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自分ってどんな人?

なぜ考えるべきか
自分がどんな人で， どんな態度を取るべきかを知って
おくことは， 周りから圧力を受けた時， 賢い決定をす
る助けになります。

あなたなら
どうする?

こんな場面をイメージしてみてください： １０代のカレンはパーティーに行きまし
た。 １０分もしないうちに後ろで聞き慣れた声がします。

「なに突っ立ってんの！」
カレンが振り向くと， 友達のジェシカが開けたばかりのビールを２本手にしてい
ます。 ジェシカは１本をカレンの目の前に差し出して言います。 「ちょっと楽しむ
のもだめ？」
断わりたいのですが， ジェシカは友達です。 友達にノリの悪い人と思われたく
ありません。 それに， ジェシカはいい子です。 彼女が飲んでいるのなら， そんな
に悪いことには思えません。 「ビールをちょっと飲むだけ。 ドラッグやるわけ
じゃないし」 とカレンは自分に言い聞かせます。

あなたがカレンだったら， どうしますか。

ちょっと
考えてみよう!

このような場面で賢い決定をするには， “自分” というものをしっかり持つ ことが必
要です。 つまり， 自分がどんな人で， どんな態度を取るべきかが分か っているよう
にするということです。 そうすると， 他の人に振り回されることなく， 自分で自分を
コントロールできるのです。 —コリント第一 ９：２６， ２７。
どうすればそのような強さを持てますか。 次のページにある質問に答えることから
始めてみましょう。
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自分の長所って?

自分の能力や持ち味について知ると自信が持てます。

聖書中の例： 使徒パウロは 「たとえ

自分を分析する

わたしが話し方の点で熟練してい
ないとしても， 知識の点では決して
そうではありません」 と書いていま
す。 （コリント第二 １１：６） パウロは
聖書をとてもよく知っていたので，
ほかの人にばかにされても自分の
決定をしっかり守ることができま
した。 その人たちが自分を受け入
れなくても， 自信を失うことはあり
ませんでした。 —コリント第二 １０：
１０； １１：５。

あなたの得意なことや上手にできることを書いてみましょう。
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

あなたの長所を１つ書いてください。 （例えば， 人を気遣う， 気前がよい， 頼
りになる， 時間を守る。）
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

自分の短所って?

例えば， チェーンは１つの輪が弱いと， ほかの輪が丈夫でも切れてしまいます。 短
所にあなたの生活をコントロールされるなら， 正しい決定を守る決意もすぐに弱く
な ってしまいます。

聖書中の例： パウロは自分の短所

自分を分析する

に気づ いていました。 こう書いて
います。 「わたしは， 内なる人にし
たがえば神の律法をほんとうに喜
んでいますが， 自分の肢体の中で
は別の律法がわたしの思いの律法
と戦い， わたしをとりこにして……
罪の律法へと引いて行くのを見ま
す」。 —ローマ ７：２２， ２３。

コントロールしなくてはいけないどんな短所がありますか。
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“自分” をしっかり持っているなら，
根を張った木のように強いあらしに耐えられる
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タクシーに乗って， 燃料切れになるまで， 同じところをぐるぐる回るよう頼んだり
するでしょうか。 それは無意味で， お金を捨てるようなものです。

自分の目標は?

何を学べますか。 目標があれば， 進むべき人生の方向が分かり， 無駄に過ごさ
ずに済みます。 そして， どのようにそこへ行くかを計画することもできます。

聖書中の例： 「わたしの走り方は目

自分を分析する

標の不確かなものではありませ
ん」 とパウロは書いています。 （コ
リント第一 ９：２６） ただなんとなく
生きるのではなく， 目標を決め，
それに合わせて生活したのです。
—フィリピ ３：１２‐１４。

１年以内に達成したいと思う目標を３つ書いてください。
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

自分が強く信じるものがなければ， どっちつかずになってしまいます。 カメレオン
が体の色を変えるように， 周りの子たちから浮かないために， 違う自分を演じるこ
とになります。 それは自分の態度がはっきりしていないということです。

自分の信念は?

それとは逆に， 自分の信念に基づいて行動するなら， 本当の “自分” を守れます。
他の人の行動に振り回されることはありません。

聖書中の例： 預言者ダニエルはま

自分を分析する

だ１０代の時， 家族から遠く離れて
いても， 神の律法を守ろうと 「心
のうちに思い定め」 ました。 （ダニ
エル １：８） そうすることによ って，
ダニエルは 自分自身に忠実でい
られました。 ダニエルは信念にし
たがって生きたのです。

あなたはどんな信念を持っていますか。 例えば， 神の存在を信じていますか。 信
じているとしたら， それはなぜですか。 あなたは どんな証拠に基づいてそのこと
を確信していますか。
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

モラルに関する神の規準は， あなた自身のためになると信じていますか。 信じて
いるとしたら， それはなぜですか。
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

結局は， あなた次第なのです。 ちょっと風が吹くとひらひらと舞う落ち葉のよう
になりたいですか。 それとも， 強いあらしにも持ちこたえる木のようになりたい
ですか。 どんな自分でいたいかという意識をはっきりさせましょう。 そうすれば，
あなたも根の張った木のようになれます。 また， 自分ってどんな人？ という質問
の答えも出せるでしょう。

やろうと思うこと
目標 1

質問３で考えた３つの目標を見てください。 それぞれの目標を達成するために， 今月できる
ことを１つずつ書きましょう。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

目標 2 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
目標 3 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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見た目が気になるのは
どうして?
なぜ考えるべきか
鏡に映る姿より， 大切なことがあります。

あなたなら
どうする?

こんな場面をイメージしてみてください： ジュリアには， 鏡の中の自分が 太って
いる ようにしか見えません。 親や友達は彼女のことを “ガリガリ” と言います
が， 「やせなきゃ」 とつぶやくのです。
最近ジュリアは， 極端なダイエットをして， “２キロだけ” やせようと思っていま
す。 何日か絶食しないと……。

もしジュリアのように感じるなら， どうしますか。

ちょっと
考えてみよう!

