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  2011年度　分かち合いの時間の概要  

  わたしは聖文が真実であることを知っています
「わたしは聖文に喜びを感じるからである。わたしは聖文について心に深く考え〔る。〕」

（2ニーファイ4：15）    
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絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

聖文― 聖文から学ぶよ
う子供たちに勧めること
で，子供たちが生涯にわ
たって神の言葉を愛する
心をはぐくむように助ける
ことができます。聖典を使
い，聖文から学ぶよう子供
たちに勧める計画を毎週
立ててください。聖典を
持っていない子供や，まだ
文字を読めない子供もい
るでしょう。この概要に書
かれた学習活動と，8，
13，24ページに掲載され
ている，教えるための提案
では，聖文を用いて教える
ためのアイデアが紹介され
ています。 

視覚資料―本冊子に
掲載されている視覚資料の
多くはsharingtime.lds.
org で入手できます。また，
ウェブサイト  friend.lds.
org のFriendの項で福音
の主題に合った資料のリス
トを探してください。これ
らの資料を印刷し，子供
たちに教える際に使うこと
ができます。

分かち合いの時間，ならびに
聖
せ い

餐
さ ん

会での子供の発表に関する指示  
初等協会会長会および音楽指導者へ 

聖文は神の言葉です。皆さんが祈りの気持ちで聖文を読み，聖文やこの概要の中で教えられてい
る原則を応用するなら，初等協会で子供たちにイエス・キリストの福音を教えるために霊的に備えら
れるでしょう。また，今年教える福音の原則には，天の御父の計画，イエス・キリストの使命，預言
者の役割，教会の回復，神殿の祝福などがありますが，子供たちがこれらの原則を理解できるよう
に，聖文を使って助けることができます。聖文を用いることによって，初等協会に御

み

霊
たま

を招くことが
でき，子供たちが聖霊の影響力を感じられるような雰囲気を作り出すことができます。その影響力
によって，初等協会のすべての子供たちが「わたしは聖文が真実であることを知っています」と言え
るように助けることができるでしょう。

皆さんの献身的な奉仕に感謝しています。皆さんのために祈っています。また皆さんの持つ，子
供たちを愛し，イエス・キリストの福音を教える能力を信頼しています。 

中央初等協会会長会

分かち合いの時間のための指示

    福音を教える 

  本冊子を用いて，毎週分かち合いの時間の中で行
う15 分のレッスンを教える準備をします。毎週行
うレッスンの補助資料として，『フレンド』や『リア
ホナ』など，教会が承認しているその他の資料を
用いてもよいでしょう。以下の指針は，レッスンを
計画し行う際の助けとなるでしょう。

教える生徒を愛する―子供たちの名前を覚え，
子供たちの関心，才能，必要に気づくことにより，
子供たちに愛を示します。

御
み

霊
たま

によって教義を教える―レッスンを準備す
るとき，導きを祈り求め，教える原則に対する証

あかし

を
強めるよう努力します。これは御霊によって教える
助けとなるでしょう。

学ぶように促す―この冊子は教える内容だけ
でなく，子供たちを教え，熱心に学ぶように彼らを
励ます方法を知る助けとなることを目指して作られ
ています。毎回レッスンの中で以下の 3 つの事柄
を行うときに，いっそう効果的に教義を教えること
ができるでしょう。   

 1.   教義を明確にする―  子供たちが学ぶ教義
を明確に紹介します。言葉と視覚教材の両方を
使って導入する方法を考えます（例として，3月
と7月の第 1 週のレッスンを参照）。    

  2.   理解を促す―  歌を歌う，ロールプレーをす
る，聖文を読むなど，子供たちを学習に参加さ
せる様々な教授法を用いて，子供たちが教義を
より深く理解できるようにします。

   3.   応用を促す―  子供たちが教わった教義を自
分の生活に当てはめる機会を与えます。子供た
ちが教義に関連した思いを表現したり，目標を
設定したりする方法を考えます。    

本冊子には，1年の一部の週については完結した
レッスンを，そしてその他の週については完結した
レッスンではなく，教えるためのアイデアが掲載され
ています。これらのアイデアに皆さんのアイデアを
付け加えてください。本冊子のほかのレッスンを読
むことにより，新たな方法が見つかることもあります。
5週目の日曜日がある場合には，前に教えたレッス
ンの復習をしてください。皆さんはレッスンのための
活動を計画し，準備する際に御霊の導きを得ること
ができます。 

レッスンの準備は音楽指導者と一緒に行ってく
ださい。歌を歌うことは教えている教義を強調す
るうえで役立ちます。時には，レッスンの一部を教
えるのにクラスの教師とその生徒に手伝ってもらっ
てもよいでしょう。

幾つかのレッスンでは，ゲストの話者を招いて初
等協会へ参加してもらうことが提案されています。
そのような人を招待する場合には，ビショップまた
は支部会長から事前に承諾を得ます。

レッスンには，教える力を向上させるうえで役立つ，
教えるための提案がついています。また，活動がど
のようなものか分かるように絵も含まれています。
教える技術を磨くことは大切ですが，子供たちの
心に教義を確信させる御霊を招くのは，皆さん自
身の霊的な準備と証です。
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  発表で使われる歌は，
  大小様々なグループで，
  あるいはソロ，デュエット，
また家族で，あるいは
弦楽器の伴奏に合わせて
  歌うことができます。
子供たちが歌詞を

よく理解し，心を込めて
  歌えるようにしてください。

資料―『フレンド』や
『リアホナ』，託児教師用
手引き，『福音の視覚資
料集』には，塗り絵，物
語，活動などの補足教材
資料があります。これら
の資料を使ってレッスン
を補ってください。

準備―分かち合いの
時間を準備するに当たっ
て，導きを求めて祈り，御

み

霊
たま

の影響を願い求めてく
ださい。御霊とともに準
備し，教えるとき，御霊は
あなたが教えることが真
実であることを確認してく
ださるでしょう（『教師，
召し』13 参照）。

  歌の時間      

初等協会における音楽は，敬
けい

虔
けん

な雰囲気を作り，
福音を教え，子供たちが聖霊の導きと歌がもたら
す喜びを感じられるように助けます。分かち合い
の時間のうち，20 分を使って歌を歌い，音楽を教
えてください。そうすれば，新しい曲を教え，子供
たちが楽しんで歌うのを助けるのに十分な時間が

得られます。

本冊子には，今年子供たちが学ぶ新しい曲が
1曲載っています（28 ページ参照）。また，「初等
協会で音楽を活用する方法」（26－27ページ参
照）という項目や，子供たちに歌を教えるための
その他のアイデア（7ページ参照）が掲載されて
います。  

聖
せい

餐
さん

会での発表の指針

 聖餐会での子供の発表は，ビショップまたは支部
会長の指示の下に第 4 四半期に行われます。年度
の早い時期に初等協会を担当するビショップリッ
クまたは支部会長会の顧問と会い，発表日の予定
について話し合います。最終的な計画が出来上
がった時点で，その顧問の承認を得ます。

分かち合いの時間の毎月のテーマに基づいて子供
たちが発表できるよう計画してください。年間を通
じ，発表の中で使う可能性も考えて，子供たち一人
一人の話や経験を記録に残しておきます。今年の
テーマについて子供たちが学んだことを分かち合

えるように準備するとき，会衆が子供の教える福
音の教義に注目できる方法を考えます。ビショッ
プリックの一人が最後に短く話をします。

発表の準備をする際には，以下の指針に留意して
ください。  

    •   練習のためにクラスや家族の時間を不必要に奪
うことのないようにします。

    •   聖餐会での発表で，視覚教材，衣装，映像メディ
アを用いることは適切ではありません。   

本冊子で使用されている資料  

本冊子では，全体を通じて次のような記号や略
称が使われています。  

『歌集』──────『子供の歌集』

『教師，召し』────『教師，その大いなる召し』

多くのレッスンには絵や写真を活用するための
提案が載っています。『福音の視覚資料集』，『福
音の視覚資料セット』，初等協会教師用手引きに
付属している視覚資料，教会機関誌，教会のウェ
ブサイトimages.lds.org に掲載されている資料な
どから絵や写真を見つけることができます。 

2011年度教科課程

一般教科課程

託児―『あなたがたの幼い子供たちを見なさ
い』；ひかり―『初等協会 1』；CTR 4－7―
『初等協会 3』；勇者 8－11―『初等協会 7』

基礎教科課程

ひかり―『初等協会 1』；CTR 4－7―『初
等協会 3』；勇者 8－11―『初等協会 7』
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1  月

あ い

ひ  ろ  し

よ

 し や

ま さ き

歌―
「心向ければ」
（この概要の 28 ページ）

年間チャレンジ―年
間を通して，子供たちに，
聖文を読むことによって
学んだことを分かち合う
機会を与えてください。
そうすることによって，子
供たちは経験を分かち合
う機会が得られ，ほかの
子供たちが家で聖文を読
む動機付けにもなります。

    この鎖を見る度に，
聖文を読むことで
成長できることを
  思い出します。

年間チャレンジ―年
チャレン ジ

聖文は神の言葉です 
「キリストの言葉をよく味わうように〔しなさい〕。見よ，キリストの言葉はあなたがたがなすべき
ことをすべて告げるからである。」（2ニーファイ32：3）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―聖文は神の言葉です。

教義を明確にする （本を見る）―  様々な種類の
本（料理の本，物語，教科書など）を持って来て，
数人の子供たちにこれらの本と聖文を持たせ，初
等協会の子供たちに見せてもらいます。作者も含
めて，これらの本の似ている点と異なっている点を
子供たちに挙げてもらいます。聖文は神の預言者
によって書かれた神の言葉なので，特別であること
を強調します。

理解を促す（組合わせゲームをする）―  子供た
ちに，教会で使う聖典には，聖書，モルモン書，教義
と聖約，高価な真珠の 4 種類あることを話します。

また，それらを「標準聖典」と呼ぶことを説明します。
それぞれの聖典について教え，その中の物語や教
えを幾つか話します。標準聖典の名前を書いた紙
と，それぞれの書物に書かれている物語や教えを
表す絵を使って，組み合わせゲームをします（『教
師，召し』168－169 参照）。

   応用を促す（聖文を分かち合う）― 何人かの子
供たちに好きな聖句や聖典の物語を分かち合って
もらいます。聖文を読んで学んだことを話してくれ
るように励まします。聖文について証

あかし

します。

理解と応用を促す（言葉や文章を学ぶ）―  どの
ように聖文を学ぶべきかを伝えるために，主が行
動を表す言葉を使われていることを説明します。
以下の言葉を紙に書いて部屋の壁にはります―
「味わう」 （2 ニーファイ32：3）； 「大切に蓄える」  
（教義と聖約 84：85 参照）； 「努めて丁寧に調べる」 
（モーサヤ1：７参照）； 「しっかりつかまる」 （1ニー
ファイ15：24 参照）。創意工夫して，子供たちにこ
のような考えを紹介し，説明してください。例え
ば，子供たちに，食べ物を「ほんの少しかじるこ
と」と「味わうこと」の違いについてジェスチャー
で表現してもらった後で，聖文を研究することに照
らし合わせて話し合います。また，人込みの中で
両親の手に「しっかりつかまる」必要があるのは

なぜかを子供たちに尋ねた後，聖文にしっかりつ
かまる方法を説明し，それが両親の手にしっかり
つかまるのと同じように重要なのはなぜかを話し
ます。

応用を促す（聖文を読む）―子供たちと教師
に，定期的に聖文を読むことを習慣にするようチャ
レンジします。毎週，聖文を読んだり，聞いたりし
た人は紙に名前を書いて，紙の鎖にしてつないで
いくことを話します。鎖が長くなればなるほど，聖
文の知識も増えることを説明します。紙の鎖を
「宝」箱（この箱を用いて「大切に蓄える」という
言葉を説明することができる）にしまってもよいで
しょう。子供たちが，聖文を学ぶことについて立て
た目標を家族に話すように励まします。

第 2 週    ―わたしたちはキリストの言葉をよく味わうべきです。
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実物を用いたレッスンによって，子供たちが
教えられた概念をより簡単で身近な方法で

  理解できるようになります（『教師，召し』163参照）。

少人数のグループ―少
人数のグループで活動す
ることは，より多くの子供
に参加する機会を与えます
（『教師，召し』161参照）。
分かち合いの時間，子供
たちはクラスごとに座っ
ているので，そのまま少人
数のグループ活動を行う
ことができます。クラス
の教師は子供たちの参加
を図り，敬

けい

虔
けん

な雰囲気を
維持できるようにします。

全員を参加させる―
初等協会の子供たち全員
が，年間を通して聖文を読
む目標を達成できるよう
に助ける方法を考えます。
例えば，家庭で助けが得
られない子供たちについ
ては，教会で聖文を読む
機会を設け，紙の鎖に彼
らの名前を書き加えさせ
るようにします。

