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拝啓

宣教師候補者が専任宣教師としての奉仕に備えるのを助けてくださる皆さんの働きに心から感謝して 

います。皆さんの取り組みは，困難も伴う宣教師としての奉仕に，彼らが霊的，身体的，情緒的に備えるうえで

助けとなります。

効果的な面接は，宣教師を備えるうえで不可欠なものです。この取り組みを改善するため，神権指導者は

すべての宣教師候補者と面接する際に，同封の標準化された質問事項を用いるようお願いいたします。 

指導者は面接前に十分な余裕を持って，これらの質問を青少年と共有するべきです。それぞれの宣教師 

候補者の両親にも，質問事項を伝えておく必要があります。
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末日聖徒イエス・キリスト教会の多くの会員にとって，宣教師としての奉仕は，生涯にわたる霊
的な成長の過程において重要な節目となるものです。教会指導者は，この神聖な奉仕の期間
が，若い男女から夫婦宣教師に至るまで，あらゆる宣教師にとって喜びに満ちた，信仰を育む経
験となるよう望んでいます。この目標を念頭に置くと，それぞれの宣教師が適切に備え，ふさわし
く，健康であることは必要不可欠です。

宣教師を奉仕に向けて備えることは，宣教師候補者とその家族，教会指導者，全員にとっての
祝福であり，責任でもあります。これらの人々は皆，率直かつ有意義な話し合いを行い，宣教師
候補者が伝道中に経験するであろう困難や試練に対して，十分な備えができるよう助けることを
勧められています。

どのような割り当てであれ，宣教師は主イエス・キリストと主の教会を代表するという神聖な特
権にあずかります。宣教師は，そのような人として適切に召され，割り当てを受け，任命されなけ
ればなりません（教義と聖約 42：11 参照）。したがって，ビショップおよびステーク会長は，霊
的，身体的，精神的，また情緒的に宣教師として奉仕する備えができている会員を識別する責任
を担っています。これらの神権指導者は知り得るかぎりの範囲で，宣教師候補者が，推薦しよう
としている責任を果たすことができると確信した場合にのみ，推薦書を提出するべきです。

同封されている面接の質問事項の目的は，宣教師候補者とそのような会話を持つ際の指針と
することです。神権指導者は，宣教師候補者の面接前に十分な余裕を持って，同封の質問事項
と，付録に記載の専任宣教師として奉仕するための要件を，それぞれの宣教師候補者および親
または保護者（若い宣教師候補者の場合）に知らせ，理解してもらう必要があります。これらの
質問は，宣教師としての奉仕の標準に何らかの変更が加わったことを示すものではありません。

ビショップとステーク会長は主を代表して入念に面接を行い，それぞれの宣教師候補者が奉
仕にふさわしく，同封の面接の質問事項で述べられている標準に従って，これまで，現在，また
今後も生活することを保証します。ビショップとステーク会長は宣教師候補者を面接する際に，
その人の思いと心，奉仕する能力について理解できるよう，識別の賜物を求めるべきです（サム
エル上 16：7 参照）。また彼らは，それぞれの候補者がすべての質問を明確に理解できるように
します。必要であれば，候補者が正直かつ完全に質問に答えることができるよう，用語や指針
の意味について話し，説明します。聖典，『手引き　第 1 部：ステーク会長およびビショップ』

『わたしの福音を宣べ伝えなさい』『真理を守る』『若人の強さのために』から抜粋された用語と
指針を集めた付録は，同封の質問事項リストの後に記載されています。

宣教師候補者との面接
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面接中，あるいは推薦の過程のどの時点にあっても，ビショップまたはステーク会長が，その 
宣教師候補者は身体的，情緒的，精神衛生上の問題のために専任宣教師として奉仕するための
要件を満たせない可能性があると判断した場合，また候補者が宣教師管理部から伝道の割り当
てを受けて奉仕することを正当な理由で免除されてもなお奉仕したいと望むならば，教会奉仕
宣教師として奉仕することを提案してもよいでしょう。