自分の見た目を気にするのは何も間違ったことではありません。 聖書も， サラ， ラ
ケル， アビガイル， ヨセフ， ダビデなど何人もの男女の見た目について良く言ってい
ます。 アビシ ャグという女性のことを 「極めて美しか っ た」 とも述べています。
—列王第一 １：４。
とはいえ， 多くの若い人は見た目を 気にしすぎます。 そのことは， 深刻な問題にな
ることがあります。 考えてみましょう。
ある研究では， ５８％の女子が自分は太り過ぎだと考えていましたが， 実際にそ
うだったのは１７％だけでした。
別の研究によると， 標準体重以下 の女性の４５％は， 自分は太っていると考えて
いました。
体重を減らそうとして， 拒食症になる若い人もいます。 自分を飢餓状態に追い
込むこの摂食障害は， 命にかかわる病気です。
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拒食症や他の摂食障害の症状があるなら， 助けを求めましょう。 まず， 親か信頼できる大人に打ち明けてく
ださい。 聖書には， 「真の友はどんな時にも愛しつづけるものであり， 苦難のときのために生まれた兄弟で
ある」 と述べられています。 —箴言 １７：１７。

あなたにできる一番大切な変化
実際， 魅力的な人かどうかは内面によ って決まります。 ダビデ王の息子アブサロムについて考えましょう。
聖書はこう述べています。

「それほどまでにたたえられた美しい人はいなかった。 その足の裏から頭のてっぺんまで
彼には欠陥がなかった」。 —サムエル第二 １４：２５。
しかし， この若者はプライドが高く， 野心的で裏切り者でした。 そのため， 聖書はアブサロムのことを魅力的
な人としては描いていません。 恥知らずで裏切り者， 殺意ある憎しみを抱く者として描いています。
聖書が次のようなアドバイスを与えていることには， 正しい理由があります。

「新しい人格を身に着けなさい」。 —コロサイ ３：１０。
「あなた方の飾りは， ……外面のものであってはなりません。 ……心の中の秘められた人を
飾りとしなさい」。 —ペテロ第一 ３：３， ４。
それで， 魅力的でありたいと思うのは， 何も悪いことではありませんが， 見た目よりも人格の方がもっと重要
です。 結局， 身体的強さやスタイルの良さより， 優れた特質の方が他の人の目にずっと魅力的に映るので
す。 フィリシアという少女は， 「きれいな人はすぐに注目されるかもしれません。 でも， いちばん印象に残る
のは， 内面つまり良い性格なんです」 と述べています。

見た目に対するあなたの見方
自分の見た目にが っかりすることがよくありますか。
はい

いいえ

体の欠点と思う部分を直すために， 美容整形や極端なダイエットをしようと思ったことがありますか。
はい

いいえ

できるなら， 見た目のどんなところを変えたいですか。 （当てはまるものに丸を付けましょう。）
身長

体重

髪

体形

顔

肌

最初の２つの質問の答えが 「はい」 で， ３つ目の質問に丸が３つ以上あったとしても， 次のことに目を向けま
しょう。 人はあなたのことを， あなたが思うほどにはネガティブに見ていません。 極端にな って， 自分の見た
目を気にしすぎるというのはよくあることです。 —サムエル第一 １６：７。
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ゆがんだ鏡に映る姿のように，
自分に対する見方がゆがんで
しまうことがある

やろうと思うこと
健康のために……
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

自分にとって無理のない運動の計画は……
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

もし友達から過激なダイエットをしていると打ち明けられたなら……
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

もっと知りたい
www.jw.org にある，
「若者のコメント 外見」 という
ビデオクリップを見てください。
（ホーム > 聖書の教え > 若い人）
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親とどうやって話す?

なぜ考えるべきか
親とうまくやっていければ， あなたの生活はより
スムーズになります。

あなたなら
どうする?

こんな場面をイメージしてみてください： 水曜日の夜， １７歳のジェフは家事の
手伝いを終え， やっと少しのんびりできると思っています。 テレビをつけ， お気
に入りのチェアに座ってくつろぎます。
次の瞬間， 父親が現われ， 険しい顔でこう言います。
「ジェフ！ なんでテレビなんか見てるんだ！ 弟の宿題を手伝うはずだろ。 いつも
そうやって言うことを聞かない！」
「うるっさいなあ」 と， ジェフは聞こえるぐらいの声でつぶやきます。
父親は強い口調で， 「いま何て言った？」
「別に」 とジェフは言い， ふてくされた表情でため息をつきます。
父親はもっと腹を立て， 「なんだ， その口のきき方は！」 と声を荒げます。

あなたがジェフだったら， どのようにこのバトルを避けられたかもしれませ
んか。

ちょっと
考えてみよう!

親とのコミュニケーションは， 車の運転に似ています。 障害物があっても， 別の道
を探します。

9

例えば：
「父に話を聞いてもらうのは大変です」 と， リアは言います。 「聞いてくれていると思っていたのに， 突然， 『ごめん， パパ
に話してたの？』 と言われてしまうことがあります」。
少なくとも
３つの方法が
あります。

A

どなる。
「ちゃんと聞いてよ！
大事なことなんだから！」
とどなります。

B

話すのをやめる。
親に相談するのを
あきらめます。

C

もっと良いタイミングを
見つけ， もう一度話してみる。
あとで直接話すか， 手紙を書いて
渡します。

あなたならどの方法をリアに勧めますか。

他にもどんな方法があると思いますか。

考えましょう： リアの父親は別のことで頭がいっぱいで，

１つの方法を考えてください。
どんな結果になると思うかも書きましょう。

リアがいらいらしているのに気づいていません。 リアが A
の方法でどな ったとしても， なぜいらいらしているのか
分からないでしょう。 話をよく聞いてくれるようになると
は期待できませんし， 親に敬意を示していることにもなり
ません。 （エフェソス ６：２） ですから， この方法はだれのた
めにもなりません。
Bの方法は一番簡単かもしれませんが， 賢い方法とは言
えません。 なぜでしょうか。 リアが問題にうまく対処する
には， 親に相談する必要があり， 親も助けになるには， リ
アの経験していることを知る必要があります。 黙っていて
も， 何も解決されません。

