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はじめに

このリソースに記された原則は，福音を教
える全ての教師が救い主の方法で教えら
れるよう助けてくれます。このリソースは初
等協会や日曜学校，扶助協会，若い女性，
アロン神権定員会，メルキゼデク神権定員
会，並びに神権指導者や補助組織指導者
を含む教会の召しで教える立場にある人
に向けて書かれています。ここに記された
原則は，親や教師，補助組織指導者が家
庭で教えるときにも役立ちます。

教師は個人的にこのリソースを研究するこ
とによって，救い主の方法でさらに効果的
に教えるにはどうしたらよいかを学ぶこと
ができます。このリソースを活用し，家庭の
夕べや会長会の集会，ワードやステークの
評議会集会，月例の教師評議会集会で話
し合いを導くこともできます。

教師評議会集会の説明は「教師評議会集
会」の項目にあります。日曜学校会長会の

助けのもと，ワード評議会がこれらの集会
を管理します。通常日曜学校会長会の一
人がこの集会の司会をします。このリソース
の教材は教師評議会集会の基盤として活
用すべきものです。

注—このリソースでワードやステークにつ
いて言及している部分は，支部や地方部，
伝道部にも当てはまります。

はじめに
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はじめに

教師評議会集会

教師が互いにキリストのような教え方の原
則について助言し合えるよう，各ワードで
は毎月教師評議会集会を開くべきです。

いつ開催すべきでしょうか。
教師評議会集会は基本的に日曜日の3時
間プログラムの中で行うべきです。
■ 日曜学校教師は神権定員会や扶助協
会，若い女性の時間に集まります。

■ 神権定員会，扶助協会，若い女性の教
師たちは，日曜学校の時間に集まります。

■ 初等協会の教師は初等協会会長の指
示のもと，上記に述べられているどちらか
のクラスに出席してください。（注ー必要に
応じて，初等協会会長会は代理の教師を
割り当てたり，クラスを合同にしたり，また
は他の手配をしたりして，初等協会教師が
教師評議会集会に参加できるようにしま
す.。）

誰が参加すべきでしょうか。
ワードの定員会やクラスを担当する全ての
教師と，その教師の責任者である神権者ま
たは補助組織指導者のうちの一人が参加
すべきです。生徒の必要に応じて，参加者
を幾つかのグループに分けてもよいでしょ
う。例えば，青少年や子どもの教師たちは
全体とは別に話すことで，青少年や子供に
特化した問題について有益な話し合いが
できることもあります。

誰が集会を導きますか。
日曜学校会長会の支援のもと，ワード評議
会が教師評議会集会を見守ります。ほとん
どの場合，日曜学校会長会の一人が導き
ます。場合によっては，ワード内の別の会員
が会の進行を割り当てられることもありま
す。

教師評議会集会では何が話
し合われるのでしょうか。
（注—以下の指示は進行役の方のための
ものです。）開会の祈りの後，教師評議会
集会は次のような形式で行わなければな
りません。
■ 分かち合い，助言し合う。教師たちに
最近の経験を分かち合ってもらい，教える
ことに関する質問をし，試練を乗り越える
ためのアイデアを分かち合ってもらいます。
ここで，今までの集会で学んできた原則の
復習をしてもよいでしょう。

■ 一緒に学ぶ。　このリソースで紹介され
た原則の一つについて，教師たちに話し合
ってもらいます。話し合う原則はどのような
順序でも構いません。ワード評議会から指
示がない限り，次回の集会で話し合う原則
を教師たちに選んでもらうとよいでしょう。
一回の教師評議会集会で全ての原則につ
いて話し合う必要はありません。もし必要

であれば一つの原則に，2回以上の集会を
使ってもよいでしょう。

■ 練習し，勧める　適切であれば，教師た
ちが話し合った原則を練習できるように助
けてください。その原則を自分が教えるとき
に（家庭で教えるときも含む）その原則をど
のように応用するかについて受けた印象を
書き留め，それに従って行動するよう勧め
ます。次回話し合う原則についても研究し
始めるよう勧めてください。

可能な限り，教師評議会集会はそこで話
し合われる原則を応用しながら行うべきで
す。
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はじめに

「救い主の方法で福音を教える」	
というビデオを視聴してください
（LDS.org）。

ビデオ

救い主の方法で教える

救い主の方法で教えることを考えると，どのようなことが頭の中に浮かぶでしょうか。主が海辺で群衆を教え，井戸の傍らで女性と話し，
幼い子供を祝福しておられる場面を想像することができるでしょうか。聖文で救い主について読むときに，人々が学び成長できるように
助けられる救い主の方法について，どのようなことが印象に残っていますか。あなたにとって，救い主の方法で教えるとはどのようなこと
でしょうか。

救い主の教え方
イエス・キリストはこう宣言しました。「わた
しは道であ……る。」（ヨハネ14：6）主の人
生と自分自身の教える機会について深く考
えると，良い教師になるということは救い主
のような人になることだと分かります。救い
主の教え方は，主御自身と主が持っておら
れた「御霊の力」によるものでした（ルカ4：
14）。救い主が教えられたように教えるうえ
で大切なことは，救い主が生きられたよう
に生きることです。

救い主はどのに生きられたのでしょうか。

救い主は愛にあふれた御方です。悔いた罪
人への励ましや，弟子たちへの指導，パリ
サイ人への叱責であろうと，救い主が行わ
れたことはどれも愛情の表れです。人 に々
対するこの愛と哀れみと，彼らが必要とし
ていたものが合わさることにより，救い主は
彼らにとって意味深い方法で教えることが
おできになりました。救い主がお教えにな
ると，漁や出産，羊を飼うことなどのなじみ
のある身近な経験は，霊的な教訓を与える
ものとなりました。

救い主は御父の御心を求め従い，御父の
教義を教えられました。イエスは子供の頃
から「父の家に」おり，「いつも神のみここ
ろにかなうこと」をしようとされていました。

「わたしの教はわたし自身の教ではなく，
わたしをつかわされたかたの教である」と
言われました（ルカ2：49；ヨハネ8：29；7：
16.）。

救い主は神の子供たちを神のもとに連れ
ていくという聖なる使命に完全に献身され
ました。イエスは単に教義を教えるだけで
はなく，従う人々が信仰を強め，成長できる
ように重要な責任を与えられました。イエ
スは彼らを信頼し，彼らを備えさせ，彼らを
世に送り出し，他の人 に々教え，祝福し，仕
えるようにされました（マタイ10：1，5－8参
照）。

救い主は聖文を愛し，聖文を活用して御自
身の使命について教え，証をされました。そ
して疑問に対して，自分の答えが見つけら
れるよう聖文を探求することを人 に々教え
られました。イエスは神の言葉を力をもっ
て教えられ，人々は聖文が真実であるとい
うことを自分で知るようになりました（ルカ
24：32参照）。

救い主は御自身が教えたように生きられた
どのような状況であろうと，救い主は完全
な模範でした。主は従う人 に々祈るよう教
えるときは，彼らとともに祈られました（ルカ
11：1－4参照）。彼らを愛し，彼らに仕える
ことによって，愛し，仕えることを教えられま

した。福音に従って生きるとはどういうこと
かを，御自分の生き方によって教えられま
した。救い主は常に教えておられました.。
正式な場でもよく教えられましたが，家庭
の中や個人的に，または日常の会話の中で
も教えられました（マタイ4：23；マルコ14：
3－9参照）。

救い主の方法で教えることについて，もっ
と多くのことを見つけることができます。し
かし，あなたが救い主から学び，従うとき.
に，真に救い主の方法で教える力が宿るの
は確実です。救い主の方法で教えることは，
「わたしに従ってきなさい」という主の招
きの重要な部分を成しています（ルカ18：
22.）。

皆さんも救い主の方法で
教えることができる
皆さんはイエス・キリストの弟子です。みな
さんは教師です。なぜかというと，弟子の務
めには人 を々教えること，祝福すること，高
めることが含まれているからです。時には正
式な責任として教師の召しが与えられるか
もしれませんが，常に教える責任はありま
す。あなたが親であればなおさらです。時と
して，教えるという責任に圧倒されてしまう
ことがあるかもしれません。十分な知識が
ないと心配したり，経験が足りないと感じ
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分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。

一緒に学ぶ。この項にある一つ，ある
いは幾つかのアイデアについて，教師

たちに話し合ってもらいます。一度の
レッスンで何もかも教える必要はあり
ません。

やってみる。このリソースにある「キリ
ストのような教師となるために」とい
う自己評価の活動を教師の方々にや
ってもらいます。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

たり，単純に「教師に向いているタイプ」の
人ではないと思うかもしれません。しかし，
あなたを完全に御存知の天のお父様は，
あなたがイエス・キリストに献身的に従う者
として何を提供できるかを知って教師の召
しに任命されました。主はあなたを見捨て
ることはなさいません。

救い主の方法で教える助けとなる幾つか
の資料が以下に述べられています。

聖霊の力　福音に沿ってふさわしい生活
をするよう努めるときに，聖霊は神の御心
を表してくださいます。他の人が学ぶのを
助けられるように，あなたに思いや印象，創
造的なアイデアを与えてくださいます。どの
原則に焦点を置いて教えたらよいか分か
るように助けてくださいます。聖霊はあなた
が教える人々の心にふれ，彼らが変われる
ように霊的な促しを与えてくださいます。聖
霊はあなたを「神からこられた教師」とする
ことがおできになります。なぜなら，御霊は
真の教師であり，御霊とともに教えるなら
ば，神の力があなたに宿り，改心という奇
跡をもたらすことができるからです（ヨハネ
3：2；2ニーファイ33：1も参照）。

召しと任命の約束　教師というあなたの召
しは人からではなく主からきており，トーマ

ス・S・モンソン大管長が約束されたように
「主から召される人は，主によって適格な
者とされる」のです。（.1）それに加えて，あな
たは神権の鍵を持つ者の指示により任命
されます。従って，この責任を成し遂げるた
めに必要な個人的な啓示を受けることが
できます。これらの祝福は，あなたが求め，
忠実であり，ふさわしくあるように努めると
きに与えられます。

祈りの力　天のお父様はいつでも聞いてく
ださいます。祈りを通して直接お父様と話
すことができます。救い主はこう言われまし
た。「わたしの名によって父に求めなさい。
そうすれば，……聖霊を受けるであろう。」
（教義18：18；教義42：14も参照）

あなたの愛と才能と経験　他の人 に々対
するあなたの愛と，神から与えられた賜物
や人生経験を生かして，神の子供たちを祝
福することができます。忠実に仕え，神の助
けを求めるならば，神はあなたを最大に生
かし，能力を発揮させ救い主の方法で福
音を教える助けをしてくださいます。

神の言葉の力　聖文や末日の預言者の
言葉に見られる教義には，心に変化を与
え信仰を高める力があります。あなたと生
徒が「神の言葉の力を使う」ときに，それに

は「正しいことを行わせるのに大きな効果
があ〔る〕」ことに気づくでしょう（アルマ31：
5）。

愛のある指導者　神権指導者や補助組
織指導者はあなたが召しを果たせるように
助けたいと思っています。より良い教師とな
るよう努め，生徒にとって何が必要かを深
く考えるときに，彼らの勧告を求めるように
してください。

