
末日聖徒イエス・キリスト教会の
歴史的所蔵品からの重要品

信仰
　　   の 礎





末日聖徒イエス・キリスト教会の会員はその信仰の礎をイエス・キリストとその使徒や預言
者たちの証のうえに築いています。 1830 年に教会が組織されてから今日まで，それぞれ
の世代が神の御手を見，日々主を覚える助けとなるよう，その歴史を記録に残しています。

展示されている品々は，地上における教会の回復と成長を記した，教会歴史の貴重な礎の
記録です。それらは現代の聖文や預言者，生ける教会，そしてイエス・キリストの再臨に備
えるために全地に満ちるという教会の使命を信じる個人的な信仰の錨をはっきりと示して
います。その記録から，毎週の礼拝，総大会，そして神殿参入を含め，一丸となった末日聖
徒が 21 世紀に経験したさまざまな事柄の歴史的ルーツをたどることができます。

展示されている記録の中には，現代の聖典の最も初期の版，現代の預言者の個人的な日記
や手紙，そして教会の教義，組織，および成長における重要な発展の証拠があります。そ
れらは教会の歴史図書館で慎重に保存，保護されており，損傷を防ぎ，湿度を制御し，光へ
の露出を最小限にする高セキュリティのケースに納められて，特注の架台に載せられて展示
されています。

「見よ，あなたがたの間で記録を記さなければならない。」
教義と聖約 21：1

信仰
　　             の 礎



反対側のページ―「心の願い」ウォルター・レーン画

全世界の末日聖徒の信仰は，ジョセフ・スミスを通して啓示された現代の聖文と
いう土台の上に築かれています。 神から召された預言者，聖見者，啓示者，そし
て翻訳者として，ジョセフ・スミスは聖書と並んでイエス・キリストを証する新し
い聖典を世に出しました。

1．　モルモン書　原本（1829 年）

2．　モルモン書　初版（1830 年）

3．　モルモン書　リバプール版（1841 年）

4．　戒めの書（1833 年）

5．　教義と聖約　初版（1835 年）

6．　エジプトのパピルスの断片（紀元前 2 世紀）

7．　アブラハム書からの模写　印刷版（1842 年）

8．　高価な真珠　初版（1851 年）

現代の
聖典
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ジョセフ・スミスが神の霊感によってモルモン書を英語に翻訳したとき，ジョセフは筆
記者に口述し，筆記者は当時の一般的な紙にその言葉を記録して，クモラの丘に埋め
られた金版に最も近いこの記録を作りました。この元の原稿が完成した後，印刷業者
が使うために原稿の複製が作られま
した。筆記者のうちの 5 人，すなわ
ち，オリバー・カウドリ，マーティン・
ハリス，ジョン・ホイットマー，クリス
チャン・ホイットマー，そしてサミュ
エル・スミスもモルモン書の証人と
し証を添えました。 1841 年 10 月
に，ジョセフはノーブーハウスの南東
の礎石の中に原稿を納めました。
ノーブーハウスは，訪問者が宿泊す
るために啓示によって定められた場所で
した。 40 年以上後に，その原稿が発見さ
れましたが，水が建物の石造部分に浸透していたため，朽ちていなかったのはわずか
28% でした。残っていた紙片は非常に薄い紙で補強し，縁の周りを密封した透明なポ
リエステルフィルムの中に封入されています。展示されているページにある筆跡は未確
認です。

イリノイ州ノーブーのノーブーハウス

モルモン書
原本（1829 年）

1907 年ごろのクモラの丘

1

現代の聖典
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モルモン書は，印刷業者であるエグバート・B・グランディンの指示の下，ニューヨーク州
パルマイラで 1830 年 3 月に出版されました。 5,000 部，合計で約 300 万ページの結合
組版，印刷，および牛革装丁が 1829 年 8 月に開始され，その費用の 3,000ドルは，マー
ティン・ハリスの農場の一部を売却して支払われました。この書物は改宗者によって読
まれ，家族に伝えられ，そして宣教師によって近隣の集落や州，アメリカインディアン，お
よびイギリス諸島に運ばれました。初版本のうち約 700 冊が今日も残っていると推定さ
れます。第二版は 1837 年に印刷されました。

