

があなたとともにいてく
ださいます。また，あなたが新しい宣教師としての責任に適応できるよ
う助けてくださいます。

「そして，あなたがたを受け入れる者がだれであろうと，わたしもそこに
いるであろう。わたしはあなたがたに先立って行こう。わたしはあなた
がたの右におり，また左にいる。わたしの御霊はあなたがたの心の中に
ある。また，わたしの天使たちはあなたがたの周囲にいて，あなたがた
を支えるであろう。」

― 教義と聖約 84：88

宣教師の生活に適応する ―宣教師への備え
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