第 3 週―キリストの言葉は，わたしたちがなすべきことをすべて教えてくれます。

理解を促す （実物を使ったレッスン）― 一人の
子供に目隠しをします。別の子供に初等協会の部
屋のどこかにイエス・キリストの絵を持って立って
もらいます。目隠しをした子供に，何の助けも借り
ずに絵を見つけてもらいます。次に，二人の子供
に鉄の棒を表す棒かロープ，またはひもを持っても
らい，一人は目隠しをした子供のそばに，もう一人
はキリストの絵のそばに立ってもらいます。目隠し
をした子供にロープを伝って絵のところに行っても
らいます。「ロープにつかまっていることは，聖文
を読むこととどのように似ていますか」と尋ねます
（1ニーファイ15：23－25 参照）。子供たちに
「鉄の棒」の歌を教え，合唱します（『賛美歌』
176 番）。自分の生活の中で聖文から何をなすべ
きかを教えられた経験を幾つか話します。聖文の
教えに従うことによって，どのように救い主に近づ
くことができたかについて説明します。  

第 4 週―わたしは聖文が真実であることを知ることができます。    

理解を促す （歌を歌う）― 子供たちが五感を使
うことについて学ぶことができる物を二つ以上準備
します。例えば，果物や花を持って来たり，音楽を
演奏したりできるでしょう。数人の子供たちに，あ
なたが準備した物を見たり，においをかいだり，触っ
たり，味わったり，聞いたりさせてください。
（少人数のグループで行った方が，全員
に参加してもらえます。）  聖典も，見た
り，触ったり，においをかいだり，聞
いたりできることを示します。しか
し，聖典について証

あかし

を得るには，
御
み

霊
たま

によって証を受ける必要があ
ります。子供たちに「いのりなが
らみ言葉読む時」（『歌集』66）
を歌ってもらいます。歌いながら
歌詞によく耳を傾け，聖文が真実
であることを証する御霊を招くため
にできる 3 つの事柄を歌の中から探
すように話します。「祈りながら」「求め

ながら」「考え」という言葉のためのジェスチャー
を考えるよう子供たちに勧めます。この 3 つの言
葉が出てくるときに，言葉を言わず，ジェスチャー
で表しながら，もう一度歌います。  

応用を促す （感じたことを分かち合う）― モロナ
イの絵を見せ，モロナイ10：4－ 5を読み
ます。数人の子供たちに，聖文につい
て感じていることを話してもらいます。
家で聖文を読むためにどのような
ことをしているかについても，話
してもらいます。（話す準備がで
きるように，前もって数人の子供
たちにお願いしておきます。）  聖
文に対する証を，家で両親と分
かち合うように励まします。
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2  月

歌―
「主の計画にしたがう」
（『歌集』86－87）

証―レッスンの中で短
い証をすると，御

み

霊
たま

を招く
ことができます。「天の
御父の計画はわたしたち
を幸福にしてくれることを
知っています」といった
簡単な証もできますし，
「証いたします」という表
現を含む，もっと正式な証
でもよいでしょう（『教師，
召し』45－46 参照）。

理解を強める―子供
たちが初等協会で学んだ
ことをほかの人と分かち
合うとき，教義に対する理
解や証

あかし

が強められます。
学んだことをクラスで分
かち合う機会を与え，家
庭でも家族と分かち合う
ように励ますことを考えて
みてください。

聖文は，
天の御父の計画について教えています 
「見よ，人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと，これがわたしの業であり，わたしの栄光である。」
（モーセ1：39）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―天の御父には，わたしのために一つの計画がおありです。

教義を明確にする ―  子供たちに家の写真を見
せます。家を建てるには，家を建てるための計画，
つまり設計書が必要であることを説明します。「計
画を立てて，それに従うことはなぜ大切ですか」と
尋ねます。聖典を手に持って見せ，聖典には，わた
したちのための天の御父の計画が書かれていると
話します。ホワイトボードに「天の御父には，わた
しのために一つの計画がおありです」と書き，それ
を一緒に読み上げます。

理解を促す（歌を歌う）―  ホワイトボードに次の
質問を書きます―

• わたしはだれでしょう。 

   •   わたしはどこから来たのでしょう。

    •   わたしはなぜここにいるのでしょう。  

 •  死んだ後，わたしはどうなるのでしょう。

　  子供たち一人一人に， 「だれ」，「どこ」，「なぜ」，
「何」のうちのいずれかが書かれている紙を1枚渡
します。ホワイトボードに書かれている最初の質問
を全員で一緒に読んでから，「だれ」のカードを持っ
ている子供全員に立ってもらいます。「わたしは神
の子」（『歌集』2－3）を歌い，立っている子供た
ちに，質問に答えてもらいます。残りの質問につい
ても，以下の歌を使って同じように繰り返します。
「どこ」―「ぼくはむかし」（『聖徒の道』1999 年
4月，F5）；「なぜ」―「主の計画にしたがう」
（『歌集』86－87）；「何」―「イエス様，本当に
復活したの」（『歌集』45）。天の御父の計画はわ
たしたちに幸福をもたらすことを証

あかし

します。

理解を促す（絵を描
か

く）―  子供たちに，何かを
するのに順番がある事柄を思いつくままに挙げても
らいます。例―靴のひもを結ぶ，寝る準備をする，
など。聖文を読むと，イエス・キリストが順番に従っ
て，地球を創造されたことが分かることを説明します。
子供たちを 6つのグループに分け，各グループに，
創造の1日を説明する聖句を割り当てます（モーセ
2 章参照）。各グループに，割り当てられた 1日を
絵に描いてもらいます。自分たちが描いた絵をほ
かのグループの子供たちに見せて，その日に創造さ
れたものについて話してもらいます。 6 枚の絵を順
番にホワイトボードに並べてもらいます。

応用を促す（粘土を使って遊ぶ，または絵を描く）
―子供たちに，「イエスが作られたものの中であ
なたにとって大切なのは何ですか」と尋ねます。
子供たちに塩粘土を少量ずつ配ります（塩粘土の
作り方は，『教師，召し』165 参照）。子供たちに
塩粘土を使って，自分にとって大切だと思われる創
造物を作ってもらいます。（もし塩粘土が使えない
場合は，絵を描いてもらいます。）各クラスのメン
バーで，自分が作った物，あるいは描いた物を見せ
合い，なぜそれが自分にとって大切かを話してもら
います。「天のお父様の愛」（『歌集』16－17）を
歌います。

第 2 週    ―イエス・キリストはわたしのために地球を創造されました。
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わたしは 
 次のことによって
神の計画 
 に従います。 

笑顔の絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

旗は sharingtime.lds.org で
入手できます。

  適切な動作や活動をさせると，
子供たちは集中し，

積極的に参加し続けます。

活動を工夫する―初
等協会の子供たちの年齢
に応じて活動を工夫します
（『教師，召し』110－116
参照）。例えば，第 3 週
の二つ目の活動では，年
長の子供の場合，自分た
ちの割り当てられた聖典
に登場する家族について
ヒントを聞いて答える代
わりに，「はい」「いいえ」
で答えられる質問を自分
たちで尋ねさせてもよい
でしょう。

第 3 週―家族は天の御父の計画の中心です。

教義を明確にする （暗記する）― 次の文章をホ
ワイトボードに書きます―「家族は天の御父の
計画の中心です。」  この文章の意味について話し
合います。文章を消します。「家族は天の」と言っ
てから，子供たちに復唱させます。次に「家族は天
の御父の」と言ってから，復唱させます。文章全部
を復唱できるまで続けます。  

理解を促す （質問し，答える）― 前もって何人か
の子供たちに，聖典に登場する家族の役をしてく
れるように頼んでおきます。それぞれの家族につ
いて，ヒントを紙に書いて用意しておきます。（例
―アダムとエバ―「わたしたちは地上で最初
の家族でした。」；アブラハム―「わたしたちに
はとても年を取ってから子供が生まれました。」；

リーハイとサライア―「わたしたちは海を渡って
約束の地に着きました。」  子供たちにヒントの紙を
渡します。可能ならば，簡単な衣装を用意します。
聖典に登場する家族の役をする子供たちに一組ず
つ前に出てヒントを読み上げ，ほかの子供たちにだ
れであるかを当ててもらいます。正しい答えが出た
ら，この家族について聖文のどこに書いてあるか
を示します。その家族が天の御父の計画にどのよ
うに従ったかについて話します。

応用を促す （家族について話し合う）― 子供た
ちに，自分の家族が持っている良いところについて
考えてもらいます。グループ内で，あるいは全体
で，家族の良いところを互いに発表してもらいます。

第 4 週―わたしは神の計画に従います。    

理解を促す （実物を用いたレッスンを参照する）
― 豆あるいは小さな石と，笑顔の絵をはった空
き瓶を見せます。子供たちに，天の御父の計画で
はわたしたちに善悪を選ぶ自由が与えられている
ことを話します。良い選びをすると自由と幸福に導
かれ，悪い選びをすると束縛と不幸に導かれます
（2 ニーファイ2：27 参照）。子供たちに，「神の計
画に従うために，どんな戒めを守りますか」と尋ね
ます。質問に答えた子供に，豆を一粒渡し
ます。その答えをホワイトボードに書
きます。意見を出してくれた子供
に，その戒めを守ると，どのように
幸福に導かれるかを話してもらい
ます。それから，豆を瓶に入れて
もらいます。神の計画に従うこと
を選ぶならわたしたちの生活は
幸福で満たされることを証

あかし

しま
す。

応用を促す （旗を作る）― 各ク
ラスに旗の形に切った大きな紙を
1枚ずつ用意します。旗に「わた

しは次のことによって神の
計画に従います。」と書き
ます。天の御父の計画に
より善悪を選ぶ自由を与え
られたわたしたちにとっ
て，幸福であるためには
日々何を選ぶかが重要で
あることを説明します。ク

ラスごとに，天の御父
の計画に従うた
めにできるこ
とを絵，あ
るいは文字で表してもらい，全員に
サインしてもらいます。旗に描

か

いた
絵，あるいは書いた言葉を発表して
もらいます。子供たちに，旗を持っ
て「勇者になろう」（『歌集』85）を
歌いながら，教室の中を行進しても
らいます。初等協会の部屋に旗を
飾ります。
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教義を明確にする （デモンストレーションを見る）
―  一人の子供に教室の前に出て来てもらいます。
ほかの子供たちに，その子が指示するとおりに行
うように言います。「頭に手を置いてください」「隣
の人に『こんにちは』と言ってください」など，簡
単な指示をその子供に小声でささやき，そのとお
りに全員に指示してもらいます。ほかにも幾つか
の指示を出した後，最後に「腕を組んでください」
と指示を出してもらいます。子供たちに，あなた
が彼らにしてほしかったことがどうやって分かった
か尋ねます。天の御父とイエス・キリストが地上の
人々にメッセージを送られる方法の一つは，御二
方の僕

しもべ

に語り，そのメッセージを人々に伝えるよう
僕に命じることである，と説明します。そして，「天
の御父とイエスに代わって話してくれる僕とはだれ
でしょう」と尋ねます。子供たちに一緒に「預言
者は天の御父に代わって語ります」と言ってもら
います。

理解を促す（聖文の物語をロールプレーで演じる）
―    初等協会が始まる前に，一人の預言者の絵とと
もにその預言者の言動についての幾つかの聖句の箇
所を書いた紙を，いすの座席の下にはっておきます。
例―ノア（創世 6：13－14；7：5，7－10；モーセ
（出エジプト14：8－9，13－14，21－22）；レーマ
ン人サムエル（ヒラマン14：1－8；16：1－3）；

ジョセフ・スミス（教義と聖約 89）。子供たちに，
自分の座っているいすの下を見て絵を見つけても
らいます。子供たちをグループに分け，各グルー
プに 1枚の絵があるようにし，その預言者をロー
ルプレーで演じてもらいます。ほかのグループに，
どの預言者を演じているかを当ててもらいます。
人々はその預言者のメッセージをどのように受け入
れ，どのような結果になったかを話し合います。

理解を促す（歌を歌う）―  このページに描
か

かれ
ているような「預言者の輪」を作ります。円を 8 つ
に分け，「預言者にしたがおう」（『歌集』58－59）
の歌に登場する預言者の名前を，それぞれの部分
に書き入れます。一人の子供に輪を回してもらい，
矢印が止まった箇所の預言者について，物語を簡
単に話します（話す際の
アイデアとして『歌集』
59 の参照聖句を活用し
てください）。それから，
「預言者にしたがおう」
の中から，その預言者
に関する部分を歌いま
す。別の子供に輪を回
してもらい，時間の許す
かぎり，繰り返します。

モ
ー
セ

モ
ー
セ

アブラハム
アブラハム

ダニ
エル

ダニ
エル

エ
ノ
ク

エ
ノ
ク ヨ

ナ
ヨ
ナ

ノアノア

アダ
ム

アダ
ムサ

ム
エ
ル

サ
ム
エ
ル

3  月

歌―
「正しくあれ」
（『歌集』81）

天の御父は，
預言者を通してわたしたちに語られます 
「主なるわたしが語ったことは，わたしが語ったのであって，……わたし自身の声によろうと，わたしの
僕
しもべ

たちの声によろうと，それは同じである。」（教義と聖約1：38）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週と第 2 週―預言者は天の御父に代わって語ります。

