
2014 年度　分かち合いの時間の概要

家族は永遠です
「彼は父の心をその子供たちに向けさせ，子供たちの心をその父に向けさせる。」（マラキ 4：6）



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

　わたしたちは今年，初等協会の子供たち一人一人が天の御父の計画の中で家族が大切である
ことを理解できるように助けるすばらしい機会にあずかります。子供たちは，男女の間の結婚が
神によって定められたものであり，家族は神の計画の中心を成し，神聖な神殿の儀式を通して家
族が永遠にともにいられることを学びます。分かち合いのためのレッスンは，子供たちが家庭
で学び，実践している事柄を支援します。子供たちが教義を学ぶことによって，現在の家族が
強められ，さらに将来，子供たちは忠実な父親や母親になる備えができるでしょう。毎週よく祈
りながら準備し，御

み

霊
たま

を招くなら，福音の真理が子供たちの心にしっかりと根付いていくでしょ
う。子供たちが初等協会で学んでいることや感じていることを家族と分かち合う機会を探して
ください。

　中央初等協会会長会として，わたしたちは皆さんのために祈っています。また，皆さんがその
大切な責任を果たすときに主が助けてくださると知っています。皆さんが子供たちやその家族
を教え，導こうと献身的に努力するとき，彼らは強められるでしょう。皆さんの忠実な奉仕に，
愛と深い感謝をお伝えします。

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，『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。
御霊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―本冊
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，

8月の第 3 週と11月の第 2 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，子供たちに学習に参加し
てもらう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
たレッスンが，そしてその
ほか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

毎週， 
（1）教義を明確にし， 

（2）子供たちが教義を理解し， 
（3）生活に応用できる方法 

を計画してください。

インターネット：本冊子
に掲載されている情報，
視覚資料，資料は LDS.
org の初等協会のセク
ションで入手できます。
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準備：分かち合いの時間
を準備するとき，導きを
求めて祈り，御霊の力を
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）

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』
『視覚資料集』―『福音の視覚資料集』
『教師，召し』―『教師，その大いなる召し』
　多くのレッスンに，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』，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。

2014 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 2』；勇者 8－11―『初等協会 6』
基礎教科課程
ひかり―『初等協会1』；	CTR	4－7―『初
等協会 2』；勇者 8－11―『初等協会 4』

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
初等協会に参加してもらうことが提案されていま
す。そのような場合には，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

み

霊
たま

を招くのは，
皆さん自身の霊的な準備と証

あかし

です。

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（28－29 ページ参照）。また，
「初等協会で音楽を用いる方法」という項目や，
子供たちに歌を教えるためのアイデア（26－27
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。

資料：『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。また，ウェブサイト
friend.lds.org〔英語〕
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。
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天のお父様はわたしがみもとに帰れるよう
に道を備えてくださいました
「神はそのひとり子を賜わったほどに，この世を愛して下さった。それは御

み

子
こ

を信じ
る者がひとりも滅びないで，永遠の命を得るためである。」（ヨハネ 3：16）
　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
を明らかにする方法，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：わたしは神様の子供です。そしていつか神様のようになることができます。

教義を明確にし，理解を促す（絵や写真を見る，
歌を歌う，聖句を読む）：子供たちに動物の赤
ちゃんの写真を何枚か見せて，それぞれの赤ちゃ
んは大きくなったら何になるか尋ねます（例えば，
オタマジャクシは大きくなったらカエルになる）。
人間の赤ちゃんの写真を見せて，同じ質問をしま
す。人間の赤ちゃんは，動物の赤ちゃんと違って
特別であると説明します。「神の子です」（『歌
集』2－3）を一緒に歌いながら，わたしたちは
だれの子供であるかを聞き取ってもらいます。一
人の子供に詩篇 82：6を読んでもらい，歌とその
聖句からどんなことが分かるかを話し合います。
ホワイトボードに「わたしは神様の子供です。そ

していつか神様のようになることができます」と
書き，一人の子供に声に出して読んでもらいます。

応用を促す（分かち合う）：数人の子供たちに，
どのようなときにお父さんやお母さんの愛を感じ
るか話してもらいます。天の御父もわたしたちに
御父の愛を感じてほしいと願っておられることを
説明します。あなたも，神が自分を愛してくださっ
ていることをどのように感じるかを分かち合いま
す。また，数人の子供たちに，神が自分を愛して
くださっていることをどのように感じるかを分か
ち合ってもらいます。「お父様は生きています」
（『歌集』8）を一緒に歌いながら，何が御父につ
いての真理をささやくかを子供たちに聞き取って
もらいます。

第 2 週：天のお父様は救い主を与えてくださり，わたしたちがお父様のみもとに帰れ
るようにしてくださいました。

理解を促す （贖
あがな

いについて話
し合う）：ホワイトボードにまっ
すぐな道を描き，道の終点に，
「天の御父のみもとで永遠の命
を受ける」と書きます。道の始
点に，人の絵をはります。この
絵はわたしたちすべての人を表
していること，またわたしたち
は天の御父のみもとに帰るた
めにこの道を通らなければな
らないことを説明します。自分
の力だけでは，天の御父のみ
もとに帰ることができないこと
を伝えます。道の一部を消し
て，「道を歩き続けるためには，

どんな助けが必要でしょうか」と尋ねます。一人
の子供に信仰箇条第 3 条を読んでもらうか，暗
唱してもらいます。ゲツセマネの園のキリストの
絵を見せ，贖いについて簡単に説明します。キリ
ストの贖いは，わたしたちが天の御父のみもとに
帰れるように助けてくれる橋のようなものである
と話します。もしわたしたちが悔い改めて戒めを
守るなら，もう一度天の御父とともに住むことが
できると伝えます。ホワイトボードに橋の絵を描
きます。人の絵を動かして橋を渡らせ，道の終点
まで移動させます。 2，3人の子供たちに，イエ
ス・キリストと贖いについて感じていることを分か
ち合ってもらいます。時間があれば，「ぼくはむか
し」（『聖徒の道』1999 年 4月号，F5）を歌いま
す。

第 3 週：イエス・キリストは完全な模範であり，わたしはそれに従います。

教義を明確にする （模範について話し合う）：「こ
れまでわたしたちに良い模範を示してくれたのは
だれでしょうか」と尋ねます。イエス・キリストと
いう答えも含め，出た答えをホワイトボードに書き
ます。あるいは，子供に書いてもらいます。ここ
に出ているすべての人々がわたしたちに良い模範

を示してくれましたが，完全な模範を示されたの
はイエスだけだったことを説明します。主が「よ
い働きをしながら……巡回され〔た〕」（使徒 10：
38）ことと，人々に仕えることによって愛を示され
たこと，そしてわたしたちにも主の模範に従ってほ
しいと思っておられることを子供たちに伝えます。

歌：「主はみ子をつかわ
し」

（『歌集』 20 － 21）

参 加を 促す：子供たち
は，クラスの中で役割を
果たすとき，自分は大切
な存在だと感じます。教
師がすべて行ってしまわ
ず，可能な限り子供たち
にホワイトボードに書い
てもらったり，聖文を読
んでもらったりします。

音楽を教える際のヒント	
や歌を教える方法に関す
る提案は本冊子の 26－
27ページに掲載されて
います。
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御
み

霊
たま

によって教える：分
かち合いの時間を準備
するとき，導きを求めて
祈り，御

み

霊
たま

が働きかけて
くださるよう願い求めて
ください。御霊とともに
準備すれば，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。

注意：子供が劇の中でイ
エスを演じることがない
ようにします。

理解を促す（物語を聞いて絵を描く）：初等協会が始まる前に，4人の大人に，以下の写真の中の1枚
と聖句について，また，どのようにイエスの模範に従うことができるかについて話す準備をして来てくれ
るように頼んでおきます。

　クラスの教師は少人数
のグループディスカッショ
ンを導いたり，発言を促し
たり，敬

けい
虔
けん
さを保てるよう

に助けたりすることができ
ます。

ヨハネ13：14－15 マタイ5：1－2 ルカ15：4 3 ニーファイ17：1－10
　子供たちを4つのグループに分け，大人が一人
ずつグループに入るようにします。大人が救い主
について話してくれるので，それを聞くように子供
たちに伝えます。そして，どのようにイエスの模範
に従えるかを紙に絵で描くか，あるいは文章で書
いてもらいます。各グループから一人の子供に出て
もらい，学んだことをほかの子供たちに伝えます。

応 用を 促す（歌を歌う）：「イエス様のように」
（『歌集』40－ 41）を歌います。今週 1 週間，イ
エスの模範に従った生活をして，どんなことをし
たか来週報告できるよう準備してきてくれるよう
に頼みます。

第 4 週：わたしはイエス・キリストに従うことによって，天のお父様のみもとに帰るこ
とができます。

教義を明確にする（復習する）：ホワイトボード
に，第 2 週で用いた道を描きます。子供たちに，
天の御父のみもとに帰れるようにしてくださった
のはどなたかを説明してもらいます。 2，3人の
子供たちに，先週，どのようにイエスの模範に
従ったかを報告してもらい，ほかにどのような方
法でイエスの模範に従うことができるかを分かち
合ってもらいます（バプテスマを受ける，祈る，戒
めに従うなど）。子供たちの答えを，ホワイトボー
ドに書きます。

理解を促す（聖文の物語を聞く）：イエスが十二
使徒を召された物語を話し（マタイ4：18－22 参
照），その間子供たちはあなたと同じ動作をしま
す。例：「ペテロとアンデレは魚を獲って生活し
ていました。ある日，二人はガリラヤ湖に網を投
げ入れたとき（網を投げ入れる），ナザレのイエス
の姿を見ました。二人はイエスが「わたしについ
て来なさい」と言われるのを聞きました（手を耳
にあてる）。ペテロとアンデレは仕事の最中でした
が（網を引く），すぐに網を置いて（網を置く），イエ
スに従って行きました（その場で歩く）。ヤコブと
ヨハネは別の船の上で，網を直していました（網
を直す）。イエスが二人に呼びかけると，二人は網
を置いてイエスに従って行きました（その場で歩
く）。子供たちに，もしも救い主から「わたしにつ
いて来なさい」と言われたら，自分のしていること
をすぐにやめて行くかどうか尋ねます。各クラス
が順番にリーダーになって，泳いでいる動作やお
もちゃで遊ぶ動作をし，ほかの子供たちはそれを
まねします。「わたしについて来なさい」という言
葉が聞こえたら，動作を止めて，その場で歩くよう
に伝えます。それぞれの動作をしているときに，
イエス・キリストの絵を掲げて，優しく「わたしに
ついて来なさい」と言います。

応用を促す（模範について話し合う）：子供たち
に，今

きょう

日イエス・キリストに従うことができる方法
を分かち合ってもらいます。例えば，両親から家
族の祈りに呼ばれたときや，先生から敬虔になる
ように言われたとき，すぐに従うことができます。
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天のお父様には，子供たちのために一つ
の計画がおありです
「おお，わたしたちの神の計画の何と偉大なことよ。」（2ニーファイ9：13）
　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
を明らかにする方法，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：天のお父様には，子供たちのために一つの計画がおありです。

教義を明確にする（教義を言う）：3人の子供に
前に出て来てもらう。 1人目に「天のお父様に
は」，2人目に「子供たちのために」，3人目に「一
つの計画がおありです」と言ってもらいます。子
供たちを3 つのグループに分け，先ほどの 3人の
子供に各グループのリーダーになってもらい，そ
の子供が言った言葉を各グループに，立って言っ
てもらいます。数回繰り返し，各グループにすべ
ての言葉が当たるようにします。

理解を促す（聖文を読む）：わたしたちは生まれ
る前に天の両親とともに天に住んでいたこと，そし
て，天の御父はわたしたちに御自分のようになっ
てほしいと思われたので，一つの計画を示された
ことを説明します。ホワイトボードを3 分割し，そ
れぞれに「前世」「現世」「来世」と書きます。そ
れぞれについて簡単に説明します。（『真理を守