方法：
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

結果：
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cの方法の場合， リアは， 障害物があるからといって， 行
き止まりだとは考えません。 話せそうな別のチャンスを
探します。 手紙を書くことにするなら， すぐに気が楽にな
るでしょう。
手紙を書くなら， 言いたいこともまとまりやすくなります。
父親は手紙を読んで， リアが何を言いたかったのかを知
り， リアのつらい状況をもっとよく理解できるようになる
でしょう。 ですから， この方法はリアと父親の 両方 にとっ
て良い結果になります。 直接話すにしても， 手紙を書く
にしても， そうすることは， 「平和に役だつ事柄……を追
い求めましょう」 という聖書のアドバイスに従っているこ
とになります。 —ローマ １４：１９。
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障害物があるからといって， 行き止まりだとは
考えない。 親とのコミュニケーションの道も
見つけることができる
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「あなたの父と母を敬いなさい」。
—エフェソス ６：２。

聖書からの
役立つアドバイス

「あなた方の発することばを常に慈しみのあるもの」 としなさい。
—コロサイ ４：６。
「聞くことに速く， 語ることに遅く， 憤ることに遅くあるべきです」。
—ヤコブ １：１９。

誤解されるような言い方をしない
あなたの言ったことが親にうまく伝わっていない場合がある， ということを
覚えておきましょう。

例えば：
「元気なさそうだけど， どうかしたの？」 と
聞かれて， 「話したくない」 と答えるなら，
「親は信頼できないから何も言いたくない。
友達には話すけど， 親には話さない」
という意味に取られるかもしれません。

では， イメージしてみてください。 あなたが大きな問題を抱えてい
て， 親は助けたいと思います。 でもあなたが 「気にしないで。 自分
で何とかできるから」 と言うと，
親にはこう聞こえる：
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

こう言ったほうがいいかもしれない：
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

やろうと思うこと
親と話す気分になれないと感じたら……
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

話したくない事について親からしつこく尋ねられたら……
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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失敗したら
どうすればいい?
なぜ考えるべきか
自分の失敗を認めるなら， もっと責任感のある信頼
される人になれます。

あなたなら
どうする?

ちょっと
考えてみよう!
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こんな場面をイメージしてみてください： ティムは友達と遊んでいますが， 投げ
たボールが当たって隣の家にある車の窓ガラスを割ってしまいました。

あなたがティムだったら， どうしますか。

３つの方法があります：

A

逃げる。

B

だれかのせいにする。

C

隣の家の人に起きたことを話し，
弁償すると言う。

A を選びたくなるかもしれ
ません。 しかし， 自分の失
敗を認めることはどんな場
合でも良いことです。 窓ガ
ラスを割ることだけでなく，
どんな失敗でもそうです。

失敗を認めるべき
３つの理由

1 認めるのは正しいこと。
聖書は， 「わたしたちは……すべてのことにおいて正直に行動した
いと願っている」 と述べています。 —ヘブライ １３：１８。
人から許してもらいやすい。
2 自分の間違いを認めるなら，
聖書にはこうあります。 「自分の違犯を覆い隠している者は成功し
あわ
ない。 しかし， それを告白して捨てている者は憐れみを示される」。
—箴言 ２８：１３。

神に喜ばれる。
3 最も大事なこととして，
「ねじくれた人はエホバにとって忌むべきものであり， 神の親密さは
廉直な者たちと共にある」 と， 聖書は述べています。 —箴言 ３：３２。
カリーナは， スピード違反の反則切符を切られたことを父親に内緒に
しようとしました。 しかし， いつまでも隠しておくことはできませんでし
た。 こう話しています。 「１年ぐらいたってから， 父はわたしが反則切符
を切られたことに気づきました。 ものすごく怒られました」。
教訓は何でしょうか。 カリーナはこう言います。 「間違いを隠そうとし
ても， 状況が悪くなるだけです。 必ず代償を払うことになります」。

どうすれば失敗から
学べるか

聖書は， 「わたしたちはみな何度もつまずくのです」 と述べています。
（ヤコブ ３：２） そして， ここまでで考えたように， 失敗を認めること， しか
もすぐにそうすることは， 謙遜で成長した人であることのしるしです。
次のステップは， 自分の失敗から 学ぶ ことです。 ベラという少女は， 「わ
たしは失敗するたびに， それを学ぶ機会と考えるようにしています。 そ
こから教訓を学んで自分を改善し， この次は違う対応ができるように
するんです」 と述べています。 どのようにそうできるかを次の場面から
考えましょう。

あなたはお兄さんの自転車を
借りましたが， 傷つけてしまいます。
どうしますか。

黙っていて， お兄さんにばれないことを願う。

勉強をしなかったので，
テストで悪い点を取りました。
どうしますか。

テストのせいにする。

何が起きたかを正直に話す。
起きたことを話すが， だれかのせいにする。

自分のせいで悪い点を取ってしまったことを認める。
先生に嫌われているからだと言う。

13

では， ２つの場面を振り返り， あなたが （１） お兄さん， （２） 先生だと想
像してみてください。 もしあなたが進んで失敗を認めたなら， お兄さ
んや先生はあなたのことをどう思うでしょうか。 もし失敗を隠すなら，
どう思うでしょうか。
過去１年間にしてしまった失敗を思い出し， 下の質問に答えてみま
しょう。

どんな失敗でしたか。
その時どうしましたか。

隠した。
ほかの人のせいにした。
進んで認めた。

失敗を認めなかったな
ら， その後どんな気持
ちになりましたか。

よかった → ばれなかった！
後ろめたい → 本当のことを話せばよかった。

過去の失敗についてくよくよ考えるのは，
バックミラーばかり見ながら車を
運転するようなもの

どうすればよかったと思いますか。
失敗から何を学びましたか。

あなたはどう思いますか。
なぜある人たちは失敗を隠すのでしょうか。
もしあなたが， いつも失敗を隠そうとするなら他の人はあなたのことをどう思うでしょうか。
逆に， あなたが失敗を認めるなら， 他の人はあなたのことをどう思うでしょうか。 —ルカ １６：１０。

やろうと思うこと
今後１年間， 失敗した時にどうすることを目標にできますか。
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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若い人が知りたい10 の質問

5

学校でいじめられたら
どうすればいい?
なぜ考えるべきか
あなたの反応によって， 状況は良くも悪くもなります。

あなたなら
どうする?