生徒の貢献　クラスにいる一人一人の生
徒は，福音に対する証や考え，経験を豊富
に生み出す源です。それらを分かち合って
もらい，お互いを高め合いましょう。

あなたは神から召され，主によって適格な
者とされることを忘れないでください。福音
を教えることは神の偉大な救いの御業に
必要不可欠であり，「主の用向きを行うと
きには主の助けが得られ〔ます〕。」（.2）

1．	トーマス・S・モンソン「召しの義務」『聖徒の道』
1996年7月号，52

2．	トーマス・S・モンソン「学び，行い，人格を築く」『リ
アホナ』2008年11月号，62

話し合いを導く人へ
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分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。

一緒に学ぶ。この項にある一つか，あ
るいは幾つかのアイデアについて，教
師たちに話し合ってもらいます。

勧める。教師たちに，生徒を愛すること
についての話し合いによって，各自が
行うよう霊的な促しを受けた事柄に
ついてよく考えるように言います。おそ
らく，愛されていると感じる必要のあ
る人の名前（家族，友達，クラスのメン

バーなど）が思い浮かんだことでしょ
う。そうした促しを，彼らはどのように
行動に表すでしょうか。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

生徒を愛する
（『手引き　第2部—教会の管理運営』〔2010年〕5.5.4）

救い主が地上で教え導かれたときに行われた業は全て，御父とわたしたち一人一人に対する愛に根ざしたものでした。キリストに真に
従う者になろうと努めるとき，わたしたちも聖霊の力を通して同様の愛に満たされることができます（ヨハネ13：34－35；モロナイ7：48；
8：26参照）。キリストのような愛で心を満たすなら，わたしたちは他の人がキリストについて学び，キリストのもとに来るのを助けるために
できる，あらゆる方法を探し求めるでしょう。愛こそが，わたしたちが教える理由であり，原動力となるものです。

生徒のために，名前を挙げて祈る
救い主はペテロに言われました。「わたしは
あなたの信仰がなくならないように，あな
たのために祈った。」（ルカ22：32）誰かの
ために祈るとき，心の中にどんな変化が起
こるか考えてみてください。その祈りは，相
手に対する皆さんの思いにどのような影響
を及ぼすでしょうか。救い主の模範に従っ
て.，最も助けを必要としている生徒のため
に，名前を挙げて祈ってください。彼らの必
要を具体的に知り理解できるよう祈るので
す。そして，その必要を満たすのに役立つ
事柄が分かるように，「彼らの心を備えさせ
る」ために（アルマ16：16），天の御父に尋
ね求めてください。

深く考える。生徒のために祈るとき，どのよ
うな印象を受けるだろうか。

聖典からの例。アルマがゾーラム人のため
にした祈りから，他の人を愛することにつ
いて何を学べるでしょうか（アルマ31：24
－36参照）。

神が御覧になるように人々を見る
神が見られるところは人と違います。人は
外の顔かたちを見ますが，神は人の心を見
られるからです（サムエル上16：7参照）。
皆さんが生徒を，神が御覧になるように見
ようと努めるとき，彼らの神聖な価値に気

づくでしょう。すると，彼らの可能性が発揮
されるよう助けるために何をすべきかを御
霊が教えてくださいます。

深く考える。両親や教師，その他の指導者
が示してくれた愛や信頼は，自分の人生に
どのような影響を及ぼしてきただろうか。わ
たしの愛は，今教えようとしている生徒にど
のような影響を与えられるだろうか。

聖典からの例。ルカ19：1－10で，救い主
は取税人ザアカイに対し，他の人 と々は違
う見方をされました。その他聖文には，神
がわたしたちをどのように御覧になるかを
示す，どういった例がありますか。

愛を表すための簡潔で適
切な方法を見いだす
皆さんの状況によって，生徒に愛を表すと
は，次のような行動を指します。生徒を心か
ら褒める，彼らの生活に関心を示す，彼ら
の言葉に注意深く耳を傾ける，彼らをレッ
スンに参加させる，彼らのために奉仕の行
いをする。あるいは姿を見かけたときに心
を込めて挨拶する，などがあります。人々へ
の接し方は，まさにあなたが教える内容と
同じくらい大切です。

時として，レッスンのことで頭がいっぱいに
なり，生徒に愛を表すのがおろそかになり

がちです。そのようなときには，どうすれば
最も大切なことに心を向けられるか，その
方法を考えてみましょう。例えば，クラスが
始まる前に，クラスの生徒や補助組織会長
会のメンバーに頼んで，教室を整えたり，
視聴覚機器の準備をしたりしてもらうこと
もできます。そうすれば，生徒が部屋に入っ
て来るとき，彼らを歓迎する時間をもっと
持てるでしょう。また，クラスのメンバーと一
緒に部屋の準備をすることが，クラスが始
まる前に彼らと交わるすばらしい方法であ
ることに気づくかもしれません。

深く考える。生徒はわたしが彼らを愛して
いることを知っているだろうか。わたしの愛
を彼らにはっきりと感じてもらうために，こ
れまで何をしてきただろうか。クラスであま
り反応を示さないように思える生徒に，愛
をもって手を差し伸べるために何ができる
だろうか。

聖典からの例。救い主は御自分が教えて
いる人 に々，どのように愛を示されたでしょ
うか（ヨハネ13：3－16；3ニーファイ17参
照）。教えるとき，どうすれば主の模範に従
うことができるでしょうか。

 ビデオ「生徒を愛する」（LDS.org）とい
うビデオも視聴してください。

話し合いを導く人へ

レッスン1—生徒を愛する
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分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。何かを分かち合い
たいと思っている生徒全員に発言す
る機会を与えてください。どのレッス
ンでも，資料を全て教えることよりは
るかに大切なことです。

一緒に学ぶ。この項にある一つか，あ
るいは幾つかのアイデアについて，教
師たちに話し合ってもらいます。

やってみる。一人の教師に，教室の前
の方に出て来てもらい，他の人たち
に	，その人の興味や才能について知
ることのできるような質問をしてもら
います。その後，教室の前に立ってい
る人を教えようとするとき，そうした情

報が教え方にどのように影響するか
教師たちと話し合います。この経験を
レッスンの準備や教える際にどのよう
に応用できるか，教師たちに尋ねま	
す。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

レッスンではなく，人々に心を向ける

「福音の教師は，わたしたちが仕えている主のように，教える人 に々完全に心を向けるものです」と，十二使徒定員会のダリン・H・オーク
ス長老は言っています。「羊たちの必要，つまり生徒の益になる事柄に，全ての関心と意識を向けるのです。福音の教師は自分のことを
中心に考えたりしません。この原則を理解している人は『レッスンを提示すること』が自分の召しであるとは考えません。なぜならば，レッ
スンの提示に重点を置いた教え方は，教師の視点に基づいたもので，生徒の立場に立って教えるものではないからです。生徒の必要に
目を向けている福音の教師は，自分の立場を高めることに努めたりはしません。また，自分が関心を持っている事柄の知識を誇示してレ
ッスンの焦点をぼかし，救い主に対する生徒の理解をあいまいにするようなこともしません。」.1

生徒が理解するように努める
福音は全ての人のためのものですが，二人
として全く同じ人はいません。生徒の状況
や興味，才能，必要について知る方法を探
してください。生徒に尋ねたり，注意深く耳
を傾けたり，クラス以外の異なった状況で
の言動をよく観察したりします。青少年や
子供を教えている場合は，両親に尋ねて情
報を得てください。何よりも，御霊を通して
のみ理解できる情報を求めて祈ってくださ
い。生徒についてよく知れば知るほど，生
徒が福音を自分たちの生活にどのように
応用すればよいか分かるようよく助けるこ
とができます。

深く考える。生徒の中で，もっとよく理解す
る必要があるのは誰だろうか。その人をさ
らに深く理解するために何ができるだろう
か。

聖典からの例。ヨハネ21：1－17から，救
い主がペテロについて知り，彼が知る必要
のあることを教えるために用いられた方法
について何を学べるでしょうか。

「私達を知って，愛してください」.
（LDS.org）というビデオも視聴してくださ
い。

人々を思い浮かべながら準備する
ときどき教師はレッスンを準備するとき，現
在の生徒たちにどのように当てはめるかに
ついては考えないままに，以前使ったレッ
スンや活動をもう一度使いたいと思うこと
があるでしょう。こうしたやり方は時として.，
クラスの生徒特有の必要を考慮していま
せん。準備するとき，生徒について皆さん
が知っている事柄に基づいてレッスンを計
画してください。それぞれの生徒に合わせ
て，音楽を用いたり，前もって割り当てを与
えたり，スポーツなど生徒が興味を持って
いるものとの類似点について話したりする
のもよいでしょう。キリストのような教師は
特定の教え方に捕らわれません。彼らが最
も重点を置いているのは，人々がイエス・キ
リストに対する信仰を築き，さらにキリスト
のような人になるのを助けることです。

深く考える。クラスの誰かの特有の必要を
満たすために，教え方をどのように変えれ
ばよいだろうか。

聖典からの例。救い主は，教える人々の特
有の必要を満たすために，どのような教授
法を用いられましたか（例えば，マルコ10：
17－22参照）。

何もかも教えようとしない
レッスンごとに話し合うべきことは多くあり
ますが，一度のレッスンで何もかも教える
必要はありません。誰かの心の琴線に触
れるには，一つか二つの重要な事項につ
いて話せば十分である場合がしばしばあ
るものです。生徒の必要について考えると
き.，どの原則や話，聖文が生徒にとって特
に意義深いものかを決めるうえで，御霊の
助けを受けることができます。御霊はレッス
ンの間にも，霊感を与えてくださいます。そ
のとき生徒にとってより大切な原則につい
て話し合えるように，レッスンプランを変更
して，幾つかの事項については次の機会に
教えるよう促しを受けるかもしれません。

深く考える。レッスンを全部教えることよ.
り，生徒が何かを学ぶことにより深い関心
を寄せていることを，どのようにして示せる
だろうか。

聖典からの例。教義と聖約98：11－12に
書かれている規範から，教えることについ
て何を学べるでしょうか（教義と聖約78：
17－19も参照）。

1．	ダリン・H・オークス，「福音を教える」『リアホナ』
2000年1月号，95参照）

話し合いを導く人へ
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分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。

一緒に学ぶ。この項にある一つか，あ
るいは幾つかのアイデアについて，教

師たちに話し合ってもらいます。一度
の集会で，全てのことをやろうとしな
いでください。

やってみる。教師たちに，これまでクラ
スに出席していない人々に手を差し

伸べてきた方法について，互いのアイ
デアを分かち合ってもらいます（小さ
なグループまたは全員一緒に）。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

出席していない生徒に手を差し伸べる

救い主はしばしば群衆に話をされましたが，その一人一人に深い関心を寄せられました。忘れられている人々，見過ごしにされている人
々，拒まれている人々，誤解されている人 な々どに心を向けられたのです。救い主のたとえ話の中に，安全な囲いの中にいる99匹を残し
て1匹を探しに出かけた羊飼いの話があります（ルカ15：4参照）。同様に皆さんも，クラスから迷い出ている生徒に手を差し伸べること
ができます。クラスの生徒を教えたり，彼らを高めたり，キリストのもとに来るよう助けたりする機会は，教室以外の場所にもありますし，
定例のレッスンに出席していない生徒に対してもあります。