理解を促す（預言者の教えについて話し合う）
―  現在の預言者の写真を用意します。その写真
と同じ大きさの紙を1枚用意し，それを4等分に切
り，写真が隠れるように
4 枚を置きます。 4等分
したそれぞれの紙の裏
には預言者の教えを一
つずつ書いておきます。
（『リアホナ』の大会号
を参照し，最近預言者

が話したことを調べます。）一人の子
供に紙を1枚取ってもらい，そこに書
かれている教えをジェスチャーで表し
てもらいます。ほかの子供たちに，そ
れを当ててもらいます。ほかの 3 つ
の教えについても同様にします。
『リアホナ』を見せ，それを読むと
今日，預言者が語っている言葉が
分かることを説明します。

第 3 週    ―わたしたちは今
こん

日
にち

も，生ける預言者に導かれています。

輪は sharingtime.lds.org で
入手できます。

敬
けい

虔
けん

さ―子供たちは
積極的に学ぶとき，敬虔に
なりやすくなります。第 1
週と第 2週の活動では，
多くの子供たちに参加し
てもらえます。ロールプ
レーに参加しない子供た
ちは，観客として参加して
もらいます（『教師，召し』
82－83 参照）。
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止まれ止まれ ゆっくりゆっくり
進め進め

進め進め
第 4 週―預言者に従う人は安全です。

理解を促す （歌を歌い，物語を聞く）― 「止ま
れ」「ゆっくり」「進め」と書かれた簡単な道路標識
を用意します。 3人の子供たちに用意した道路標
識から一つを選ばせ，音楽指導者に肩をたたかれ
たら，持っている標識を上に持ち上げるように言い
ます。子供たちに，「進め」のサインは，歌い始め
るという意味，「止まれ」は歌うのをやめるという
意味，「ゆっくり」の標識はゆっくり歌うという意味
であると話します。音楽指導者に歌を指揮しても
らいながら，「正しい道選ぼう」（『歌集』82－83）
を歌います。  

道路標識のおかげで，わたしたちは待ち受けて
いる危険を知らされ，安全でいられることを説明し
ます。そして，預言者の勧告は道路標識のような
ものであり，わたしたちがそれに従うなら，天の御

父はわたしたちを守り，祝福してくださることを説
明します。子供たちを3 つのグループに分け，各グ
ループに向けて，リーダーまたは年長の子供に，自
分（あるいは聖典に登場する人物）が預言者に従
うことによって守られたときの話を短くしてもらい
ます。別のリーダーのところに移動して，別の話を
聞きます。移動する際，「預言者にしたがおう」を
歌ってもらいます。預言者に従うことで得られる祝
福について証

あかし

します。

応用を促す （標識を作る）― 子供たちに，自分
の道路標識を描

か

かせ，そこに，生ける預言者の教
えにどのように従うつもりかを書いてもらいます。
預言者に聞き従うことを忘れないように，それらを
家に持ち帰らせます。

音楽指導者へ    

　子供たちが「正しくあれ」（『歌集』81）を覚え
られるように，以下の方法を取り入れてもよいで
しょう。  

   •   現在の預言者の写真を見せ，彼が話した幾つか
の勧告について短く話し合います。これから習
う歌は，預言者に従う大切さについて教えてい
ることを話します。

    •   子供たちを幾つかのグループに分けます。各グ
ループに歌の1段か 2 段を担当してもらい，歌
詞を覚えるのに役立つような動作を考えてもら
います。各グループからほかの子供たちに動作
を教えてもらいます。   

応用を促す（考えを分かち合う）―一人の子供
に立ってもらい，自分の言葉で次の文章を完成し
てもらいます。「わたしは……ことによって，生け
る預言者に従います」  もう一人の子供に，最初の
子供の言ったことを繰り返して言ってもらった後，

預言者に従うための別の方法を付け加えてもらい
ます。同様にして，時間の許すかぎり，子供たちに
できるだけ多くのアイデアを出してくれるように励
まします。

標識の型は sharingtime.lds.org で入手できます。

歌―教義に関する歌
を歌うことで，子供たち
は教義を学び，覚えるこ
とができます。視覚資料
を見たり，音楽を使った
活動に参加したりすると
きにもよく学びます。今月
の提案には，このような
活動の例が幾つか紹介さ
れています。ほかのレッ
スンを計画する際にも，
同じようなアイデアを考え
てみてください（『教師，
召し』172－174 参照）。

子供たちに歌を教えるとき，
メロディーの流れを示すために，手を使います。

音の高低の変化に合わせて
手を上げたり下げたりします（『教師，召し』173参照）

子供たちは，
自分で応用する方法を考えると，
教義を応用しやすくなります。
また，自分のアイデアを
教師やほかの子供たちに
復唱してもらうと，

愛され，認められていると
感じます。
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4  月

『子供の歌集』から
選曲して歌います

イエス・キリストは
わたしの救い主，贖

あがな

い主です 
「わたしたちは，キリストの贖

しょく

罪
ざい

により，全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われ得ると
信じる。」（信仰箇条1：3）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―イエス・キリストはわたしたちの救い主になるように選ばれました。

教義を明確にする （文字の並べ替え）―ホワイ
トボードに「イエス・キリストは  わたしたちの救い
主となるように　　　　　　。」と書きます。え，
ら，ば，れ，ま，し，たの 7つの文字を一つずつ書
いた紙を部屋にばらばらにして置きます。子供た
ちに文字をホワイトボードにはって文章を完成して
もらいます。モーセ4：2を読んで，答えを確かめ
てもらいます。ホワイトボートに書かれた文章を一
緒に読みます。

理解を促す（歌を歌う）―    「ぼくはむかし」（『聖
徒の道』1999 年 4月号，「フレンド」5）について
の次の質問を一つずつ書いた紙を3 枚用意します。

  1.  わたしたちが地上に来る前，天でみんなに計画
を示してくださったのはどなたですか。

    2.  「父よ，わたしをお遣わしください。栄光はあな
たにありますように」とおっしゃったのはどなた
ですか。

    3.   イエスは，御父の計画に従うことによって，何を
克服されましたか。

　子供たちに 1番を歌ってもらい，最初の質問の
答えを言うときに立ち上がってもらいます。そのほ
かにも1番の歌詞から分かることを話し合っても
らいます。話し合った後で，もう一度 1番を繰り返
し歌ってもよいでしょう。 2 番，3 番とほかの質問
についても同じように繰り返します。  

教義を明確にする（模範に従う）―  「わたしの
するとおり」（『歌集』146）を歌います。手をたた
いたり，腕を頭の上に伸ばしたり，その場で足踏み
をしたりなど，簡単な動作をするので，同じようにし
てください，と子供たちに話します。ほかの人の模
範に従って，身に付けることができた事柄を子供た
ちに挙げてもらいます（例―布団のたたみ方や
ゲームの仕方など）。ホワイトボードに「イエス・キ
リストはわたしの完全な模範です」と書きます。キ
リストはこの地上に生活した人の中で，わたしたち
に完全な模範を示してくださった，ただ一人の御方
であることを証

あかし

します。子供たちに，文章を一緒
に読んでもらいます。

応用を促す（アイデアを分かち合う）―イエスが
人々を愛し，人々に仕えておられる絵を何枚か見せ
ます。「イエスはすべての人を愛されました」「イエ
スは人々に仕えられました」とホワイトボードに書き
ます。それぞれの文章の下に，ハートと手を一つず
つ描

か

きます。子供たちに，わたしたちも人を愛する
ことと人に仕えることによってイエスの模範に従わ

なければならないことを話します。子供たちに紙を
1枚ずつ渡し，ハートを描

か

くか，手の形をなぞるか，
いずれかをしてもらいます。その後で，イエスの模
範に従うためにできることを言葉か絵で書いてもら
います。子供たちに自分のアイデアを初等協会の皆
と分かち合ってもらい，自分が書いた紙をイエスの
絵の周りにはってもらいます。「イエス様のように」
（『歌集』40－41）を歌います。

第 2 週    ―イエス・キリストはわたしの完全な模範です。

聖句を暗記することに
よって，子供たちは福音
の教義を学びやすくなり
ます。御

み

霊
たま

は，必要なと
きに子供たちがこれらの
聖句を思い出せるように
助けてくれるでしょう（『教
師，召し』171参照）。

歌―初等協会の歌を
通して子供たちは福音の
真理を学び，生涯それを
心に留めることができます
（『教師，召し』172－173
参照）。
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第 3 週―キリストの贖
あがな

いによって，全人類は救われます。

教義を明確にする （信仰箇条を暗唱する）― 子
供たちを幾つかのグループに分け，各グループに
信仰箇条第 3 条の一部を書いた紙を渡します。正
しい順番になるように，各グループに立ち上がって
もらい，自分の紙に書かれている部分を読んでもら
います。その後，初等協会全員で立ち上がり，信
仰箇条第 3 条を繰り返します。  

理解を促す （実物を用いたレッスン）― イエス・
キリストの贖

しょく

罪
ざい

によって得られる救いの一つは，罪

からの救いであることを証
あかし

します。ガラスのコップ
に入ったきれいな水を見せ，これは罪がない人を表
していると説明します。食紅を水の中に一滴垂らし
ます。食紅が水の中でどのように広がるかを示し，
もう水はきれいでなくなってしまったことを説明し
ます。罪を犯すとき，わたしたちはこの水のように
きれいではなくなることを説明します。それから，
漂白剤を数滴垂らし，水を透明にします。わたした
ちが悔い改めるとき，贖いによって罪から清められ，
赦
ゆる

されることを説明します。ゲツセマネのキリスト
の絵を見せます。子供たちに，その絵について知っ
ていることを話してもらいます。イエス・キリストの
わたしたちに対する愛と，わたしたちの罪の代価を
喜んで支払ってくださったことについて証します。

応用を促す （悔い改めについて話し合う）― 本
冊子で紹介されている幾つかの教授法を使って，
子供たちに悔い改めについて教えます。悔い改め
には，悲しむこと，赦しを請うこと，過ちを正すこ
と，過ちを繰り返さないことが含まれることを教え
ます。（『初等協会 3』38－ 40 参照）

第 4 週―イエス・キリストは復活されました。わたしも復活します。    

理解を促す （聖典の物語を分かち合う）― 絵を
使って，イエスが亡くなられたときの出来事につい
て簡単に話します（マタイ27：33－ 60； マルコ
15：22－ 46；ルカ 23：33－ 53；ヨハネ19：17
－ 42 参照）。子供たちに，イエスが亡くなられたと
き，イエスの家族や友達はどのように感じたと思う
か尋ねます。前もって数人の子供たち（あるいは
大人）に，キリストの復活の証人となった一人の人

についての話を初等協会で紹介してくれるよう依
頼しておきます。例―マグダラのマリア（ヨハネ
20：11－18 参照），ペテロとヨハネ（ヨハネ20：2
－10 参 照），弟子たち（ヨハネ20：19－22 参
照）；ルカ24：33－53 参照），トマス（ヨハネ20：
24－29 参照），ニーファイの民（3ニーファイ11：8
－17 参照）。それぞれが話す人物の名前を記した
名札を渡して着けてもらいます。  

絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

実物を用いたレッスン
は，子供たちの興味を引
き出したり，注意を集中さ
せたり，福音の原則を紹
介したりするのに役立ち
ます（『教師，召し』163
参照）。第 3 週で紹介さ
れている実物を用いた
レッスンに必要な物がな
い場合，入手できる物を
使ってもよいでしょう。
例えば，汚い手を石けん
で洗うことができます。

「福音の原則は聖文の中の物語の一部として述べると理解しやすい。」
（『教師，召し』55）

ニーファイ
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   教義を明らかにする （信仰箇条を学ぶ）―  初
等協会が始まる前に，信仰箇条 1：6をホワイト
ボードに書いておきます。子供たちに目を閉じるよ
うに言います。イエス・キリストが亡くなられてか
ら，人々は邪悪になり，キリストの福音と神権が地
上から取り去られたことを話します。続いて，次の
ことを説明します。これは背教と呼ばれ，人々は
霊的な闇

やみ

に取り残され，まるで霊の目が閉じられ
たような状態にありました。これは，イエスがジョ
セフ・スミスを通して御自身の教会を回復される
まで続きました。最初の示現の絵を見せ，子供た
ちに目を開けるように言います。子供たちが，信仰
箇条第 6 条を覚えられるように，全員で音読させ
ます。次に，少しずつ消していきながら，繰り返し

音読させ，全文を消しても子供たちが信仰箇条第
6 条を暗唱できるまで続けます。

理解を促す（組み合わせゲームをする）―    以下
の表に書かれた責任をそれぞれ別々の紙に書いて
おきます。表のとおりに職の名前をホワイトボード
に書き，後でそれぞれの責任を示すために真ん中
の欄を空けておきます。子供たちを5つのグルー
プに分け，各グループに先ほどの責任を書いた紙
を1枚ずつ渡します。各グループを呼び，自分たち
の紙をホワイトボードの正しい場所にはってもらい
ます。回復された教会には，イエス・キリストが地
上におられたときの教会と同じ職を持つ指導者が
いることを示します。