これまで最低 1 年間，同一のワード内に居住していない宣教師候補者に関して，ビショップは
宣教師としての奉仕の面接を行う前に，以前のビショップと連絡を取り，その候補者が伝道に出
るのにふさわしく，身体的，精神的，情緒的に能力があることを確認しなければなりません。会
員がヤングシングルアダルトワードに出席している場合，通常この過程が必要となるでしょう。

宣教師候補者と面接を行うことは，候補者とその神権指導者にとって神聖な経験となるべきも
のです。神権指導者は，大いなる愛と，聖霊の導きを受ける必要があります。宣教師候補者と
神権指導者が話し合う中で，それぞれの候補者が奉仕する能力を識別することができるでしょ
う。適切な場合，ビショップとステーク会長は，どのような場合に専任宣教師としての奉仕から
正当な理由で免除されることがあるのかを宣教師候補者が理解できるよう助ける必要がありま
す。さらに，候補者が主の王国の建設という，あらゆる人が携わる資格を持つ祝福に続けて貢
献し，忠実さを保つうえで有意義な方法を見いだせるように助けます（教義と聖約 4：5 参照）。
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面接の質問事項

1．あなたは永遠の父なる神とその御子イエス・キリストと聖霊に対して，信仰と証を持っていま
すか。

2．イエス・キリストが神の独り子であり，世の救い主，贖い主であられるという証を持っていま
すか。あなたの証を分かち合ってください。イエス・キリストの贖罪によって，あなたの人生
はどのような影響を受けてきましたか。

3．悔い改めとは，あなたにとってどのようなことですか。あなたは過去の過ちを完全に悔い改
めたと感じていますか。

4．福音とイエス・キリストの教会が預言者ジョセフ・スミスを通して回復されたこと，〔現在の
教会の大管長〕が神の預言者であるということに関して，あなたの証を分かち合っていただ
けますか。

5．専任宣教師としての奉仕を行うには，福音の標準に従って生活することが求められます。以
下の標準はどのような意味であると理解していますか。

a. 純潔の律法

純潔の律法に関連して，これまで話してきた事柄に調和した生活を常に送ってきました
か。送ってこなかった場合，罪を犯したのはどれくらい前でしたか。悔い改めるために何
をしましたか。

b.ポルノグラフィーを避ける

c.什分の一の律法

d.知恵の言葉 —薬物の使用や処方薬の乱用も含む。

e.安息日を聖く保つ

f.あらゆる言動において正直である

あなたは，これらすべての標準に従って生活してきましたか。現在，これらの標準に従って
生活していますか。また専任宣教師として，これらの標準に従って生活しますか。
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6．法的措置を受けていませんか。（受けている場合は，見込まれる法的，経済的な義務に 
ついて詳しく説明するよう候補者に告げます。）『手引き　第 1 部：ステーク会長および 
ビショップ』4.4 参照）

7．逮捕されたか，有罪判決を受けたか，記録が抹消されたかどうかにかかわらず，刑法に 
対する重大な違反を犯したことがありますか。（ある場合，出来事のいきさつと刑事責任の 
結果，刑法あるいはそのほかの法的要件で満たしていないものがないか，悔い改めるために
何をしたかについて詳しく説明するよう宣教師候補者に告げます。『手引き　第 1 部： 
ステーク会長およびビショップ』4.4 および 4.5.2 の「重大な背罪」参照）

8．告訴されたか，有罪判決を受けたか，記録が抹消されたかどうかにかかわらず，どのような 
形であれ，これまでに子供を性的に虐待したことがありますか。（そのような経験があり， 
なおかつその虐待について報告していない場合は，『手引き　第 1 部：ステーク会長および
ビショップ』17.3.2 の指示を参照してください。虐待がすでに解決されている場合は，『手引
き　第 1 部』4.4 の指示を参照します。）