責任を引き受ける
あまり活発でない会員に手を差し伸べるの
は，ホームティーチャーや訪問教師，また
神権指導者や補助組織指導者だけの義
務ではありません。教師も同様に手を差し
伸べて助けることができます。教えるとは，
日曜日にレッスンをすることだけではありま
せん。愛をもって仕えること，他の人々が福
音の祝福を受けられるように助けることも
含まれます。こうした助けはしばしば，クラス
にあまり出席していない生徒がまさに必要
としてることなのです。わたしたち皆が一丸
となって，悩み苦しんでいる人 に々手を差
し伸べる必要があります。教師である皆さ
んは，助けを与えられる，またとない立場に
いると言えるでしょう。

デビッド・O・マッケイ大管長は，定員数い
っぱいの若い男性を乗せて，危険な滝の
方へと川を下って行くボートの話をしまし
た。岸辺に立っていた男性が危険を察知し
て，向きを変えるよう若者たちに向かって
大声で叫びましたが，滝が目に入らない彼
らはその警告を無視しました。男性は再び
大声で警告しましたが，若者らは相変わら
ず笑いながらその警告に注意を払いませ
んでした。しかし，すぐに彼らは急流に飲ま
れてしまいました。若者たちは必死になっ
てボートの向きを変えようとしましたが，遅
すぎました。マッケイ大管長は，こう教えま
した。「岸に立って，『君たち，危ないぞ！前
方に危険があるぞ！』と叫ぶのも一つの方
法です。もう一つの方法は，流れの中にこ

ぎ出して行き，できれば若い男性たちのボー
トに乗り込んで，仲間としての友愛を込め
て説得し，……ボートの向きを急流の流れ
からそらすのです。……彼らの命を救いま
しょう。」.1

深く考える。生徒の中で，悩み苦しんでいる
と思われる生徒，あるいはクラスに出席し
ていない生徒は誰だろうか。その生徒に手
を差し伸べるために何ができるだろうか。
クラスの他の生徒はどのように助けられる
だろうか。

聖典からの例。救い主が人 に々手を差し
伸べられたときの様子について読むとき.
（例えば，ルカ8：43－48；ヨハネ4：6－30
参照），生徒に手を差し伸べることのできる
方法について，御霊を通してどんなことを
学べるでしょうか。

霊感を求める
クラスの生徒一人一人の必要について霊
感を求めるとき，今悩み苦しんでいる生徒
や定期的に出席していない生徒を思い起
こしてください（担当の指導者は，誰に最も
目を向けるべきかを知るように助けること
ができます）。誰かが教会に出席しなくなる
にはさまざまな理由が考えられますが，そ
の多くは特定するのが難しいものです。し
かし，天の御父は御自身の子供たちを御存
じで，彼らを愛しておられます。皆さんが自
分の役割を果たすなら，御父は福音につい
て悩み苦しんでいる生徒に手を差し伸べ

て戻って来るよう招く最善の方法が分かる
ように助けてくださいます。

深く考える。わたしは現在教えるよう割り当
てを受けている生徒全員の名前を知って
いるだろうか。悩み苦しんでいる生徒のた
めに祈っているだろうか。どうすれば生徒
の必要にもっと気づけるようになるだろう
か。

聖典からの例。ヨハネ10：14－15，27－
29から，主はわたしが教える生徒に対して
どのような思いをお持ちなのかについて，
何が分かるでしょうか。

家族を支援する
良きにつけ悪しきにつけ，個人に最も大き
な影響を与えるのは，普通その人と一緒に
暮らしている人たちです。ですから，その人
の伴侶や子供たち，あるいは親族の人たち
に協力してもらって一緒に取り組むときに，
クラスの生徒を強めようとする皆さんの努
力は最も良い結果をもたらすでしょ.
う。家庭は福音に従って生活し，福音を学
ぶうえで中心となる場所だからです。例え
ば，若者や子供を助けようとするときは，両
親と話をしてください。彼らは自分たちの子
供が必要としている事柄や子供に連絡を
取る方法を教えることができます。

深く考える。生徒の家族が取り組んでいる
ことを支援するために何ができるだろう.
か。

話し合いを導く人へ



9

聖典からの例。エノス1：1－3；モーサヤ.
27：14；アルマ36：17から，信仰深い家族
が悩み苦しんでいる人をどのように助けら
れるかについて何を学べるでしょうか。

愛を込めて招く
キリストのような心からの愛を表すことは，
福音について悩み苦しんでいるクラスの生
徒の心を和らげるのに大きな力を発揮しま
す。多くの場合そうした人たちは，自分が必
要とされ愛されていることを実際に知る必
要があるのです。トーマス・S・モンソン大管
長が次のように教えているとおりです。「何
らかの奉仕をするよう依頼することが，活
発になるためにまさに必要な励ましとなる
かもしれません。」.2次のレッスンに出席する
よう誘うことは，聖文に関連した経験や思
いを分かち合うことと同じくらい簡単であ
る場合があります。クラスの他の生徒に，そ
うした人 を々個別に訪問してクラスに誘.
い，彼らのことを気にかけていることを伝え
てもらうとよいでしょう。必要ならば交通手
段を提供することもできるかもしれません。

深く考える。これまで他の人に奉仕するよ
う勧められたことで，霊的に強められた経
験があるだろうか。何らかの方法で奉仕す
るよう頼むことで，クラスの生徒が霊的に
成長するよう助けられただろうか。

聖典からの例。奉仕するよう勧めを受けた
ことで，アミュレクの福音に対する決意はど
のように変わったでしょうか（アルマ10：.
1－11参照）。

忍耐強く継続する
救い主のたとえ話に登場する羊飼いは，い
なくなった羊を「〔見つける〕まで」捜し続
けました（ルカ15：4）。皆さんの努力にすぐ
に応えてくれる人は誰もいないでしょう。し
かし，救い主は決してあきらめないようにと
説いておられます。「あなたがたは引き続き
教え導〔きなさい〕，……彼らが立ち返って
……戻って来るようにならないとは言い切
れないからである。彼らがそうするならば，
わたしは彼らを癒そう。」（3ニーファイ18：
32.）主の時を信頼しつつ，クラスに出席し
ていない生徒に，皆さんが彼らを愛し，彼
らがいないことを寂しく思っていることを伝
えられるような良い方法を探し続けてくだ
さい。個人的に訪問したり，電話を掛けた
り，電子メールでメッセージを送ったりな
どの方法が考えられます。長期間にわたる
皆さんの忍耐や愛のこもった継続的な働
きかけが及ぼす影響力に驚くことでしょ.
う。

深く考える。救い主はわたしの弱さや苦し
みに対する忍耐を，どのように示してくださ
っただろうか。自分の生徒に対して，どうす

れば主の模範に従うことができるだろう.
か。

聖典からの例。ルカ15：8－10；アルマ37：
7－8；教義と聖約64：33から，忍耐と継続
について何を学べるでしょうか。

1．	デビッド・O・マッケイ，Conference Reportより，
1968年10月，7－8

2．	トーマス・S・モンソン，「人が将来なり得る姿を見
る」『リアホナ』2012年11月号，68

定員会集会に出席していない
若い男性に手を差し伸べる指
導者が示した感動的な模範を，
マービン・B・アーノルド長老の
総大会での説教を基にした「兄
弟たちを強めなさい」（LDS.org）	
というビデオを視聴してくださ
い。最初の数分間に登場するホ
セ・デ・ソーサ・マルケスの話で
す（「兄弟たちを強めなさい」	
『リアホナ』2004年5月号，	
46－48も参照）。

ビデオの例



10

御霊によって教える
『手引き　第2部—教会の管理運営』（2010年）5.5.4）

主は，御自身の弟子たちに次のように約束されました。「……聖霊は，あなたがたにすべてのことを教え，またわたしが話しておいたこと.
を，ことごとく思い起させるであろう。」（ヨハネ14：26）福音を教える最終的な目的は，人々がイエス・キリストに対する信仰を築き，さらに
主のような人になるのを助けることです。この目的は，聖霊を通してのみ達成することができます。聖霊は真理とキリストについて証し，人
の心を変えてくださいます。死すべき人である教師は，どんなに熟練し経験豊富であろうと，聖霊の代わりを務めることはできません。し
かし，わたしたちは神の御手に使われる者となって，神の子供たちが聖霊によって学ぶのを助けることができます。そうするために，わた
したちは自身の生活に御霊の影響を招き，生徒にも同様にするよう勧めるのです。

レッスンに御霊を招く
福音の教師が行う全てのこと，すなわちど
の質問，聖文，活動も，その最終的な目的
は，御霊を招くことにより信仰を築き，キリ
ストのもとに来るよう全ての人を招くことで
す。聖霊の影響力を招くためにできること
を全て行ってください。主はこう約束され
ました。「御霊は信仰の祈りによってあなた
がたに与えられるであろう。」（教義と聖約
42.：14）その他に，神聖な音楽，聖文，末
日の預言者の言葉，愛を示すこと，証を述
べること，静かに思い巡らす時間などを通
しても，御霊を招くことができます。例え.
ば，クラスを始めるとき，穏やかな前奏曲を
流すようにするのもよいでしょう。

深く考える。御霊は，わたしの生活や家庭，
クラスに，何をもたらすだろうか。御霊を退
かせるものは何だろうか。クラスの生徒が
それぞれの福音学習に御霊を招くには，ど
のように助けられるだろうか。

聖典からの例。ヨハネ14：26；ヒラマン5：
29－30；教義と聖約11：12－13から，聖
霊について何を学べますか。これらの原則
は，さらに救い主のように教えるうえで，ど
のように役立つでしょうか。

へりくだって御霊に使われる者になる
教師はしばしば，自分の知識や教え方，個
性によって生徒に霊的な感化を及ぼして
いると考えがちかもしれません。こうした考

え方は，クラスの生徒を教え，彼らの心を
変えるうえで御霊を招く妨げになります。教
師である皆さんの目的は，感銘深いプレゼ
ンテーションをすることではなく，真の教師
である聖霊の影響を他の人々が受けられ
るよう助けることです。

深く考える。教えるとき，これまで以上に十
分御霊を受けるには，何を変える必要があ
るだろうか（例えば，教義と聖約112：10参
照）。個人評価をするために，このリソースの
「キリストのような教師となるために」の項
を参照してください。

聖典からの例。アルマとモーサヤの息子た
ちがどのようにして「神の御手に使われる
者」となったかについて読むとき，御霊によ
って何を学べるでしょうか（モーサヤ27：
32－37；アルマ17：1－12；26；29）。

臨機応変に教える
教えるのに最適な瞬間が思いがけずに訪
れることがしばしばあります。例えば，誰か
が経験を分かち合ってくれたり，質問した
りするとき，それがきっかけで意義深い話
し合いに発展する場合があります。そのよ
うなときは時間を割いてください。レッスン
を計画しているときでも，教えているときで
も，聖霊の促しに耳を傾けましょう。受けた
促しに従い，必要ならばレッスンの計画を
喜んで変更してください。霊的に備えてい
るなら，主は「あなたがたの言うべきこと〔

を〕，まさにそのときに」与えることがおでき
になります（教義と聖約100：6）。一定量の
資料を全部教えることよりも，御霊から受
けた印象に従うことの方がもっと大切であ
ることを覚えておいてください。

深く考える。教師として，御霊の導きを感じ
たのはいつだっただろうか。もっと頻繁に
御霊の導きを受けるために何ができるだろ
うか。

聖典からの例。3ニーファイ17：1－9を読
むとき，教えている人々の必要に応えられ
たときの救い主の模範から何を学べるでし
ょうか。

たびたび証を述べる
霊的な真理についての皆さんの簡潔な心
からの証には，生徒に大きな影響を及ぼす
ことのできる力があります。証は，心を込め
て相手に直接伝えるときに最も力強いもの
となります。長 と々言葉巧みに述べる必要
はありません。また最初に「証を述べます」
と言う必要もありません。皆さんが今教え
ている特定の原則について，たびたび証を
述べてください。ジョセフ・F・スミス大管長
は，次のように教えています。「そうした証は」.
原則が「真実で信頼できるものであること
を保証する印のようなものです。」.1