こんな場面をイメージしてみてください： トーマスは， 今日も明日も， そしてその
先もずっと学校に行きたくないと思っています。 きっかけは３か月前に， クラス
メートが トーマスについて根も葉もないうわさを広めたことです。 ひどいあだ
名も付けられました。 偶然のふりをして， トーマスが持っている教科書をたた
き落とそうとすることもあります。 グループの１人がトーマスを後ろから突き飛
ばそうとしますが， トーマスが振り返る頃には， だれの仕業か分からなくな って
います。 昨日トーマスは， ソーシャル・ネットワーク上でも脅され ， だんだんい
じめがエスカレートしているのを知り……。

あなたがトーマスだったら， どうしますか。

ちょっと
考えてみよう!

何もできないわけではありません。 いじめてくる人を殴らずに撃退できるのです。
どのようにでしょうか。

15

大げさに反応しない。 聖書はこのように述べています。 「愚鈍な者は自分の霊をさらけ出し， 賢い
者は最後までこれを穏やかに保つ」。 （箴言 ２９：１１） できるだけ冷静にして， せめて何でもないような
顔をしているなら， 相手は面白くなくなります。
仕返ししない。 聖書には， 「だれに対しても， 悪に悪を返してはなりません」 と述べられています。
（ローマ １２：１７） 仕返ししようとするなら， 状況は悪くなるだけです。
前もって避ける。 聖書には， 「災いを見て身を隠す者は明敏である」 と述べられています。 （箴言
２２：３） いじめをする人やいじめられそうなシチュエーションを， できるだけ避けましょう。
意外なリアクションをしてみる。 聖書には， 「温和な答えは激しい怒りを遠ざけ」 ると書かれてい
ます。 （箴言 １５：１） 軽くかわしましょう。 例えば， 太っていると言われたら， 笑いながら， 「だよね， 少し
やせないとね」 と言えるかもしれません。
立ち去る。 １９歳のノラという女性はこう言います。 「言い返さないでいれば， こちらが大人で， 嫌が
らせをしている人より強い， ということになります。 それは自分をコントロールできることの証拠で，
相手の持っていないものです」。 —テモテ第二 ２：２４。
自信をつける。 いじめをする人は， 自分に自信がない人や反撃しそうにない人にすぐ気づきます。
逆にあなたが動揺しないことが分かると， いじめてくる人のほとんどは手を引くでしょう。
だれかに話す。 元教師はこのように言っています。 「わたしはいじめられている子に， だれかに打ち
明けるよう勧めます。 伝えるのは正しいことですし， ほかの子に対するいじめを防ぐこともできるか
らです」。

知っていましたか
いじめは暴力だけでなく， 次のようなものも含まれます。
言葉で攻撃する。 「わたしが忘れられないのは， みんなからいろんなあだ名で呼ばれ
たり嫌なことを言われたりしたことです。 そのため自分は無価値で役立たずのように
感じました。 殴られていたほうがましです」。 —セリーン， ２０歳。
仲間外れにする。 「クラスメートがわたしを無視するようになりました。 昼食のテーブ
ルの席をふさいでわたしが座れないようにしたんです。 わたしは１年間ずっと， 泣き
ながら１人でお昼を食べました」。 —ヘイリー， １８歳。
ネット上で嫌がらせをする。 「スマホで文字をちょっと打つだけで， だれかの評判を傷
つけてしまう場合があり， 人生をめちゃくちゃにしてしまうことさえあります。 オー
バーに聞こえるかもしれませんが， そういうことがあるんです」。 —ダニエル， １４歳。
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若い人が知りたい10 の質問

いじめについて
正しいですか

答え

1 いじめは何千年も前からあった。

1 正しい。 例えば， 聖書にはネフィリムと呼ばれた巨人たちのことが述べられていま

2 いじめはただの悪ふざけだ。 そんな
に重大なことではない。

3 いじめをやめさせるのに一番い い
のは， やり返すことだ。

4 いじめを見たら， 見て見ぬふりをす
ることだ。

5 いじめをする人は， 偉そうにしてい
ても， 自分に自信がないことが多い。

6 いじめをする人も変われる。

す。 ネフィリムとは 「他の者を倒れさせる者たち」 という意味です。 —創世記 ６：４。

2 間違い。 若者の自殺の多くは， いじめが要因となっています。
3 間違い。 大抵いじめてくる人のほうが力が強いので， いじめられている人がやり返
そうとしても， かないません。

4 間違い。 この場合， 周りの人に責任はない， とは言えません。 いじめを目にして何も
言わない人は， いじめを終わらせるどころか， いじめに加わっていると言えるかもし
れません。

5 正しい。 中には自信を持っている人もいますが， いじめをする人の多くは， 弱さを
抱えているため， 他の人をけなすことによって自信を持とうとします。

6 正しい。 いじめをする人も， 助けがあれば， 考え方や行動を変えることもできます。

やろうと思うこと
もしいじめにあったら， こうする。 または， こう言う。
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

もっと知りたい
www.jw.org にある， 「いじめっ
子を殴らずに撃退する」 という
ホワイトボード・アニメを見てく
ださい。 （ ホーム > 聖書の教え >
若い人）

自信をつけるなら， いじめをする人にはない強さを持てる

6

仲間の圧力に
負けないためには?
なぜ考えるべきか
自分の意志を貫くなら， 他の人に振り回されるのでは
なく， 自分の人生を自分でコントロールできます。

あなたなら
どうする?

こんな場面をイメージしてみてください： クラスメートが２人， 近づいて来ます。
ブライアンはおなかが痛くな ってきました。 今週にな ってもう２回， たばこを吸
うようからまれたからです。 これで３回目です。
１人目の子が言います。
「またひとり？ いいものやるよ」。
「いいもの」 と言いながら， にやっとしてポケットから何かを取り出し， ブライア
ンに差し出します。
その子の親指と人差し指の間に， たばこが見えました。 おなかがさらに痛くな
ります。
ブライアンは言います。 「いや， 前にも言ったけど……」。
もう１人の子がさえぎってこう言います。 「ビビってんのか」。
「違うよ」 とブライアンは勇気を出して答えます。
すると， その子がブライアンの肩に腕を回し， 「いいからやってみろよ」 とささ
やきます。
最初の子がたばこをブライアンの顔に近づけ， こう言います。 「だれにも言わな
いから， ばれないって」。

もしあなたがブライアンだったら， どうしますか。
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若い人が知りたい10 の質問

ちょっと
考えてみよう!