9．伝道前に解決しておくべき，そのほかの重大な罪や過ちを犯していませんか。（犯したこと
がある場合，出来事のいきさつと刑事責任の結果，刑法あるいはそのほかの法的要件で 
満たしていないものがないか，悔い改めるために何をしたかについて詳しく説明するよう 
宣教師候補者に告げます。）

10. 末日聖徒イエス・キリスト教会が受け入れている教えや行動に反することを教えるグループ
や個人と関係を持っていませんか。そのようなグループや個人の教えや行動を支持し， 
共鳴していませんか。

11.あなたには，未払いの負債がありますか。伝道前，どのようにその負債を完済するつもり 
ですか。あるいは伝道中どのように管理するつもりですか。（『手引き　第 1 部：ステーク
会長およびビショップ』4.4 参照）

12. 現在，あるいは過去に，宣教師としての通常の日課をこなすのに支障をきたす，身体的， 
精神的，情緒的な状況を経験したことがありますか。宣教師の通常の日課とは，1 日 
に 12 －15 時間働き，そのうち 2 － 4 時間は学習，8 －10 時間は歩くか自転車に乗るといっ
た内容です。
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13.失読症をはじめとする読字障がいだと診断された，あるいは治療を受けたことはあります
か。ある場合，聖典やそのほかの文書を声に出して読むことに問題はありませんか。同僚
の助けがあれば，適切な聖句やそのほかの情報を覚えることができると思いますか。 
現在，どのようにこの障がいを補完していますか。

14.発語障がいだと診断された，あるいは治療を受けたことはありますか。ある場合，人前で 
話をすることに問題はありませんか。学び，教え，人と話すための手段を十分に持ち合わせ
ていると感じますか。

15.次の状況に関して服薬そのほかの治療を受けたことがありますか — 注意欠陥障がい
（ADD），注意欠陥多動性障がい（ADHD），不安神経症，うつ，強迫性障がい（OCD），
自閉症スペクトラム障がい（アスペルガー症候群を含む）。「はい」の場合，説明してくだ 
さい。

16.これらの状況についてかつて治療を受けていたが中断した場合，医師の監督の下で中断 
しましたか。そうでない場合，なぜ中断しましたか。治療や服薬がない状態において，あな
たの調子はどうですか。これらの問題に対する治療を最後に受けたのはいつでしたか。
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ふさわしさ

「姦淫，独身者間の性交渉（私通），ヘビーペッティング，同性愛，その他の性倒錯行為，民法
に対する重大な違背行為，またはその他重大な背罪を犯したことがある人は，宣教師として奉仕
するための推薦を受ける前に悔い改めなければならない。また，宣教師候補者は，宣教師として
の奉仕について考慮を受ける前に，いかなる常習癖をも克服していなければならない。

単に告白し，一定の期間罪から遠ざかるだけでは，それ自体は悔い改めにはならない。また，
打ち砕かれた心と悔いる霊を抱いており，行いの永続的な変化も証明しなければならない

（モーサヤ 5：2 参照）。ビショップおよびステーク会長は，会員が背罪から離れて十分な期間が
経過しており，真心からの悔い改めをし，神殿への備えと神聖な伝道の召しを受ける霊的な準備
ができていることを確認する。複数の重大な罪を犯している場合は，十分な期間として 3 年 
以上は経過しており，最後に罪を犯してから1 年未満であってはならない。特定の個人に関する
質問については，宣教師管理部の中央幹部，または地域会長会，あるいは七十人会長会の一員
に尋ねることができる。」（『手引き　第 1 部：ステーク会長およびビショップ』 4.5.2）

重大な背罪が長期間にわたる場合

「長期間にわたって不特定多数の相手，あるいは夫婦関係にない一人の相手と性的関係を持っ
ていた人は，宣教師としての奉仕を考慮されない。ステーク会長およびビショップは，これらの
人が悔い改めるのを助け，また彼らに別の有意義な方法で主に仕える機会を与える。