深く考える。クラスでも家庭でも，教えてい
るときに，どのような機会に証を述べるべき
だろうか。そうした機会を，どうすればもっ
とうまく活用できるだろうか。

真の改宗とは，真理について御霊か
らの確証を得ることだけを指してい
るのではありません。それらの真理
に従って行動する必要もあります。
生徒が御霊を感じ，それを認められ
るよう助けるだけでなく，彼らが受け

た促しに従って行動するよう助けて
ください。生徒に行動するように勧め
ることについて詳しく学ぶには，この
リソースの「行動するように勧める」	
を参照してください。

行動するように勧める

レッスン2—御霊によって教える
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分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。

一緒に学ぶ。この項にある一つ，ある
いは幾つかのアイデアについて，教師

たちに話し合ってもらいます。一度の
集会で何もかもしようとしないでくだ
さい。

やってみる。必要に応じて教師たちに，
この話し合いの間に受けた霊的な印
象をどんなことでも分かち合ってもら
います。御霊の導きを受けるために，

次に教える機会に彼らは何をするでし
ょうか。教師たちに，次回の教師評議
会集会でそれぞれの経験を分かち合
うよう勧めます。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

聖典からの例。アルマ5：45－48；36：3－
4に記されている，アルマが証を述べた方
法から何を学べるでしょうか。

 「たとえ雄弁でなくとも」（LDS.org）とい
うビデオも視聴してください。

他の人に証を述べるよう勧める
レッスンに御霊を招くために，他の人 に々，
今話し合っている真理についての個人的
な証を分かち合うよう勧めてください。クラ
スの生徒に，福音の原則についての思い
や経験を分かち合ってもらうだけでいいの
です。例えば，次のように尋ねるとよいでし
ょう。「モルモン書についてどのように感じ
ていますか。」または「預言者に従うことで，
あなたの家族はどのような祝福を受けてき
ましたか。」このように促されれば，小さな
子供でも証を述べることができます。

深く考える。生徒について考えるとき，どの
生徒に証を述べるよう勧めるべきだと感じ
るだろうか。

聖典からの例。マタイ16：15－17とヨハネ
11：20－27の記述によると，救い主はどの
ようにペテロとマルタに証を述べるよう勧
められたでしょうか。

 「あなたこそキリストです」と「証させてく
ださい」（LDS.org）というビデオも視聴して
ください。

他の人々が御霊の影響力
に気づけるよう助ける
教師として皆さんにできる最も大切なこと
の一つは，生徒が聖霊の影響力を認める
のを助けることです。このことは子供や青
少年，新会員を教えるとき，特に大切で.

す。皆さんは彼らが個人の啓示を受け，惑
わすものを避け，霊的な自立を育めるよう
備えさせているのです。聖霊の促しを受け
て，生徒に今感じていること，しなければな
らないと感じていることは何か尋ねてくだ
さい。彼らの霊的な感覚を聖霊の影響力
と結びつけて考えられるように助けてくだ
さい。

深く考える。教えているとき，その場に御霊
があることがどのようにして分かるだろう.
か。

聖典からの例。ガラテア5：22－23；モロナ
イ7：13；教義と聖約8：2－3をどのように
活用すれば，生徒が聖霊の影響力を認め
るのを助けられるでしょうか。

1．	Gospel Doctrine,　第5版（1939年）206

話し合いを導く人へ
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レッスン2—御霊によって教える

自分自身を霊的に備える

救い主は地上での教導の業に備え，断食と祈りをささげるため，また「神とともにいる」ために，「御霊によって導かれ」ました（ジョセフ・ス
ミス訳，マタイ4：1）。福音を力強く教えるということは，レッスンを準備するだけでなく，自分自身を備えるということです。福音を効果的に
教える教師は，クラスの全時間をどのように使うかを考える前に，自分の心を聖霊で満たすことに心を向けます。御霊は真の教師であり，
改心に導く真の原動力だからです。

「命の言葉を……大切に蓄
えるようにしなさい」
絶えず祈りながら神の御言葉を研究する
につれて，聖霊と波長が合うようになりま.
す。すると聖霊は，わたしたちが他の人を教
え高めるときに，それまでに学んだ事柄を
活用できるよう霊感を与えることがおでき
になります。こうした理由で，レッスンを計画
するために補足資料を調べる前に，聖文と
預言者の言葉をを熱心に研究することが
最善の備えとなります。主は次のように約
束しておられます。「絶えず命の言葉を〔わ
たしたちの〕心の中に大切に蓄える」なら，
何を言うべきか，またどのように教えればよ
いかは，「……必要なそのときに授けられ
るであろう。」（教義と聖約84：85）

深く考える。聖文を心に「大切に蓄える」と
は，どういう意味だろうか。聖文が自分にと
って大切な宝であると感じたのはいつだろ
うか。

聖典からの例。ハイラム・スミスが，回復の
業に自身がどのように関わることができる
か知りたいと望んだとき，主はその答えとし
て教義と聖約第11章に記されている啓示
を与えられました（教義と聖約23：3も参.
照）。この聖文の中で，教師として自分に当
てはまる，どのような勧告を見いだすでしょ
うか。

毎日啓示を求める
啓示はしばしば，一度にではなく「教えに
教え」を加えて与えられます（2ニーファイ
28：30）。ですから，レッスンの準備は少な
くとも1週間前に始めるのが理想的です。
教えようとしている福音の原則がクラスの
生徒にどのような祝福をもたらすかについ
て深く考えるなら，仕事場に向かうとき，家
事をしているとき，家族や友達と交わって
いるときなど，日々の生活を通してさまざま
なアイデアや印象が思い浮かぶでしょう。
霊的な備えは，特に時間を取ってするもの
だと思わないでください。そうではなく，皆
さんが普段行っているものだと思ってくだ
さい。

深く考える。毎日もっと頻繁に霊的な導き
を受けるために何ができるだろうか。

聖典からの例。救い主は，毎日の働きの中
にどのような福音の教訓を見いだされたで
しょうか（例えば，マタイ13：1－23；ヨハネ
4：6－14参照）。

デビッド・A・ベドナー，「観察が鋭い」『リア
ホナ』2006年12月号，14－20も参照して
ください。

受けた印象を書き記す
レッスンについて洞察や印象を受けたとき
は，後で思い起こして引用できるように，記
録する方法を見つけてください。ノートや

小さなカード，電子機器を持ち歩いて，「ま
だ御霊に感じている間に」受けた印象をす
ぐに記録に残せるようにするとよいでしょう
（教義と聖約76：80，113）。霊的な印象
を書き記すとき，皆さんは主から受けた指
示を尊重していることを主に示すのです。す
ると主は皆さんを祝福し，より頻繁に啓示
を与えてくださいます。

生徒たちにも同様に，霊的な印象を書き記
すよう勧めてください。小さい子供には，自
分の考えや経験を両親やきょうだいに分
かち合うように励ますとよいでしょう。リチ
ャード・G・スコット長老は次のように約束
しています。「しっかりと記録された知識は
必要なときに活用できます。……〔記録さ
れた霊的な情報によって〕さらに光を受け
られるようになるでしょう。」.1

深く考える。どのような方法で霊的な印象
を記録するのが，自分にとって最も有益だ
ろうか。

聖典からの例。救い主はニーファイの民を
訪れられたとき，彼らが書き継いできた記
録を見せるように言われました。3ニーファ
イ23：7－14にある主の言葉から，自分が
受けた霊感を記録することの大切さについ
て，何を学べるでしょうか。

1．	リチャード・G・スコット（「霊的な知識を得る」『聖
徒の道』1994年1月号，99

話し合いを導く人へ

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。

一緒に学ぶ。この項にある一つ，ある
いは幾つかのアイデアについて，教師
たちに話し合ってもらいます。例えば，

教師たちに，聖典からの例を研究して
いるときに受けた印象を何でも分か
ち合うよう勧めるのもよいでしょう。

勧める。家庭で家族に教える機会を含
め，次に教える機会に備えるときに受
ける霊的な印象を書き記すよう，教師
たちに勧めます。必要に応じて，次回

の教師評議会集会で，それぞれが書
き記したことを分かち合ってもらいま
す。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。
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レッスン2—御霊によって教える

イエス・キリストの福音に従って生活する

偉大な教師であられる救い主は，御父に対する従順の完全な模範です。キリストのような教師になるために，皆さんにできる最も大切な
ことは，おそらく救い主の従順の模範に従い，家庭でも教会でも，その他どこにいるときにも，心を尽くして福音に従った生活をすること
です。それが聖霊を伴侶とするのにふさわしくなるための原則なのです。皆さんは完全である必要はありませんが，完全になるようひたす
ら努力し続けてください。そして間違いを犯したときにはいつでも，救い主の贖いを通して得られる赦しを願い求めてください。ボイド.
・K・パッカー会長はこう教えました。「力は，教師が個々のレッスンにおいてだけでなく，自身の生活の中で絶えず御霊に波長を合わせな
がら，自分にできる全てのことを行ったときに与えられます。.1

救い主の生涯を模範とする
救い主の教授法，すなわち主が用いられ
た手段や言葉を研究するのは有益です。し
かし，人 を々教え高める主の力は，主の生
き方や主の人となりからもたらされたもの
です。ですから，皆さんがキリストのように
生活するよう努め励めば励むほど，それだ
けより救い主のように教えることができる
のです。

深く考える。わたしの生活に影響を与えた
教師について考えるとき，その人たちの中
にある，キリストに似たどのような特質に気
づくだろうか。キリストに似たどのような資
質を，さらに十分に育むべきだと感じるだ
ろうか（自己評価をするために，このリソー
スの「キリストのような教師となるために」
を参照）。

聖典からの例。教義と聖約4：5－6には，
わたしたちが主の業に仕えるのにふさわし
くなる特質が挙げられています。救い主は
これらの特質をどのような模範によって示
されただろうか。そうした特質をどうすれば
育めるだろうか。

生きた証となる　
「皆さんは自分がどのような人であるかに
ついて教えるのです」と，ニール・A・マック
スウェル長老は教えました。「皆さんの特
質は，……特定のレッスンで教えられた特
定の真理よりも，はるかに鮮明に思い起こ
されるでしょう。それはもっともなことです。

もしわたしたちが真の主の弟子として生活
しているなら，それが人の目にもはっきりと
分かるでしょう。」.2赦しについて教えたいと
き，あなたを傷つけた人を赦すよう特別な
努力を払ってください。祈りについて教えた
いときには，皆さん自身が継続的に意義深
い祈りをささげるようにしてください。皆さ
んの個人的な経験を通して，教える原則に

ついて力強い証を述べられるようになりま
す。皆さんが自分の証に従って生活してい
るからこそ，聖霊は皆さんが教えていること
が真実であると証することがおできになる
のです。そして，皆さんが教える人々は，皆
さんの生活の中に福音に従って生活する
ことからもたらされる祝福を目にするでしょ
う。