ブライアンにからんだ子たちは， どう行動するかを本当に自分で考え， 決定
しているのでしょうか。 いいえ， そうではなく， 人に振り回されているのでしょ
う。 受け入れられたいと思うあまり， 自分自身が周りの人によって影響され
るままにな っているのです。
もしあなたがこのようなシチュエーションに直面したら， 仲間の圧力に負け
ないためにどんな方法を取りますか。

1

予想する
聖書には， 「災いを見て身を隠す者は明敏である。 しかし， 経験のない者たちは進んで行っ
て， 必ず報いを身に受ける」 とあります。 —箴言 ２２：３。
問題が起きるのが前もって分かることもよくあります。 例えば， 少し先の方で， 何人かのクラ
スメートが固まって， たばこを吸っているのが見えます。 問題を予期すれば， それに対応する
準備ができます。

2

考える
聖書には， 「正しい良心を保ちなさい」 とあります。 —ペテロ第一 ３：１６。
「みんなと同じことをしたら， 結局はどんな気持ちになるだろうか」 と考えましょう。 確かに，
その時は周りの子から受け入れてもらえるかもしれません。 でも， 後でどんな気持ちになるで
しょうか。 クラスメートに嫌われないために， 本当の自分をなくしてしまいますか。 —出エジ
プト記 ２３：２。

3

決定する
聖書には， 「何であれ， 人は自分のまいているもの， それをまた刈り取ることになる」 とあり
ます。 —ガラテア ６：７。
いつかはだれもが選択をし， その決定の結果を受け入れて生きていかなければなりません。
聖書は， ヨセフ， ヨブ， イエスなど正しい選択をした人について述べています。 また， カイン， エ
サウ， ユダは間違った選択をしたとも述べています。 あなた はどうしますか。
聖書は 「善良なことにはしっかりと付きなさい」 と述べています。 （ローマ １２：９） 結果につい
て考え， 決意したなら， 自分の立場を はっきり伝える のは意外と簡単であり， そうすることに
は価値があります。
きちんと説明しなければ， と思う必要はありません。 ただ， きっぱりと 「しない」 と言うだけで
十分でしょう。 あるいは， 自分の決意を変えるつもりがないことをはっきりさせるために， こう
言えるかもしれません。
「わたしはやめとく」。
「僕はそういうことはしないんだ」。
「わたしがそんなことしないって知ってるよね」。
ポイントは， 確信をこめてすぐに答えることです。 そうすれば， 相手は意外なほどあっさり引き
下がるでしょう。

19

ばかにされても
うまく対応する

友達がばかにしてきたらどうでしょうか。 「どうした？ ビビってんのか」 と言われたら
どうですか。 そのようなからかいは， まさに仲間の圧力であることを意識してくださ
い。 どう対応できるでしょうか。 少なくとも次の２つの方法があります。

相手の言うことを認めて， 圧力を吸収することができます。 （「うん， こわいん
だよ」 と言い， それから理由を簡単に説明します。）
こちらも圧力をかけることができます。 断わる理由を言った後， 相手に考えさ
せるようにします。 （「〇〇がたばこを吸うなんて思わなかったよ」。）
もし相手がばかにするのをやめないなら， そこを離れましょう。 長くとどまれば， それ
だけ圧力が強くなることを覚えておきましょう。 そこから離れることにより， 他の人に
操られるつもりはないことを示すのです。
実際のところ， 仲間の圧力を避けることはできません。 でも， 自分はどうしたいかを
決定し， 自分の立場をはっきり伝え， 自分をコントロールすることはできます。 結局，
選択するのはあなた自身なのです。 —ヨシュア ２４：１５。

やろうと思うこと
周りの圧力に負けないために前もって……
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

悪いことをさせようとする圧力を受けたら……
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

仲間の圧力に負けるなら，
彼らにコントロールされている
ロボットのようにな ってしまう

もっと知りたい
www.jw.org にある 「仲間の圧力に負
けないために」 というホワイトボード・
アニメを見てください。 （ ホーム > 聖書
の教え > 若い人）
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若い人が知りたい10 の質問

7

セックスするよう
求められたら?
なぜ考えるべきか
セックスについての決定は， あなたの遠い将来にまで
影響します。

あなたなら
どうする?

こんな場面をイメージしてみてください： ヘザーはマイクと付き合うようにな っ
てまだ２か月ですが， もうずっと前からの友達のように感じます。 しょっちゅう
メールをやり取りし， 電話で何時間も話します。 何かを言いかけると， それだけ
で言いたいことが伝わります。 でもマイクは， おしゃべりだけでは物足りなく
な ってきました。
この２か月， ２人は手をつないだり， 軽くキスしたりする以上のことはしていませ
ん。 ヘザーは， これ以上先には進みたくないと思っています。 でも， マイクを失
いたくないという気持ちもあります。 こんなに一緒にいて楽しい人は彼しかい
ません。 「それに， お互い好きなんだし……」 と自分に言い聞かせます。

あなたがデートできる年齢で， ヘザーのような状況にな ったら， どう行動しま
すか。

ちょっと
考えてみよう!