神権指導者が特別な事情あるいは状況であって例外を適応することが適切と考える場合， 
ステーク会長は，大管長会あてに推薦書を提出して考慮を要請することができる。ステーク会長
は，その推薦書を宣教師管理部を通じて提出し，状況に関する具体的な詳細と悔い改めについ
て述べた本人の手紙をそれに含める。ビショップおよびステーク会長は，正当でない例外，ある
いは自分たちが無条件に是認できない例外を申請してはならない。」（『手引き　第 1 部：ステー
ク会長およびビショップ』4.5.2）

付　録



7 2017年10月20日

悔い改め

「人が罪を悔い改めたかどうかは，これによって分かる。すなわち，見よ，彼はそれを告白し，
そしてそれを捨てる。」（教義と聖約 58：43）

「福音の第二の原則は悔い改めです。キリストを信じる信仰とキリストへの愛は，わたしたちを
悔い改めへと導いてくれます。悔い改めとは，主の御心と調和していない思いや信条，振る舞い
を変えることです。悔い改めには，神と自分自身，世の中に対するとらえ方を新たにすることが
含まれます。悔い改めるとき，わたしたちは神様の御心に添った悲しみを感じます。そして間
違ったことをやめて，正しいことを続けるようになります。悔い改めを通して，生活を神様の御心
に添わせることは，わたしたちの人生の重要な目的です。わたしたちはキリストの憐れみによって
のみ，父なる神様のもとへ戻って生きることができます。キリストの憐れみは，悔い改めなけれ
ば得ることはできません。

悔い改めるには，自分の罪を認め，後悔する，つまり，神様の御心に添った悲しみを感じる 
必要があります。また，神様に自分の罪を告白します。非常に重大な罪については，神様が承認
された教会指導者に告白します。彼らはわたしたちが悔い改められるように助けてくれます。 
また，神様に赦しを求めて祈ります。わたしたちの行いが引き起こした問題を正すために最善を
尽くします。これを『償い』と言います。悔い改めるとき，自分自身と世の中に対するとらえ方が
変わります。自分自身が変わるとき，わたしたちは自分が神様の子供であることを認識し，同じ
間違いを繰り返す必要がないことに気づきます。心から悔い改めるなら，わたしたちは罪から 
遠ざかり，二度と同じ罪を繰り返さなくなります。また，罪を犯したいという思いに抵抗します。
神様に従いたいという望みはますます強く，深くなっていきます。

心からの悔い改めは，様々な結果をもたらします。わたしたちは生活の中に，神様の赦しと 
平安を感じます。罪悪感や悲しみは消え去ります。御霊の影響力をさらに豊かに感じます。 
そして，この世を去るときには，天のお父様と御子とともに住むためにさらに準備ができている 
ことでしょう。

キリストを受け入れ，罪を悔い改めても，期待どおりにいかず，罪を犯すこともあるでしょう。わた
したちは続けてこのような過ちを正す必要があります。それに加えて，キリストのような特質を伸ば
し，知識を増やし，よりよく奉仕できるよう改善し続ける必要があります。救い主が望んでおられる
ことがさらに分かるようになると，キリストに従うことで，主に愛を示したいと思うようになります。
このようにして，毎日悔い改めることにより，自分の生活が変化し，改善していくのが分かります。
わたしたちの心と行いは，さらにキリストのようになります。毎日悔い改めることに大きな喜びを 
感じるようになるのです。」（『わたしの福音を宣べ伝えなさい—伝道活動のガイド』62－ 63）
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純潔の律法

「純潔とは性的な清さ，『神にとって喜ばしい』状態を意味します （モルモン書ヤコブ 2：7）。
純潔であるためには，思い，言葉，行いにおいて道徳的に清くなければなりません。法的に結婚
するまでは決して性的な関係を持ってはなりません。」（『真理を守る— 福音の参考資料』97）