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。

一緒に学ぶ。この項にある一つ，ある
いは幾つかのアイデアについて，教師
たちに話し合ってもらいます。例えば，

次のように尋ねるのもよいでしょう。	
「証に生きるとは，どういう意味だと思
いますか。」

勧める。教師たちに，この話し合いの
間に受けた霊的な印象に注意を払う
ように言います。イエス・キリストの福
音にさらに十分に従って生活するた
めに，御霊は何を行うべきであると告

げているかについて考えてもらいま	
す。そうした促しを書き留め，それに基
づいて行動するよう，彼らを励ましてく
ださい。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ
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深く考える。次の数週間のうちに，どの福
音の原則を教える予定だろうか。それらの
原則にさらに十分に従って生活するために
はどうすればよいだろうか。

聖典からの例。最後の晩餐で，主の弟子た
ちは，自分たちの中で誰が一番偉いかとい
う争論を起こしました（ルカ22：14，24－
27参照）。救い主は真の偉大さについて弟
子たちにどのように教えられたでしょうか.
（ヨハネ13：1－17参照）。

「福音に従った生活は力をもたらす」.
（LDS.org）というビデオも視聴してくださ.
い。

悔い改める
さらに救い主のように生活し教えようと努
める中で，皆さんは当然，うまくできないと
きもしばしばあるでしょう。そのようなとき
落胆しないでください。その代わりに，自分
の失敗や弱さを天の御父と救い主に委ね
ましょう。キリストの贖いから力を得てくだ
さい。悔い改めとは，大きな罪を正すため
だけのものではないことを覚えておいてく
ださい。悔い改めは，さらに天の御父と救
い主のような人になるために必要な変化
を遂げていく日々の過程です。結局，これは
まさに今皆さんが，クラスの生徒を霊的に
鼓舞して，行動を促そうとしていることなの
です。

深く考える。自分の生活を吟味するとき，さ
らにイエス・キリストのようになるために何
を変えるよう御霊の促しを感じるだろうか。

聖典からの例。アルマ26：21－22にあるア
ルマの言葉から，悔い改めと教えることの
関連性について，何を学べるでしょうか。

1．	ボイド・K・パッカー，Teach Ye Diligently（1975年），
306

2．	ニール・A・マックスウェル，“But a Few Days”（教会
教育システム宗教教育者への講話，1982年9月10
日，2）si.lds.org
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レッスン2—御霊によって教える

御霊を招く環境を整える

ガリラヤの海，変貌の山，エルサレム，バウンティフルの神殿といった，救い主が教えを授けられた幾つかの場所について考えてみてくだ
さい。そうした場所は，どういった点で救い主が教えられるのに適していたのでしょうか。日曜学校のクラスや定員会集会の教師として，
皆さんは教える場所の環境を整えるのが難しいと感じることがあるかもしれません。しかし，教室に御霊を招き入れるために，物理的な
環境と霊的な雰囲気の両面でできることがたくさんあります。

物理的な環境を整える
どこにいても御霊の教えを受けることはで
きますが，周りの状況は真理を学び，感じ
取る能力に大きな影響を及ぼすことがあり
ます。教室に足を踏み入れたとき，どう感じ
るかに注意を払ってください。教室の中は
きちんと整頓され清潔でしょうか。椅子.
は，教師と生徒，また生徒同士が意志の疎
通を図りやすい形に並べられていますか。
誰もが教師や他の生徒の声を聞き取れる
でしょうか。教室の中に，生徒が御霊を感
じにくくするようなものがないでしょうか。

レッスンの妨げになりそうなものを取り除く
と同時に，御霊を招くために教室に加える
とよいと思うものについて検討してみてくだ
さい。例えば，前奏曲（録音された賛美歌
などの敬虔な音楽を含む）によって，生徒
がやって来たときに敬虔な態度を促すこと
ができます。また絵などの視覚教材を展示
すると，効果的な教材となるうえに，親しみ
やすく温かい雰囲気を作り出すことができ
ます。

日曜学校会長会のメンバーまたは他の補
助組織の指導者に頼んで，そうした教室の
環境作りを手伝ってもらうのもよいでしょ.

う。そうすることで，教師はクラスの生徒に
心を集中させることができます。

教えるのに適した環境を整えるためにでき
ることを全て行い，純粋な教義を教えるこ
とで，どのような物理的環境も力強い霊的
な学習の場に変えられることを覚えておい
てください。

深く考える。今使っている教室のどのような
点が，御霊がともにいてくださるような環境
作りに役立っているだろうか。教室内を今
後どのように変える必要があるだろうか。

聖典からの例。「学びの家」また「秩序の.
家」を築くようにという主の指示を，教師とし
ての召しにどのように当てはめればよいで
しょうか（教義と聖約88：119－120.
参照）。

愛に満ちた雰囲気を作り出す
御霊を招く要素の幾つかは，生徒の態度，
互いの接し方，また福音についての感じ方
といった把握しづらいものです。生徒一人
一人がクラスの雰囲気に影響を及ぼして
いることを，彼らが理解できるよう助けてく
ださい。誰もが安心して自分の経験や疑.
問，証を分かち合えるような，なごやかで愛

と敬意に満ちた環境作りに協力してくれる
よう，生徒を励まします。

特に青少年や子供を教えている場合，皆さ
んの模範は生徒の態度に大きな影響を与
えます。生徒がやって来たとき，心からの笑
顔と握手で挨拶しましょう。言葉と行動に
よって，皆さんが福音を愛していること，そ
して彼らの霊的成長に関心を持っているこ
とを示してください。

深く考える。今の学習環境の中で，誰もが
自分は歓迎されており心地良いと感じられ
るようにするために，クラスの生徒たちに何
ができるだろうか。より良い模範になるため
に，何か行う必要があるだろうか。

聖典からの例。救い主は，御自身の弟子た
ちが「互いに愛し合う」ことを学べるように，
何をされましたか（ヨハネ13：34）。

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。

一緒に学ぶ。この項にある一つ，ある
いは幾つかのアイデアについて，教師
たちに話し合ってもらいます。

やってみる。教師たちに，今集会を開い
ている部屋の中を魅力的で居心地の
良い雰囲気にするために，この項に挙
げられているアイデアを応用するよう
勧めます。一人の教師に，次の教師評
議会集会のために部屋の準備をする
責任を割り当てるのもよいでしょう。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ
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レッスン2—御霊によって教える

偶発的に訪れる「教える瞬間」を活用する

救い主の教えの大部分は会堂の中ではなく，弟子たちと食事をしているとき，井戸から水をくんでいるとき，イチジクの木の傍らを通りが
かったときなど，普段のごく日常的な場面で与えられました。クラスの生徒と交わる機会が日曜日だけだとしても，生徒に学ぶ備えができ
ていることを示す兆候はないか注意深く見守ってください。教えるよう計画していない事柄であっても，彼らに学ぶ備えができているのを
見逃さないようにします。

いつでも用意をしておく
日常の中の教える機会はすぐに過ぎ去って
しまいます。ですから好機が訪れたとき，そ
の機会を逃さず活用することが大切です。
例えば，新しい映画の有害なメッセージに
ついて生徒が感想を述べたとき，御霊の導
きにより，主の標準とこの世の風潮を比較
する機会とすることができるかもしれませ
ん。また暴風雨が，福音が多くの人生の嵐
からいかにわたしたちを守ってくれるかに
ついて話すきっかけとなるかもしれませ.
ん。こうした会話が最も効果的に行われる
のは，そのテーマが手引きで取り上げられ
る次のレッスンのときではなく，テーマに即
した出来事が起きているまさにそのときな
のです。そういった瞬間は思いがけない時
にやって来ます。ですからレッスンの準備の
ように備えることはできません。しかし，御
霊の導きにすぐに気づけるよう，自分自身が
「いつでも用意をして」（1ペテロ3：15）い
ることで備えることができます。救い主は，
教えることは週に一度果たす役割であると
考えてはおられませんでした。そうではな.
く，教師であることは，主の人格に関わるこ
とだったのです。皆さんが自身を常時福音
の教師であると考えているなら，どのような
場面をも教える機会とすることができます。

深く考える。計画したレッスンの他に，どの
ような教える機会があるだろうか。そのよう

な瞬間を確実に活用できるよう備えるため
に，何ができるだろうか。

聖典からの例。「いつでも」また「どのような
所にいても」神の証人になることについて
のアルマの言葉（モーサヤ18：9）は，教師
である皆さんにどのように当てはまるでしょ
うか（教義と聖約84：85も参照）。

注意深くある
クラスの生徒の生活に起きている事柄に
注意を払うにつれて，皆さんは教えるのに
最適の機会を見いだすでしょう。例えば，
難しい決断に直面している10代の若者は
個人の啓示を受ける方法について，また恐
れを感じている子供は慰め主としての御霊
について学ぶ備えができているかもしれま
せん。生徒が意見を述べたり，質問したり
するときも，教える機会になることがありま
す。

深く考える。わたしが何かを学ぶ備えがで
きていることに気づいてくれた家族や教師
を通して，祝福を受けたのはいつだっただ
ろうか。

聖典からの例。ルカ15章にあるたとえ話を
するきっかけとなったパリサイ人や律法学
者について，救い主はどんなことを見て取
られたでしょうか（1－2節参照）。

分かりやすく臨機応変に教える
教えるのに最適な瞬間は，クラスの生徒が
抱いている疑問や不安がきっかけとなって
訪れることもあります。しかし，皆さんが忙し
すぎたり，批判的だったり，あるいは準備し
た資料を教えることばかりに気を取られて
いるように見えるなら，生徒は自分の疑問
や不安について話しにくいと感じるかもし
れません。御霊の促しを受けたときに.
は，計画していたレッスンを進んで脇に置
き，生徒が関心を寄せている事柄に耳を
傾けてください。言葉と行動を通して，皆さ
んが生徒の話をぜひ聞きたいと思っている
ことを彼らに知らせてください。

深く考える。生徒はわたしが彼らの疑問に
関心を持っていることを知っているだろう
か。どうすればわたしの関心をもっとうまく
伝えられるだろうか。

聖典からの例。マルコ5：22－34；6：30－
44；3ニーファイ17から，人々が助けを必要
としているときに，救い主が進んで教えと
祝福を授けられたことについて，何を学べ
るでしょうか。

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。この集会中に，教え
るのに最適な瞬間が何度か訪れるか
もしれません。

一緒に学ぶ。この項にある一つ，ある
いは幾つかのアイデアについて，教師
たちに話し合ってもらいます。

やってみる。教師たちに，この1週間で
行ったよくある活動（家事を終わらせ
る，家族の誰かとゲームをする，映画
またはスポーツイベントを観る，日用

品の買い物に行くなど）のリストを作
るように言います。こうした活動を，ど
のように教える機会とできるかについ
て話し合ってもらいます。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ
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レッスン2—御霊によって教える

計画を立てる

主は次のように命じられました。「あなたがた自らを組織しなさい。すべての必要なものを用意しなさい。」（教義と聖約88：119）教える前
にレッスンプランを立てることによって，皆さんは生徒の必要を最も満たすことができると感じる福音の原則を見極め，それらの原則を
裏付けるリソースを特定することができます。また，時間にせかされることのない状況の中で，御霊の導きを受けやすくもなります。前もっ
てプランを立てておくなら，教えている間，次に話すべきことよりも生徒に気持ちを集中させることができます。さらに，必要であればプラ
ンを調整するようにという御霊の促しに応じられるように，よりよく備えておけます。