ニューヨーク州パルマイラにあるエグバート・B・グランディンの印刷所

現代の聖典

モルモン書
 初版（1830 年）
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モルモン書のこの版は，マーシー・R・フィールディング・トンプソンが所有していまし
た。これには，彼女の子孫によって記されたメモが掲載されており，それによると 1844
年 6 月 24 日の朝，彼女の夫ハイラム・スミスが弟のジョセフとともにイリノイ州カーセー
ジに向かうためにノーブーを離れる前にこの書物を読んだことが記されています。現在
のエテル 12：36 － 38 に当たる箇所を読んだ後，ハイラムはそのページの左上隅を折り
曲げました。その折り目は今でも確認することができます。この版は，1841 年にイング
ランド・リバプールで印刷され，その作業はブリガム・ヤングやそこで宣教師として召さ
れていた十二使徒定員会の他の会員たちの指示の下に行われました。文章はオハイオ州
カートランドで発刊された 1837 年版から受け継がれましたが，この巻では，初めて索引
が含められるとともに，証人の証が書籍の前部に移動されました。 4,000 部以上が製本
され，今回は 210 ポンドの費用で，金箔スタンプ付きの表紙で羊革，牛革，およびモロッ
コ革で装丁されました。それ以降数十年にわたり，イギリス市民の数千人がこの書物を
読み，教会に加わり，シオンに移住しました。

イングランドのリバプールの波止場からニューオーリンズ行きのエレン・マリア号
（Ellen Maria）に乗船する聖徒たち。ケン・バクスター画。

現代の聖典

モルモン書
リバプール版（1841 年）

3



9



10

『戒めの書』は，ジョセフ・スミスが受けた啓示を書物として出版する最初の試みを示す
ものです。 1833 年 7 月 20 日，この書物が印刷工程にあったとき，ミズーリ州インディペ
ンデンスの印刷事務所が自警団によって破壊されました。まだ装丁していない印刷され
た紙片の一部は，その際，近くのトウモロコシ畑の中に隠れていたメアリーとキャロライ
ン・ロリンズ姉妹を含む何人かの人々によって奪い返されました。その後，奪い返され
た紙片はまとめられ，私的に使用するために手で装丁されました。そのうち現存すること
が知られているものはおよそ 30 冊であり，全ページそろっているものは 1 冊もありませ
ん。この特別な版は，ウィルフォード・ウッドラフが所有していました。彼は，現在教義
と聖約第 64 章であるものの残りの部分を書きました。それは，印刷された文章が 36 節
で終わっていたからです。ウィルフォードは現在教義と聖約 89 章である「知恵の言葉」
についての啓示も手書きで加えました。

現代の聖典

4

戒めの書（1833 年）



11

現代の聖典

『教義と聖約』は，ジョセフ・スミスが受けた啓示を書物として出版する第 2 の試みでし
た。この啓示はジョセフ・スミス，オリバー・カウドリ，シドニー・リグドン，フレデリッ
ク・G・ウィリアムズから成る委員会によって選択されました。さらに，後に『信仰講話』

（Lectures on Faith）として知られる 7 つの論文も含まれていました。この論文は「教
義」を構成し，さらに啓示は「聖約」を構成していました。この書籍はオハイオ州で印刷
および装丁され，教会の一般集会で受け入れられました。展示されている版は，教会の
二人目のビショップであるニューエル・K・ホイットニーが所有していました。

5

教義と聖約
初版（1835 年）
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1835 年に，教会は当時エジプトで発見されたばかりのパピルスの巻物を手に入れまし
た。その後まもなく，ジョセフ・スミスはアブラハム書，すなわち聖書の預言者であり族
長であるアブラハムの記録を翻訳し始めました。末日聖徒がノーブーを去った後，その
巻物はそこに残され，1856 年にジョセフ・スミスの家族によって複数の人々に販売され
ました。巻物の大部分は 1871 年のシカゴ大火災で損なわれた可能性があるものの，
カートランド時代の紙を補強材として背面に取り付けられた 10 枚の断片は，最終的に
ニューヨーク市のメトロポリタン美術館に行き着いたと歴史家たちは考えています。この
断片は，1967 年に教会に移譲されました。

現代の聖典

6

エジプトのパピルスの断片
（紀元前 2 世紀）
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この鉛板は，教会の新聞である『タイムズ・アンド・シーズンズ』（Times and 
Seasons）に掲載されたアブラハム書の印刷物の一部としてルーベン・ヘッドロック
によって刻まれました。ジョセフ・スミスは，1835 年の夏と 1842 年の春の間に時折
その翻訳に取り組みました。アブラハム書の全 5 章が，3 つの図 （現在，模写 1，2，3
として知られている）とともに，1842 年 3 月から 5 月の間に公表されました。