る―福音の参考資料』120－122 参照）子
供たちを小グループに分け，各グループに以下の
中から一つ，あるいは幾つかの聖句を割り当てま
す：創世 1：1；アルマ12：24；アルマ 34：32；
アルマ40：12；教義と聖約 76：62；モーセ4：
2；アブラハム 3：22－23。各グループに，割り
当てられた聖句を読み，ほかの子供たちにその
聖句が何について書いてあるか説明し，ホワイト
ボードの当てはまる場所にその聖句の箇所を書く
ように言います。

応用を促す（絵を描く）：3 つに区切った 1枚の
紙を子供たち一人一人に渡します。神の計画の各
段階（前世，現世，来世）を表す絵を描いてもら
います。家に持ち帰り，家族と分かち合うように
励まします。「主の計画にしたがう」（『歌集』86
－87）を一緒に歌います。

第 2 週：天のお父様は，子供たちの家として地球を創造するようイエス・キリストに
お命じになりました。

理解を促す（絵や写真について話し合う）：天の
御父の計画の一部として，わたしたちは御父のみ
もとを離れる必要があったこと，そのため，天の
御父はイエス・キリストに，わたしたちのために地
球を創造するように指示をお与えになったことを
説明します。部屋の周りに創造物の絵や写真をは

ります（例：太陽，月，水，植物，動物など）。一
人の子供に，写真や絵を1枚選んでホワイトボー
ドにはってもらいます。その絵や写真に描かれて
いるものが創造されたことは，なぜわたしたちに
とって大切なのかについて話し合います。すべて
の絵や写真をホワイトボードにはり終えるまで続
けます。だれかに教義と聖約 59：18－19 を読
んでもらい，子供たちに，これらのものが創られ
た理由を聞き取ってもらいます。

応 用を促す（絵を描く）：子供たちに紙を1枚
ずつ渡し，神が創造されたものの中で，好きなも
のを絵に描いてもらいます。「天のお父様の愛」
（『歌集』16－17）を歌います。

歌：「主の計画にしたが
う」

（『歌集』86 － 87）

視 覚 教 材：子供たちは
視覚教材によく反応し
ます。実物，ホワイト
ボードに描いた絵，言葉
を書いた紙，絵・写真，
人形など様々な視覚教
材を用いることを検討
してください（『教師，召
し』89－ 90 参照）。

4

2 月



第 3 週：わたしの体は神様の形にかたどって造られています。

教義を明らかにする（鏡に映った自分を見る）：
数人の子供たちの前に鏡を持ち，見えるものを説
明してもらいます（目，耳，口など）。子供たちが
見たのは，自分自身の「姿かたち」であることを
説明します。だれかに創世 1：27 を読んでもら
い，わたしたちがだれの形にかたどって造られた
かを聞き取ってもらいます。神は，目や耳や口を
お持ちであるので，同じようにわたしたちにも目
や耳や口があることを説明します。（幼い子供た
ちには，自分の体のいろいろな部分を動かした
り触ったりしてもらい，神も同じようにその部分を
持っておられることを説明します。）

応用を促す（ゲームをする）：四角のブロック，あ
るいは紙のサイコロの各面に，体の様々な部分の
名前を一つずつ書くか，あるいはその絵を描きま
す。「この体は神の宮」（『歌集』73）を聞きなが
ら，あるいは歌いながら，隣の人にサイコロを手渡
していきます。時々音楽を止めて，そのときにサイ
コロを持っている人がサイコロを振ります。「天の
お父様は皆さんに，体のこの部分を何をするため
に使って，どのように大事にしてほしいと思ってお
られるでしょうか」と尋ねます。時間が許す限り
続けます。

第 4 週：選択の自由は，自分で選ぶことができるという賜
たま

物
もの

です。

教義を明確にする（実物を用いたレッスン）：子
供たちが選ぶことができるように，幾つかの物を
用意します。例えば，２種類の果物，ペンと鉛筆，
違う種類の靴などを用意するとよいでしょう。数
人の子供たちに，どれか一つを選んでもらいま
す。選ぶ能力は「選択の自由」という賜物である
こと，また，何でも自由に選ぶことはできるけれ
ど，すべての選択には結果が伴うことを説明しま
す。

理解を促す（聖文を読む）：わたしたちは前世で
霊の状態でいたとき，選択の自由を使って正しい
ことを選んだこと，つまり，わたしたちすべての者
が，天の御父の計画に従う道を選んだことを子供
たちに伝えます。だれかに 2 ニーファイ2：27 を
読んでもらいます。イエス・キリストに従うことを
選んだ結果と，従わないことを選んだ結果につい
て，聖文には何と書いてあるか話し合います。

応用を促す（ロールプレー）：各クラスに，戒めを
守るかどうか選択の自由を使えるような状況設定
でロールプレーをしてもらいます。（例―両親に
従う，友達におもちゃを貸す場面などをロールプ
レーしてもらうことができるでしょう。）ほかの子
供たちには，何を選んだことで良い結果が得られ
たか話し合ってもらいます。

子供たちを参加さ
せることは，学習
する過程で子供た
ちが積極的に役割
を果たす機会とな
ります。

準備：分かち合いの時間
を計画するとき，まず月
のすべてのレッスンを通
して読みます。その後，
使える時間と初等協会の
必要に応じて，使おうと
計画している活動のバラ
ンスを取ります。例えば
長めのレッスンを，前半と
後半を2 週に分けて教え
てもよいですし，または，
子供たちが復習できるよ
うに，何週間かにわたっ
て短い活動を繰り返し行
うこともできます。
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紙のサイコロは sharingtime.
lds.org で入手できます。

わたしは目
をどのように使い，大切にす

ればよいでしょうか。

わたしは耳をどのように使い，大切にす
ればよいでしょうか。

わたしは口をどのように使い，大切にす
ればよいでしょうか。

わたしは思いを
どのように使い，大切に
すればよいでしょうか。

わたしは手をどのように使い，大切にす
ればよいでしょうか。

わたしは足をどのように使い，大切にす
ればよいでしょうか。

わたしは思いを 

どのように使い，大切に 

すればよいでしょうか。

わたしは手をどの

ように使い，大切にす

ればよいでしょうか。

わたしは耳 をどの 
ように使い，大切にす

ればよいでしょうか。



イエス・キリストはわたしたちの救い主で
す
「わたしたちは，父が御

み

子
こ

を世の救
すくい

主
ぬし

としておつかわしになったのを見て，そのあか
しをするのである。」（1ヨハネ 4：14）
　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
を明らかにする方法，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：わたしはイエス・キリストへの証
あかし

を持つことができます。

教義を明確にする（物語を聞く）：以下の話をし
ます。「ジェームズ・E・ファウスト管長が子供の
とき，怖い夢を見て，目が覚めて泣き出したことが
ありました。おばあちゃんが抱きしめて慰めてく
れて，イエス・キリストが見守ってくださっている
から大丈夫だよと教えました。それを聞いてファ
ウスト管長は，イエス様が見守ってくださっている
ことがよく分かったので，安心してベッドに戻りま
した。」子供たちに，ジェームズ・E・ファウスト管
長はこの経験を通してイエス・キリストに対する
証を持つ助けが得られたことを話します（「深まる
証」『リアホナ』2001年 1月号，69 参照）。

理解を促す（ゲームをする）：証を得るのに役立
つ事柄を書いた紙を10 枚と，役立たない事柄
を書いた紙を 2，3 枚作ります（言葉を書いた紙
のサンプルは sharingtime.lds.org で入手できま
す）。長いロープや糸に結び目を10 個作り，床に
置きます。一人の子供に「イエス・キリストへの
証」と書いた紙を持ってロープの端に立ってもら
います。もう一人の子供に，「を得ることができま
す」と書いた紙を持って，ロープのもう一方の端に
立ってもらいます。一人の子供に，紙を1枚拾い，
声に出して読んでもらいます。それが，証を持つ
のに役立つ事柄ならば，「を得ることができます」
の紙を持った子供に結び目1つ分，前に進んでも
らいます。証を持つのに役立たない内容である
場合は，その場所にとどまってもらいます。子供
がロープの向こうの端にたどり着くまで繰り返し
ます。全員に，「わたしはイエス・キリストへの証
を得ることができます」と言ってもらいます。証
の成長が止まることは決してありません。つまり，
わたしたちが生涯を通してイエス・キリストに従い
続け，正しいことを選ぶなら，わたしたちの証は強
くなり続けることを伝えます。

第 2 週：わたしは，イエス・キリストの贖
あがな

いを通して，悔い改めて罪の赦
ゆる

しを受ける 
ことができます。

教義を明確にする（聖文について話し
合う）：ゲツセマネの園でのイエス・キ
リストの絵を見せ，贖いについて簡単に
復習します（ルカ22：39－ 44 参照）。
だれかに教義と聖約19：16 を読んで
もらい，贖いの祝福を享受するには何
をしなければならないかを子供たちに
聞き取ってもらいます。

理解を促す（聖文の物語を聞く）：息子
アルマの話をし，子供たちに，話に合わ
せてあなたと同じ動作をしてもらいま
す。例：息子アルマは悪いことを選ん
でいました（意地悪な顔をする）。アル
マとその友人たちは教会を滅ぼそうと
していました。ある日，天使が現れ，彼
らにやめるように告げました。アルマ
は恐くなりました（恐がる様子をする）。

歌：「主イエスの愛に」
（『賛美歌』109）

3月

ロールプレーは，すべての子供がレッスンに参加する	
機会となります。
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を得ることができます

イエス・キリストの証



注意：分かち合いの時
間を計画するとき，時
間の制約を考慮します。
例えば，第 3 週の活動
では，ゲストには約 2
分以内に話し終えるよ
うに依頼します。一人
がもっと長く話せるよう
に，ゲストの数を少なく
してもよいでしょう。

ゲーム：初等協会では，
適切なゲームは敬虔な
雰囲気を保つ助けとなり
ます。ゲームをすること
で，レッスンに変化を持
たせることができ，子供
同士の交わりが生まれ
ます。また，教えている
福音の原則を楽しく強
調できます。

とても怖くて，死んだように地に倒れてしまいまし
た（死んだ様子をする）。自分の罪についてとても
申し訳なく思ったアルマは，3日間動くことができ
ませんでした（じっとする）。そこでようやくアル
マは，イエス・キリストが自分の罪の代価を支払っ
てくださり，贖

あがな

ってくださったことを思い出しまし
た。イエスがしてくださったことについて考えたと
き，アルマは非常に大きな喜びを感じました（喜

んで飛び上がる）。アルマは悔い改めて偉大な預
言者になり，人々にイエス・キリストについて教え
ました。」（アルマ 36 章参照）

応用を促す（話し合う）：悔い改めの以下の原則
について簡単に話し合います：（1）間違いを犯
したことに気づく，（2）罪を悲しむ，（3）天の御父
に告白する，（4）過ちを正す，そして（5）同じこと
を繰り返さない。

第 3 週：イエス・キリストが復活されたので，わたしも復活します。

教義を明確にする（歌を歌う）：「イエス様，本当
に復活したの」（『歌集』45）あるいは「イエス様
よみがえる」（『歌集』44）を一緒に歌います。一
人の子供に，その歌は何について教えているか説
明してもらいます。子供たちに，イエス・キリスト
が復活されたので，わたしたちすべての人も復活
することを伝えます。聖文を手に持ち，キリストが
復活されたことをわたしたちが知っているのは，
聖文の中にそれが書かれていて，それを読むこ
とができるからであることを説明します。わたし
たちは復活されたキリストにお会いしたことはな
いかもしれないけれども，実際にお会いした人々
が，自分たちの知っていることを伝えてくれている
ことを説明します。

理解を促す（ゲストの話を聞く）：ワードの成人会
員 2，3人に分かち合いの時間に来てもらい，以
下の，復活されたキリストにまみえた証人の一人
になってもらいます：マグダラのマリヤ（ヨハネ
20：1－18 参照），トマス（ヨハネ20：19－29
参照），ニーファイ人の男性あるいは女性（3 ニー
ファイ11：1－17；17 章参照），ジョセフ・スミス
（ジョセフ・スミス―歴史 1：11，14－17 参照；
教義と聖約 76：22－24も参照）。来てくれた成
人会員に，割り当てられた聖句の内容を言っても
らい，キリストの復活について証をしてもらいま
す。