生徒に祝福をもたらす
原則に焦点を絞る
レッスンプランの中核を成すのは，生徒の
必要とその必要を満たす福音の原則であ
るべきです。教える予定の聖文と預言者の
教えを祈りの気持ちで研究するとき，次の
ように自問してください。「ここに見いだせ
る，クラスの生徒にとって特に意義深い事
柄とは何だろうか。」例えば，イエス・キリス
トの贖いについて教えている場合，クラス
の生徒の幾人かが悔い改めた後にも自分
自身を赦すことができずに苦しんでいると
感じるかもしれません。そこで，あなたはイ
ザヤ1：18にある次のような約束を彼らに
分かち合うよう促しを感じるかもしれませ
ん。「たといあなたがたの罪は緋のようであ
っても，雪のように白くなるのだ。」

計画するとき，御霊の導きに従ってくださ
い。御霊は，クラスの生徒にとって意義深
い聖文や預言者の教え，レッスン手引きの
中のアイデアを，皆さんが思ってもみなかっ

た方法で提示できるよう導いてください.
ます。

深く考える。次のレッスンで，どの原則を教
えるのだろうか。これらの原則のうちのど
れが，クラスの生徒の必要を最も満たすこ
とができると感じるだろうか。

聖典からの例アルマ39－42には，息子コ
リアントンに向けたアルマの助言が記され
ています。アルマは息子のどんな必要に気
づいたでしょうか。どんな原則を教えるべ
きだと感じたでしょうか。アルマの模範から
何を学べますか。

原則を裏付けるリソースを見つける
レッスンプランを立てるとき，話し合う予定
の福音の原則を生徒が理解できるような
方法を探してください。基本となるリソース
は，聖文と生ける預言者の言葉です。補足
資料に目を向ける前に，それらの基本的な
リソースを読んでください。その原則を教え
るのに，どの聖文が役立ちますか。最近の

総大会で，その原則についての説教があり
ましたか。生徒がその原則について深く考
え，応用するのを助けるために，どのような
質問をするとよいでしょうか。その他に，物
語，実物を使ったレッスン，絵，ビデオ，賛
美歌，子供の歌といった，その原則を裏付
けるのに役立つリソースがありますか。そう
したリソースは，教会の教科課程の資料お
よび機関誌，またはLDS.orgにたくさんあ
ります。教える予定の各原則を挙げ，質問
や利用できるリソースを幾つか書き出しま
しょう。リストに挙げたリソースを全て使う
ことは難しく，また必要ないかもしれません
が，念のために準備しておくとよいでしょ.
う。

深く考える。福音の原則を効果的に教える
ために，これまで他の教師がどんなリソー
スを用いるのを見たことがあるだろうか。ど
のリソースを利用できるだろうか。

聖典からの例。ルカ10：25－37において，
原則を明確にするために救い主が用いら
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れた方法について，どのような感銘を受け
ましたか。

このリソースの「音楽や物語，視覚資料な
どを活用して教義を教える」の項も参照し
てください。

喜んで調整する
よく祈って準備・計画したレッスンプラン.
は，生徒に豊かな祝福をもたらすことがで
きますが，御霊の導きを受けたときには，レ
ッスン中にためらわずレッスンプランを調
整してください。生徒の発言や質問によく
注意を払いましょう。特定の原則に予定よ
り多くの時間を使うよう，あるいはレッスン
プランに含まれない問題について話すよ.
う，御霊の促しを受けるかもしれません。

計画したことを全て提示することより，生徒
一人一人の霊的成長がもっと大切である
ことを覚えておいてください。霊的な成長
の多くは，教室以外の場所で達成されるも
のです。生徒に，個人や家族で学んだこと
を分かち合うよう促す質問をするよう計画
してください。前もって熱心に研究すれば
するほど，それだけ個々の必要に合わせて
支援する備えができるでしょう。

深く考える。教えているとき，御霊の促しに
確実に注意を払えるようになるために，何
ができるだろうか。

聖典からの例。教義と聖約11：21から，教
える際の御霊の役割について何を学べる
でしょうか。

教えるためのアイデア
レッスンを計画するとき，生徒が聖文と末
日の預言者の言葉から学ぶのを助けるた
めに，何をするように勧めるか考えてくださ
い。以下に，ほぼどの聖文やテーマにも応
用できるアイデアを紹介します。その他のア
イデアは，教会教科課程資料の中に見つ
けることができます。しかし，最良のアイデ
アは，皆さんが生徒の必要について考えて
いるとき御霊によって知らされることがしば
しばあります。

クラスの生徒は次のことができます。
■ 聖文の中に見つけた原則と真理のリス
トを作成する。その聖句のどの語句や模範
が，これらの原則を理解する助けになりま
すか。

■ 聖文や総大会の説教の中に，疑問への
答えを探す。

■ 家族や友達に原則をどのように教える
かについて分かち合う。生徒たちは子供に
その原則をどのように教えるでしょうか。別
の信仰を持つ人に教える場合はどうでしょ
うか。

■ 二つ以上の聖文の物語と聖文の言葉
を比較する。この対比から，生徒たちはどの
ような洞察を得るでしょうか。

■ 福音の原則についての賛美歌を見つけ
て歌う。

■ 聖文の言葉を自分自身の言葉で要約
する。

■ 聖文と関連する絵を組み合わせる。こ
れらの絵は，生徒たちが聖文をさらによく
理解するうえで，どのように助けとなるでし
ょうか。

■ 福音の原則に関連した状況をロールプ
レーする。

■ LDS.orgで見つけられるDVDやビデオ
など，教会が制作した，原則に関するメディ
アを視聴する。

■ 絵や物が，どのように福音の原則に関
連しているかを説明する。
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分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。

一緒に学ぶ。この項にある一つ，ある
いは幾つかのアイデアについて，教師
たちに話し合ってもらいます。

やってみる。適切ならばグループで一
緒に，関連するレッスン手引きを参照
しながら，次のレッスンのためにレッ
スンのサンプルプランを準備します。
そのサンプルプランを，この項か他の
プランで使ってもよいでしょう。教師た
ちに，次回のレッスンのためのレッス

ンプランを立てるよう勧め，他の教師
からフィードバックを受けるために次
回の教師評議会集会に持って来るよ
う勧めます。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ

レッスンプランのサンプル
レッスンプランを立てる方法はたくさんあります。皆さんと教えている生徒一人一人に最も適したリソースを使ってください。以下に，実践
可能な取り組み方法を紹介します。

分かち合うよう勧める－レッスンの最初に，クラスの生徒に，互いの考えや経験を分かち合うよう促すとよいでしょう。生徒たち
は，聖文を読んでいるときに得た考察や聖文から学んだ原則を応用した経験，今週のテーマに関する疑問などを分かち合って
くれるかもしれません。

教義を教える－クラスの生徒が自分で福音の真理を見つけられるような方法を考えてください。それによって，前もって皆さん
の考えをまとめたり，資料をそろえたりすることができるでしょう。例えば，テーマが神権の回復ならば，次のような取り組みをす
ることができます。

原則 裏付けとなる聖文 質問 レッスン補助資料

イエス・キリストは御自身
の教会を設立するに当たっ
て，使徒たちに神権の権能
を授けられた。

マタイ10：1；使徒2：37－47；	
ヘブル5：4

これらの聖句は，神権の権
能の大切さについて，何を
教えていますか。

イエスが十二使徒を聖任し
ている場面の絵

多くの使徒を殺すなど，悪
事が広まったために，主は
地上から神権の権能を取り
去ってしまわれた。

アモス8：11－12；マタイ	
24：9－11；使徒20：29－30；2
テサロニケ2：1－4；モルモン
1：13－14

この世で，背教を示すどのよ
うな証拠を目にしてきまし
たか。

類比—12個のライトで照ら
されている部屋の中にい	
て，その全てのライトが一度
に消えたことを想像してく
ださい。このことは使徒と，
神権の権能を失うこととど
のように関連していますか。

古代に神権を持っていた人
々によって，神権がジョセ	
フ・スミスに回復されまし
た。

教義と聖約13：1；27：12－
13；110；ジョセフ・スミスー
歴史1：68－72

神権の回復について研究す
る中で，御霊を通して何を
学びましたか。

ビデオ—「神権の回復」	
（LDS.org）

今日，神権の祝福は全ての
人に及ぶ。

教義と聖約1：20；84：19－20 神権はあなたと家族をどの
ように祝福してきましたか。

「天よりの声聞け」『賛美歌』
166番

応用するよう勧める—レッスンの途中で何度か，クラスの生徒に，学んだことから得た霊的な思いや行動を促す霊感について
考えてみるように勧めます。

さらに学ぶよう励ます—クラスの生徒に，次週話し合う予定の事柄を知らせ，家で前もって準備するよう勧めることが有益にな
ることがよくあります。
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教義を教える
（『手引き　第2部—教会の管理運営』〔2010年〕5.5.4）

救い主はこう言われました。「わたしの教はわたし自身の教ではなく，わたしをつかわされたかたの教である。」（ヨハネ7：16）御父の教義
は永遠の真理によって構成されており，その教えを熱心に取り入れるならば昇栄へと導かれます。これらの真理の中心を成すのが，救い
の計画における救い主の贖いと，贖いの重要な役割です。救い主はわたしたちに，「互いに王国の教義を教え合〔う〕」ように命じられま
した（教義と聖約88：77）。そうするときに，聖霊はその教義が真実であることを証し，それに従って生きるように人 を々霊的に鼓舞しま.
す。教義が変わることはありません。むしろ教義はわたしたちを変え，わたしたちが教える人 を々変えるのです。

キリストの教義を中心に教える
ボイド・K・パッカー会長はこう教えていま
す。「まことの教えを理解すれば，人の態度
や行動は変わります。」.1福音の教師として，
「神の言葉の力」は「どのようなことよりも
民の心に力強い影響を及ぼ〔す〕」ことに信
頼を寄せてください（アルマ31：5）。もしあ
なたが単に生徒たちを楽しませたり，クラ
スに集中させることだけに焦点を当てるな
らば，生徒たちの生活に意義ある変化をも
たらすはずの永遠の真理を教える機会を
逃すことになるかもしれません。

正しい教義を教えているかどうかを確認す
る一つの方法は，教えている事柄がどのよ
うにキリストの教義に関連しているかを吟
味することです。キリストの教義は2ニーフ
ァイ31章や3ニーファイ27：16ー21に要約
されており，聖文の至る所で見つけること
ができます。繰り返し次のように自問すると
良いでしょう。「わたしが教えている事柄.
は，クラスの生徒たちがキリストへの信仰
を築き，悔い改め，神との聖約を交わし，聖
約を守り，聖霊を受けるために，どのような
助けになるだろうか。」

深く考える。生徒たちがキリストの教義に
従った生活をするとき，どのような祝福を
受けるだろうか（3ニーファイ27：16ー21
参照）。生徒がキリストの教義に従った生
活をしないときには，どのような永遠の結
果が待っているだろうか。

聖典からの例。モーサヤ5：2ー5による.
と，ベニヤミン王の民を変えたのは何だっ
たのでしょうか。ベニヤミン王は彼らに何
を教えたのでしょうか（モーサヤ2ー5章参
照）。ベニヤミン王が教えた事柄は，キリス
トの教義とどのように関連しているでしょう
か。