重力の法則などの物理法則を無視して， 高いところから飛び降りるなら， ひどい結
果になります。 モラルに関する規定を無視する場合も同じです。 例えば， 「淫行を
避け」 なさいという規定があります。 —テサロニケ第一 ４：３。
その命令を守らないと， どんな結果になるでしょうか。 「淫行を習わしにする人は
自分の体に対して罪をおかしているのです」 と聖書は述べています。 （コリント第
一 ６：１８） なぜそう言えますか。
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調査によれば， 結婚前にセックスをした若者の多くは， 次
のようなつらい現実に直面しています。

失意。 結婚前にセックスをした若者のほとんどは， 後悔し
たと言っています。
不信感。 セックスの後に２人とも， 「彼（彼女）は， ほかにも
だれかと， したことがあるのでは」 と疑うようになります。
幻滅。 女の子はたいてい， 守ってもらいたい と思っていま
す。 利用されることなど望みません。 男の子はたいてい，
簡単に誘いに乗る女の子にはあまり魅力を感じません。
結論： 結婚していない のにセ ックスするなら， 貴重なも
のを失い， 自分の価値を下げることにな ってしまいます。
（ローマ １：２４） あなたの体はとても大切なものです。 安売
りしてはなりません。
「淫行を避ける」 強い意志があることを示しましょう。 （テ
サロニケ第一 ４：３） 将来， 結婚すれば， セックスが できる
ようになります。 結婚前のセックスによる不安や後悔に悩
まされることなく， 十分に楽しめるのです。 —箴言 ７：２２，
２３。 コリント第一 ７：３。

若い女性の
皆さんへ

セックスは結婚した人にだけ与え
られる神からのプレゼント。 結婚
前にセックスすることは， せ っかく
のプレゼントを間違って使ってい
ることになる。 それはまるで， だれ
かからもらったきれいな服を雑巾
として使うようなもの

多くの男性は， セックスをした子と結婚するつもりはない， と言います。 なぜで
しょうか。 結婚するなら， バージンの女性がいい， と思っているからです。
このことを知って驚くかもしれません。 怒りさえ感じるのではありませんか。 忘
れないでください。 映画やテレビは， １０代のセックスを魅力的で害のない楽し
み， また真実の愛として描きます。
だまされてはなりません。 調子のいいことを言ってセックスを求めてくる人は，
自分のことしか考えていないのです。 —コリント第一 １３：４， ５。
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若い人が知りたい10 の質問

若い男性の
皆さんへ

あなたがだれかと付き合っているなら， 自分は彼女のことを本当に大切に思っ
ているか， 考えてみてください。 大切に思っているなら， その気持ちをどのよう
に表わせますか。 神のおきてを守る強さ， 誘惑となる状況を避ける知恵， 彼女
のことを優先する愛を表わすことによってそうできます。
あなたがこのような特質を示すなら， 彼女は， 道徳的にしっかりしたシュラム
の娘と同じ気持ちになるでしょう。 その娘は， 「わたしの愛する方はわたしのも
の， わたしはあの方のもの」 と言いました。 （ソロモンの歌 ２：１６） 同じように，
彼女もあなたのことを今以上に愛してくれるでしょう。

あなたはどう思いますか。
あなたを本当に愛しているなら， あなたにとって身体的， 感情的に害になる
ようなことをするでしょうか。
あなたを本当に大切に思っているなら， あなたと神との関係を危うくさせる
ようなことをするでしょうか。 —ヘブライ １３：４。

アドバイス

もし調子のいい言葉でセック
スに誘われ， 「お互い好きなん
だから， いいじゃないか」 と言

やろうと思うこと
だれかからセックスするよう求められたら， どのように答えますか。

われたら， きっぱりこう答えま
しょう。 「本当にわたしを 好き
なら， そんなことしないはずで
しょ」。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

アドバイス

異性との接し方について， 分
かりやすいルールがあります。

あなたにとって断わるのが難しくなるのはどんな場合ですか。

親に見られて困るようなこと
はしない， というルールです。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

そのような状況をどのように避けられますか。
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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8

性的暴力について
どんなことを
知っておくべき?
なぜ考えるべきか
毎年， 何百万もの人たちがレイプや他の性的暴力に
遭っていて， 被害者の多くは若い人です。

あなたなら
どうする?

突然， アネットは捕まえられて， 押し倒されました。 「必死で突き放そうとしま
した。 叫ぼうとしても， 声になりませんでした。 押したり， けったり， たたいたり，
引っかいたりしていると， ナイフをぐっと突きつけられ ， 体から力が抜けてしま
いました」 と彼女は語っています。

もしあなたが同じような状況に遭遇していたら， どう反応したでしょうか。

ちょっと
考えてみよう!

あなたは夜に外を歩くとき， きっと用心することでしょう。 それでも， 悪いことが起
きないわけではありません。 「速い者が競走を……自分のものにするわけではな
い。 ……知識のある者たちが恵みを得るのでもない。 なぜなら， 時と予見しえな
い出来事とは彼らすべてに臨むからである」 と聖書は述べています。 —伝道の書
９：１１。
アネットのように知らない人から暴行を受けるケースもあれば， 知り合いや， 時に
は家族のだれかに襲われるケースもあります。 ナタリーは １０歳の時に， 近所の１０
代の男の子から性的暴力を受けました。 「とても怖くて恥ずかしか ったので， すぐ
にはだれにも話せませんでした」 と言います。
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若い人が知りたい10 の質問

あなたに
責任はない

アネットは今でも罪悪感に悩まされています。 「あの夜のことを何度も何度も思い
出して， も っと激しく抵抗するべきだ ったと自分を責めます。 でも実際には， ナイ
フを突きつけられた時に恐怖で体が動かなくな ってしまい， あれ以上何もできな
かったんです。 それなのに， もっと何かすべきだった と思ってしまいます」。
ナタリーも罪悪感に苦しんでいます。 「もっと気をつけていればよかった， と思いま
す。 両親から， 『外で遊ぶ時はいつも妹と一緒にいなさい』 と言われていたのに，
そうしませんでした。 だから， すきを与えてしまったんです。 家族も悲しみました。
家族が苦しんだのは自分のせいだと思うと， とてもつらいです」。
あなたもアネットやナタリーと同じように感じていますか。 もしそうなら， レイプさ
れたのは 自分の意思に反することだった ， という点を自分に言い聞かせてくださ
い。 一部の人は， 「男子なんだからしょうがない」 とか 「被害者にも悪いところが
ある」 などと言って問題を軽く見ます。 しかし， 「レイプされて当然」 ということはあ
りません。 レイプという卑劣な行為の犠牲者である あなたに責任はないのです！
それでも， 「あなたに責任はない」 と言われたからといって， なかなかそうは思えな
いでしょう。 つらい出来事をだれにも話せず， 罪悪感などのネガティブな気持ちに
苦しんでいる人もいます。 しかし， 黙っていることはだれにとって都合が良いでしょ
うか。 あなたですか。 それとも加害者でしょうか。 だから， 黙っていてはなりません。