第 4 週：わたしは敬
けい

虔
けん

になることによって，救い主を敬っていることを示すことができ
ます。

理解を促す（絵や写真を見る）：ゲツセマネの園，
イエスの墓，聖なる森，神殿，集会所など，神聖な
場所の絵や写真を見せます。絵や写真を1枚ず
つ見せながら，「この場所はなぜ神聖で，特別な
のですか」「もしあなたがそこにいたら，どのよう
に振る舞いますか」と尋ねます。敬虔であるとは
どのようなことか，また，どうして敬虔な振る舞い
が救い主に対する愛と尊敬を示すことになるのか
について話し合います。敬虔にしていると，主を
近くに感じることができることを説明します。

応用を促す（模範について考える）：「敬虔」「敬
虔でない」とホワイトボードに書きます。子供た
ちを幾つかのグループに分けます。各グループに
数枚の小さな紙を渡し，教会で敬虔さを示す振る
舞いと，そうでない振る舞いを紙に一つずつ書い
てもらいます。各グループに紙に書いたことを一
つずつ読み上げてもらいます。子供たちに，それ
が敬虔な振る舞いである場合は腕を組んでもら
い，そうでない場合は指をひらひらさせてもらい
ます。その後，グループの一人に，書かれていた
内容が，敬虔かそうでないかを判断して，当ては
まる方の下に紙をはってもらいます。
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家族は神の計画の中心です
「男女の間の結婚は神によって定められたものであり，家族は神の子供たちの永遠
の行く末に対する創造主の計画の中心を成すもので〔す〕。」（「家族―世界への宣
言」）
　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
を明らかにする方法，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：家族は神の計画の中心です。

教義を明確にする（空欄に入る言葉を見つける）	
：初等協会が始まる前に，「家族」と「中心」
という言葉を二つのいすの座面の裏にはっ
ておきます。次の文章をホワイトボードに書
きま す：「　　　　　　　 は，神 の 計 画 の
　　　　　　　　　　　　　です。」空欄に入る
言葉がいすの下にはってあるので，子供たちにそ
れを探すよう伝えます。見つけた人に，その言葉
をホワイトボードの文章の抜けた部分に入れても
らいます。全員で完成した文章を読みます。

理解を促す（家族について話し合い，歌を歌う）：
「中心」とは「必要な部分」という意味であること
を説明します。子供たちに，家族の人数を指で
表してもらいます。その一人一人が，家族の一員
であることについて話し合います。「家族は永遠
に」（『賛美歌』187）を歌います。

応用を促す（絵を描く）：子供たちに大きな円を
描き，その中に自分の家族の絵を描いてもらいま
す。子供たちに，描いた絵を家に持ち帰り，家族
が神の計画の中心であることを家族に教えるよう
に励まします。

第２週：両親には家族の中で大切な責任があります。

教義を明確にする（歌う）：子供たちに，それぞ
れ自分の好きな初等協会の歌を考えるように言い
ます。 1，2，3 の合図で立って，それぞれが選ん
だ歌を同時に歌うよう言います。合図と同時に歌
います。歌を止め，音楽指導者に皆で一つの歌を
歌うように指揮するよう頼みます。指揮者がいな
かったので，混乱が生じたことを伝えます。もし
も天の御父が，家族を導くという大切な責任を両
親にお与えにならなかったら，わたしたちの家庭
も混乱してしまうことを説明します。

理解を促す（親の役割について話し合う）：男の
子と女の子を二人ずつ選んで，前に来てもらいま
す。それぞれに，家族の一員を表す名札を付けて
もらいます。（お父さん，お母さん，息子，娘）お
父さん役の子供の横に立って，お父さんには，族
長として家族を管理し，必要な物を与え，守る責
任があることを説明します。子供たちに，お父さ
んはこれらの役割を果たすために具体的にどのよ
うなことをしているかを挙げてもらい，お父さん役
の子供に，それを動作で表してもらいます。お母
さん役の子供の横に立って，お母さんには家族の
世話をし，養い育てる責任があることを伝えます。
子供たちに，お母さんはこれらの役割を果たすた
めに具体的にどのようなことをしているかを挙げ
てもらい，お母さん役の子供に，それを動作で表

歌：「神様からの家族」
（本冊子の 28 － 29 ページ ）

注意：家族について教え
るとき，初等協会の子供
たちの家庭状況に十分
な配慮をします。子供
たち全員に，いつか自分
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。

4月

視覚に訴える発表に子供たちを用いることで，	
子供たちの注意を引き，子供たちに
学ぶ備えをさせることができます。8



愛を示す：あなたが教え
る生徒に愛を示すには，
子供たちがしたことにつ
いて具体的に，心から褒
めることです。例えば，
ただ，「よくできたね」
「ありがとう」といった
一般的な褒め言葉を言
う代わりに，「家族につ
いて話してくれてどうも
ありがとう」などと言っ
てください。

してもらいます。両親は良い模範になり，福音を
教える責任があることを子供たちに伝えます。各
クラスに，両親が家族に教える方法を表す物を
渡します（例：聖典，家庭の夕べの手引き，食べ

たり祈ったり，一緒に働いたりしている家族の写
真）。各クラスの一人の子供に，両親は家族を助
けるためにその物をどのように使ったり，行ったり
できるかを話してもらいます。

第 3 週：子供たちには両親に従う責任があります。

教義を明確にする（聖文を読む）：初等協会の前
に，「エペソ6：1」と書いた紙をどこかに隠してお
きます。一人の子供に立ってもらい，その紙を見
つけられるように指示を出します。例えばこのよ
うに指示を与えることができます「前に大きく3
歩進んでください。左に 6 歩進んでください。」
子供が紙を見つけたら，子供たち全員に自分の聖
典からその聖句を見つけてもらい，一人の子供に
声に出して読んでもらいます。「主にあって」とは

「正しいことを行うときに」という意味であること
を説明します。

理解を促す（聖文の物語について話し合う）：息
子たちに真

しん

鍮
ちゅう

の版を取りに行かせたリーハイの話
をします（1ニーファイ3－4 章参照）。質問をし
ながら，物語をおさらいします。例：「子供たち
はだれでしたか」「親はだれでしたか」「親は何を
頼みましたか」「それに従うのは簡単でしたか」
「子供たちが親に従ったとき，どのようなことが起
こりましたか」

第 4 週：わたしは家族一人一人に愛を示すことができます。

理解を促す（なぞなぞをして，歌を歌う）：次の家
族のメンバーについてのヒントを出し，だれのこと
を言っているか分かったら，鼻を触ってもらいま
す：お父さん，お母さん，お兄さん，お姉さん，弟，
妹，おじいさん，おばあさん，おじさん，おばさん，
いとこ。例えば，おばさんについてのヒントはこの
ようになります：「わたしは女の人です。あなたの
お父さんと一緒に育ちました。あなたのいとこの
お母さんです。」子供たちが正しく答えたら，その
名前を書いた紙を一人の子供に渡し，部屋の前に
立ってもらいます。ここに挙げた人たちがいる家
族も，いない家族もあり，家族構成は家族によっ
て異なります。しかし，どの家族にも愛という共
通するものがあることを伝えます。「幸せな家族」
（『子供の歌集』104）を一緒に歌います。

応用を促す（家族について話し合う）：一人の子
供に家の絵を持ってもらいます。 2，3人の子供
たちに，その家に住んでいる人たちを挙げてもら
い，彼らに愛を示す方法を挙げてもらいます。二
人目の子供に，一人目の子供のそばに立ってもら
い，別の家の絵を持ってもらいます。「皆さんの
中に，家族や親

しん

戚
せき

が近くに住んでいる人がいま
すか」「彼らにどのように愛を示していますか」と
尋ねます。最後に，3 番目の子供に家の絵を持っ
て，ほかの二人から離れたところに立ってもらい

ます。「皆さんの中に，家族や親戚が遠くに住ん
でいる人はいますか。」彼らに愛を示す方法につ
いて話し合います。今週どのような方法で家族に
愛を示すか考えるように，子供たちを励まします。

9



預言者に従うとき，家族は祝福を受けます
「聖なる預言者たちがあらかじめ語った言葉……を思い出〔しなさい〕。」（2ペテロ
3：2）
　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
義を明らかにする方法，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：神は預言者を通してわたしたちに語られます。

教義を明確にする（メッセージをささやく）：一人
の子供の耳に「神は預言者を通してわたしたち
に語られます」とささやきます。その子供に，同
じことを別の子供にささやいてもらい，全員がそ
のメッセージを聞くまで続けます。（人数の多い
初等協会の場合，小さなグループに分けてこの活
動をしてもよいでしょう。）最後の子供は立って，
メッセージを大きな声で言います。子供たちがお
互いにメッセージを伝え合ったように，神は御自
分に代わって語る（つまりメッセージを伝える）よ
うに預言者に依頼されます。

理解を促す（聖文を読み，人々に教える）：子供
たちにノアの絵を見せます。子供たちを4つのグ
ループに分けます。各グループに以下の参照聖
句の中から一つを割り当てます：モーセ 8：20

－26； 創 世 6：13
－17； 創 世 6：18
－22；創 世 7：7－
12。各グループに，
割り当てられた聖句
を読んで学んだこと
を発表してもらいま
す。グループごと
に順番に行います。
子供たちに，ノアのメッ
セージに従った人 と々従わなかった人々にどのよ
うなことが起こったと思うかを尋ねます（創世 7：
23 参照）。神は預言者を通してわたしたちに語ら
れること，そして預言者に従うならわたしたちは
安全であることを証

あかし

します。

第 2 週：聖文の中の預言者は，わたしの家族の模範です。

教義を明確にする（模範に従う）：手で簡単なリ
ズムを叩き，その手本どおり繰り返すよう子供た
ちに言います。模範とは何かについて話し合いま
す。聖典の中の預言者は，わたしたちが従うべき
模範であることを説明します。

理解と応用を促す（聖文を読む）：子供たちを幾
つかのグループに分けます。各グループの大人
に，以下の内容を書いた紙を1枚渡し，そこに書
かれた聖句をグループの子供たちに読んでもらい
ます。

バプテスマのヨハネ：教義と聖約 84：27－28
（バプテスマを受けた）
息子アルマ：モーサヤ 27：23－24（悔い改め
た）

ヨシュア：ヨシュア 24：15（主に仕えた）
ベニヤミン王：モーサヤ 2：17－18（人々に仕え
た）
リーハイ：1ニーファイ1：5（祈った）
ニーファイ：1ニーファイ3：7（戒めを守った）
ヤレドの兄弟：エテル 3：9（信仰を持っていた）

　子供たちに，預言者は模範になるためにどんな
ことをしたかを聞き取ってもらいます。「預言者
にしたがおう」（『歌集』58－ 59）のメロディー
に合わせて，自分たちが担当した預言者に関する
歌詞を各グループで考えてもらい，ほかの子供た
ちに分かち合ってもらいます。

第 3 週：預言者に従うとき，わたしの家族は祝福を受けます。

教義を明確にする （指示に従う）：「預言者に従
うとき，わたしの家族は祝福を受けます」と書い
た紙を準備し，初等協会が始まる前に，部屋のど
こかに隠しておきます。一人の子供にあなたの指
示に従って紙を探してもらいます。子供があなた
の指示に従ったのと同じように，わたしたちの家
族も預言者の指示に従うことができることを説明
します。紙に書かれた言葉を子供たちに一緒に
読んでもらいます。

理解を促す （話者の話を聞く）：前もって 2，3
の家族に連絡を取って初等協会に来てもらい，預
言者に従うことで家族がどのような祝福を受けて
きたか話してもらいます。