救いの計画の中から教える
ときどき生徒たちは（特に青少年は），福音
の原則が彼らにどんな関係があるのか，あ
るいはなぜ特定の戒めを守らないといけ
ないのか，疑問に感じます。しかし，もし彼
らが子どもたちの幸福のために備えられた
天の御父の永遠の計画を理解するなら.
ば，福音の原則と戒めがある理由がより明
確になり，それに従いたいという気持ちが
高まります。例えば，永遠の結婚の教義と
天の御父のようになる可能性を理解して
いる人は，純潔の律法に従う理由がありま
す。それは，望まない妊娠や病気を避けた
いという思いよりもはるかに強いものです。

深く考える。次のレッスンでどの原則を教
えたらよいだろうか。クラスの生徒たちが救
いの計画の中にあるこれらの原則を理解
できるように，どのように助けたらよいだろ
うか。

聖典からの例。神は「贖いの計画」を人々
に教えられた後に戒めを与えられたと，ア
ルマは教えました（アルマ12：32参照）。教

えるとき，この模範をどのように取り入れる
ことができるだろうか。

聖文と末日の預言者の言葉を用いる
主はわたしたちに，「互いに王国の教義を
教え合〔う〕」ように（教義と聖約88：77），.
そして聖文を用いて「福音の原則を教え
〔る〕」ように命じられました（教義と聖約
42：12）。聖文と，末日の預言者と使徒の
言葉が，わたしたちが教える真理の源で
す。あらゆる機会を通じて，生徒が導きや
質問への答えや助けを受けるために神の
言葉に立ち返るよう霊的に鼓舞してくださ
い。もし生徒たちが「キリストの言葉をよく
味わう」ならば，彼らがそこから見いだす教
義は「〔彼らが〕なすべきことをすべて告げ
る」ことでしょう（2ニーファイ32：3）。

生徒たちがクラスの中でしか福音の
教義を学んでいないとすれば，必要な
霊的な養いを受けることができませ
ん。生徒たちが自分の信仰を築き，も

っとキリストのようになるのを助ける
ためにあなたができる最も重要なこ
とは，自分自身で，そして家庭の中で
聖文から学ぶように彼らを霊的に促

すことです。アイデアとして，このリソー
スの中の「家庭での福音学習を支援
する」を参照してください。

家庭での福音学習を支援する

レッスン3—教義を教える
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深く考える。生徒が神の言葉を「よく味わ
う」ために，どのように霊的に鼓舞したらよ
いだろうか。彼らが脚注や聖句ガイド，その
他の学習参考資料を活用して聖文をさら
に理解できるようにするには，どのように助
けたらよいのだろうか。

聖典からの例。聖文を用いて福音の真理
を教え，証することに関して，救い主のどの
ような模範を見つけることができるだろうか
（例として，マタイ12：1－8とルカ4：16－
21を参照）。

生徒たちが聖文を自分たち
に当てはめるのを助ける
ニーファイは述べています。「すべての聖文
を自分たちに当てはめて，それが自分たち
の利益となり，知識となるようにするためで
あった。」（1ニーファイ19：23）アブラハム，
エステル，リーハイ，ジョセフ・スミスに霊感
と励ましを与えたのと同じ福音の真理が，
生徒が直面する現代の試練に対しても助
けとなります。生徒たちが聖文を自分たち
に当てはめられるように，聖句に自分の名
前を書き入れたり，聖文の記述が彼らの
生活とどのような関連があるか深く考える
ように勧めてください。

深く考える。直面した苦難に対して，深い
洞察を与えてくれたのはどの聖文だっただ
ろうか。

聖典からの例。救い主は，御自分が教えた
人 に々どのように聖文を当てはめられたで
しょうか（例として，ルカ4：24ー32を参照）。

生徒たちが聖文の真理を
見つけるのを助ける
生徒たちがクラスで聖文を読む前に，その
箇所で教えられている特定の真理を見つ
けるように勧めてもよいでしょう。そのよう
な真理が明確に述べられていることもあれ
ば，暗示されているだけのこともあるでしょ
う。例えば，次のように言うことができます。
「教義と聖約11：12－14を読むときに，
聖霊について学べる真理を探してくださ.
い。」

深く考える。クラスの生徒たちが聖文から
福音の真理を見つける方法を学ぶのを助
けるために，何ができるだろうか。

聖典からの例。なぜ救い主はニーファイ
人に聖文を研究し，預言者の言葉を読
むように求めたのでしょうか（3ニーファイ
23：1－5参照）。

 「聖文を探究する」というビデオを視聴
してください。（LDS.org）

真の教義について証する
救い主は「律法学者たちのようにではな.
く，権威ある者のように」教えられました（マ
タイ7：29）。救い主の個人的な証はその言

葉に権威を与え，救い主が永遠の真理を
教えておられることを人 に々認識させる助
けとなりました。あなたが真の教義につい
て証を述べるとき，御霊は生徒の心にその
教義が真実であることを確認します。

深く考える。他の人の力強い証によって，わ
たしの証はどのように強められただろうか。

聖典からの例。真理の証を述べるアルマ
の例から，何を学ぶことができるだろうか
（アルマ5：43－48参照）。

1．	ボイド・K・パッカー「恐れてはならない」『リアホナ
』2004年5月号，77

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ったり，教え方に関する質問を
出してもらったりします。

一緒に学ぶ。このセクションにある一
つ，あるいは幾つかのアイデアについ

て話し合うように教師に依頼します。
一度の集会で，全てのことをやろうと
しないでください。

やってみる。教師に好きな聖句を幾つ
か分かち合ってもらいます。それぞれ

の聖文を生徒たちの生活に当てはめ
ることができるように，さまざまな方
法を話し合います。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ
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教義を教えるために音楽，物語，芸術作品を活用する

神が地球を創造されたとき，神はわたしたちの人生が豊かで美しいものとなるように，あらゆる種類の動植物で地を満たし，地にさまざ
まな形を与えられました。福音を教える際に，あなたもあらゆる種類の教え方を身につけられるように，幾つかの方法を考えてみましょ.
う。そうすることで，生徒たちの経験も豊かで美しいものとなり，生徒たちのあらゆる必要に手を差し伸べることができるようになるでしょ
う。音楽，物語，絵画やその他の芸術作品を活用することで，どのように御霊を招き，福音の原則を記憶に残るように分かりやすく教え，
また生徒たちの日々の生活に福音を関連づけられるか，よく考えてください。またこのようなリソースはレッスンの中心になるべきではな
く，あなたがより効果的に福音の教義を教えるためのツールにすぎないということを忘れないでください。

御霊を招き教義を教えるた
めに音楽を活用する
大管長会は次のように述べました。「音楽
には，〔わたしたちの〕霊性を大いに高め，
福音のために熱心に働くよう啓発する限り
ない力があります。」.1賛美歌を聞いたり歌
ったりすることは，敬虔な雰囲気を作り出
し御霊を招きます。賛美歌はまた，福音の
原則を教えます。例えば，「救い主，われ信
ず」（賛美歌72番）や，ジョージ・フレデリッ
ク・ヘンデルによるハレルヤコーラスなど.
は，救い主の神聖な役割と使命についての
話し合いに霊感を与えることでしょう。レッ
スンの一部にどう音楽を使うことができる
か考えてみてください。例えば，賛美歌の
録音を流したり，ある家族や何人かの初等
協会の子どもたちをクラスに招待して歌っ
てもらうこともできるでしょう。

深く考える。神聖な音楽はわたしの証にど
のような影響を及ぼしてきただろうか。生
徒にどのような祝福をもたらすだろうか。

聖典からの例。イエスと弟子たちがゲツセ
マネの園へ行く前に賛美歌を歌ったのに
は，どのような理由があると考えられるで
しょうか（マタイ26：30参照。更にコロサイ
3：16；教義と聖約25：12を参照）。

福音の原則を教えるために
物語とたとえを活用する
人々がどのように福音の原則を日々の生活
に取り入れたらよいか理解できるように，

救い主はたびたび物語やたとえ話を語ら
れました。救い主の教えは，魚，種，鍵，杯，
その他多くの日用品などを用いた話に富
んでいました。教える準備をする際に，あな
た自身の人生やクラスの生徒たちの日々の
生活から，福音の原則が生かせるようなた
とえや物語を考えてみてください。例えば，
聖霊はどのような意味でコンパスや懐中電
灯や暖かい毛布に似ているか話し合うこと
もできるでしょう。健全な文学からの心を
高める引用も，レッスンを豊かなものにして
くれます。できるだけ頻繁に，生徒たち自身
の物語や経験を分かち合うように勧めてく
ださい。

深く考える。わたしの人生のどのような経
験が，福音の原則を理解する助けになって
きただろうか。生徒たちが自分の経験を分
かち合うように，どのように励ますことがで
きるだろうか。

聖典からの例。なぜ救い主は，マタイ13：
44－48に書かれているようなたとえ話を
用いられたのでしょうか。

生徒たちを引き込むために
芸術作品を活用する
絵画やビデオ，演劇などの芸術作品は生
徒たちを引き込むのに役立ちます。特に
視覚に訴える教材を好む生徒たちにはそ
うです。そして，聖文の記録をより印象深
いものにします。あなたが活用する芸術作
品は，単なる飾り以上のものでなければ

なりません。それは，生徒たちが福音の教
義を理解する助けとなるべきものです。『
福音の視覚資料集』とLDSメディアライブ
ラリーはLDS.org上にあり，生徒たちが概
念や出来事を想像するのを助けるための
，多くの画像やビデオが含まれています。例
えば，ハリー・アンダーソンによる絵画，「再
臨」は，救い主が地上にお戻りになるときに
どのように感じるかを生徒たちが深く考え
る助けとなるでしょう。放蕩息子のたとえ話
の演劇は，一度道を外れた人を赦すという
ことがどういう意味か，生徒たちが理解す
る助けとなるでしょう。

深く考える。次のレッスンでクラスの生徒た
ちが学習経験を高めることができるように，
どのように芸術作品を活用することができ
るだろうか。

聖典からの例。救い主は，教えるときにどの
ように目に見えるものを活用されたでしょ
うか（例えば，マタイ6：28－30，22：16－
21，マルコ12：41－44を参照）。

1．	「大管長会はしがき」『賛美歌』9－10。

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ったり，教え方に関する質問を
出してもらったりします。

一緒に学ぶ。このセクションにある一
つ，あるいは幾つかのアイデアについ
て話し合うように教師に依頼します。

練習する。このセクションで教えられた
原則をモデル化するために，話し合い
の中に音楽や物語や芸術作品を含め
る方法を見つけてください。例えば，
集会の前に，教師たちが福音の原則
を教えるときに使ったことのある，あ
るいは使うことのできる音楽や物語や
芸術作品を分かち合うことができるよ
うに，あらかじめ用意するように勧め

るとよいでしょう。教師たちが分かち合
った後，分かち合ったものがどのよう
に彼らが教えている原則に役立ち，ま
た生徒の学習経験をどのように高め
ることができるか，話し合ってもらいま
す。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ
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信仰をもって難しい質問に答える

良い教師は，質問をするように生徒たちを励ましますが、ときどき答えるのが難しい質問も出てきます。主は次のように命じられました。
「絶えず命の言葉をあなたがたの心の中に大切に蓄えるようにしなさい。」そして，「告げることは何であろうと，…柔和な心で告げな
ければならない。」これらの事柄を行うときに，「あなたがたの言うべきことは，まさにそのときに」授けられると，主は約束しておられます。
（教義と聖約84：85；教義と聖約100：6－7）