「〔結婚する前に〕情熱的なキスをしたり，相手と一緒に寝ころがったり，相手の上に体を横た
えたり，衣類を着用しているかどうかにかかわらず，相手の体のプライベートで神聖な部分に触れ
たりしてはなりません。自分に対しても，相手にそのようなことを決してさせてはなりません。」

（『真理を守る— 福音の参考資料』100）

「どのようなものであれ，性的な感情をあおるような形で人間の肉体や性的な行為を描写，ある
いは表現しているものを見たり，読んだり，聞いたりしてはなりません。ポルノグラフィーは習慣性
があり，破壊をもたらします。ポルノグラフィーは自尊心と人生の美しい面を感じ取る心を人から
奪います。ポルノグラフィーは人を傷つけ，邪悪な思いと虐待行為に導きます。」（『真理を守る—
福音の参考資料』100）

「純潔の律法に対するほかの違背と同様，同性愛的行為も重大な罪です。それは人間の性差に 
反する行為です（ ローマ1：24－32 参照）。それは愛にあふれる関係をゆがめ，家庭生活や福音の
救いの儀式に伴う祝福を受けられないように働きかけます。」（『真理を守る—福音の参考資料』
98）

「性的な清さに関する主の標準は明確で不変です。結婚する前にどのような性的な関係も持っ
てはなりません。結婚した後は伴侶に対して完全に誠実であってください。メディアや同世代の
人々などから，結婚前に性的な親密さを持つことは認められると説得されても心を許さないで 
ください。……

性的な罪をもたらす恐れのある行為は決してしないでください。相手を敬い，卑わいで利己的
な欲望の対象として相手を利用するようなことがあってはなりません。結婚する前に，情熱的な
キスをしたり，相手の上に覆いかぶさったり，服の上からであれ服を脱いでであれ，人の隠れた神
聖な場所に触れてはなりません。性的な思いを刺激するいかなる行為もしてはなりません。自分
の体に対してもそのような感情を刺激してはなりません。」（『若人の強さのために』35 －36）

「神様は純潔を喜び，性的な罪を嫌われます。純潔を守ることには，結婚する前に決して性的
な関係を持たないこと，また，結婚した後は，伴侶以外といかなる性的な関係も持たないこと，
伴侶に対して心から誠実であることが含まれます。……純潔を守るためには，思いと行いが誠
実でなければなりません。清い思いを持ち，服装と言葉と行動が慎み深くなければなりません。」

（『わたしの福音を宣べ伝えなさい— 伝道活動のガイド』77）
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什分の一の律法

「末日聖徒イエス・キリスト教会の会員になると，大きな祝福があります。その中の一つは， 
什分の一を払うことにより，神様の王国が成長するのを助けられることです。什分の一は神聖な
律法です。古代から行われていました。例えば，旧約聖書の預言者アブラハムは，全財産の
10 分の 1 を払いました（アルマ 13：15 参照）。

主は，什分の一を払う人にこう約束されています。『天の窓を開いて，あふるる恵みを，あなた
がたに注ぐ。』（マラキ 3：10）この神聖な律法に従うなら，物質的，または霊的に祝福を受けるで
しょう。什分の一とは，10 のうちの 1を意味します。主は，わたしたちが祝福を受けられるよう
に，収入の 10 分の 1を払うように命じられました。

什分の一を払うことによって，主の王国を建てる助けができます。主にお支払いする什分の一は
神聖なものです。什分の一を払うことによって，主を敬うことを示します。神様は，正直に什分の
一を払う人を豊かに祝福すると約束しておられます。什分の一を払わない人は，神様の物を 
盗んでいます（マラキ 3：8 参照）。ほんとうは主にお返しすべきものを返していないからです。わ
たしたちは，まず，神様の国を求めなければなりません。什分の一も，神様の国を求める方法の一
つです。什分の一を払うことによって，わたしたちは信仰を示します。そして神様と神様の業への
信仰を見える形で示すのです。」（『わたしの福音を宣べ伝えなさい—伝道活動のガイド』79）