話を聞いてもらう

聖書によれば， 義人ヨブは本当に苦しかった時， こう言いました。 「わたしは自分の
魂の苦しみのうちにあって語ろう！」 （ヨブ １０：１ ） あなたも， そうすることができま
す。 信頼できる人に話せば， だんだん気持ちに整理がつき， 苦しい気持ちも落ち着
くでしょう。
アネットもそうでした。 こう述べています。 「親友に話したら， 会衆の長老たちに話
すようアドバイスされました。 そうしてよか ったと思います。 長老たちは何度も話
をじっくり聞いてくださり， わたしが本当に必要としていたことを話してくださいま
した。 起きたことはわたしのせいじゃ ない， ということです。 決してわたしのせい
じゃ ないんです」。
ナタリーも虐待のことを親に話しました。 「両親はわたしを支えてくれました。 『安
心して話しなさい』 と励ましてくれたので， 悲しみや怒りをため込まないでいられ
ました」。

心の傷は， 独りでは運べない
重い荷物のよう。 だれかに話して，
一緒に持ってもらおう

ナタリーは祈りによっても慰められました。 「神に語りかけると気持ちが楽になり
ました。 特に， だれにも心を開けない時はそうでした。 祈りでは何でも話せます。
本当に穏やかな気持ちになれます」。
あなたにも， 傷がいえる 「時」 がきっと来ます。 （伝道の書 ３：３） 身体的にも無理
をせず， 気持ちが明るくなることを考えるようにし， しっかり休息を取りましょう。
そして何よりも， すべての慰めの神エホバに頼ってください。 —コリント第二 １：３， ４。
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デートできる
年齢なら

あなたが女性で， 未婚の人がすべきでないことをするよう圧力を受けているなら，
「やめて！」 とか 「触らないで！」 と言うのは正しいことです。 彼氏を失うことを恐れ
てためらってはなりません。 それが原因であなたと別れるような人とは， 付き合う
べきではないのです。 あなたには， あなたの体と信念を大切にしてくれる誠実な人
がふさわしいのではありませんか。

やろうと思うこと

もっと知りたい

罪悪感で苦しい時はこうする……

者のコメント セクハラ」
というビデオクリップを
見てください。 （ホーム >

www.jw.org にある， 「若

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

聖書の教え > 若い人）

信頼できる大人に打ち明けたいことは……
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

セクハラって何？
「中学の時， 男の子たちがわたしの背中のブラを引っ張って， いやらしいことを言いました。 セックスしよう， 楽しいよ， みたいなこと
です」。 —コレッタ。

この男の子たちは……
A

からかっている

B

気を引いている

C

セクハラしている

「バスの中で， 男の子からいやらしいことを言われ ， 腕をつかまれました。 その手を思い っきりたたいて， 『あっちへ行ってよ！』 と
言ったら， 驚いた顔をしていました」。 —キャンディス。

この男の子は……
A

からかっている

B

気を引いている

C

セクハラしている

「去年ある男の子から， 好きだから付き合って， としつこく言われました。 何度断わってもあきらめません。 腕を触るのをやめてと
言っても， やめませんでした。 靴ひもを結んでいる時におしりをたたかれたこともあります」。 —ベサニー。

この男の子は……
A

からかっている

B

気を引いている

C

セクハラしている

正解は， ３つとも C です。

セクハラは， からかうことや
気を引くことと
どこが違うのでしょうか。

セクハラは一方的です。 こちらが 「やめて」 と言っても， 相手はやめません。
セクハラを軽く考えてはなりません。 性的暴行につながる可能性があります。

9

進化論を信じるべき?

なぜ考えるべきか
進化論が事実だとすれば， 人生に永続する目的
などありません。 創造が事実であれば， 人生や
将来に関する疑問について， 納得できる答えを
見つけることができます。

あなたなら
どうする?

こんな場面をイメージしてみてください： アレックスは戸惑っています。 これま
でず っと神や創造を信じてきました。 でも今日， 生物の先生が， 「進化論は
事実であり， 信頼できる科学研究によって裏付けられている」 と断言しました。
アレックスは， ばかな人間だと思われたくありません。 「もし科学者たちが進
化論の正確さを証明しているんだったら， 自分が疑うのはおかしいんじゃない
か」 と考えます。

もしあなたがアレックスだったら， 事実として教科書に書かれているという
だけで， 進化論を受け入れますか。

ちょっと
考えてみよう!

違う意見を持つ人たちが， それぞれ 何を 信じているのかは主張できても， なぜ 信
じているのかは十分理解していないということがよくあります。
ある人たちは， 宗教の教えだからというだけの理由で， 創造を信じています。
別の人たちは， 学校で教えられたからというだけの理由で， 進化論を信じてい
ます。

27

生命に創造者などいなかった
という考えは， この家に建築者など
いなかったという考えと同じで，
理屈に合わない

考えたい
６つの質問

聖書は次のように述べています。 「家はすべてだれかによって造られるのであり， す
べてのものを造られたのは神です」。 （ヘブライ ３：４） これを信じるのは筋の通ったこ
とですか。