5  月

歌―
「たたえよ，
主の召したまいし」 
1節と3 節
（『賛美歌』16 番）

イエス・キリストの教会が
回復されました 
「わたしは筆紙に尽くし難い輝きと栄光を持つ二人の御方がわたしの上の空中に立っておられるのを
見た。するとそのうちの御一方がわたしに語りかけ，わたしの名を呼び，別の御方を指して，『これは
わたしの愛する子である。彼に聞きなさい。』と言われた。」（ジョセフ・スミス―歴史 1：17）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―イエス・キリストの教会が回復されました。

理解を促す（聖典から絵と物語を分かち合う）
―  教会の回復に関する出来事を描

か

いた絵を集め
ます。「ジョセフ・スミスは回復の預言者でした」
という文章を，集めた絵の数に分け，それらの言葉

を別々の紙に書きます（例を参照）。子供たちを幾
つかのグループに分け，各グループに言葉を書いた
紙と絵，そして絵に描かれている出来事について記
された参照聖句を渡します。子供たちに，聖句を読

第 2 週    ―ジョセフ・スミスは回復の預言者です。

言葉のカードと絵は
sharingtime.lds.org で入手できます。

指人形は sharingtime.lds.org で
入手できます。

言葉のカードは sharingtime.lds.org で入手できます。

年齢の異なるグループ
―年長と年少の子供た
ちが一緒に活動を楽しめ
るような分かち合いの時間
を計画します。例えば，第
1週の2番目の活動では，
年少の子供たちが教会の
職の名前一つ一つを覚え
られるように，指人形を使
うことができます。第 2週
の活動では，年少の子供
たちをクラスごとに分け，
各クラスの教師に物語を
話してもらい，絵を示して，
質問をしながら復習しても
らいます。

ジョセフ・スミス―
 歴史1：5－13 

 ジョセフ・スミス―
歴史11：14－20 

 ジョセフ・スミス―
歴史1：30－35 

 ジョセフ・スミス―
歴史1：34－35，67 

 ジョセフ・スミス―
歴史1：68－73 

 教義と聖約
109：2－4 

ジョセフ・ スミスは 回復の 預言 者 です。

キリストの時代の
教会の職 責　任 回復された

教会の職

使　徒 イエス・キリストの特別な証人となる 使　徒
預言者 天の御父の御

み

心
こころ

を人々に伝える 預言者

ビショップ 少人数の聖徒たちを導く ビショップ
教　師 福音を教える 教　師
祝福師 特別な祝福を与える 祝福師
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 モルモン書  はイエス・キリストについてのもう一つの証です

 モルモン書  は
イエス・キリストについての
もう一つの証です第 3 週―モルモン書はイエス・キリストについてのもう一つの証

あかし

です。

理解を促す（聖文を読む）―モルモン書のタイ
トルページに書かれたモルモン書の副題を読みま
す。次の聖句を読み，子供たちに，救い主の別の
呼び名が聞こえたら手を上げるように言います
― 2ニーファイ19：6；アルマ 5：38；3 ニーファ
イ5：26。子供たちがイエスの別名を聞き取り，答
えられたら，それをホワイトボードに書きます。そ
の中の幾つかを選び，救い主がその役割をどのよ
うに果たされるかを説明します。  

応用を促す（しおりを作る）―「モルモン書はイ
エス・キリストについてのもう一つの証です」と書
かれたしおりを一人一人に渡します。しおりに絵を
描
か

いたり色を塗ったりして手を加え，聖典にはさん
で使うように勧めます。何人かの子供たちに，定期
的に聖文を勉強する習慣を身に付けるという目標の
達成状況について発表してもらってもよいでしょう
（1月第 2 週参照）。これまでに読んだ聖句につい
て感じたことを分かち合ってもらうこともできます。

第 4 週―神権が回復されました。

教義を明確にする（実物を使ったレッスン）―
子供たちに電気で動く物を見せ，適切な力がなけ
れば機能しないことを示します。一人の子供にキリ
ストが使徒を聖任している絵を持ってもらいます。
キリストの教会は神権の力がなければ機能しない
ことを説明します。絵を持った子供に，その絵を自
分の背中の後ろに隠してもらいます。キリストの使
徒たちが亡くなった後，神権の権能が失われたこと
を説明します。別の子供に神権の回復の絵を渡
し，皆に見せてもらいます。神がジョセフ・スミス
を通して神権を回復されたことを証

あかし

します。

理解を促す（歌を歌う，組み合わせゲームをする）
―だれかに教義と聖約107：1を読んでもらい，
子供たちに二つの神権の名前を聞き取ってもらい
ます。アロン神権の回復の絵とメルキゼデク神権の
回復の絵をホワイトボードにはります。それぞれの
絵の上にアロンまたはメルキゼデクと書きます。
それぞれの神権をジョセフ・スミスに
回復したのはだれかについて話し合
います（ジョセフ・スミス―歴史 1：
72 参照）。バプテスマ，確認，聖

せい

餐
さん

を

配る，聖餐を祝福する，病人を癒
いや

す，などの神権の
儀式の絵を，子供たちに見せます。子供たちに絵
を持たせ，「神権の回復」（『歌集』60－ 61）を歌
いながら隣に回してもらいます。時々音楽を止め，
絵を持っている子供たちに，その儀式を執り行うた
めにはどちらの神権の力が必要かを示すために，
ホワイトボードに書いたアロンあるいはメルキゼ
デクのうち，どちらかの言葉のそばに立ってもらい
ます。時間があるかぎり続けます。

応用を促す（感謝の手紙を書く）―子供たち
に，神権によってどのような祝福を受けてきたかを
考えてもらいます。子供たちの知っている神権者
（ビショップ，教師，父親，宣教師）に，感謝の手紙
を書くか絵を描

か

いてもらいます。

んで絵に描かれている出来事について話し合って
もらいます。それから，各グループに，それぞれの
話を初等協会のほかの子供たちに向けて発表して
もらいます。それぞれの出来事でジョセフ・スミス
の果たした役割について話し合い，子供たちに，そ

の出来事が子供たちの生活にどのような影響を及
ぼしてきたか，あるいはこれから及ぼすかについて
考えてもらいます。それぞれの絵と，言葉が書か
れた紙を正しい順番に並べます。言葉が書かれた
紙を並べ終わったら，全文を一緒に読みます。

絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

しおりは sharingtime.lds.org で
入手できます。

第4週の活動で，
子供たちの理解を

確認することができます。
繰り返すことにより，

子供たちは
概念をしっかりと理解し，
心に留めることが

できるようになります。

感じていることを分かち
合う―子供たちに，福
音について感じているこ
とを分かち合う機会を与
えます。こうすることに
よって御

み

霊
たま

を招き，福音
を生活にどのように応用
できるかについて子供た
ちの理解を深めることが
できます（『教師，召し』
63－ 65 参照）。
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6  月

絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

福音の第一の原則と儀式によって，
再び神とともに住むことができます 
「わたしたちは，福音の第一の原則と儀式とは，第一に主イエス・キリストを信じる信仰，第二に悔い
改め，第三に罪の赦

ゆる

しのために水に沈めるバプテスマ，第四に聖霊の賜
たま

物
もの

を授けるための按
あん

手
しゅ

であ
ることを信じる。」（信仰箇条1：4）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

『子供の歌集』から
選曲して歌います

繰り返し―子供たちは
繰り返すことで学びます。
第 1 週の実物を用いた
レッスンをさらに展開さ
せ，信仰の原則について
の理解を深めます。植木
鉢に種を植え，時々初等
協会に持って来て，生長
の様子を見せます。植物
の生長を助けるためにあ
なたが行ったことを子供
たちに話します。種を育
てることと，イエス・キリ
ストへの信仰をはぐくむこ
ととを比較して話します。

第1週―イエス・キリストを信じる信仰を持つと，イエスを愛し，信頼し，その戒め
を守るようになります。

   教義を明確にし，理解を促す （実物を使ったレッスン，歌を歌う）―
ホワイトボードに，「イエス・キリストを信じる信仰を持つと，イエスを愛
し，信頼し，その戒めを守るようになります」と書きます。子供たちに幾つ
かの種を見せて，次のように質問します。「この種は何になるでしょう。」
「この種が育つことはどうやって分かりますか。」「種が育つためには，わ
たしたちは何をしなければなりませんか。」  イエス・キリストを信じる信
仰も，わたしたちが養い育てれば，種のように生長することを説明します。
信仰を育てるためにどんなことが役立つかを話し合い，そうすることは，
イエス・キリストを愛し，信頼し，その戒めを守ることにどのようにつな
がっていくか説明します。「信仰」（『歌集』50－ 51）を歌います。 1番
の歌詞に合わせて，簡単な手の動きを考えます。    

教義を明確にする（聖文を読む）―  子供たちに
教義と聖約 58：42－ 43を開いて読んでもらいま
す。わたしたちが罪を悔い改めるとき，どんなこと
が起こると書いてあるかを見つけてもらいます。
（可能ならば，聖句にしるしを付けてもらいます。）  
エノスについて簡単に話し（エノス1：1－ 4 参照）
一人の子供にエノス1：5－8を読んでもらいます。
キリストの贖

しょく

罪
ざい

によって，わたしたちの罪が赦
ゆる

され
ることを証

あかし

します。

理解を促す（ロールプレー）― 悔い改め，罪の
赦しを受けた人は，神に仕えたいと望むようになる
ことを説明します。子供たちを3 つのグループに

分け，各グループに以下の絵と参照聖句の一つを
渡します。モルモンの泉でバプテスマを施すアルマ
（モーサヤ17：2－ 4；18：1－17）；ヨナ（ヨナ
1－3）；武器を埋めるアンタイ・ニーファイ・リー
ハイ人（アルマ 23：4－18；24：6－19）。これ
らの物語は，自分の罪を悔い改め，主に仕えた
人々について書かれていることを説明します。各グ
ループに聖文を調べ，ロールプレーを準備して，そ
の人々が悔い改めてからどのように主に仕えたか
を演じてもらいます（福音を教えた，伝道に出た，
戦うことを拒んだ）。

第 2 週    ―イエス・キリストはわたしの完全な模範です。
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配付資料は sharingtime.lds.org で入手できます。

ロゴマークは
sharingtime.lds.org で
入手できます。

子供に実演してもらうことは，
子供たちの注意を引き，
学ぶ備えをさせるのに
役立ちます。

例えば，この活動では
子供たちが

互いの重荷を負い合うという
概念を実演します。

聖文―聖文から福音の
真理を学ぶことは子供に
とって大切です（『教師，召
し』50－51参照）。あな
たが聖句を声に出して読む
とき，子供たちに言葉を指
さしてもらいます。年少の
子供の場合は，ある言葉
や語句が聞こえたら，手を
挙げるように言います。

第 3 週―バプテスマを受けるとき，わたしは神と聖約を交わします。

理解を促す （実物を使ったレッスン）― 一人の
子供に前に出て来てもらい，両腕を前に伸ばしても
らいます。そして，それぞれの手に本を1冊ずつ
持たせます。モーサヤ18：7－11を読み，バプテ
スマを受けるときに交わす聖約の一つは，「重荷が
軽くなるように，互いに重荷を負い合うこと」であ
ると説明します。本を持っている子供に腕が疲れ
てきたかどうか尋ねます。別の二人の子供にその
子供の腕を支えてもらいます。からかわれる，病気
である，寂しい，学校で苦労しているなど，子供た
ちが背負っているかもしれない重荷について話し
合います。人の重荷を軽くするために，自分には何
ができるかを子供たちに尋ねます。  

応用を促す （ゲームをする）― バプテスマは永
遠の命に至る道に通じる門であることを話します
（2 ニーファイ31：17 参照）。部屋の片側にバプテ
スマを受けている子供の写真を置きます。反対側
に救い主の写真を置き，この活動ではこの写真が

永遠の命を表すことを説明します。子供たちに，バ
プテスマの聖約を守るときに永遠の命に至る道に
とどまることができることを
話します。これらの聖約（イ
エス・キリストを覚える，戒め
を守る，人々を助ける）につ
いて短く復習します。子供た
ち一人一人に，ＣＴＲの「盾」
が描

か

かれた紙を1枚ずつ配
り，バプテスマの聖約を守る
助けとなる戒めを一つ書いて
もらいます（選んだ戒めを表す絵を描いてもらって
もよいでしょう）。一人の子供に自分の紙を，部屋
の両側に置かれた 2 枚の絵の間の床に置いてもら
います。可能なら，子供たちにその戒めを聖文か
ら探してもらい，一緒に読めるように助けます。
2 枚の絵の間に道ができるまで続けます。