応用を促す （歌を歌い，話し合う）：現在の預言
者の写真を見せ，わたしたちは今

こん

日
にち

も預言者に
よって導かれていることや，預言者に聞き従うな
ら，祝福を受けることを説明します。「よく聞い

教義を復唱する：今月子
供たちは，預言者に従う
とき家族は祝福を受け
るという教義が記され
た様々な聖句を学びま
す。毎週，この教義を
子供たちに言ってもらう
とよいでしょう。

歌：『子供の歌集』『賛美
歌』あるいは教会機関誌
から選曲して歌います。

10

5月

子供たちを参加させる
ことは，学習する過程
で子供たちが積極的
に役割を果たすため
の機会となります。



愛を示す：「生徒に愛を
示すと，生徒は御霊を受
け入れやすくなる」（『教
師，召し』31）子供たち
一人一人のために祈り，
子供たちが何に関心を
持ち，何を心配している
のか知り，名前で呼び，
その言葉によく耳を傾け
るなら，子供たちに対す
る愛を深めることができ
ます。

て」（『歌集』71）の，歌詞の最初の部分を「預言
者の言葉」に変えて歌います。最近開かれた総
大会で預言者が与えた指示や勧告を伝えます。

数人の子供たちに，この勧告に従うことによって
家族がどのように祝福を受けるかを分かち合って
もらいます。

第 4 週：預言者は総大会でわたしたちに話します。

教義を明確にする （写真を見る）：子供たちに，
だれが教会を導いているか知っていたら立つよう
言います。現在の預言者の写真を見せ，名前を尋
ねます。神はその人を通してわたしたちに語られ
ることを説明します。カンファレンスセンターの写
真を見せます。子供たちに，総大会の間，この建
物から預言者はわたしたちに語りかけられること
を説明します。

理解を促す （聖文の物語について話し合う）：子
供たちに，神はいつの時代も預言者を通して御自
分の民に語ってきたことを伝えます。ベニヤミン
王の絵を見せ，モーサヤ 2：１－8に書かれた物
語を話します。子供たちに，その物語を演じても
らいます。ベニヤミン王が，塔の上から語ったこと

や，すべての人が読めるように自分の話を書き取
らせたことを，子供たちに思い出させます。子供
たちに，ベニヤミン王の物語と，今

こん

日
にち

の総大会で
行われていることを比較してもらいます。

簡単な小道具や衣装を用いることで，初等協会のレッスンの質を上げ，	
子供たちの注意を引くことができます。
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神権の儀式と神殿の業はわたしの家族を
祝福します
「あなたがたが地上でつなぐことは，天でも皆つながれ……るであろう。」（マタイ
18：18）
　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
を明らかにする方法，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：神権の儀式によってわたしの家族は祝福され，強められます。

教義を明確にする（歌を歌う）：あなたが「愛の
言葉」（『歌集』102－103）の 2 番を歌うのに合
わせて子供たちにも一緒に歌ってもらい，家庭に
あふれるのは何の祝福かを聞き取ってもらいま
す。神権の儀式によって，すべての家族が祝福さ
れ，強められることを説明します。

理解を促す（絵や写真について話し合う）：子供
たちを幾つかのグループに分け，神権の儀式の絵
や写真を1枚ずつ渡します。各グループに，絵や
写真の神権の儀式が何の儀式か，ほかの人が分
かるようなヒントを考えるよう言います。（例：こ
の儀式は毎週日曜日，教会で行われます。）グルー
プがヒントを出し，ほかのグループの子供たちが，
何の儀式かを当てます。正しい答えが出たら，そ
の絵や写真をホワイトボードにはり，その儀式に

よってわたしたちはどのように祝福を受けるかに
ついて話し合います。

応用を促す（経験を分かち合う）：子供たちに，
神権の儀式によって家族の生活が祝福され強め
られたときのことについて，家庭で家族と話し合
うように勧めます。

第 2 週：神殿によって，家族は永遠に一緒にいることができます。

教義を明確にする（歌を歌う）：子供たちに自分
たちが住んでいる場所から最も近い神殿の写真
を見せます。子供たちに「神殿に行きたいな」
（『歌集』99）の1番を歌ってもらいます。「いつ
の日か入る神殿に」の歌詞に注意を向け，教会員
はなぜ神殿に行くのか，その答えを 2 番を一緒
に歌いながら，子供たちに聞き取ってもらいます。
子供たちから出された答えについて話し合った
後，神殿の儀式によって家族は永遠にともにいら
れるようになることを強調します。

応 用を 促す（絵を描く）：子供たち一人一人に
神殿の簡単な絵を描いた紙を1枚ずつ配ります
（sharingtime.lds.org で入手できます）。子供た
ちに，手をつないでいる自分の家族全員の絵を神
殿のそばに描いてもらいます。その絵を家庭で
家族と分かち合うように励まします。

歌：『子供の歌集』『賛美
歌』，教会機関誌などか
ら選んでください。

ほかの人に教える：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
る理解と証を強めるこ
とができます。今月，子
供たちは，学んだことを
家庭で分かち合うよう
に勧められています。そ
うすることによって，家
庭でも福音について話
し合う機会が増え，家
族を強めることができま
す。

子供たちに学んだことを絵に描かせる	
ことによって，教義に対する理解を	

強めることができます。
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歌：子供たちと新しい歌
を歌うとき，指導する人
が 1 節を歌って聞かせ，
子供たちにその部分を
繰り返して歌ってもらい
ます。 1 節ずつ，同じこ
とを繰り返します。

第 3 週：神殿に入るためにふさわしくなれるよう，今準備することができます。

教義を明確にする （歌を歌う）：子供たちに，「神
殿に行きたいな」（『歌集』99）の1番を歌いな
がら，自分たちの神聖な義務は何かを聞き取って
もらいます。子供たちに，もっと大きくなったとき
に神殿に入れるように，今から準備できることを
伝えます。

理解を促す （ふさわしさについて話し合う）：神
殿の写真を見せます。神殿は神聖な場所なの
で，ふさわしい人だけが入れることを説明します。

『若人の強さのために』に記され
ている標準に従って生活するな
ら，ふさわしくなる備えができる
ことを子供たちに伝えます。幾
つかの標準を，別々の紙に書き
ます。子供たちを幾つかのグ
ループに分け，用意した紙を	
1 枚ずつ渡します。グループご
とに立ってもらい，その標準に
従って生活することによって，

どのように神殿に入る備えができ，ふさわしくなれ
るかを説明してもらいます。

応用を促す （ゲームをする）：別々の紙に，口や
目，耳，手，足の絵を描きます（絵のサンプルは
sharingtime.lds.org で入手できます）。伴奏者

が「神殿に行きたいな」を弾いている間，子供た
ちに絵を回してもらいます。音楽が止まったら，
絵を持っている子供に，体のその部分を使ってで
きる神殿に行く準備を一つ言ってもらいます（例：
口でできること―祈る，優しく話す，真理を語
る）。時間が許す限り行います。

第 4 週：家族歴史を調べることで，わたしは先祖とつながることができます。

理解を促す （歌を歌う，物語を聞く）：以下の物
語を話します。「歌」あるいは「歌う」という言葉
が聞こえたら，全員で「家族の歴史は主の教え」
（『歌集』100）を歌います。まず 1 節だけ歌い，
毎回 1 節ずつ増やしていきます。「ある家族は，
音楽と歌が大好きです。家族歴史を調べると，先
祖のメアリー・ジョーンズとその両親も，音楽と
歌が大好きだったことが分かりました。ジョーン
ズ家族は教会も大好きでし
た。イギリスのウェールズ
でバプテスマを受けた彼ら
は，ユタ州に移住すること
を決心しました。メアリー
の両親は，旅の途中で亡く
なりました。メアリーはま
だ幼かったですが，大平原
を歩き続け，お父さんが書
いた教会の賛美歌がたく
さん入った木箱を運びまし
た。後に，メアリーは自分
の子供たちに歌を愛するよ
うに教えました。今

こん

日
にち

，彼
女の孫の孫たちも歌が大好
きです。メアリーの子孫で
ある子供たちは，メアリー
とつながっていて，メアリー

が教会と歌に対する愛を自分たちに伝えてくれた
ことを知っています。

応用を促す （塗り絵）：子供たちに 2 枚ずつ紙を
配ります。 1枚の紙の上部には「わたし」と書か
れてあり，2 枚目には「わたしの先祖」と書かれ
ています。「わたし」と書かれた紙に，自分の顔
を描いてもらいます。その後，家で両親から先祖

の一人について教えてもら
い，もう1枚の紙にその先
祖の絵を描くように勧めま
す。
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わたしたちはバプテスマと確認を通して，
教会の会員になります
「だれでも，水と霊とから生

うま

れなければ，神の国にはいることはできない。」（ヨハネ
3：5）
　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
を明らかにする方法，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。

教義を明確にする （絵を見る）：預言者ジョセフ・
スミスの絵を見せ，ジョセフ・スミスについて知っ
ていることを子供たちに言ってもらいます。ジョ
セフ・スミスを通してイエス・キリストの教会が回
復されたことを説明します。

理解を促す （実物を用いたレッスンを見る）：イ
エス・キリストが地上におられたとき，神権によっ
て導かれる，真実の教義を持つ御自身の教会を
組織されました。子供たちに，教会の教えや，指
導的な責任の名称を挙げるよう言います。答えが
出るごとに，テーブルの上に積み木を重ねて，一
つの建物を作ってもらいます。建物が完成した
ら，それはイエス・キリストの教会を表していると
説明します。十字架上のキリストの絵と，復活さ
れたキリストの絵を見せ，これらの出来事の後，
人々は間違ったことを教え始めたことを説明しま
す。背教について簡単に説明した後，建物を崩し
ます。ジョセフ・スミスが受けた，教会を回復す
る召しについて話し，子供たちが挙げた教会の教
えや指導的な責任を一つずつ言いながら，再び
積み木を重ねて建物を建て直します。ジョセフ・
スミスを通して教会が回復されたことについて証

あかし

を伝えます。

第 2 週：わたしはバプテスマと確認を通して教会の会員になります。

教義を明確にする （写真を見る）：レポーターに
なったつもりで子供たちに語りかけます。「グッ
ドニュース・ネットワークへようこそ！ 今

きょ う

日わた
しは，皆さんにすばらしいニュースをお伝えいたし
ます。皆さんは真実のイエス・キリストの教会の
会員になることができるのです！これは，皆さん
が人生で行うことのできる最も大切なことの一つ
です。皆さんはバプテスマ（バプテスマを受ける
子供の写真を見せる）と確認（確認を受けている
子供の写真を見せる）を通して，教会の会員にな
るのです。

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質問から一
つ，あるいは複数の質問と質問の参照聖句を割り
当てます。もしレポーターからこのような質問を
受けたら，どのように答えるかを想像してもらいま
す。聖文から答えを見つけてもらいます。

	1.	なぜバプテスマを受けなければならないので
しょう。（ヨハネ 3：5；使徒 2：38 参照）

	2.	何歳になるとバプテスマを受けられますか。
（教義と聖約 68：27 参照）

	3.	だれがバプテスマを施すことができますか。
（教義と聖約 20：73 参照）

	4.	どのようにバプテスマを受けるべきでしょうか。
（教義と聖約 20：74 参照）

	5.	バプテスマは何を象徴していますか。（ローマ
6：3－5	参照）

	6.	どのようにバプテスマの準備をしますか。（ア
ルマ 7：15－16；19：35 参照）

	7.	バプテスマを受けるとき，何を約束しますか。
（モーサヤ18：10 参照）

	8.	毎週日曜日，聖
せい

餐
さん

を受けてバプテスマの聖約を
新たにするとき，何を約束しますか。（教義と
聖約 20：77 参照）

応用を促す （質問に答える）：幾人かの子供にイ
ンタビューをするふりをします。子供たちは，ど
のように教会員になるかについて学んだことをレ
ポートします。

歌：「バプテスマ」
（『歌集』54 － 55）

7月

第 1 週で提示されて
いる実物を用いたレッ
スンに必要な物が手
もとにない場合は，皆
さんが持っている物を
使うとよいでしょう。
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第 3 週：聖霊はわたしを慰め，導いてくださいます。