主張： 宇宙にあるすべてのものは， 偶然のビッグバンによって生じた。
1

だれが， または何が ビッグバンを引き起こしたのでしょうか。

2

すべては何もないところから生じたと考えるのと， すべてはだれかから
生じたと考えるのとでは， どちらが現実的でしょうか。

主張： 人間は動物から進化した。
3

人間が動物から， 例えばサルから進化したのであれば， 人間とサルに
知的能力の面で大きな差があるのはなぜでしょうか。

4

最も “単純な” 形態の生命でさえ， ものすごく複雑な構造にな ってい
るのはなぜでしょうか。

主張： 進化は証明された事実である。
5

こうした主張をする人は， 自分で証拠を調べたのでしょうか。

6

多くの人は， 学識のある人たちがみんな信じていると 教えられた だけ
で進化論を信じているのではありませんか。

「森の中を歩いていて， きれいな家を見つけても， 『わぁ， すごい！

「印刷工場で爆発があって， インクが壁や

木がうまく倒れて出来上がったんだ』 とは考えません。 あり得な

天井に飛び散った結果， 大辞典が出来上

いからです。 だから， 宇宙にあるすべてのものが， 偶然に生じた

がったとだれかが言ったら， 信じられます

なんて信じられません」。 —ジュリア。

か」。 —グウェン。
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若い人が知りたい10 の質問

神を信じる理由

聖書は， 「すべてのことを確かめ」 るようにと勧めています。 （テサロニケ第一 ５：２１）
つまり， 以下の理由だけで神を信じるべきではないということです。

感情 （何となく， 人間より高いレベルの存在がいるはずだと思う）
他の人の影響 （周りの人が信じている）
圧力 （親に神を信じるよう育てられたので選択肢がなかった）
むしろ， 確信を裏付ける根拠を知っていなければならないのです。

「授業で先生が人体の働きについ

「超高層ビルとか， 大型客船とか，

「科学を学べば学ぶほど， 進化には

て説明しているのを聞いていると，

車とかを見ると， 『だれが造った

信頼性 が な い と思 えてきます。

神は絶対にいるんだ， と思います。

んだろう』 と考えます。 車を製造

……わたしにとって， 進化論を信

体にはどんなに小さな部分にも

するには優れた知能を持つ人た

じる に は 創 造 者 の 存 在 を 信 じ

それぞれの働きがあり， 自分では

ちが必要です。 たくさんの細かい

る以上の “信仰” が必要です」。

意識していなくてもちゃんと機能

部品を正しく機能させないと， 車

—アンソニー。

しています。 人間の体って本当に

を走らせることはできません。 車

すごいです！」 —テレーザ。

に設計者が必要だったら， 人間に
も設計者が必要です」。
—リチャード。

考えてみて
ください

数十年にわたって研究されてきたにもかかわらず， すべての科学者が， 進化論の説
明に納得しているわけではありません。 専門家とされている科学者たちが進化論
に納得していないのであれば， あなたが進化論について疑問を持つとしても自然
なことではありませんか。

やろうと思うこと

もっと知りたい

クラスメートから 「自分は神を信じていないけど， 〇〇はどうなの？」 と
聞かれたところをイメージしてください。 何と答えるか書いてみましょう。

のコメント 神がいると信じ
られるのはなぜ？」 というビ
デオクリップを見てくださ
い。 （ ホーム > 聖書の教え >

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

www.jw.org にある， 「若者

若い人）
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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10

聖書は助けになる?

なぜ考えるべきか
「聖書全体は神の霊感を受けたもの」 と聖書そのもの
が言っています。 （テモテ第二 ３：１６） もしこれが本当
なら， あなたは必要なアドバイスを聖書から見つける
ことができるでしょう。

こんな場面をイメージしてみてください： デービッドは よく知らない 場所をドラ
イブしています。 標識や目印となるものを見ると， 自分が本来通る予定のない
場所に来てしまったようです。 デービッドは道に迷ったことに気づきます。 途中
で曲がる場所を間違えたのです。

あなたなら
どうする?

あなたがデービッドだったら， どうしますか。

ちょっと
考えてみよう!

幾つかの選択肢があります：
A

だれかに聞いてみる。

B

地図や GPS を使う。

C

正しい道に戻れるだろうと期待しながら， ドライブを続ける。
どう考えても， C は最悪の選択です。
B は， A よりも優れています。 旅の間， 地図や GPS があるなら， それは正しい道に
案内してくれるでしょう。
聖書も同じような方法であなたを助けてくれます。
ベストセラーである聖書は……
問題にぶつかって悩んだ時にアドバイスしてくれる
自分について知り， 人間として成長するよう助けてくれる
幸せで充実した人生を送る方法について教えてくれる
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若い人が知りたい10 の質問

人生についての
大切な疑問の答え

人は小さいころからいろんな質問をします。
空が青いのはどうして？
星は何でできているの？
もっと大きくなると， まわりの出来事について質問し始めます。
どうして悪いことが起きるのだろう？
なぜ人は死ぬんだろう？
こうした質問の答えが， ずっと前から聖書にあったとしたらどうですか。
聖書は神話や伝説の本で， 時代後れだし， 難しすぎて理解できない， と多くの人は
言います。 でも， それは聖書に問題があるからでしょうか。 それとも， 聖書について
聞いたことに問題がありますか。 間違った情報を伝えられていませんか。
例えばある人々は， 聖書には神が世界を支配していると書いてある， と考えます。
でも， そんなはずはありません。 世界はひどい状態にあるからです。 世界のどこで
も， 痛みや苦しみ， 病気や死， 貧困や災害が見られます。 愛情深い神がそうしたこ
とを許されるはずがありません。
あなたも答えを知りたいと思いませんか。 だれがこの世界を支配しているかにつ
いて， 聖書が教えていることを知ると驚くかもしれません。

この冊子にあるアドバイスは， 聖書に基づいています。

もっと知りたい

エホバの証人は， 聖書が信頼できるアドバイスの源であ

www.jw.org にある， 「聖書を

ると確信しています。 なぜなら， 聖書は 「神の霊感を受
けたもので， 教え， 戒め， 物事を正［す］のに有益」 だから

学ぶべきなのはなぜですか」
というビデオクリップを見てく
ださい。

です。 （テモテ第二 ３：１６， １７） あなたも， この古代に書か
れたとはいえ現代でも役立つ本を調べ， 充実した人生を
楽しんでください。
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若い人のための
助け
次の質問に対する答えを見つけてください：
自分ってどんな人?
見た目が気になるのはどうして?
親とどうやって話す?
失敗したらどうすればいい?
学校でいじめられたらどうすればいい?
仲間の圧力に負けないためには?
セックスするよう求められたら?
性的暴力についてどんなことを知って
おくべき?
進化論を信じるべき?
聖書は助けになる?

このブロシュアーの中では， こうした質問が
取り上げられています。

このコードでも www.jw.org
にアクセスできます

ypq-J
160608

エホバの証人の
公式ウェブサイト