第 4 週―聖霊はわたしたちを慰め，導いてくださいます。    

理解を促す （聖文を読む）― 子供たちを幾つか
のグループに分け，各グループに以下の聖句を書い
た紙を渡します。

   •   「まことに，まことに，あなたに言う。わたしはあ
なたにわたしの御

み

霊
たま

を授けよう。わたしの御霊
はあなたの思いを照らし，あなたの霊に　　　
　　を満たすであろう。」（教義と聖約11：13）

 •  「あなたがたがその道〔バプテスマ〕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　　　　　
であろう。」（2 ニーファイ32：5）

 •  「助け主，すなわち……聖霊は，あなたがたに
すべてのことを　　　　　，また，わたしが話し
ておいたことを，ことごとく　　　　　であろ
う。」（ヨハネ14：26）

 •  「　　　　　を行うように導く，すなわち，公正
に行動し，へりくだって歩み，　　　　　ように
導く御霊を信頼しなさい。これはわたしの御霊
である。」（教義と聖約11：12）

 •  「そして聖霊の力によって，あなたがたはすべて
のことの　　　　　を知るであろう。」（モロナ
イ10：5）

　子供たちに聖典を開かせ，空欄を埋めてもらい
ます。そして，これらの聖句から，聖霊がどのよう
に助けてくださることが分かるか話し合ってもらい
ます。聖霊の助けを受けたときの経験について分
かち合ってもらいます。

応用を促す （歌を歌う）― 聖霊は多くの方法で
助けてくださることを話します。「せいれい」（『歌
集』56）を歌います。歌の中に，聖霊が助けてく
ださる方法が出てきたときには手を挙げるように話
します。そのときは途中で歌をやめ，聖霊について
学んだことを話し合います。歌と話し合いを続け
ます。聖霊から慰めや導きを受けたときの経験に
ついて分かち合います。
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わたしたちが
ともに

結び固められる

教義を明確にする （歌を歌う）―  神殿の絵を見
せ，ホワイトボードに「神殿は　　　　　です」と
書きます。子供たちに「神殿に行きたいな」の
1番を歌ってもらいます（『歌集』99）。 歌いなが
ら，ホワイトボードの文の空欄に入る言葉が分かっ
たら，腕を組んで合図してくれるように話します。
神殿とは何か尋ねます（神の家）。子供たちが
『聖句ガイド』（140－141ページ）で「神殿」の項
を調べられるように助けます。「神殿は文字どお
り主の宮である。主はいつも御自分の民に，神殿
を建てることを命じてこられた」という箇所を見つ
けられるように助けてください。

理解を促す（なぞなぞを出す）―    神殿に関する
以下のヒントを準備します―モーセが建てた神
殿（出エジプト25：1－2，8－9 参照），ニーファ
イが建てた神殿（2ニーファイ5：16 参照），ジョ

セフ・スミスと彼に従った人々が建てた神殿（教
義と聖約124：31参照）。例―「わたしたちの
神殿は幕屋と呼ばれ，わたしたちは旅をしながら，
神殿を移動しました」（モーセ），「わたしたちはエ
ルサレムを出て，海を渡った後，神殿を建てました」
（ニーファイ）。 3人の子供たちを選んで，この 3人
の預言者の役になってもらい，ほかの初等協会の
皆に聞こえるように，ヒントを読んでもらいます。
ほかの子供たちに，だれのことを言っているか当て
てもらいます。正しい答えが出たら，預言者の絵
や，預言者とその民が建てた神殿の絵を見せます。

応用を促す（神殿について話し合う）―  最寄り
の神殿の写真を見せ，以下の質問について話し合
います。神はなぜ神殿を建てるようにお命じにな
ると思いますか。将来神殿に行く備えをするため
に，どんなことができますか。

7  月

歌―
「神殿に行きたいな」
（『歌集』99）

神殿は神の家です 
「聖なる神殿において得られる神聖な儀式と聖約は，わたしたちが個人として神のみもとに帰り，また
家族として永遠に一つとなることを可能にするのです。」（「家族―世界への宣言」，第3段落）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―神は御自分の民に神殿を建てるように命じられました。

教義を明確にする（言葉の順序合わせ，歌を歌う）
―  一人の年長の子供に，「家族―世界への宣
言」の第 3 段落の最後の二つの文章をほかの初等
協会の皆に聞こえるように読んでもらいます。次の
言葉をそれぞれ紙に書きます―「神殿は」「わた
したちが」「ともに」「結び固められる」「神聖な場
所です。」  この言葉のカードを順不同にホワイト
ボードにはります。一人の子供に，1枚を正しい場
所に置いてもらいます。すべてのカードを正しい順
序に並べるまで続けます。「神殿に行きたいな」
の 2 番を歌い，半数の子供たちに神殿でする二つ
の事柄（聖約を交わし，従順に歩むと約束する）
を聞き取ってもらい，残りの半数の子供たちに，学
んだ真理（家族は永遠に一つに結ばれる）を聞き
取ってもらいます。神殿で家族と結び固められる
ということは，永遠にともにいられるという意味で
あることを子供たちが理解できるように助けます。

第 2 週    ―家族は聖なる神殿の儀式を通して祝福を受けます。

絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

言葉のカードは sharingtime.lds.org で入手できます。

答えを促す―子供た
ちによく考える時間を与え
ると，質問に答えやすくな
ります。答えを言ってもら
う前に，考える時間を与え
るつもりであることを話す
とよいでしょう（『教師，
召し』69 参照）。

教える教義を明確にします。
そうすることで，子供たちが
教義をいっそうよく理解し，
応用する助けとなります。

神殿は，

神聖
な場
所で
す。

絵は h i i ld 入手 きます
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第 3 週―開拓者たちは神殿を建てるために熱心に働き，犠牲を払いました。

理解を促す（ゲストの話を聞く）―カートランド
神殿とソルトレーク神殿，そして可能であれば最寄り
の神殿の建設に関する情報を集めます（カートランド
神殿とソルトレーク神殿に関する情報は，『初等協会
5』第 25課，第 44課，またはLDS.orgを参照）。

何人かの成人会員を初等協会に招き，それらの情報
を子供たちに伝えてもらいます。子供たちを幾つか
のグループに分け，グループごとに成人会員の話を
聞いて回らせます。ゲストの話者の間を移動する
際，「神殿に行きたいな」を歌ってもらいます。  

第 4 週―わたしは，神殿に入るふさわしさを身に付けられるように準備できます。

理解と応用を促す（話し合う，他の人に教える）
―「わたしの福音の標準」を見せ，その標準に従
うことによって，神殿に入るふさわしさ
を身に付けられることを話します。子供
たちを幾つかのグループに分けます。
各グループに教師を一人ずつ割り当て，
子供たちが神殿に行く準備をするのに
役立つ標準について話し合ってもらい，
標準に従って生活することでどのような

助けが得られたかを証
あかし

してもらいます。各グルー
プに福音の標準の中から一つを選んで，その標準

にどのように従うかを言葉や絵で表して
もらいます。ビショップまたは支部会長
を招いて，神殿の大切さについて証して
もらいます。

応用を促す（思いを分かち合う，絵を描
か

く）―
家族や，数人の子供たちを招き，神殿の敷地内を訪
れたときどのような気持ちになるか，あるいは神殿と

結び固めの儀式のおかげでどのように祝福されてき
たかを話してもらいます。子供たちに，神殿の外に
立っている自分の家族の絵を描いてもらいます。

ポスターは sharingtime.lds.org で入手できます。

教える生徒を愛する―
永遠の家族について教え
るとき，家庭に母親も父
親もいない子供たちに配
慮します。また，両親や
きょうだいの中に教会に
あまり活発でない人や教
会員でない人がいる子供
たちにも配慮します。す
べての子供たちに，いつ
の日か自分の永遠の家族
を持てるように，ふさわし
い生活をして備えるよう
に励まします（『教師，召
し』31－32 参照）。

年間チャレンジ―年
間を通して，子供たちに聖
文学習から学んだことを
話す機会を与えてください
（1月，第 2 週参照）。

各ユニットの初等協会の必要に応じて，活動を変更することが必要な場合もあります。
例えば，子供たちが大人数の場合は，子供たちが話者から話者へ移動するのではなく，
話者にグループからグループに移動してもらうことができます（『教師，召し』178参照）。
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8  月

歌―
「この体は神の宮」
（『歌集』73）

わたしの体は神の宮です 
「あなたがたは神の宮であって，神の御

み

霊
たま

が自分のうちに宿っていることを知らないのか。……神の
宮は聖なるものであり，そして，あなたはその宮なのだからである。」（1コリント3：16－17）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―わたしの体は神殿です。

教義を明確にする （神殿について話し合う）―
初等協会が始まる前に，ホワイトボードに「あなた
がたは神の宮である」（1コリント3：16 参照）と書
きます。子供たちに神殿の写真を何枚か見せ，神
殿はなぜそれほど特別なのか尋ねます（主の宮で
ある，清い，よく手入れされている，聖霊が宿る場
所）。出された答えをホワイトボードに書きます。
わたしたちの体は神殿のように神聖なので，自分も
大切にし，人からも大切にされる必要があることを
説明します。  
理解と応用を促す（質問に答える，色を塗る）―
託児の手引き『あなたがたの幼い子供たちを
見なさい』の 47ページの絵
をコピーします。絵の中の
円を切り抜き，容器に入れ
ます。一人の子供にその中
から一つ選んでもらいます。
子供たちに，その絵を見ると，
体を神殿のように大切にしな

ければならないことをどのように思い出せるか尋ね
ます。子供たち全員に絵のコピーを渡し，色を塗っ
てもらいます。年長の子供たちには，それぞれの
円の下に，今週自分の体を神殿のように大切にする
方法を一つ書いてもらいます。子供たちに絵を家

に持ち帰り，体を神殿のように大
切にする方法を家族に教えるよ
うに勧めます。    

応用を促す（福音の標準につい
て話し合う）―  「わたしの福音
の標準」のコピーを見せます。子

供たちに，体を神殿のように大切にする方法につい
て教えている福音の標準を見つけてもらいます。子
供たちに，近くに座っている人に向かって，自分の
体を神殿のように大切にする方法を一つ話してもら
います。それから，さらに改善できる方法を一つ考
えてもらいます。何人かの子供たちに，自分の考え
を全員と分かち合ってもらいます。

教義を明確にする（聖文と福音の標準を読む）
―  子供たちに 1コリント3：16 を開いて，一緒に
声に出して読んでもらいます。子供たちに，自分の
体を神殿のように大切にする方法の一つは，慎み
深い服装をすることだと話します。「わたしの福音
の標準」を見せ，次の標準を声に出して読んでもら
います―「わたしはつつしみ深い服を着て，天
父と自分自身をうやまいます。」

理解を促す（慎み深さについて話し合い，ポス
ターを描

か

く）― 慎み深い服装をするというはどう
いう意味か話し合います（『若人の強さのために』

「服装と外見」の項参照）。ポスターを何枚か描き，
上の部分に「わたしは　　　　　によって慎み深
い服装をします」と書きます。子供たちを幾つか
のグループに分け，各グループに，慎み深い服装す
るという決意や，慎み深い服装をした自分の姿を
ポスターに描いてもらいます。でき上がったポス
ターを初等協会の部屋に飾ります。

第 2 週    ―慎み深い服装は，天の御父と自分自身に対する尊敬を示します。

ポスターと託児の手引きの該当ページは
sharingtime.lds.org で入手できます。

活動を工夫する―初等
協会の必要に応じて活動を
工夫します（『教師，召し』
110－117 参 照）。 例え
ば，第 2 週の 2 番目の活
動を人数の多い初等協会
に合わせて行うには，子
供一人一人にアイデアを小
さな紙に書いてもらうか，
絵で描

か

いてもらうとよい
でしょう。そして，全員の
分をポスターにはります。

コピー―コピー機が近
くにない場合は，イラスト
の絵に白い紙をのせて，
なぞることができます。
あるいは，LDS.org から
印刷もできます。

わたし
は　　

　　こ
とによっ

て

慎み深
い服装

をします
──

わたしは　　　　ことによって慎み深い服装をします──

わたしは　　
　　ことによ

って

慎み深い服装
をします──

絵

，
な

わたしは
からだを

たいせつ
にします
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第 3 週―知恵の言葉に従って生活することで，自分の体を大切にしていることを
示します。

理解を促す （聖文を読む）― ホワイトボードの片側
に「戒め」という言葉と以下の参照聖句を書きます
―教義と聖約 89：7－ 9，12，14，16。もう一
方の片側に，約束」という言葉と以下の聖句を書き
ます―教義と聖約 89：18－21。半数の子供
たちに片側の聖句を読んでもらい，主が知恵の言
葉の中で与えておられる戒めを探してもらいます。
残りの子供たちには，もう片側の聖句を読み，それ
に従うときに主が約束してくださっている祝福を探

してもらいます。それらの戒めと祝福の意味につ
いて話し合います。  

応用を促す （ゲームをする）― 一人の子供に
「わたしは　　　　　ことによって，知恵の言葉を
守ります」という文章の空欄に，知恵の言葉を守る
ために行おうと思うことを入れて，言ってもらいます。
その後，別の子供に最初の子供が言った文に自分
の考えを付け加えて，言ってもらいます。 3人目の
子供に，前の二人が言ったことにさらに自分の答え
を付け加えて，言ってもらいます。時間の許すかぎ
り繰り返し，一人が一つずつ自分の答えを付け加
えていきます。