教義を明確にし，理解を促す （証を聞く）：子供
たちに「聖霊はわたしを慰め，導いてくださいま
す」とささやいてもらいます。一人の教師に，聖
霊から慰めと導きを受けた経験について簡単に
話してもらいます。

応用を促す （歌を歌う）：子供たちに紙を1枚ず
つ配り，聖霊が慰めと導きを与えてくださる方法
について考えるとき，思い浮かぶ言葉を幾つか書
いてもらいます。以下の歌の中から１曲，あるい
は両方を全員で歌いながら，歌の中に，自分が書

いた言葉が入っているかどうか聞くように言いま
す：「せいれい」（『歌集』56），「みたまはわれ
に」（『賛美歌』82）。自分が書いた言葉が歌の
中に出てきたら，その言葉を丸で囲んでもらいま
す。子供たちに，丸で囲んだ言葉を発表してもら
い，それぞれの言葉の意味についてて話し合いま
す。丸で囲まなかった言葉を紹介してもらっても
よいでしょう。 2，3人の子供たちに，聖霊から
慰めや導きを受けたときのことについて話しても
らいます。

第 4 週：わたしは聖霊の力を通して真理を知ることができます。

教義を明確にする （真理と誤りを見分ける）：明
らかに真理であることや，明らかに誤りであるこ
とを，別々の紙に書きます（例：「太陽は温かい」
「氷は熱い」「星は夜光る」「火は冷たい」）。一人
の子供に一つの文章を選んで声に出して読んで
もらいます。ほかの子供たちは，その文章が正し
ければ立ち，間違っていれば，座ります。その後
「それはどのように分かりますか」と尋ねます。そ
れぞれの紙について同じように繰り返します。何
かが真実であることを知るもう一つの方法は，聖
霊の力を通して知ることであると説明します。モ
ロナイ10：5を読みます。

理解を促す （聖文を読む）：聖霊の力を通して，
わたしたちは真理を知ることができることを説明
します。御

み

霊
たま

の声を聞いたり，御霊がわたしたち
の思いや心に語りかけてくださるのを感じたりす
ることができます。頭（思い），心，耳の絵を見
せます（絵のサンプルは sharingtime.lds.org で
入手できます）。子供たちを4つのグループに分
け，各グループに，以下の聖句から1つを声に出
して読んでもらいます（『教師，召し』「朗読」163
を参照）：教義と聖約11：13，ヒラマン 5：45，
教義と聖約 8：２，ヒラマン 5：46－ 47）。各グ
ループに聖句を読んでもらうとき，全員にその聖
句と一致するのはどの絵かを考えて，頭，心，ある
いは耳に手を当ててもらいます。

聖句：子供たちにとって，
聖文から福音の真理を
学ぶことは大切です。
だれかが聖文を読んで
いるとき，子供たちが集
中して耳を傾けられるよ
うに助けます。たとえ幼
い子供であっても，あな
たが聖文を読むとき，一
つか二つの言葉を聞き
取ることはできます。

音楽：教える際，初等協
会の歌を取り入れるよう
にします。歌うことで，
学んでいることをよく
覚えることができます。	
「わたしたちは音楽を通
して素早く感じ，学ぶこ
とができます。……一
部の霊的な事柄を学ぶ
場合，ほかの方法では
非常に時間がかかって
しまうことがあります。」	
（ボイド・K・パッカー
『教師，召し』　46）

福音について学ぶときに感じる平安や愛の気持ちは，聖霊から来ていることを子供たちが理解
できるように助けます。平安や愛の気持ちが持てるよう，敬

けい

虔
けん

な雰囲気を作るようにします
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健全な活動に参加することによって，わた
しの家族は強められます
「実りある結婚と家庭は，信仰と祈り，悔い改め，赦

ゆる

し，尊敬，愛，思いやり，労働，健
全な娯楽活動の原則にのっとって確立され，維持されます。」（「家族―世界への宣
言」）
　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
を明らかにする方法，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：「あなたがたの〔家族〕が祝福を受けるように，あなたがたの家族の中で，…
…父に祈りなさい。」（3 ニーファイ 18：21）

教義を明確にする （絵を見て，聖句を復唱する）：
イエス・キリストの絵を見せ，主が「あなたがたの
〔家族〕が祝福を受けるように，あなたがたの家
族の中で，……父に祈りなさい」と教えられたこ
とを子供たちに伝えます（3 ニーファイ18：21）。
この聖句を子供たちと一緒に数回繰り返して言
います。家族が祈っている写真を見せ，その絵に
ついて子供たちと話し合います。家族の祈りの中
で，わたしたちは天の御父に祝福を感謝し，家族
を助け，祝福してくださるように願い求めます。

理解と応用を促す （歌う，アイデアを分かち合
う）：子供たちで一つ，あるいは複数の円を作りま
す。「家族のいのり」（『歌集』101）を歌います。
子供たち一人一人に，家族の祈りの中で天の御父
に感謝したいことや，お願いしたいことを言っても
らい，円の隣の子供と腕を組んでもらいます。全
員が腕を組んだら，家族の祈りによって家族が一

つになり，祝福され，強められることを強調しま
す。

第 2 週：家庭の夕べはわたしの家族を強めます。

教義を明確にする （教義を繰り返し言う）：グ
ループごとに，一人の子供が以下の言葉のうちの
一つが書いてあるカードを持ちます。グループの
子供たちは立って，自分たちのグループのカード
の言葉を繰り返します。

　カードを交換し，全部のグループに 3 つの言葉
が当たるまで繰り返します。

理解を促す （強い家族を思い描く）：ジョセフ・
F・スミス大管長の絵を見せ，1915 年にスミス大
管長が家庭の夕べを始めたこと，定期的に家庭の

夕べを行うことにより「偉
大な祝福が」与えられる
と約束したことを説明し
ます。現在の預言者の写
真を見せ，約100 年後の
今も，預言者は家庭の夕
べは家族を強めると証

あかし

し
ていることを説明します。
2，3人の子供たちに家族になってもらい，腕を組
んで立ってもらいます。別の子供に，子供の一人
を引っ張って引き離そうとしてもらいます。家庭
の夕べを開くとき，家族は強められることを説明し
ます。

応用を促す （家庭の夕べをロールプレーする）：
2，3人の子供たちに家庭の夕べで何をしたいか，
意見を出してもらいます。子供たちから出たアイ
デアをホワイトボードに書きます。子供たちに，
家庭の夕べを計画するのを手伝ったり，貢献した
りできるように励まします。

歌：「子供の時から主を
求め」

（『歌集』67)

聖句の暗記は，子供たち
が福音の教義を学ぶの
に役立ちます。御霊は，
生涯にわたって必要な
ときに，子供たちがこれ
らの言葉を思い出せるよ
うに助けてくれるでしょ
う。

8月

初等協会で体を動かすことによって，子供たちは	
熱心に参加し，注意して聞くことができます。活動を	
初等協会の必要に合わせて工夫してください。
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第 3 週：聖典の勉強は，わたしや家族に霊的な強さを与えてくれます。

教義を明確にする （質問に答える）：子供たち
に腕の筋肉に力を入れて，体の強さを見せるよう
に頼みます。体を強くするためにどんなことがで
きるか子供たちに尋ねます。聖典を手に持って
掲げ，わたしたちの霊は，聖典を読むときに強め
られることを説明します。聖典を持ち上げる度
に，「聖典の勉強」と言ってもらいます。「聖典の
勉強」が答えになるような質問を幾つかします。
例：「何をすると良い思いを持つことができます
か。」「正義を選ぶ力を得るには何をすればよい
でしょうか。」質問をしてから聖典を掲げて，子供
たちが答えるタイミングを示します。（子供たち
が自分の聖典を初等協会に持って来ている場合
は，「聖典の勉強」と答えるときに，自分の聖典
を持ち上げてもらいます。）

理解を促す （聖文の物語について話し合う）：マ
タイ4：1－11の中でイエス・キリストが受けら
れた誘惑を示す 3 つの絵をホワイトボードや黒
板に準備しておきます。それぞれの絵の下に関
連する聖句を書きます（マタイ4：4，マタイ4：7，
マタイ4：10）。イエス・キリストは誘惑を受けた
とき，聖文を用いられたことを説明します。マタイ
4：1－11を声に出して読み，それぞれの誘惑の
場面で読むのをやめてその誘惑について説明し
てから，「イエスに霊的な力を与えたのは何でした
か」と尋ねます。聖典を持ち上げて，子供たちが

答えられるように助けます。そして，一人の子供
に，聖文にあるイエス・キリストの答えを読んでも
らいます。「……と書いてある」とは，イエスが聖
文を引用されたことを示していると伝えます。

応用を促す （聖句を暗記する）：各クラスで，子
供たちや家族に霊的な力を与える聖文から短い節
を選んで一緒に暗記してもらいます（例：ルカ1：
37，1ニーファイ3：7，教義と聖約10：5）

第 4 週：安息日は休息と礼拝の日です。

教義を明確にする （言葉を並べる）：各クラスに，7 枚の紙が入った封筒を渡します。紙にはそれぞれ
「あん」「そく」「にちは」「きゅうそくと」「れいはいの」「ひ」「です」と書いておきます。子供たちに，正
しく並べてもらいます。「休息」と「礼拝」の意味について話し合います。文章をもう一度一緒に言い
ます。

理解を促す （聖文について話し合う）：以下の参
照聖句をホワイトボードに書きます：出エジプト
20：8－11；ルカ 23：56；モーサヤ18：23；教
義と聖約 68：29。天の御父が 6日間で世界を
創造されたことを説明します（6 本の指を前に出
して，動かす）。しかし，7日目に休まれたことを伝
え（7 本の指を出して，動かさない），その時から
今
こん

日
にち

まで主は子供たちに，7日目である安息日に
は休息を取り，その日を神聖に保つように命じてこ
られました。 4人の子供たちにホワイトボードに
書かれた聖句を読んでもらいます。ほかの子供た
ちに，その聖句の中でどのような原則が教えられ
ているかを聞き取ってもらいます。これらの聖句
は，世界の歴史の中で異なる時期に書かれたがど
れも同じ原則を教えていることを指摘します。安
息日を神聖に保つとは，わたしたちを天の御父に

近づけてくれることを行うことであると説明しま
す。

応用を促す （ゲームをする）：子供たちに，月曜日
から始めてすべての曜日を順番に言ってもらいま
す。「日曜日」と言った子供には，安息日にふさわ
しい活動を一つ挙げてもらいます。時間が許す
限り行います。

聖 文：子供たちの中に
は，聖文を持っていない
子供もいます。まだ読む
ことができない子供もい
ます。聖文を調べると
き，すべての子供たちが
参加できる方法を考えて
ください。例えば，聖句
をホワイトボードに書い
て一緒に読んだり，小さ
いグループに幾つかの
聖句を分かち合っても
らったりできます。
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福音に従って生活することで，わたしの家
族は祝福を受けます
「わたしたちは，正直，真実，純潔，慈善，徳高くあるべきこと，またすべての人に善を
行うべきことを信じる。実に，わたしたちはパウロの勧告に従うと言ってもよい。わ
たしたちはすべてのことを信じ，すべてのことを望む。わたしたちはすでに多くのこと
を堪え忍んできており，またすべてのことを堪え忍べるようにと望んでいる。どのよ
うなことでも，徳高いこと，好ましいこと，あるいは誉れあることや称賛に値すること
があれば，わたしたちはこれらのことを尋ね求めるものである。」（信仰箇条 1：13）
　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
を明らかにする方法，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：わたしはすべての祝福に感謝をささげることで，感謝の気持ちを表します。

教義を明確にする （物語を聞き，聖文を読む）：
重い皮膚病にかかった 10人の人の物語を簡単に
話します（ルカ17：11－19 参照）。子供たちに，
この物語で感謝の気持ちを表した人はだれだっ
たか尋ねます。教義と聖約 59：7を読み，だれに
感謝を表すべきか，また何について感謝するべき
かを尋ねます。