現代の聖典

7

アブラハム書からの模写 
印刷版（1842 年）
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現代の聖典
8

高価な真珠
初版（1851 年）
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イギリス伝道部を管理していた際，十二使徒定員会のフランクリン・D・リチャーズは，
改宗者から彼らの新たに受け入れた信仰についてさらに多くのことを知りたいという要
請を受けました。長老は，ジョセフ・スミスによる幾つかの文章，翻訳，および啓示を
1851 年に高価な真珠という表題の小冊子にまとめることで，その要請に応えました。こ
の巻は後に，1880 年 10 月の総大会で全会一致により聖典として認められました。

フランクリン・D・リチャーズ



反対側のページ―「リバティーの監獄におけるジョセフ・スミス」グレッグ・オルセン画

現代の
預言者

末日聖徒の信仰は，現代の預言者，すなわち，その時代において神の言葉を明らか
にするために，神によって召された霊感された男性にかかっています。昔の預言者たち
と同様に，今日の預言者たちも主を待ち望み，主の御心を求め，イエス・キリストを証
します。これらの手紙や日記は，現代の預言者たちが受けた神の導きの幾つかを記録
し，分かち合うものです。

9．  ジョセフ・スミスの日記（1832 －1834 年）

10． リバティーの監獄からの手紙（1839 年）

11． 「広く散らされた聖徒たちへの宣言」（1841 年）

12． ブリガム・ヤングの手紙（1846 年）

13． ウィルフォード・ウッドラフの日記（1847 年）
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ジョセフ・スミスは，1832 年 11 月に日記をつけ始めました。何度かの中断の後，筆記
者の助けを借りて，ジョセフは最終的に 1,500 ページ以上の手書き原稿を含む，10 冊の
日記を生み出しました。この最初の巻には，他のどの記録よりもジョセフの手書きのもの
が多く含まれています。それは，ここに展示されている最初のページを含み，ジョセフの
手によって全てあるいは主要な部分が書かれた記録のおよそ半分に相当します。

現代の聖典

9

ジョセフ・スミスの日記 
（1832 －1834 年 )
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1839 年 3 月 20 日－25 日，リバティーの監獄での不当な投獄の 3 か月半後に，ジョセ
フ・スミスは，筆記者そして囚人仲間であるアレクサンダー・マクレーとカレブ・ボールド
ウィンに対して教会の会員への手紙を口述しました。新約聖書におけるパウロの書簡を
ほうふつとさせる悲痛な手紙は，聖徒の苦しみを詳述し，平安と指示を与えるものでし
た。ジョセフと兄のハイラム含む監獄内の全ての男性が，その手紙に署名しました。
1876 年，手紙の一部は 121 章，122 章，そして 123 章として教義と聖約に加えられまし
た。 

現代の聖典

10

リバティーの監獄 
からの手紙（1839 年）
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現代の聖典

大管長会によって発行されたこの初期の宣言は，ノーブーに集まるよう末日聖徒を招くも
のでした。それは，1841 年 1 月 15 日に教会の新聞である『タイムズ・アンド・シーズン
ズ』（Times and Seasons）で公開され，教会指導者に一致して「教会の環境，状況，展
望を時折知らしめ，聖徒の幸福に必要だと思われるそのような指示を与える」という先
例を示すものでした。

11

「広く散らされた聖徒 
たちへの宣言」（1841 年）
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ブリガム・ヤングは，1846 年 3 月 9 日に兄のジョセフ・ヤングに書いたこの手紙のコピー
を保存しました。これは，ブリガムの手書きで書かれた比較的少数の現存する手紙の一
つです。ジョセフ・スミス暗殺の 1 年半後，聖徒たちはイリノイ州からの避難を余儀なく
されました。手紙の中でブリガムは既に逃れた聖徒たちの状態について報告し，ノー
ブーの「悲しみの暗雲」からできるかぎり早く逃げるよう他の人々に警告しました。

現代の聖典

12

ブリガム・ヤングの手紙
（1846 年）
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ウィルフォード・ウッドラフは 1833 年に教会に加わった後すぐに
毎日日記を書き始め，1898 年に死ぬまで書き続けました。結果
的に 31 巻となった日記は，教会の歴史の中で最も重要な記録の
一つとなっています。この破れやすい巻は，1847 年 7 月 24 日，
すなわち，ウィルフォードとブリガム・ヤングがソルトレーク盆地
に足を踏み入れた日の記録によって始まっています。この記録に
は，ヤング大管長は「ここを聖徒たちの安住の地とすることに心
からの満足を覚えた」と記されています。