第 4 週―健全なものを読んだり，見たり，聞いたりするとき，思いを清く保つことが
できます。    

教義を明確にする （実物を用いたレッスンを見る）
― 子供たちに汚い水ときれいな水が入った二つ
のガラスのコップを見せます。どちらを飲みたい
か，それはなぜかを尋ねます。子供たちに，わたし
たちの思いはこのガラスのコップのようなもので，
きれいで良いことだけを入れるようにしなければな
らないことを話します。次の文章をホワイトボードに
書き，子供たちにあなたと一緒に読んでもらいます。
「健全なものを読んだり，見たり，聞いたりすると
き，思いを清く保つことができます。」  子供たちが
その文を覚えやすいように，簡単な手の動作を教
えるとよいかもしれません。例えば「読んだり」と
いう言葉を読むときは，本を持って読んでいる格好
をします。「見たり」という言葉を読むときは目を
指さします。「聞いたり」という言葉を読むときは
耳に手をあてます。「思い」という言葉を読むとき
は，額を指さします。言葉に合わせた動作をしな
がら，文章を何度か繰り返して読みます。  

理解を促す （ゲームをし，歌を歌う）― 子供たち
に，イエスと子供たちの絵を見せ，数秒間よく見て
もらいます。絵を隠し，絵について覚えていること
を言ってもらいます。わたしたちは見るものを記憶
するということを，子供たちが理解できるように助
けます。思いを良いもので満たすと，良いことを考
えるようになると説明します。もう一度絵を見せ，
子供たちに「救い主の愛」（『歌集』42－ 43）を
歌ってもらいます。この歌を歌うとき，どのような
気持ちになるか，子供たちに話してもらいます。良
い音楽を聞くと御

み

霊
たま

を感じ，思いを清く保つことが
できることを説明します。

絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

様々な教授法を
組み合わせて用いるとき，

子供たちは
より効果的に学びます。
例えば，第4週では，

実物を用いたレッスンによって，
教える教義を明確にし，

簡単な手の動作を使うことで，
覚えやすくなります。

知恵の言葉
 戒　め

   教義と聖約
89 ： 7 － 9， 12， 14， 16  

 約　束
   教義と聖約89 ： 18 － 21  
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9  月 福音は全世界に宣
の

べ伝えられます 
「この福音はあらゆる国民，部族，国語の民，民族に宣べ伝えられるであろう。」（教義と聖約
133：37）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―聖文は，福音が全世界に宣
の

べ伝えられると教えています。

   教義を明確にする （聖文を読む）―年長の子供
たちに教義と聖約133：37 を声に出して読んでも
らいます。宣教師は世界各地で，多くの言語で福
音を教えていることを子供たちに話します。子供
たちに聖句を一緒に読んでもらいます。  
理解を促す（伝道について話し合う）―    子供た
ちに世界地図を見せるか，ホワイトボードに簡単な
地図を描

か

きます。子供たちの知っている人が伝道
した場所を言ってもらい，地図にしるしを付けま
す。子供たちに自分が伝道に行きたい場所を言っ
てもらい，地図にしるしを付けてもらいます。主か
らの伝道の召しは預言者を通して与えられ，宣教
師は主が召された場所であればどこででも働くこ
とを説明します。子供たちに，教会の名称を幾つ
かの言語で言う練習をさせます。宣教師の入国が
まだ許可されていない地域があることについて子
供たちと話し合います。トーマス・Ｓ・モンソン大
管長がわたしたちに次のように語ったことを説明し
ます。「これらの地域でも伝道に対する門戸が開か
れ，福音の喜びを〔すべての人に〕伝えられるよう
に祈ってください。」（『リアホナ』2008 年 11月，6）

応用を促す（宣教師に手紙を書く）―  子供たちに，
ワードから出ている宣教師や地元で伝道している
宣教師に短い手紙を書いてもらいます。ワード伝
道主任に手紙を渡し，宣教師に送ってもらうか，
渡してもらいます。

  理解を促す（ゲストの話者の話を聞く）―帰還
宣教師を初等協会に招き，伝道活動を行うことで得
られた祝福について子供たちに話してもらいます。
その他の人 （々最近改宗した人，子供，あるいは家族）
に，伝道の経験や伝道によってどのような祝福を受
けたかについて話してもらいます。子供たちが歌う

「ニーファイのように」（『歌集』92－ 93）をゲスト
に聞いてもらいます。

第 2 週    ―伝道活動はすべての人を祝福します。

地図は sharingtime.lds.org で入手できます。

描
か

く―第 1週の地図
は，描いても，印刷しても，
家から持って来てもかま
いません。ホワイトボード
に描く場合は，あらかじめ
練習しておきます。絵が上
手でないことを謝らないよ
うにします。謝ると，子供
たちは地図が上手に描け
ているかどうかに注目して
しまうからです。不安な場
合は，ほかの人に頼んで
描いてもらいます（『教師，
召し』166－167 参照）。

愛を示す―子供たち
一人一人に愛を示す機会
を探します。生徒に愛を
示すと，彼らは御

み

霊
たま

を受
けやすくなり，熱心に学ぶ
ようになります（『教師，
召し』31参照）。

この活動では，
数人の子供しか前に来てもらうことができません。

子供たち全員に参加してもらうために，
自分が伝道に行きたい場所を

隣の子供に小声でささやいてもらうのもよいでしょう。
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第 3 週―わたしは今から伝道に出る準備をすることができます。

    理解を促す （聖文を読む）― 子供たちにアンモ
ンの絵を見せ，彼がレーマン人に福音を教えた偉
大な宣教師であったことを話します。彼が伝道に
行く前に，宣教師として働くために準備したことを
説明します。アルマ17：2－3を読んで聞かせる
か，年長の子供に読んでもらいます。ほかの子供
たちに，アンモンが伝道に備えた方法が聞こえた
ら手を挙げてくれるように話します。一人の子供
に，子供たちの答えをホワイトボードに書いてもら
います。子供たちも，宣教師になる準備をするため
にアンモンと同じことができることを話します。
「宣教師になりたいな」（『歌集』90）を歌います。
歌いながら，ドアをノックする，聖文を読む，自転
車に乗るなど，宣教師が行うことを簡単な動作で
表してもらいます。  

応用を促す （伝道に備える）― 子供たちに，宣
教師になる準備をするために今からできることが
あると話します（聖文を学ぶ，証

あかし

を得る，戒めを守
る，什

じゅう

分
ぶん

の一を納める，貯金するなど）。子供たち
全員に『什分の一・献金表』を1枚ずつ渡し，記
入の方法を教えます。什分の一用のお金と，伝道
のための貯金を入れておく特別な場所を作れるよ
う子供たちを助けます。箱や小さなビンや缶，ある
いは封筒を使って，什分の一と貯金を別々に入れ
られるようにするとよいでしょう。

第 4 週―わたしは今，宣教師になれます。    

理解を促す （アイデアを分かち合う）― 以下の
文をホワイトボードに書きます。「わたしは　　　
　　ことによって今宣教師になれます」

　子供たちに，宣教師になるために今できる事柄
を考えてもらいます。隣に座っている人と，自分の
アイデアを分かち合ってもらいます。何人かの子
供たちに自分のアイデアをホワイトボードに書いて
もらいます。

  理解を促す （証
あかし

を聞く）― 一人の年長の子供に
最初の示現の物語を話してもらい，別の子供にモ
ルモン書について感じていることを分かち合って
もらいます。（準備する時間を十分取れるように，

前もって依頼しておきます。）  子供たち全員に，最
初の示現の物語とモルモン書について感じている
ことを，家族と分かち合うように励まします。

応用を促す （歌を歌う）― 子供たちに，今宣教
師になり，福音に従って生活する方法を表す動作
を考えてもらいます。一人の子供に，前に来て自分
が考えた動作をほかの子供たちに見せてくれるよ
うに頼みます。子供たちに，「わたしのするとおり」
（『歌集』146）を歌いながら，その動作をしてもら
います。時間の許すかぎり繰り返します。

絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

レッスンを工夫する―
子供たちの年齢に応じて
レッスンを工夫します
（『教師，召し』110－117
参照）。例えば，第 4 週
の 2 番目の活動では，年
長の子供一人一人にソフ
トカバーのモルモン書を
渡し，だれかにプレゼント
するように勧めてもよいで
しょう。年少の子供たち
が最初の示現の物語を復
習するのを助けるために，
『あなたがたの幼い子供た
ちを見なさい』の 88－ 91
ページに紹介されている
活動，視覚教材，指人形な
どを使うこともできます。

子供に
ホワイトボードに

    書いてもらうことで，
自分は大切にされている
という気持ちを

    感じさせることができます。
また，ほかの子供たちの
興味を引きつけることが

    できます。
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めくり本は sharingtime.lds.org で入手できます。

準備―分かち合いの
時間を計画する際，まず
その月のレッスンすべて
に目を通します。その後，
使える時間数と初等協会
の必要に応じて，バラン
ス良く活動を計画します。
例えば，ある週に長い活
動の半分を終え，翌週に
残りの半分を終えること
ができます。あるいは短
い活動を繰り返し行い，
子供たちが復習できるよ
うに助けます（『教師，召
し』98－ 99 参照）。

子供たちが様々な方法で
参加できる活動を計画すると，

さらに理解を促し，
応用しやすくなります。
例えば，この活動では，
子供たちは目で見たり，
歌ったり，色を塗ったり，
書いたり，聞いたり，

分かち合ったりすることが
できます。

10  月 祈りは神とわたしとの敬
け い

虔
け ん

な会話です 
「あなたがたのうち，知恵に不足している者があれば，その人は，とがめもせずに惜しみなくすべて
の人に与える神に，願い求めるがよい。そうすれば，与えられるであろう。」（ヤコブの手紙 1：5）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―わたしは天の御父に祈ることができます。

教義を明らかにする （実物を用いたレッスンを見る）
―一組の親子に子供たちの前に立ってもらいます。
子供から親に質問をしてもらい，親に答えてもらい
ます。親に部屋から出て，ドアを閉めるように頼み
ます。子供たちに，両親と一緒にいないとき，どの
ように連絡を取り合うか尋ねます（例えば，手紙を
書く，電話で話すなど）。神がわたしたちの御父で
あり，わたしたちはその子供であること，今は神の
みもとにいないので，神と会話する方法を与えてく
ださったことを説明します。神と会話する方法を
知っているかどうか，子供たちに尋ねます。次の文
章を読み上げ，それに続けて子供たちに復唱させ
ます。「わたしは天の御父に祈ることができます。」  
理解を促す（色を塗る）―    「信じて祈る」（『聖徒
の道』1991年 3月号，「フレンド」5）託児の手引
き『あなたがたの幼い子供たちを見なさい』の

19 ページをコピーして，めくり本を作り，子供たち
に1冊ずつ渡し，色を塗らせます。（年長の子供た
ちには，その中に感謝していることや，天の御父に
お願いしたいことを書かせます。書いたことを初等
協会の子供たち全員と分かち合ってもらいます。）
子供たちに，めくり本を読み返しながら歌を歌って
もらいます。

わたしは
　てんの

　おとう
さまに　

いのるこ
とが　で

きます

おいのり
は，

はじめに

「てんの

おとうさ
ま」

といいま
す

しゅくふ
くに

かんしゃ
をします

しゅくふ
くを

おねがい
します

イエス・
キリスト

の

みなによ
り　アー

メン

といって
，  おわり

ます。
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レッスンを工夫する―
子供たちの必要や学習能
力に合わせてレッスンを
工夫します（『教師，召し』
110－117 参照）。例えば，
第 2 週では，年少の子供
たちには，聖句全体では
なく「絶えず祈りなさい」
という部分だけ覚えさせ
るとよいでしょう。

島を作って回らせることで，
少人数の子供たちが
様々な形の学習体験に
参加することができます
（『教師，召し』178参照）。
初等協会の人数が多い場合は，
教師が子供たちのグループを
回る形にしてもよいでしょう。

教義を明確にする（聖句を暗記する）―子供た
ちに，以下のアルマ13：28 の聖句を暗記させます
―「あなたがたは主の御

み

前
まえ

にへりくだり，主の聖
なる御

み

名
な

を呼び，自分が耐えられないような誘惑
を受けないように，目を覚ましていて絶えず祈りな
さい。」   いつ，どのように祈るべきかについて，こ
の聖句から学べることについて話し合います。

理解を促す（聖文を読む，聖典の物語を聞く）―
いつでも，どこでも心の中で天の御父に祈ることが
でき，祝福に感謝し，助けを求められることを理解
できるよう，子供たちを助けます。以下の参照聖句
をホワイトボードに書きます― 3ニーファイ18：
19；3 ニーファイ19：6－8；3 ニーファイ18：15。
「どのように」「いつ」とホワイトボードに書きます。
子供たちに，各聖句を読み，その中に書かれている，