理解と応用を促す （ゲームをする）：家族，友人，
食べ物，家，地球，動物，神殿など，様々な祝福の

絵や写真をはっておきます。子供たちに目を閉じ
てもらい，「感謝しますお父様」（『歌集』15）を
歌ってもらいます。その間に，はっておいた絵や
写真の中から1枚をはずします。歌い終わったら
目を開けてもらい，どの絵や写真がなくなったか
尋ねます。お手玉を一人の子供に投げて，その絵
や写真が表す祝福に対して，どのように感謝を示
せるかを尋ねます。時間が許す限り行います。

第 2 週：人々のために務めることで，わたしは神のために務めます。

教義を明確にする （聖文を読む）：次の文章をホ
ワイトボードに書きます：「わたしは，人々のため
に　　　ることで，神のために　　　ます。」モー
サヤ 2：17 を一緒に読み，子供たちに空欄にどん
な言葉が入るか尋ねます（務
め）。子供たちに文章を一緒
に言ってもらいます。

理解を促す （物語を聞く）：
以下の物語を分かち合いま
す：「ヒーバー・J・グラント
大管長がまだ 9 歳のとき，
お父さんが亡くなりました。
お母さんはとても貧しくて，
人々の洋服を縫ってお金を
得ていました。時には，何時
間も休まずに縫い続けて，ミ
シンのペダルを踏めないほ
ど疲れてしまうときもありま
した。ヒーバーはよくミシン
の下にもぐりこんで，お母さ
んのためにペダルを押してあ
げました。冬はとても寒く，
ヒーバーは薄い擦り切れた
コートしか持っていませんで
した。ヒーバーは温かいコー

トがほしいと思いましたが，家には食べ物を買う
ためのわずかなお金しかないことを知っていま
した。誕生日に，お母さんが縫ってくれた温かい
コートをもらって，ヒーバーはとても喜びました。

そのコートは，ヒーバーが持って
いる物の中でいちばん高価なも
のでした。それから2，3 週間
たったとき，ヒーバーはある少年
が寒さに凍えているのを見て，寒
さがどんなにつらいか思い出しま
した。ヒーバーは新しいコートを
脱ぐと，その少年に上げました。」
www.mormonchannel . org/
the-coat で視聴できる「コート」
のビデオを見せてもよいでしょう。
ヒーバーがどのようにほかの人の
ために務めたかについて話し合
い，2，3人の子供たちと教師に
も，それぞれ人のために務めた経
験を話してもらいます。人々に奉
仕するときわたしたちは神に奉仕
しているということについて話し
合います。（話し合いを活発にす
る質問の仕方のアイデアについて
は，『教師，召し』68－70 を参
照してください。）

様 々な工 夫：子供たち
と一緒に聖句や文章を
繰り返して言うときは，
様々な工夫を凝らしま
す。例えば，一つの文章
を男子と女子と別々に
言ってもらったり，大き
な声や小さな声を使い
分けてもらったりするこ
とができます。
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初等協会で物語を話すとき，	
子供たちに手伝ってもらっても	

よいでしょう。



第 3 週：わたしたちは正直であるべきことを信じます。

教義を明確にする （物語を聞き，聖句を復唱す
る）：ある子供が釣りに行ったときのことを別の子
供に話し，捕まえた魚の大きさを非常に大げさに
伝えた物語を話します。子供たちに，この子供の
何が悪かったのか，どうすべるきだったかについ
て尋ねます。子供たちに，真実を話すべきことに
ついて書かれている信仰箇条を思い出してもらい
ます。信仰箇条第 13 条の最初の部分を以下のよ
うに書き出し，一緒に読みます（「わたしたちは正
直……〔で〕あるべきこと……を信じる」）。

応用を促す （状況に対応する）：子供たちが不
正直になるように誘惑されるような状況を提示し
ます（例：親から，おもちゃを床に置きっぱなし
にしたのはだれか尋ねられたときなど）。子供た
ちに，正直であるために何ができるか分かるとき
は，立ってもらいます。 2，3人の子供たちに意見
を言ってもらいます。時間が許す限り，ほかの状
況を提示して繰り返します。子供たちに，たとえ，
うそをつくように誘惑を受けても，「わたしたちは
正直であるべきことを信じる」と考えるように励ま
します。

第 4 週：福音に従って生活することによって，わたしは人々に良い模範を示します。

教義を明確にする （物語を演じる）：以下の物語
を話し，子供たちにも同じ動作をしてもらいます。
「あなたは山で家族と一緒にキャンプをしていまし
た。そのときひどい吹雪がやって来て（震える），
キャンプ場に戻る道を見つけることができません
でした（片手で両目を覆い，探しているふりをしま
す）。そのとき，お父さんが大きな分厚いブーツを
履いて，やって来ました（その場で歩く）。お父さ
んは『帰り道を知っているから，お父さんについ
ておいで』と言いました。お父さんが雪の上に大
きな足跡を残してくれたので，それをたどって帰る
ことができました。」わたしたちがお父さんの足跡
をたどって行くことができたように，人々はわたし
たちが福音に従って生活するときに示す良い模範
を見て，ついて来ることができることを説明しま

す。「福音に従って生活することによって，わたし
は人々に良い模範を示します」と言い，子供たち
に後に続いて言ってもらいます。

理解と応用を促す （聖句を読み，標準について
話し合う）：子供たちに 1テモテ4：12を読んで
もらいます。『若人の強さのために』から，子供
たちにふさわしいと思われる文章を選んで，別々
の紙に書き，入れ物に入れます。一人の子供に，
一つの文章を選んでもらい，その標準に関する自
分の経験を話してもらいます。あるいは，その標
準に従って生活すると，どのように人々に良い模
範を示すことができるかを話してもらいます。ほ
かの文章についても，同様に繰り返します。「福
音の教えよく守りましょう」（『歌集』72）を歌い
ます。

物 語：物語を話すこと
は，子供たちが集中し，
福音の原則を自身の経
験と結びつける助けとな
ります。自分の言葉で，
表情豊かに，感情を込
めて話せるように，内容
をよく頭に入れておきま
す。
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「家族―世界への宣言」は，わたしの家族
を助けるために神から与えられました
「わたしがこれらのことを話したのは，わたしの喜びがあなたがたのうちにも宿るた
め，また，あなたがたの喜びが満ちあふれるためである。」（ヨハネ15：11）
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
明らかにする方法，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：「家族 ―世界への宣言」は，わたしの家族を助けるために神から与えられま
した。

教義を明確にする：子供たちに，十戒の絵と聖句
を見せます。「これらはどこから来ましたか」と
尋ねます。十戒は，わたしたちが何をするべきか
知ることができるように，預言者を通して神から
与えられたことを説明します。子供たちに「家族
―世界への宣言」のコピーを見せ，これは家族を
助けるために末日の預言者たちを通して神から与
えられたことを説明します。

理解を促す （歌を歌う）：家族がすべて同じとい
うわけではありません。しかし，どの家族も大切

であり，神はすべての家族に，幸せになり，御自分
のもとに戻れるように望んでおられることを説明
します。家族の宣言から幾つかの文章を選んで
別々の紙に書き，クラスごとに 1枚渡します。子
供たちにその文章に合った歌を考えて選んでもら
います。各クラスに順番に，割り当てられた文章
を声に出して読んでもらい，選んだ曲を歌ってもら
います。ほかのクラスの子供たちにも一緒に歌っ
てもらいます。家族の宣言に書かれた教えに従う
とき，わたしたちの家族は祝福されることを証

あかし

し
ます。

第 2 週：男女の間の結婚は，神の計画に不可欠です。

理解を促す （物語を聞く，話す）：地上で最初の
人となったアダムの話をします。一人の子供に創
世 2：18 を読んでもらい，ほかの子供たちに天
の御父が何と話されたか，聞き取ってもらいます
（「人がひとりでいるのは良くない」）。御父は，ア
ダムの結婚相手としてエバを創造されたことを説
明します。一人の子供に創世 3：20 を読んでもら
い，ほかの子供たちにアダムは妻を何と呼んだか
聞き取ってもらいます（エバ）。次に一人の子供
に創世 1：28 を読んでもらい，子供たちに天の御
父がアダムとエバに何をするように命じられたか
を聞いてもらいます（「ふえ〔る〕」つまり，子供を

持つ）。アダムとエバが結婚しなかったら，神の
子供たちを地上に送るための計画は成し遂げら
れなかったことを説明します。数人の子供たちに
アダムとエバの物語を自分の言葉で話してもらい
ます。

応用を促す （写真を見る）：天の御父が男性と女
性に与えられた，結婚して子供を持つようにとい
う戒めは，アダムとエバの時代と同じように今

こん

日
にち

も大切であることを説明します。何枚かの家族の
写真を見せ，子供たちに男性と女性と子供たちを
指してもらいます。

第 3 週：イエス・キリストの教えに基づいて家庭生活を送るとき，わたしたちは幸せに
なることができます。

教義を明確にする （写真を見る）：一人の子供に
家族の写真を持ってもらいます。幸せになるため
に，何に基づいて家庭生活を送るべきかを尋ねま
す。別の子供にイエス・キリストの絵を持っても
らいます。イエス・キリストの教えに基づいて家
庭生活を送るとき，わたしたちは幸せになれるこ
とを説明します。

理解と応用を促す （リストを作る）：イエス・キリ
ストの絵をホワイトボードにはり，その下に「イエ
ス・キリストの教え」と書きます。子供たちを3
つのグループに分けます。各グループに以下の

10月
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聖典：子供たちに自分の
聖典を読んでもらうこと
によって，聖典の大切さ
をより強調でき，御

み

霊
たま

を
招くことができます。可
能なら，子供たちに自分
の聖典の聖句に印を付
けてもらい，一緒に読ん
でもらいます。

文と聖句のうち一つが書かれた紙を渡します：
「戒めに従う」（ヨハネ14：15），「人々を助ける」
（モーサヤ 2：17），「すべての人に愛を示す」（ヨ
ハネ13：34）。子供たちに，割り当てられた聖句
を読み，どのようにすれば家庭でイエスのその教
えに従うことができるかをグループで話し合って

もらいます。各グループに，紙をホワイトボードに
はってもらい，話し合ったことをほかの子供たち
に伝えてもらいます。各グループがアイデアを発
表し終わったら，イエスの教えに従うことは，家族
が幸せになるためにどのように役立つかについて
話し合います。

第 4 週：幸せな家族は，一緒に働きます。

教義を明確にする （実物を用いたレッスンに参加
する）：4人の子供に前に出て来てもらいます。あ
なたが 4 本のひもの端を持ち，4人の子供に，そ
れぞれのひものもう一方の端を持ってもらいます。
子供たちに，1本のロープになるように力を合わ

せてひもをねじるよう言います。ひもを合わせて
ねじって強いロープができたように，協力するこ

とで強い家族を作ることができることを指摘しま
す。以下の言葉を別々の紙に書きます：「しあわ
せな」「家族は」「いっしょに」「働きます」。紙を
ロープに付けます。子供たちに一緒に文章を読ん
でもらいます。

理解を促す （ロールプレー）：ノアの箱
舟の絵を見せ，ノアがどのように箱舟を
作り，動物たちを集め，洪水に備えたか
簡単に伝えます（創世 6－7 章；モーセ
8 章参照）。子供たちを幾つかのグルー
プに分け，各グループにノアの家族が一
緒に働いた方法を一つロールプレーし
てもらいます（箱舟を作るための木を集
める，箱舟を作る，動物を集めるなど）。
ほかの子供たちに，何をしているところ
か当ててもらいます。ノアの家族は一緒
に働いて，幸せな家庭を築いたことを説
明します。

応用を促す （絵を描く）：ノアの家族が
ともに働いたように，わたしたちも家族と
してともに働くことが大切であることを伝
えます。子供たちに紙とクレヨンを渡し，
自分の家族が一緒に働いている絵を描
いてもらいます。数人の子供たちに，描
いた絵を見せてもらい，絵に描いたこと