「まさにこの地である」ジョン・マクノートン画

現代の聖典

13

ウィルフォード・ウッドラフ
の日記（1847 年）
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ウィルフォード・ウッドラフ



反対側のページ―「ノーブー」ジェリー・トンプソン画

末日聖徒は，回復が「まことの生ける教会」（教義と聖約 1：30）をもたらしたという
信仰を持っています。 教会の会員は，1830 年のニューヨークにおける最初の 6 人か
ら現在世界各国における何百万人にまで膨れ上がり，地元で行われる集会では弟子と
しての働き，親睦，および奉仕の機会を提供しています。 

14．　ジョセフ・スミス・シニアの聖任証明書（1830 年）

15．　ルーシー・マック・スミスの歴史（1845 年）

16．　最初の賛美歌集（1835 年）

17．　『リトレンチメント協会女子部の信条』（Articles of 
the Young Ladies’ Retrenchment Association），

（1870 年）

18．　ファーミントンワード初等協会議事録（1878 年）

まことの
生ける教会
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現代の聖典

ジョセフ・スミス・シニアは，金版を見て触った八人の証人の一人であり，教会の初期の会
員の一人であり，1830 年 6 月 9 日に教会の最初の総大会で人々を教え導く職に聖任された
人々の一人でした。この証明書は，教会が組織された日に採択された教会の基本的な文書

「教会の規定と聖約」（現在の教義と聖約 20 章）に従って聖任されたことを示しています。
この記録はオリバー・カウドリによって書かれ，彼とジョセフ・スミスによって署名されまし
た。神権の聖任は記録され，神権の職を持つ者は，ジョセフ・スミスからイエス・キリスト
に至るまでその権能を授けた人たちの名前をたどることができます。

14

ジョセフ・スミス・シニア 
の聖任証明書（1830 年）
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現代の聖典

彼女の息子ジョセフ，ハイラム，およびサミュエルの死から数か月後，ルーシー・マック・
スミスは，彼女の人生と家族の歴史を口述し始めました。彼女は祖先と彼女の子供たち
について語り，「ジョセフが版を取得したこと〔と〕天使を見たときの詳細」を説明しまし
た。展示されているページには，1830 年 4 月 6 日の教会の最初の集会と，同年 6 月 9
日の最初の総大会における彼女の経験について記されています。彼女は夫のバプテス
マ，息子たちの聖任，そして息子の一人，サミュエルの教会の最初の宣教師としての旅立
ちを重要視しています。ルーシーの歴史は，初期の教会における彼女の家族の役割につ

いてユニークな視点を提供してお
り，他のどこにも述べられていな
い出来事や人々の交流について
別の視点から語り，他の誰も提
供できなかった洞察を分 かち
合っています。それは計り知れ
ない価値のある記録です。ルー
シーは，その歴史を筆記者である
マーサ・ジェーン・ノールトン・
コーレイとハワード・コーレイに
口述しました。彼らは，原稿の最
初の草案を二つの改訂版または

「修正済みの」複写版にしまし
た。そのうちの一つはルーシー
のもとに残りましたが，もう一方
は教会のもとに残り，ここに展示
されています。この巻はイギリ
ス・リバプールで 1853 年に初め
て印刷されました。 

15

ルーシー・マック・スミス 
の歴史（1845 年）
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現代の聖典

16

最初の賛美歌集（1835 年）
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1830 年 6 月にジョセフ・スミスに与えられた啓示 ( 教義と聖約 25 章参照 ) の中で，ジョ
セフの妻エマは，教会員が使う賛美歌を選定する務めに召されました。エマの歌集には
90 曲の賛美歌が収められており，うち 35 曲は末日聖徒が書いたものです。今日末日聖
徒が使用する賛美歌には，「主のみたまは火のごと燃え」や「主は生けりと知る」を含む，
26 曲の原曲が含まれています。