いつ，どのように祈るべきかについてそれらの聖句
が何と教えているかについて話し合うよう勧めます。
アルマとアミュレクがゾーラム人にどのように祈る
べきか教えていることを，子供たちに話します（ア
ルマ 31；34：17－27 参照；『初等協会 4』第
21 課も参照）。数人の子供たちに，あなたが物語
を話すのに合わせて演技をしてもらってもよいで
しょう。

応用を促す（思いを分かち合う，歌を歌う）―
数人の子供たちに，祈るときにどのような気持ちが
するかを話してもらいます。子供たちに，祈りにつ
いて教えている初等協会の歌を数曲挙げてもらい
ます。数曲歌い，その歌詞の中の幾つかの言葉を
簡単な動作で表してもらいます。例えば，「祈る」や
「祈り」という言葉を歌う代わりに，腕を組みます。

第 2 週    ―聖文は，どのように，いつ祈るかを教えてくれます。

第 3 週と第 4 週―天の御父はわたしたちの祈りを聞き，こたえてくださいます。

教義を明確にする （聖文を読む）― 子供たちに
3 ニーファイ14：7とヤコブの手紙 1：5を開いて
読んでもらい，その聖句は，祈りについてどのよう
なことを教えているかを探させます。聖句をともに
声に出して読み，そこから分かることを分かち合っ
てもらいます。子供たちに，あなたの声に合わせ
て，「天の御父はわたしたちの祈りを聞いて，こた
えてくださいます」と言ってもらいます。 

理解と応用を促す （物語に耳を傾ける）― 子供
たちを幾つかのグループに分け，順番に以下の島
に回らせます（『教師，召し』178 参照）。それぞ
れの島では，担当の教師が，天の御父がわたした
ちの祈りにこたえてくださる方法を一つ説明し，子
供たちには自分の祈りがどのようにこたえられたか
を話してもらいます。 1 週目は二つの島を作り，翌
週は残りの二つの島を作ります。

•  島 1―祈りの答えは，考えやアイデアとしてわ
たしたちの思いや心に与えられることがあります
（教義と聖約 8：2 参照）。生活の中でこのよう
な経験をしたときのことを分かち合うか，エノス
の物語を話します（エノス1：4－5，10 参照；
『あなたがたの幼い子供たちを見なさい』19も
参照）。

  •  島 2―天の御父はほかの人を通して祈りにこ
たえてくださいます。祈りがほかの人を通してこ
たえられた経験を分かち合うか，トーマス・S・
モンソン大管長がベン・フルマー，エミリー・フ
ルマー夫妻の祈りにこたえられた物語を話します
（『リアホナ』2003 年 11月号，58－59 参照）。

•  島 3―祈りの答えは聖文に書かれたキリストの
言葉から与えられます（2ニーファイ32：3 参照）。
聖文を読むときに祈りの答えが与えられた経験
を分かち合います。

  •  島 4―祈りの答えは，末日の預言者の教えを
通して与えられます（教義と聖約1：38 参照）。
子供たちに『リアホナ』を見せ，教会の機関誌に
は預言者の教えが書かれていることを話します。
総大会を聞いたときや末日の預言者の言葉を読
んだときに，祈りがこたえられた経験について
話します。
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11  月 敬
け い

虔
け ん

とは神への愛と敬意です 
「心をつくし，精神をつくし，思いをつくして，主なるあなたの神を愛せよ。」（マタイ22：37）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―敬
けい

虔
けん

とは神への愛と敬意です。

   教義を明確にする （絵を見る，ゲームをする）―
子供が祈っている絵あるいは写真を見せ，その子
供は神に愛と敬意を表していることを説明する。
神への愛と敬意を表す4文字の言葉があることを
話し，ホワイトボードに 4つの空欄を書きます。そ
して，子供たちに当ててもらいます。けいけんとい
う言葉を正しく答えられたら，空欄に記入します。
その際，年長の子供に記入を手伝ってもらっても
よいでしょう。年少の子供たちには，写真や絵を
見せ，その子供が敬虔であることはどんなことか
ら分かるかと尋ねます。子供たちに声を合わせて
「敬虔とは神への愛と敬意です」と言ってもらいます。  
理解を促す（聖文を読む，歌を歌う）―    子供たち
に聖典を開いてヨハネ14：15を読んでもらいます。
（昨年，子供たちがこの聖句を暗記している場合
は，暗唱してもらうとよいでしょう。）  子供たちに，
イエス・キリストへの愛を示す方法を尋ねます。

「敬虔は愛」（『歌集』12）を歌います。「敬虔」と
いう言葉を聞く度に手を胸に当てるように言います。

応用を促す（敬虔さについて話し合う）―  子供
たちを少人数のグループに分け，以下のような場面で
天の御父とイエス・キリストに敬虔さを表す方法に
ついて話し合ってもらいます―教会にいるとき，
祈るとき，家にいるとき，友達といるとき。年少の子
供たちには，自分にできることを絵に描

か

いてもらっ
てもよいでしょう。何人かの子供たちに，自分のア
イデアをグループ全員と分かち合ってもらいます。
家庭でも家族と分かち合うように励まします。

  理解と応用を促す（聖餐について学ぶ）―ビ
ショップまたは支部会長と数人のアロン神権者を
招き，子供たちに聖餐について教えてもらいます。
可能であれば，子供たちを礼拝堂に連れて行っても
らい，聖餐は何を象徴しているかを教えてもらいま
す。また，ひざまずいて聖餐の祈りをささげる聖餐

台や，聖餐を覆うために使う布を見せてもらいます。
別のアロン神権者を招いて，毎週，聖餐を会員に配
るときにどんなことをするかや，それが神聖な特権
である理由について話してもらいます。子供たち
に，神権者が聖餐を祝福するときに神に敬意を示
すためにしていることを挙げてもらいます（ひざま
ずいて祈る，白い布で聖餐を覆う，敬虔な服装や
態度をする）。子供たちに，聖餐の執行の間，イエ
ス・キリストへの敬意を示すためにできることを挙
げてもらいます。

第 2 週    ―聖
せい

餐
さん

の間敬
けい

虔
けん

にすると，イエス・キリストを覚える助けになります。

初等協会に
ゲストの話者を招くとき，
子供たちが理解できる，
簡単なメッセージを
伝えてくれるよう
伝えておきます。

ゲストの話者を招くときは，
必ずビショップリックの許可を

得るようにします。

復習―教義を教える
とき，それを体を使う活
動や視覚教材と合わせて
関連づけると，子供たち
は覚えやすくなります
（『教師，召し』参照181－
182）。 第 1 週の 2 番目
の活動では，手を胸に当
てさせることで，敬

けい

虔
けん

であ
ることは神への愛と結び
ついていることを思い出
させることができます。
その後の数か月間，敬虔
であるように励ますに当
たり，手を胸に当ててこの
教義を復習することもで
きるでしょう。
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第 3 週―わたしは神聖な場所や事柄に対して敬
けい

虔
けん

さを示すことができます。

    教義を明確にする （実物を使ったレッスンに参加
する）― ホワイトボードに，「わたしは神聖な場所
や事柄に対して敬虔さを示すことができます」と
書き，一人の子供に全員に聞こえるよ
うに読んでもらいます。子供たち
に目を閉じて，硬貨やボタンが落
ちる音が聞こえたら手を挙げて
くれるように言います。子供た
ちに，教会堂は神聖な場所であ
り，静かに座ってよく話を聞くこと
は，敬虔さを示す一つの方法であることを
説明します。子供たちに，教会堂の中で敬虔さを
示すためにできることを幾つか挙げてもらいます。  

理解を促す （聖典の物語を聞く）― モーセと燃
えるしばの絵を見せ，出エジプト3：1－10 に書か
れている物語を話します。 5 節を読んで聞かせ，
子供たちに，なぜ主はモーセに靴を脱ぐように言わ
れたかを聞き取るように言います。敬虔であるた
めに靴を脱ぐ必要はないけれども，神聖な場所や

事柄に対して敬虔さを示すためにできることがた
くさんあることを説明します。

応用を促す （ゲームをする）― 以下の写真を掲
示します―神殿あるいは教会堂，家庭，家族，
祈っている人，子供，聖典，数人の子供たち，初等
協会のクラス，聖

せい

餐
さん

。大きな布ですべての写真を隠
したまま，写真 1枚を取り外します。布を外し，子
供たちにどの写真がなくなったか言ってもらいます。
取り外した写真を見せ，その場所や人，物に対して
敬虔さや敬意を示すための方法を分かち合うよう
勧めます。ほかの絵についても同じことを繰り返し
ます。

第 4 週―神への敬
けい

虔
けん

さは，ほかの人を愛し敬う助けになります。    

理解を促す （歌を歌う）― 以下の歌を歌います。
一つの歌を歌い終えるごとに，その歌に関連した
質問について話し合います。

•  「敬虔は愛」（『歌集』12）。「おこない　ことば　
けいけんに」の部分を繰り返します。質問―
天の御父やほかの人々に，どんな言葉で敬う気持
ちを表すことができるでしょう。ほかの人々に敬
う気持ちを表すためにどんなことができますか。

  •  「自分から始めよう」（『歌集』83）。質問―
どのような方法で友達に親切にすることができ
ますか。

 •  「友達」（『歌集』78－79）。質問―わたした
ちの親切な行いを必要としている人はだれで
しょう。その人に，どのように親切にすることが
できますか。  

絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

模範によって教える―
人々に愛と敬意を表す方
法を模範によって教えてく
ださい（『教師，召し』18
－19 参照）。初等協会の
教師たちを励まし，支援す
ることによって，教え導い
てください。さらに，どう
したら互いに愛し励まし合
えるかを子供たちが理解
できるよう助けてください。

「これを学ぶために
子供たちは

    何をすればよいだろうか。」
このように自問しながら
    活動を準備するなら，

子供たちは
活動に参加する中で
  学ぶことができます。

   例えば，
    第3週の3番目の活動では，

子供たち全員が
    話し合ったり，写真を見たり，
アイデアを分かち合ったりして

参加できます。
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12  月 聖文は救い主の降誕と再臨について
教えてくれます 
「人の子は父の栄光のうちに，御

み

使
つかい

たちを従えて来るが，その時には，実際のおこないに応じて，そ
れぞれに報いるであろう。」（マタイ16：27）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―預言者はイエス・キリストの降誕について預言しました。

理解を促す （聖文を読み，ロールプレーする）―
子供たちを 5つのグループに分けます。各グルー
プに以下の聖句とそこに記されている預言者を表
す小道具や簡単な衣装を渡します。イザヤ 7：14；
9：6（イザヤ）；1ニーファイ11：14－21（ニー
ファイ）；モーサヤ 3：5，8（ベニヤミン王）；アル
マ 7：9－10（アルマ）；ヒラマン14：2－ 6（サム
エル）。各グループにその預言者がキリストの降
誕について語ったことを読んで，話し合ってもらい

ます。各グループから一人ずつ出て来て，小道具や
衣装を身に着けて預言者になり，ほかの子供たち
に，自分はどの預言者か，またその預言者はイエス
の降誕についてどんなことを告げたかを読み上げる
か，話すかしてもらいます。「主はみ子をつかわし」
（『歌集』20－21）または「サムエルのよげん」
（『聖徒の道』1992 年 12月号，「せいとのみち」7）
を歌います。    

理解を促す（歌を歌う，絵を描
か

く）―子供たち
全員で「クリスマスの歌」（『歌集』32－33）の１
番を歌います。子供たちを4つのグループに分け，
各グループに，残りの 2 番から 5 番までを一つず
つ割り当てます。それぞれの歌の歌詞に合わせて
絵を描いてもらいます。歌全体を歌い，歌の中で
自分たちの箇所になったら描いた絵を手に持って
見せてもらいます。

第 2 週    ―イエス・キリストがお生まれになりました。

第 3 週―イエス・キリストはいつか再び地上へ戻って来られます。

教義を明確にする （言葉の順序合わせ）― 以下
の言葉を小さなカードに書きます―「人の子は」「父
の」「栄光のうちに」「来る」。（カードはsharingtime.　
lds.org で入手できます。）  カードを順不同にして
ホワイトボードにはり，子供たちに手伝ってもらっ
て，正しい順序に並べます。（カードを数セット作
り，グループごとにしてもらってもよいでしょう。）
正しい順序に並べられたら，子供たちにマタイ16：
27 を読んで答えを確認するように言います。  

理解を促す （絵を見る）―  4 人の子供たちに前
に出て来てもらい，レーマン人サムエル，イエスの降
誕，人々にお教えになるイエス，再臨の 4 枚の絵を
一人 1枚ずつ持ってもらいます。子供たちとそれ
ぞれの絵について話し合います。絵を持っている
子供たちに順序を変えて立ってもらいます。ほか

の子供たちに，絵が歴史順になるようにするには
4人の子供たちがどこに移動したらよいか言って
もらいます。

応用を促す （組み合わせゲーム）― ホワイトボー
ドを左右に分ける線を引きます。ホワイトボードの
上の部分に「イエス・キリストはいつか地球に戻ら
れます。」と書きます。ホワイトボードの片側に以下
の質問を書き，もう一方には各質問に関する参照
聖句を順不同に書きます。