知恵の言葉

「主は預言者ジョセフ・スミスに，健康の律法を明らかにされました。それは知恵の言葉と 
呼ばれています。知恵の言葉は，体のために取るべきものと，取るべきではないものについて教
えています。この律法は，体の健康のために，また悪の力から逃れるために与えられました。 
これを守る人は，健康と強さが約束されます。また悪から守られ，霊的な真理を受け入れやすく
なります。

わたしたちの体は神聖です。大切にして，敬わなくてはなりません。知恵の言葉は，健康に 
よい物を食べるように教えています。また，何を取ってはならないかをはっきりと教えています。
それは，アルコール，たばこ，茶，コーヒーなどの有害な物です。そのほか，どのような形の有害
な薬物（ドラッグ）も取ってはなりません。」（『わたしの福音を宣べ伝えなさい— 伝道活動の 
ガイド』78）
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安息日を守る

「わたしたちは安息日をどのように過ごすかで，神様を敬い，礼拝する気持ちを表します。わた
したちは安息日を聖く過ごすことによって，喜んで聖約を守ることを神様に示します。毎週，安息
日に主の家に行って礼拝します。そして聖餐を受けて，イエス・キリストと，主の贖いを思い起こ
します。また，聖約を新たにして，罪と過ちを喜んで悔い改めます。

安息日には，仕事を離れて休みます。教会の集会に出席して，一緒に礼拝することにより，互い
に強め合います。友達や家族と一緒に過ごすことにより，新しい力をもらいます。聖文を研究し，
回復された福音についてもっと学ぶことにより，信仰が強くなります。

人々が安息日を聖く過ごさなくなると，社会や国で宗教を大切にする気持ちが弱くなります。そ
して生活のいろいろなところで悪い影響が出てきます。安息日を聖く過ごすことで得られる祝福
がなくなってしまいます。安息日には，買い物を控えるべきです。また，商売やスポーツなどを控
えるべきです。それらは現在一般的に行われていますが，安息日を汚します。

この聖なる日に，末日聖徒は，この世のことから離れます。そして，礼拝と感謝と奉仕の心を持
ち，安息日にふさわしい活動を家族と一緒に行います。安息日に，主の御霊にふさわしい活動を
行うようにするなら，教会の会員は喜びと平安をたくさん受けることができます。」（『わたしの福
音を宣べ伝えなさい— 伝道活動のガイド』74）

正直と高潔

「自分自身に対して，人に対して，神に対して，いつも正直であってください。正直であるという
ことは，あらゆる点でうそをついたり，ごまかしたり，欺いたりしないということです。正直であ
れば，あなたは神と人に大いに仕えることを可能にしてくれる人格上の長所を伸ばしていることに
なります。心の平安と自尊心という祝福も受けるでしょう。正直であれば，主に信頼され，主の
聖なる神殿に参入するふさわしさを身に付けることができるでしょう。

不正直はあなた自身を傷つけ，周りの人をも傷つけます。うそ，盗み，万引き，不正はあなたの
霊を損ない，周りの人との関係を損ないます。正直であれば，聖霊の導きを受ける将来の機会と
能力は高まります。学校でも正直であってください。カンニングは絶対にしないでください。仕
事は正直に行ってください。報酬に見合う十分な働きをしてください。不正直でも構わない，と
周りの人が思っていたとしても，不正直は問題ではないと正当化しないでください。
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正直と密接な関係があるものが高潔です。高潔とは，結果はどうであれ，いつどんなときでも
正しいことを考え行うことを意味します。あなたが高潔であれば，あなたはだれも見ていなくて
も，喜んで自分の標準と信念に従って生きます。あなたの思いと行動がいつも福音と調和してい
るような生活を送ってください。」（『若人の強さのために— 福音の参考資料』19）