を行うと，どのように幸せな家庭を築けるかを説
明してもらいます。

21

物語を復習する：物語を
聞いた後すぐに子供た
ちに自分の言葉で話し
てもらうなら，もっとよく
覚えるでしょう。

実物を用いたレッスンは「目で見ることのできないその	
概念を，……生徒のすでに知っている形のあるものに	
結びつけ，その知識を基に概念を築き上げるのである。」	

（ボイド・K	・パッカー『教師，召し』163）

家族は いっしょに 働きますしあわせな



イエス・キリストの教えに従って生活する
ことで，わたしも家族も強められます
「家庭生活における幸福は，主イエス・キリストの教えに基づいた生活を送るときに
達成されるに違いありません。」（「家族―世界への宣言」）
　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
を明らかにする方法，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：「もし信仰があれば，あなたがたはまだ見ていない真実のことを待ち望むの
である。」（アルマ 32：21）

教義を明確にする （聖句を暗記する）：ホワイト
ボードに「もし信仰があれば，あなたがたはまだ
見ていない真実のことを待ち望むのである。」と
書きます。子供たちにそれを声に出して数回読ん
でもらいます。各文節の最初の文字である「も，
信，あ，あ，ま，見，真，こ，待，望」だけ残してあ
とは消します。子供たちに全文をもう一度言って
もらいます。一文字ずつ消しては，子供たちに全
文を言ってもらい，すべてを暗唱できるようになる
まで繰り返します。

理解を促す（聖文の物語を聞く）：子供たちに，
夜になったことはどのように分かるかを説明して

もらいます。レーマン人サムエルの絵を見せて，サ
ムエルは，イエス・キリストがお生まれになる日の
夜，太陽が沈んでも暗くならないと預言したこと
を説明します。ヒラマン16 章と 3 ニーファイ1：1
－13 に記されている出来事を子供たちに話して
もらいます（あらかじめ，2，3人の子供たちに，
この物語を話す準備をしておくよう頼むとよいで
しょう）。子供たちにさきほど暗記した聖句を暗
唱してもらいます。ニーファイ人の信者たちはどの
ように信仰を表したか尋ねます。子供たちに，信
者たちに何が起こったと思うか尋ねます。一人の
子供に 3 ニーファイ1：15，19 を読んでもらいま
す。信仰の大切さについて証

あかし

します。

第 2 週：祈りは，天のお父様との敬
けい

虔
けん

な交わりです。

教義を明確にする（実物と絵を見つける）：初等
協会が始まる前に，人々が意思疎通を図るために
使う道具（手紙，電話，コンピューターなど）の
絵を描くか，絵や写真を用意して，初等協会の部
屋の幾つかのいすの座面の裏にはっておきます。
子供たちに，家から遠く離れたところにいて，家族
と連絡を取る必要があると想像してもらいます。

いすの下に隠されている絵や写真を見つけさせ，
それが連絡を取るうえでどのように役立つか話し
合います。わたしたちが地上に来たとき，天の家
を離れたけれども，天の御父と交わることができ
ることを説明します。子供たちに「わたしたちは
天の御父とどのように交わることができますか」
と尋ねます。子供たちに，子供や家族が祈ってい

る絵や写真を数枚見せます。それぞ
れの絵や写真は，愛と尊敬を込めた
祈りという，天の御父との敬虔な交
わりを示していることを説明します。
子供たちに「祈りは，天のお父様と
の敬虔な交わりです」と言ってもら
います。

理解と応用を促す（ホワイトボード
を使った活動）：ホワイトボードに祈
りの 4つの段階を書きます。子供
たちに，天の御父に感謝しているこ
とや願い求めたいことを挙げてもら
います。子供たちの答えをホワイト
ボードに書きます。子供たちに，祈
るときどのように敬虔さを表すかを
やって見せてもらいます。

11月
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第 3 週：悔い改めは，思いと心を変えることです。

教義を明確にする （隠していた絵を見せる）：「悔
い改めは，思いと心を変えることです」という
文章を次のように分けて，別々の紙に書きます。
（「悔い改めは」「思いと」「心を」「変える」「こ
とです」）その紙で，武器を埋めているアンタイ・
ニーファイ・リーハイ人の絵を隠します。数人の
子供たちに，紙をはずして正しい順番に並べるよ
う言います。子供たちに，その文章を一緒に読ん
でもらいます。そのとき，「思い」と「心」の言葉を
強調するような動作を付けるように言います。

理解を促す （聖文の物語を聞く）：モルモン書の
中で，心を変えた人々がいたことを伝えます。以
下の物語（アルマ 24 章参照）を話します。「ア
ンモンはレーマン人に福音について教えました。

彼らは邪悪な人々でしたが，アンモンが教えたこ
とを信じて，心を変えました。彼らは教会に入り
たいと思い，罪を悔い改めて，戦わないと約束し，
戦いに使う武器を埋めてしまいました。自分たち
の名前をアンタイ・ニーファイ・リーハイ人と変え
て，勤勉で義にかなった人々になりました。」

応用を促す （「刀」を埋めて歌う）：子供たち全員
に紙を1枚ずつ渡します。子供たちに，刀の絵
を描き，そこに悪い選びについて書くよう言いま
す（例：「兄弟げんかをする」，「うそをつく」な
ど）。子供たちに，正しいことを選べる方法を分
かち合ってもらったら，紙を丸めたり，捨てたりし
て，刀を「埋め」ます。歌：「悔い改め」（『リアホ
ナ』2004 年 10月号，F16）

第 4 週：ゆるすと，心が平安になります。

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，だれかに押されたり，ぶたれた
りしたらどう感じるか尋ねます。大きな石を見せ，
これはそのとき感じる気持ちを表していると説明
します。その石を長い靴下の中に入れます。一人
の子供に前に来るように言い，その子供の足首
に靴下をしばります。その子供にあちこち歩いて
もらいます。嫌な気持ちをずっと持ち続けている
と，どれほど気持ちが沈むか話し合います。自
分を傷つけた人を赦すとき，そのような嫌な気持
ちを捨てることができることを説明します。子供
に，自分で靴下を外すよう言います。子供たちに
「赦すと，心が平安になります」と言ってもらいま
す。

理解を促す （聖文の物語を聞く）：数日前に，指
導者あるいは教師に，赦しに関する以下の聖文の
物語を話す準備をするよう依頼しておきます。

	1.	イエスは十字架の上で人々を赦されました（ル
カ23：13－34 参照）。

	2.	ニーファイは兄たちを赦しました（1ニーファイ
7：6－21参照）。

	3.	ヨセフは兄弟たちを赦しました（創世 37 章；
41－ 45 章参照）

　子供たちを3 つのグループに分けます。グルー
プを，部屋でばらばらの位置に立っている指導
者，あるいは教師のもとに行かせます（「島」『教
師，召し』178－179 参照）。リーダーや教師は
用意してきた聖文の物語を伝えます。各グループ
がすべての島を回った後，「人をゆるせるように」
（『歌集』52）の1番を歌います。

応用を促す （気持ちを分かち合う）：数人の子供
に，だれかを赦して平安を感じられたときのこと
を分かち合ってもらいます。

島：もし初等協会の人数
が多ければ，子供たちで
はなく，指導者が島を移
動してもよいでしょう。

小グループ：子供たちに
小グループで話をさせ
ると，もっと多くの子供
に発言する機会を与え
ることができます。分
かち合いの時間，子供
たちはすでにクラスごと
に座っています。この
グループを使って，小グ
ループの活動をしてもよ
いでしょう。クラスの教
師は，敬

けい

虔
けん

さを保ちなが
ら，生徒の参加を促して
ください。
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わたしたちは救い主イエス・キリストを覚
え，礼拝します
「イエスは彼に言われた，『わたしは道であり，真理であり，命である。だれでもわた
しによらないでは，父のみもとに行くことはできない。』」（ヨハネ14：6）
　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
を明らかにする方法，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
せい

餐
さん

はイエス・キリストを覚えるための時間です。

理解を促す （聖句と絵を合わせる）：以下の参照
聖句をホワイトボードに書きます：ルカ2：7；マ
ルコ10：13，16；マタイ26：36，39；ヨハネ19：
17－18；ヨハネ20：11－16。聖句に書かれて
いる出来事を描写した絵を，部屋の周りにはりま
す（『視覚資料集』30，47，56，57，59）。聖餐
はイエス・キリストがどれほどわたしたちを愛して
くださっているか，また，わたしたちのためにイエ
スがしてくださったすべてのことを思い出すため
の時間であることを，子供たちに伝えます。一人
の子供に聖句の一つを読んでもらいます。別の
子供に，その聖句に関連した絵を選んで部屋の
前に持って来てもらいます。ほかの聖句について
も同様に繰り返します。

応用を促す （暗記ゲーム）：テーブルの上に，ゲツ
セマネの園でのキリストの絵，最後の晩餐の絵，
パン一切れ，聖餐のカップ，聖餐のトレー，聖典，
賛美歌を置きます。子供たちに，これらの物を少

しの間見せたら，すぐに覆いをかけます。グルー
プで，見た物を思い出して，書き出してもらいま
す。これらの物は聖餐の間，どのようにイエスを
思い出すのに役立つかを説明してもらいます。

第 2 週：イエス・キリストを覚えていると，わたしは正義を選べるようになります。

教義を明確にする （聖文を聞く）：子供たちに目
を閉じるように言い，すべての人が正しいことを
選んだら，どのような生活になるか想像してもらい
ます。数人の子供に，想像したことを分かち合っ
てもらいます。モルモン書の中で，そのようなこ
とが実際に起こった時代があったことを伝えま
す。一人の子供に 4 ニーファイ1：15，17 を読ん
でもらい，ほかの子供たちはそのときの様子がど
のように描写されているか聞き取ってもらいます。
人々はとても特別なことを覚えていたので，正し
いことを選ぶことができたと説明します。 3 ニー
ファイ17：20－25 に書かれている出来事を伝え
ます。子供たちは，声をそろえて「イエス・キリス
トを覚えていると，わたしは正義を選べるように
なります」と言います。

理解と応用を促す （歌を歌う）：キリストがニー
ファイ人の子供たちを祝福しておられる絵を，何
も書かれていない何枚かの紙で覆います。子供
たちに，イエス・キリストを覚える助けになる歌を
考えるよう言います。子供たちが提案した歌を数
曲歌います。 1曲歌うごとに，一人の子供に絵を

12 月
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教義に関する歌を歌うこ
とは，子供たちが教義を
学び，覚えるのに役立ちま
す。また歌の内容に関連
した視覚教材を見たり，活
動を行ったりすることによ
り，子供たちはさらによく
学びます。今月の提案に
は，これを実践するため
の様々な方法が示されて
います。ほかのレッスンを
計画するときも，同様のア
イデアが使えないか，検討
するとよいでしょう。



覆っている紙を1枚ずつ取ってもらいます。紙が
全部なくなるまで続けます。その聖句の中の子供
たちはイエスから祝福を受けた後，どのように正
義を選んだと思うか，話し合ってもらいます。イエ

スを覚えるとき，正しいことを選びたくなることを
伝えます。毎日の生活の中で，イエスを覚えるた
めにできることを幾つか挙げてもらいます。

第 3 週：神の御子が地上にお生まれになりました。

教義を明確にする：子供たちに「何か特別なこと
が起こるのを待ったことがありますか」と尋ねま
す。長い間待ったように感じましたか？ それが
とうとう起こったとき，どのように感じましたか？
子供たちに，そのとき感じた気持ちを分かち合う
機会を与えます。アダムとエバの時代から，天の
御父は，とても大切なことが起こると約束してこ
られました。義にかなった人々は，このことが起
こるのを楽しみに待っていました。少人数のグ
ループに，「神の御子が地上にお生まれになりま
した」と小さな声でささやきます。その子供たち
から，別の少人数の子供たちに同じことをささや
いてもらいます。その後，子供たち全員でささや
いてもらいます。