エマ・スミス



30 ブリガム・ヤングの娘たち

1870 年 5 月 25 日に，ブリガム・ヤングは自分
の娘たちを集め，彼女たちに「贅沢なドレスを
着ること，贅沢なものを食べること，そして会
話でさえ」「節約する」あるいは簡素化するよ
う，チャレンジしました。二日後，彼女たちは
リトレンチメント協会女子部（現在の若い女
性組織）を組織しました。一部の人々はこの
新しい運動に熱心ではなかった一方で，5 年
以内に主要な末日聖徒の開拓地のほとんどの
教会で，自分たちの協会を開催しました。エラ
イザ・R・スノーは「互いに支え励まし合って
善を行 ( い )」，「この世の人々のように高ぶり，
愚かな行いをしたり，流行を追ったり」するこ
とを拒むよう若い女性に教えるために，この信
条を書きました。若い女性たちは毎週自分た
ちの集会を実施し，週刊ニュースレターや『ヤ

ング・ウーマンズ・ジャーナル』（Young Woman’s Journal）を発行しました。このプロ
グラムはとても効果的であることが証明されたので，同じような協会が若い男性のため
にも組織され，両方のプログラムは今日の教会でも続けられています。この信条の写し
は，これまで見つかった中でも最も古いものです。。

現代の聖典
17

リトレンチメント協会 
女子部の信条（1870 年）
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教会で開かれた最初の初等協会の集会で記録された議事録です。 1878 年 3 月，ユタ州
ファーミントンのオーレリア・スペンサー・ロジャースは，中央扶助協会会長のエライザ・
R・スノーに騒 し々い男の子たちにどのように振る舞うべきかを教える組織を創設するこ
とができないかと尋ねました。スノー姉妹はジョン・テーラー大管長に相談し，大管長
は彼女のアイデアを承認しました。そしてロジャース姉妹のビショップは彼女に指導者と
して導くよう求めました。 8 月 25 日には第 1 回初等協会集会が開かれ，200 人以上の
少年少女が福音の基本原則，音楽，時間を守ること，そして礼儀正しくすることを教わり
ました。 1880 年に中央会長会が組織された初等協会は，現在では全世界の教会のほ
ぼ全てのユニットにあります。

現代の聖典
18

ファーミントンワード 
初等協会議事録（1878 年）



福音は 
地上を覆う

反対側のページ―「ウェールズを目覚めさせるダン・ジョーンズ」クラーク・ケリー・プライス画

回復された福音のメッセージや祝福は，「あらゆる国民，部族，国語の民，民族」のた
めに向けられています（モーサヤ 15：28）。 今日，わたしたちがモルモン書を翻訳し，
伝道活動を通して散乱したイスラエルを集め，貧しい人や助けの必要な人を世話し，儀
式を執行するために神殿を建設するにつれ，現代の聖典，現代の預言者の言葉，そし
て教会の組織が地球全体に広がっています。

19．Mormons Bog（1851 年）

20．Ka Buke a Moramona（1855 年）

21．El Libro de Mormón（1886 年）

22．モルモン経（1909 年）

23．Die Boek van Mormon（1972 年）

24．穀物を保存するための召し（1876 年）

25．小規模神殿見取り図の準備用スケッチ（1997 年）
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現代の聖典

モルモン書は，全ての人々が読めるように翻訳され，世界中に広がっています。これらは
ヨーロッパ，太平洋，ラテンアメリカ，アジア，アフリカのネイティブスピーカーのために用
意された最初の非英語版でした。『モルモン書』は現在 90 か国語以上で出版されてお
り，その他 20 か国語以上に抄訳されています。 

19． Mormons Bog（1851 年）
モルモン書の最初の非英語版は，十二使徒定員会のエラスタス・ス
ノーとピーター・オルセン・ハンセンによって翻訳され，1851 年にデ
ンマークで出版されました。 展示されている版は，デンマークのキャ
ロライン女王のために用意されましたが，女王はそれを受け入れよう
とはしませんでした。

20．Ka Buke a Moramona（1855 年）
ジョージ・Q・キャノンは，先住民の裁判官であり改宗者であるジョ
ナサン・H・ナペラの支援を受けてモルモン書をハワイ語に翻訳
しました。 宣教師たちはボストンから印刷機を注文し，その後，
機械はサンフランシスコに出荷されたため，最終的に本もそこで
印刷されました。展示されている版はジョージ・Q・キャノンが
所有したものです。

全世界の初期の 
『モルモン書』の翻訳
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22．モルモン経（1909 年）
最初に日本に派遣された宣教師の一人アルマ・O・テイラーは，
地元教会員の助けを得て『モルモン書』の草稿を作りました。 テ
イラーはまた，経験ある日本人の文筆家に意見を求め，力と威厳
に満ちた文体になるようにしました。