•  キリストが再び来られるとき，どのような不思議な
ことが起こりますか（ジョセフ・スミス―マタイ
1：33，36－37）。

  •  イエス・キリストはいつ再臨されますか（ジョセフ・
スミス―マタイ1：38－40）。

聖典―子供たちは，
聖典から直接読むことで，
聖典で使われる言葉になじ
みを覚えるようになります。
難しい言葉や概念がある
ときは，必ず分かりやすい
言葉で説明してあげてくだ
さい（『教師，召し』50－
51参照）。

注―降誕の場面以外
は，子供が救い主を演じ
ることのないようにしてく
ださい。
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第 4 週―再臨に備えるために，わたしはイエス・キリストに従います。    

理解を促す （聖典の物語を演じる）― イエスが
人々に身近なものや状況を使って，たとえで教えら
れたことを話します。 10人のおとめの物語を簡単
に話します（マタイ25：1－13 参照；「10人のお
とめのたとえ」『リアホナ』2009 年 3月号，20－
21も参照）。この物語では，イエス・キリストの再
臨を婚宴にたとえていることを説明します。何人
かの子供たちにその物語を演じてもらいます。賢
いおとめを演じる子供たちに，備えができていると
どんな気持ちがするか尋ねます。また，救い主の
再臨に備える大切さについて話し合います。

応用を促す （話し合い，絵を描
か

く）― ホワイト
ボードにランプの絵を描きます。日々良いことをし
てイエス・キリストに従うことは，ランプに油をため
ることとどのように似て
いるか話し合います。
人々に奉仕する，什

じゅう

分
ぶん

の
一を納める，祈るなど，
イエス・キリストに従う
方法を子供たちに挙げてもらいます。これらのこ
とは個人的に行うことであり，ほかの人に代わり
にやってもらうことはできないことを説明します。

油の大きな一滴の形に切った紙を
子供に一枚ずつ渡します。その紙に
「再臨に備えるために，わたしは　　
　　　ことによってイエス・キリスト
に従います」と子供（または教師）
に書いてもらいます。

　子供たちに，再臨に備えるために
自分にできることを空欄に書くか，絵を描いてもら
います。子供たちに，紙を家に持ち帰らせ，学んだ
ことを家族と分かち合うように励まします。  

•  わたしたちは，なぜ再臨に備えるべきなので
しょうか（教義と聖約 38：30）。

  •  救い主はどのくらいの間，地上にとどまられますか
（教義と聖約 29：11）。

　子供たちに，クラスの教師と協力して，質問と答
えを組み合わせてもらいます。一緒に答えについて
話し合います（『真理を守る』〔2004 年〕，21－22
も参照）。子供たちに，再臨にどのように備えるこ
とができるか尋ねます。

絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

ランプと油の一滴の絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

年齢の異なるグループ
―年長と年少の子供た
ちの両方が参加できる分
かち合いの時間を計画し
てください（『教師，召し』
110－116 参 照）。 例え
ば，第 3 週の 2 番目の活
動では，年少の子供たち
を対象に行うとうまくいき
ます。簡単な概念を写真
を使って教えているから
です。同じ週の1番目の
活動では，年少の子供た
ちが文字を正しい順序に
並べられるように，年長
の子供たちに手伝っても
らうとよいでしょう。

写真やその他の視覚資料を使うことで，子供たちは原則や教義を心に思い描くことができ，
学んだことを理解し，覚える能力を増すことができます。

再臨に
  備えるために，
わたしは

　　　　　ことによって
イエス・キリストに
従います。
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初等協会で音楽を用いる方法 
初等協会で音楽を用いる目的は，イエス・キリストの福音を子供たちに教え，それに従って生活できるようになる助けをすることです。
初等協会の歌は，学ぶ過程をさらに楽しいものとし，子供たちが福音を学び，覚えられるように助け，御

み

霊
たま

を招くことができます。

以下に，子供たちに歌を教える際に用いることができる技術が紹介されています。例は，この概要に提案されている歌を教えるのに
役立つでしょう。そのほかのアイデアについては，2010 年度の概要中の「初等協会で音楽を用いる方法」を参照してください。

子供たちの注意を引く

　歌い始める前に必ず，子供たちがこちらに注意を
向けていることを確認します。写真や絵，簡単な実
物などの視覚資料や子供たち自身を題材にして，注
意を引きつけることができます。単に，声の調子を
変えるだけでもできます。注意を引きつけるための
活動は短くし，そのまま歌に
移ります。例えば―  

  •   「神殿に行きたいな」（『歌集』99）を歌う前に，
神殿を見たことのある人に手を挙げてもらいます。
歌を歌いながら，神殿を見るときどんな気持ちが
するか考えるように話します。

 •  子供たちは，最適な視覚教材になります。ネク
タイや聖典など，簡単な小道具を使って宣教師
のかっこうをしてもらい，「ニーファイのように」
（『歌集』92－ 93）を歌います。    

　歌を聞きながら質問の答えを探すように言うと，
子供たちは歌の歌詞やメッセージをよく覚えます。
「だれが」「何を」「どこで」「いつ」「なぜ」などの質
問をし，よく聞いて答えを見つけるように話します。
大事な言葉や韻を踏んでいる言葉を聞き取ったり，
ある言葉が何回出てくるかを数えさせたりすること
もできます。

　「心向ければ」（本概要の 28 ページ）を教える
際，ホワイトボードに以下の質問のうち一つを書き
ます―「どうすれば主の声が聞こえますか」「正
しく平安に生きる道を教えてくださるのはどなたで
すか」「静かな声で主を証

あかし

してくださるのはどなた
ですか」。歌いながら答えを探し，答えだと思う歌
詞を歌うときは動作で合図するように言います（腕
を組む，立つ，耳に触るなど）。子供たちに，あな
たと一緒に数回，答えを歌ってもらいます。別の質
問をホワイトボードに書き，続けます。

視覚教材は
    単純なものにします。
    そうすることによって，
歌の持つメッセージに
子供の関心を

    引き付けることができ，
歌っていることが
真実であることを

    御霊が証してくれます。

子供たちがよく耳を傾けられるように導く    

練習する―家で歌を
練習しておけば，楽譜や
本を見ずに，子供たちの
顔を見ながら教えること
ができます。
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子供たちを参加させる

    　あなたの歌に合わせて，様々な方法で子供たち
に参加してもらいます。例えば―

  •  歌の歌詞とメッセージを覚えられるように，子供
たちに手の動作を考えてもらいます（7ページの
「音楽指導者へ」参照）。

  •  「ニーファイのように」を歌いながら，子供たち
に宣教師のまねをさせます。例えば，歌いなが
ら，聖典を持ってその場で足踏みしたり，部屋の
中を歩かせたりします。

• 「心向ければ」を歌う前に，子供一人一人にハー

トの形に切った紙を1枚ずつ渡します。そして，
ハートの形に切った紙の片側に「心向ければ」，
もう片側に「主の声が聞こえる」と書くように言
います。この二つの表現が，歌の中で 3 回ずつ
出てくることを話
し，それぞれの言
葉を歌う度に，それ
が書いてあるハー
トの片側を見せるよ
うに言います。  

繰り返し歌う    

　子供たちは，何度も繰り返し歌を聞いたり歌った
りすることによって，最もよく歌を覚えます。

　様々な楽しい方法で歌を復習し，歌います。例
えば―

•  新しい歌のメロディーを覚え始めるために，前
奏の間にメロディーを聞いたり，ハミングしたり
させます。

  •  「主の計画にしたがう」（『歌集』86－87 参照）
を復習するために，幾つかの道路標識を作りま
す。歌の中で出てくる幾つかの言葉を道路標識
に一つずつ書きます。標識を一つ見せ，そこに
書かれた言葉だけ抜かして歌うように話します。
ほかの標識を使って，同様に繰り返します。

 •  紙や厚紙でさいころを作ります。各面に様々な
歌い方を書きます。（例―メロディーに合わせ
て手をたたく，手の動作をする，小さな声で歌う，
男の子が歌う，女の子が歌う，メロディーをハミ
ングする）。別のさいころに，現在子供たちが
習っている初等協会の歌の題名を書き入れます。
子供に最初のさいころを投げさせ，歌をどのよう
に歌うかを決め，別の子供に二つ目のさいころ
を投げさせ，どの歌を歌うかを決めます。  

さいころの作り方は sharingtime.lds.org で入手できます。

ハートの形は sharingtime.lds.org で入手できます。

新しい歌―子供たちに
新しい歌を教えるときは，
まず歌って聞かせます。歌
い始める前に何度か聞か
せると，最もよく覚えます。

準備する―『子供の歌
集』で挙げられている参照
聖句を学び，歌が持つ福
音のメッセージを教えられ
るように準備してください。

子供たちは，
あなたが一緒に歌うとき，

福音に対する
あなたの愛や熱意を感じます。
あなたが救い主の証を
分かち合うとき，
子供たちは

救い主の愛も感じることが
できるでしょう。

主の声が
聞こえる

心向けれ
ば
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心向ければ
静かに 詞・曲　Sally DeFord（サリー・デフォード）

イ エ ス さ ま と お な じ じ だ い に い た ら しゅ と と も に あ る
る よ げ ん しゃ は キ リ ス ト の み こ と ば を ま る で しゅ が か た
り と せ い ぎ お し え な ぐ さ め あ た え る しゅ を あ か し す る

1. も し

よ む と き に
き る み ち を こ こ ろ む け れ ば しゅ の こ え が き こ え る
あ ん う け て

2. い け が き こ え る
3. し ん

き み こ と ば き い て み た い   で も い ま は せ い ぶ ん を
る よう に つ た え て く れ ー る   た だ し く へ い あ ん に い
み た ま の し ず か な こ え に   こ こ ろ は み た さ れ へ い
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障がいのある子供に教える 
救い主は次のようにお教えになりました。「あなたの子孫は皆，主によって教えを受け，あなた
の子孫の平安は深い。」（3 ニーファイ22：13）  

初等協会の指導者には，すべての子供たちにイエス・キリストの福音を教えるという重要な責任があります。その中には障がいを持つ
子供たちも含まれます。初等協会は，すべての子供たちが歓迎され，愛され，養い育てられ，参加できる場所でなければなりません。
このような雰囲気の中で，すべての子供たちは天の御父とイエス・キリストの愛を理解し，聖霊の影響力を認識し，感じることが容易
になります。 

一人一人の子供は神にとって貴い存在であり，愛と尊敬と助けを必要としています。

　   障がいを持つ初等協会の子供たちの必要を満
たすために取り組むに際しては，ほかの人 と々よく
相談してください。  
1.両親と話す―   普通，子供のことを最もよく
知っているのは両親です。子供の必要にどのよ
うにこたえればよいか，集中力がどのくらい持
続するか，どのような学び方が好きかを教えて
もらうことができます。例えば，音楽，物語，
絵・写真によく反応する子供もいれば，聖典や
動作に興味を示す子供もいます。子供たち一人
一人が最もよく学べる方法を取り入れられるよう
に，様々な教授法を用いるようにします。

2. ほかの初等協会の指導者や教師と相談する
―  子供たち一人一人がイエス・キリストの福
音を学び，愛されていると感じられる方法を見
つけられるように，ともに祈り，協力します。

3. ワード評議会で相談する―  特別な必要を
持つ子供たちを助ける方法について，神権指導
者やほかの補助組織指導者に良いアイデアが
あるかもしれません。あるワードでは，大祭司
グループが「初等協会のおじいちゃん」となり，
毎週，自閉症を持つ男の子の隣に座ってくれま
した。（理想的には，毎週同じ人であることが
望ましいでしょう。）  そのおかげで
男の子はレッスンに集中でき，
愛されていると感じることが
できました。

M・ラッセル・バラード長老は次のように教えまし
た。「貴い子供を託されている人が神聖で高貴な
管理人の職を授けられているのは明らかです。な
ぜなら，その人々は今の時代の子供たちを，愛と信
仰の炎と彼らの本質への理解をもって包み込むよ
う，神より任じられているからです」（『聖徒の道』
1994 年 10月号，40）。

合図の絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

絵は sharingtime.lds.org で入手できます。

レッスンを変更する―
障がいを持つ子供たちの
ために，分かち合いの時間
を変更する必要があるか
もしれません。そのため
の幾つかの例については
sharingtime.lds.org を
参照してください。

さらに詳しい情報を得る
には―特別な必要を持
つ子供たちを助ける方法
についてさらに詳しい情報
を得るには，lds.org/pa
（まず Primaryをクリック
し，その後 Teaching All 
Chi ldren, Including 
Those with Disabilities
をクリックします）；『教師，
召し』38－39，disabilities.　
lds.orgを参照してください。

障がいを持つ子供たちの中には，
目で見える合図によく反応する子供たちもいます。

祈り，静かにする時間，
歌の時間などを知らせるために，

ここで紹介されている合図を使ってください。
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