理解を促す （物語を分かち合い，歌を歌う）：子
供たちに，イエスの誕生について知っていること
を分かち合ってもらいます（ルカ2：1－20 参
照）。子供たちが話さなかったことを補います。
「星の光る夜に」（『歌集』24）を歌い，羊飼いは
天使の歌を聞いたときどのように感じたか子供た
ちに想像してもらいます。

応用を促す（クリスマスカードを作る）：子供た
ちそれぞれに紙と鉛筆かクレヨンを渡します。紙
をカードのように二つ折りにするのを手伝います。
イエス・キリストの誕生の絵を描いて，家族のた
めにクリスマスカードを作ってもらいます。カード
の表に「神の御子が地上にお生まれになりまし
た」と書いてもらいます。

第 4 週：イエス・キリストは再び来られます。

理解を促す（聖文を読む）：以下の言葉を書いた
紙を用意します（sharingtime.lds.org で入手で
きます）：

天の御父だけが，イエスが再び来られる正確な
　　　を御存じです（ジョセフ・スミス―マタイ
1：40 参照）。
イエスは　　　から下りて来られます（使徒 1：
11参照）。
イエスは　　色の服をまとって来られます（教義
と聖約133：48 参照）。
にせキリストが多くの人を　　　ます（ジョセフ・
スミス―マタイ1：22 参照）。
邪悪な人々は　　　のようになります（教義と聖
約 29：9 参照）。
太陽は　　　なります（教義と聖約 45：42 参
照）。

イエスが来られるとき，　　　よりも明るく輝いて
見えます（教義と聖約133：49 参照）。
イエス・キリストは，再臨のあと　　　年間，義人
と住まわれます（教義と聖約 29：11参照）。

　子供たちを幾つかのグループに分け，各グルー
プに 1枚か 2 枚の紙を渡します。聖句を読んで，
空欄に入る言葉を見つけてもらいます。各グルー
プに，学んだことをほかの子供たちと分かち合っ
てもらいます。

応用を促す（歌を歌い，分かち合う）：イエスの再
臨に備えるために，日々イエス・キリストを覚え，
礼拝する必要があることを説明します。子供たち
に，自分や家族が再臨に備えるためにできること
を幾つか挙げてもらいます。「主の来られる時」
（『歌集』46－ 47）を歌います。

証
あかし

する：レッスンの間い
つでも，短い証を述べ
ることによって，御霊を
招くことができます。真
理を証するときに，「証
を分かち合いたいと思
います」のようなかしこ
まった表現をする必要
はありません。「わたし
はイエス・キリストが生
きておられることを知っ
ています」という簡単な
証でよいのです。

理解を分かち合う：子供
たちは，自分が福音の
原則をどのように理解し
ているかを人に伝えると
き，御

み

霊
たま

を感じるでしょ
う。子供たちは学んだ
ことを言葉や絵や歌で
伝えることができます。

神の御子が地上に 
お生まれになりました
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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。

　以下の例を使って，本冊子で提案されている歌を教えることができます。これらの方法を用い
て，初等協会のほかの歌も教えることができます。その他のアイデアについては，以前の『分かち
合いの時間の概要』に掲載されている「初等協会で音楽を用いる方法」を参照してください。

1 月：「主はみ子をつかわし」（『歌集』20 － 21）

　子供たちに歌を聞いてもらいます。この歌か
ら，主が様々なことを教えるために御子を遣わ
されたことが分かることを指摘します。クラスの
半数に 1 節目の「愛と優しさを　教えるために」
を，残りの半数には「主は遣わされた　平和の御
子」を歌ってもらいます。続く2 節目と3 節目も
同様に，「……を教えるために」までとその後の

部分を分けて，交互に歌ってもらい，「御
み

心
こころ

知り
たい」から最後までは全員で歌います。２，３回
歌った後，歌う部分を換えて歌います。歌を十分
覚えたら，子供たちの分け方をいろいろと工夫し
て（例：男の子と女の子，教師と子供たちなど）
繰り返し歌います。

2 月：「主の計画にしたがう」（『歌集』86 － 87）

　子供たちに，神はわたしたちにとても特別な賜
たま

物
もの

を与えてくださっていることを伝えます。あな
たが歌の1 節目を歌い，それが何であるかを子
供たちに聞き取ってもらいます。地図を見せます。
地図を使って目的地を見つけることと，神の計画
に従って神のみもとに戻ることとを比較して話し
ます。この歌は主の計画について，またどのよう
に天の御父のもとに帰って住むことができるかを
教えてくれていることを説明します。重要な言葉

（例：「賜物」「道」「愛」「祈り」「地球」「天国」な
ど）を表す絵や写真と，歌詞の中に出てくる言葉
（例：「命」「計画」「選ぶ」「奉仕」「幸せ」など）を
書いた紙を部屋のあちこちにはります。あなたが
この歌を歌うのに合わせて，歌に出てくる順番に
絵や写真，文字を書いた紙を子供たちに並べても
らいます。子供たちに，絵や写真，文字を書いた
紙を見ながら，一緒に歌ってもらいます。

3 月：「主イエスの愛に」（『賛美歌』109）

　子供たちを4つのグループに分けます。グルー
プ 1に『視覚資料集』116 を渡し，この賛美歌
の1 節目を歌って聞かせます。その内容につい
て簡単に話し合い，一緒に何回か歌ってもらいま
す。ほかのグループについても，続きの節につい
て同様に行います（各グループに以下の絵を見せ

ます：グループ 2，『視覚資料集』108；グルー
プ 3，『視覚資料集』57，グループ4，『視覚資料
集』56）。 1番を通して歌う際，各グループに順
番に，立って絵を見せながら自分の担当の節を
歌ってもらいます。絵を交換し，歌う節も替えて，
再び 1番を通して歌います。全グループがすべて
の節を歌うまで繰り返します。最後の部分を歌
い，「奇

く

しき」あるいは「奇
くす

しき」という言葉が何
度出てくるかを子供たちに聞き取ってもらいます。
子供たちと一緒に最後のコーラス部分を何度か
歌い，「奇

く

しき」あるいは「奇
くす

しき」という言葉が
出て来たら，手を胸に当ててもらいます。

4 月：「神様からの家族」 
（本冊子の 28 － 29 ページ）

　この歌を表すような絵や写真を見つけるか，描
きます（絵のサンプルは sharingtime.lds.org で
入手できます）。子供たちと1 節ずつ歌いなが
ら，絵や写真を1枚ずつホワイトボードにはって
いきます。 1 節を教え終えたら，あなたがその節
のほとんどの部分を歌った後，途中でやめて残り
の部分を子供たちに歌ってもらいます。通して数

工夫する：歌を繰り返す
方法に変化をつけます。
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，いち
ばんよく歌を覚えます。
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練習する：歌を効果的に
教えるには，あなた自身
が歌をよく知っていなけ
ればなりません。本を見
ずに子供たちを見て教え
られるように，家で練習
して来てください。

回歌います。一人の子供に，絵や写真の中から
1，２枚をはずしてもらい，もう一度歌を歌います。

絵や写真を見ないで歌えるようになるまで繰り返
します。

7 月：「バプテスマ」（『歌集』54 － 55）

　	以下の言葉を書いた紙を準備します：「だれ
が」「どのように」「どこで」。イエス・キリストがバ
プテスマを受けておられる絵を見せます。絵の横
に「だれが」の紙をはります。あなたが歌の1 節
目を歌うのを子供たちは聞いて，イエスがだれの
ところに来られたかを当てます。子供たちが答え
たら，一緒に 1 節目を歌います。ほかの紙につい

ても，1 節ずつ同じことを行います。全員で 1番
を通して歌います。以下の答えのどれか一つが書
かれた紙を1枚ずつ子供たちに渡します。「バプ
テスマのヨハネ」「ヨルダン」「川に入り」。全員で
歌い，自分が持っている言葉が出てきたら，その
子供に立ってもらいます。持っている紙を交換し
合い，繰り返し行います。

8 月：「子供の時から主を求め」（『歌集』67）

　歌を教える際，1つの節ごとに，その内容に
合った絵や写真を使います（サンプルの絵や写
真は sharingtime.lds.org で入手できます）。す
べての絵や写真をホワイトボードにはります。一
人の子供に部屋の外に出てもらい，その間に別
の子供に，絵や写真を1枚隠してもらいます。外
にいる子供に戻ってもらい，隠した絵や写真を捜
してもらいます。全員でその歌を歌い，その子供
が，隠してある絵や写真に近づいたときは大きな
声で，遠くなったときは小さな声で歌ってもらいま
す。時間が許す限り行います。

本冊子で使われるそのほかの歌

「イエス様，本当に復活したの」（『歌集』45）
　最初の節の歌詞をホワイトボードあるいは大きな
紙に書きます。その節を子供たちに歌って聞かせ，
簡単にその内容について話し合います。子供たち
と一緒にその節を歌い，上手に歌っていた子供に
歌詞の一部を消させたり，切り取らせたりします。
子供たちがその節を覚えるまで繰り返し行いま
す。また残りの節についても同様に繰り返します。

「天のお父様の愛」（『歌集』16 －17）
　子供たちに歌に親しんでもらうために，あなた
が歌うのに合わせて手を叩いてもらいます。歌
の歌詞に合った簡単な動作を子供たちに考えて
もらいます。まずは音楽に合わせて歌わずに動
作をしてもらい，次に，歌いながら動作をしても
らいます。（この歌を教えるのに役立つ絵が，
sharingtime.lds.org で入手できます。）

「家族は永遠に」（『賛美歌』187）
　子供たちにあなたと一緒に指揮をしてもらいな
がら，繰り返し出てくるメロディーライン，「すてき
な」と「ののぞみ」の部分を強調して歌ってもら
います。「主は何を教えてくださいますか」など，
簡単な質問をし，子供たちに歌の一部を歌って答
えてもらいます。子供たちを4つのグループに分
けて，1 節ずつ歌ってもらい，2 回目の「主は教え
たもう」の部分を全員で歌います。簡単な名札を
作って，4人の子供たちに家族の「お父さん」「お

母さん」「男の子」「女の子」役になって各グルー
プの指揮をしてもらいます。

「愛の言葉」（『歌集』102 －103）
　子供たちの家庭では，どのような言葉が話され
ているか尋ねます。この歌の1番を歌って聞かせ
ます。子供たちにこの歌ではどんな言葉について
歌われているか聞いていて分かったら，手を胸に
当ててもらいます（愛の言葉）。子供たちに，あ
なたが歌うのを聞きながら，分からない言葉や，
心に残った言葉を見つけてもらいます。 1番の歌
詞については一人の女の子に，2 番の歌詞につい
ては一人の男の子にホワイトボードに書いてもら
います。分からない言葉の意味を伝えたり，心に
残った言葉について話し合ったりした後，歌を一
緒に歌います。

「ぼくはむかし」 
（『リアホナ』1999 年 4 月号，F5）
　子供たちを4つのグループに分け，各グループ
に歌の1節を割り当てます。各グループに紙を1枚
渡し，割り当てられた節に関連した簡単な絵を描
いてもらいます。その絵を視覚教材として使って，
一緒に歌います。
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1． あ な た も わ た し も み な か み さ ま の こ ど も と
2. お と う さ ん は こ ど も に ふ く い ん お し え み ち
3． お か あ さ ん は こ ど も を つ よ め や し な い そ だ
4． か ぞ く を あ い し つ か え よ い も は ん に な り た

し て ち じょ う に お く ら れ か ぞ く
び く か ぞ く で い の っ て か み さ
て る じゅ う じゅ ん と あ い と ほ う し
い な い つ か お や に な っ た ら か

の な か で ま な ぶ
ま に あ い し め す
お し え て く れ る
ぞ く に つ た え よう

しゅ の み
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：マシュー・ニーリー喜びをもって 詞・曲

神様からの家族
か　み さ　ま ぞ　くか
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こ こ ろ に か な う ひ と に な る た め

しゅ が く だ さ っ た す て き な

か ぞ く
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