23．Die Boek van Mormon（1972 年）
末日聖徒の宣教師は 1850 年代には南アフリカで宣教したものの，
モルモン書がオランダ語のアフリカ異形であるアフリカーンス語
に翻訳されるまで 1 世紀以上かかりました。 ボランティアによる
試みが失敗した後，この作業は職業翻訳者であるフェリックス・
マインハルトに委託されました。

21． El Libro de Mormón（1886 年）
ダニエル・ジョーンズとヘンリー・ブリッジーは，1874 年にモルモン
書からの抜粋をスペイン語に翻訳し始めました。すぐにスペインの
改宗者であるメリトン・トレホが加わり，Trozos Selectos del Libro 
de Mormon（モルモン書から抜粋された聖文）が出版されました。 
その後，トレホ，ジェームズ・Z・スチュワート，そしてオリバス・アオ
イは，モルモン書全体の翻訳を完了しました。
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1876 年の秋，エメリン・B・ウェルズは，
穀物貯蔵プログラムにおいて末日聖徒の
女性を導くというブリガム・ヤングからの
割り当てを受け入れました。彼女は自分
が編集した新聞である『ウーマンズ・エク
スポーネント』（Woman’s Exponent）に
この社説を書くことから始め，「滞りなく直
ちに」行動するよう読者に呼びかけまし
た。女性たちはちょうどその年から，小麦
を買い，物々交換し，育て，落穂拾いをし，
販売し，貯蔵し始めました。彼女らは，小
麦を慎重に保護し，貧しい人々に貸し付け，
干ばつのときにはそれを分かち合いまし
た。これらの救援活動は 1906 年に広が
りました。女性たちはサンフランシスコの
地震の後，中国の飢饉の際に小麦やその
他の物資を送ったのです。合衆国政府は，
第一次世界大戦中にこの小麦の一部を購
入しました。この収益は教会員のための
育児の世話，児童福祉，および一般的な健康管理に貢献しました。 1940 年，小麦は教
会の穀物倉庫を満たすようになり，そして 1978 年に扶助協会がその小麦を正式に教会
の福祉プログラムに移行しました。したがって，この穀物貯蔵プログラムは，教会の福
祉，家族サービス，そして人道支援サービスプログラムの先駆を務めたのでした。小麦
は，1917 年以来，扶助協会の公式なシンボルとされ，扶助協会の建物の外装の細部や，
扶助協会のシールに表示され続けています。

現代の聖典
24

「愛はいつまでも絶えることがない」 
ジュリー・ロジャース画

穀物を保存する 
ための召し（1876 年）
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小規模神殿の概念が近年著しく神殿の建設を加速しています。 1997 年 6 月，ゴード
ン・B・ヒンクレーはメキシコ・コロニアフアレスにある教会所有のフアレスアカデ
ミーの 100 周年記念式典に出席しました。テキサス州エルパソの空港に戻る車中，
ゴードンは，辺境地域の忠実な聖徒たちが神殿の祝福を受けられるようにするための
方法について深く考えました。飛行機に乗り込むとすぐに，ゴードンは，必要不可欠
な設備だけを備えた小規模神殿のための見取り図であるこのスケッチを描きました。
ゴードンは 1997 年 10 月の総大会でこの概念を発表し，1998 年 8 月までに最初の小規
模神殿がユタ州モンティセロに完成しました。 1997 年以来，50 以上の小規模神殿が
建設されており，1999 年 3 月 6 日に奉献されたコロニアフアレスの神殿をはじめ，以
前にはなかった 19 の国々と 17 の合衆国の州における神殿建設も発表されています。

現代の聖典

25

小規模神殿見取り図の
準備用スケッチ（1997 年）

メキシコ・チワワ州コロニアフアレス神殿
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訪問するに当たって 
写真撮影は許可されています。文書を保護するため，フラッ
シュはオフにしてください。

ソーシャルメディア上であなたの経験や写真を共有する場
合，他の人とつながるために #onemorevoice を使用してく
ださい。

案内所にコメントを残してください。

訪問後 
churchhistorylibrary.org で様々なオンライン展示をご覧くだ
さい。

Facebook，Twitter，Google +，Pinterest，YouTube，そし
て Tumblr で LDS 教会歴史をフォローしてください。

自分自身の人生や経験を記録に残してください。
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