事前に準備する
教える準備をする際に，クラスの生徒たち
の心に浮かびそうな質問を特定できるよう
に，助けを祈り求めてください。聖文と教会
のリソースを調べ，どのように答えるか考え
てみてください。主の助けを求めることで最
高の準備ができるということを忘れないで
ください。

深く考える。次回の教える機会について考
えるときに，生徒たちはどんな難しい質問
を持っているだろうか。準備のために何が
できるだろうか。

聖典からの例。2ニーファイ32：3の約束.
は，教師としてのわたしにどのような関係が
あるでしょうか。

公式の教会リソースを参照する
難しい福音の質問に回答するための最適
な情報源は，聖文，生ける預言者の言葉，
そして他の公式の教会出版物です。例えば
教会は，教会歴史や議論の的となっている
質問に答える助けとして，福音のテーマの
論文を発行しています（lds. org/ topics参
照）。公式の教会リソースに精通して，質問
がある人々にもこれらのリソースを研究す
るように励ましてください。

深く考える。クラスの生徒たちは過去にどの
ような質問をしただろうか。どの教会リソー
スが彼らの助けになるだろうか。

聖典からの例。教義と聖約88：118にある
勧告にどのように従うことができるでしょう
か。

質問に答えるのを助けるよ
う生徒たちに依頼する
多くのクラスでは，お互いに助け合って質
問の答えを見つけるよう生徒たちに勧める

のは適切なことだと思われます。御霊に促
されたときには，たとえ自分が答えを知って
いると感じている場合でも，そのようにする
とよいでしょう。福音の質問に答えるため

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ったり，教え方に関する質問を
出してもらったりします。質問をする際
には，教師たちが快適で安心できる状
況を作れるように努めてください。

一緒に学ぶ。このセクションにある一
つ，あるいは幾つかのアイデアについ
て話し合うように教師に依頼します。

やってみる。集会の前に，生徒たちから
受けたことのある難しい福音の質問

を用意してくるように教師に依頼しま
す。それらの質問に答える適切な方法
をグループで話し合ってください。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ
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に，生徒たちに聖文や他の教会リソースを
調べてもらうとき，彼らに最高の学びの機
会を与えていることになるのです。

深く考える。難しい質問が出てきた場合，ク
ラスの誰が助けとなる考えを出してくれる
だろうか。

聖典からの例。生徒たちが質問の答えを
見つけられるように助けるとき，どのように
教義と聖約88：122にある規範に従うこと
ができるでしょうか。

 「クラスメートの質問に答える」というビ
デオを視聴してください。（LDS.org）

分からないことを認める
答えられていない福音の質問があることに
驚く必要はありません。まだ答えが明らか
にされていない難しい質問もあるのです。
全ての質問に答えたいと感じるのは自然な
ことですが，幾つかの状況では単に次のよ
うに言うのが適切です。「わたしには分か
りません。ぜひ今週自分でこの質問につい
て研究し，次回これについて話し合いまし
ょう。」このような状況の場合，救い主の贖
い，救いの計画，神権の力のような，わたし
たちが既に知っているもっと重要な福音の
真理に，生徒たちを導き戻してください。非
常に重要な福音の原則に関するあなたの
証を述べてください。生徒たちが，次のジェ
フリー・R・ホランド長老の宣言を理解でき

るように助けてください。「この教会では，
わたしたちが知っていることの方が，知ら
ないことよりも常に大切です。」.1

深く考える。答えられていない福音の質問
がある人々の信仰を築くために，何ができ
るだろうか。

聖典からの例。答えられていない福音の質
問に関して，以下の聖句から何を学ぶこと
ができるでしょうか。イザヤ55：8－9；ヨハ
ネ16：12；2コリント5：7；1ニーファイ11：
16－17；教義と聖約101：32－33；モー
セ5：6；信仰箇条1：9。

1．	ジェフリー・R・ホランド「主よ，信じます」『リアホナ
』2013年5月号，94。
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レッスン3—教義を教える

子供を教える

復活された救い主がニーファイ人を訪れたとき，「…子供たちを教え導き，彼らの舌を緩められた。そこで子供たちは，大いなる驚くべき
ことを，実に，イエスがかつて民に明らかにされたことよりも大いなることを，自分の父親に語った。」（3ニーファイ26：14）救い主は，子供
たちを教え，心にかけ，彼らの信仰と改宗に影響を与えるうえで，模範を示してくださいました（3ニーファイ17：23参照）。

両親を支援する
子供たちにとって，両親はもっとも大切な
福音の教師です。両親は子供たちに対する
主要な責任と最大の影響力を有しています
（申命6：6－7）。教会で子供たちを教える
際には，きわめて重要な役割を担う両親を
支援する方法を祈り求めてください。例え
ば，両親に子供たちの必要や興味につい
て話すことができるかもしれません。子供
たちがクラスで何を学んでいるか分かち合
うこともできます。また，教える際に，どのよ
うに両親の努力を支援することができるか
見いだすこともできることでしょう。

深く考える。教会で子供たちを教える努力
をする際，子供たちが家庭で経験している
ことの上にさらなる経験を築いていくには
どうすればよいでしょうか。

聖典からの例。モルモン書の中の信仰深
い両親の模範を考えるとき，御霊は何を教
えてくれるでしょうか（例えば，1ニーファイ
1：1，エノス1：1－3；アルマ56：45－48を
参照）。

さまざまな教授法を活用する
どの子供たちも同じではありません。そして
子供たちの成長はとても速いものです。子
供たちを教えるあなたの努力は，以下にあ
るような，さまざまな教授法を用いるときに
最も効果的なものになるでしょう。
■ 物語　物語を活用して原則が教えられ
るとき，福音の原則は子供たちにとってよ
り分かりやすいものになります。物語は，福
音が毎日の生活にどのように当てはまるの
か，子供たちが知る助けとなります。とりわ

け聖文の中の物語は，教義を力強く教えて
くれます。例えば，ジョセフ・スミスの最初
の示現の記録を活用することによって，祈
りや，啓示，逆境に打ち勝つ，神会の特性
などについて教えることができるでしょう。
自分自身の生活や，教会の機関誌からの
物語を活用することもできるでしょう。幼い
子供たちを教えるときには，彼らを物語に
参加させる方法を計画してください。例え
ば，絵を持ったり，言葉を繰り返させたり，
一部を演じたりできるかもしれません。

■ 視覚教材　絵やビデオや物などの視
覚資料は，子供たちが聖文の物語や教え
られた原則をもっとよく理解し，覚える助け
となるでしょう。多くの絵やビデオは，LDS
メディアライブラリーという，LDS.org上の
サイトで見つけることができます。

■ 音楽　賛美歌と歌は，子供たちが神の
愛を感じ，御霊を感じ，福音の真理を学ぶ
助けとなります。メロディー，リズム，シンプ
ルな歌詞などは，子供たちがこれから先何
年も福音の真理を覚えておくのに助けとな
るでしょう。子供たちと一緒に歌う際には，
子供たちが歌で教えられている原則を発
見し理解することができるように助けてくだ
さい。『子供の歌集』と教会の賛美歌にあ
るほとんどの歌には，聖文の参照箇所が含
まれており，歌と聖文で教えられている教
義を結びつけることができます。

深く考える。子供たちに福音の原則をもっ
と分かりやすくするために，どの物語や物
や歌を使ったらよいでしょうか。

聖典からの例。マタイ18：1－5にある救い
主の教え方から，何を学ぶことができるだ
ろうか。

 「初等協会音楽指導者」（“Primary 
Music Leader”）というビデオも視聴してく
ださい（LDS.org）。

子供たちの創造性を表現
する機会を与える
神の息子，娘として，子供たちは創造する
ために生まれてきています。子供たちに福
音の原則に関する物を何か作るように勧
めることによって，子供たちがその原則をよ
く理解できるよう助け，学んだことを思い出
させてくれる具体的な物を持たせてあげる

ことができます。子供たちは，自分たちの作
ったものを使って，他の人と学んだことを
分かち合うこともできるでしょう。子供たち
を教える際には，子供たちが何かを作り，
描き，色を塗り，書き，創造することを取り
入れてください。これらはただの楽しい活
動以上のものであるばかりか，子供たちの
学びに必要不可欠なものなのです。『リア
ホナ』の各号には，子供たちのための創造
的な活動が含まれています。

深く考える。教える際に，どのように創造的
な活動を取り入れることができるでしょう
か。

質問をするように子供たちを励ます
通常子供たちは好奇心が強く，たくさんの
質問があります。彼らの質問を良い機会と
して捉え，決してレッスンの邪魔や妨害と
は捉えないようにしてください。子供たちの
質問は，学ぶ準備ができている証拠なので
す。そのような質問は，子供たちが何を考
え，何に関心があり，学んだ事柄について
どのような反応をしているかということに価
値ある洞察を与えてくれます。質問に対す
る答えは，聖文や生ける預言者の言葉の
中に見いだすことができるということを，彼
らが分かるように助けてください。

深く考える。彼らの質問や好奇心を大切に
思っていることをクラスの子供たちに示す
には，どうしたらよいだろうか。

聖典からの例。若いジョセフ・スミスは尋ね
るように促されたことで，どのように祝福さ
れたでしょうか（ジョセフ・スミス－歴史1：
10－20参照）。

知っていることを分かち合う
よう子供たちに勧める
子供たちは，何か新しいことを学んだとき
には，それを他の人に分かち合いたいと自
然に感じることでしょう。子供たちのその望
みを励ますために，お互いに，家族に，そし
て友人に，福音の原則を教える機会を与
えてください。更に，あなたが教えている原
則に関連する考えや，気持ちや，経験など
を分かち合うように，彼らに依頼してくださ
い。彼らがシンプルで，純粋で，力強い霊的
な洞察を持っていることが分かることでし
ょう。

ほとんどの子供たち（そして大
人）は，複数の感覚を用いると
きに，最も学ぶものです。子供
たちが学ぶ際には，彼らの視覚
，聴覚，触覚を活かす工夫をし
てください。ある状況下では，子
供たちの嗅覚や味覚を含める
工夫もできるかもしれません。

五感を存分に働かせる
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深く考える。子供からどのような福音の真
理を学んだだろうか。

聖典からの例。3ニーファイ26：14にある
救い主の模範から，何を学ぶことができる
でしょうか。

レッスンの混乱に愛をもって対応する
ときどき子供たちは，クラスの他の生徒た
ちの学びを阻害するような行動を取ること
があります。そのようなときは，その子供が
直面している試練に，忍耐と愛と理解を持
って接してください。その子は，絵を持った
り，ホワイトボードに何かを描いたり，聖文

を読んだりするような前向きな方法でレッ
スンに参加する機会がもっと必要なだけか
もしれません。

もしその子が引き続きレッスンを妨害する
ようであれば，その子と個人的に話すこと
が助けになるかもしれません。あなたの期
待と，その子が期待に応えることができると
いう確信を，愛と忍耐の精神を持って説明
してください。この話し合いに，その子の両
親や初等協会会長会の一員も参加するよ
うに招待するとよいでしょう。

もしレッスンを妨害する子に特別な助けが
必要であれば，ワードやステークの障がい

者スペシャリストと話したり，disabilities. 
lds. org（英語）にアクセスして，そのような
必要をどのように満たすことができるか見
いだしてください。

深く考える。レッスンを妨害する子が愛され
ていると感じられるように，わたしの教え方
に変えられる点はないだろうか。

聖典からの例。箴言15：1や，教義と聖約
18：10と121：41－44などは，妨害に対応
することについて何を教えているでしょう
か。

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ったり，教え方に関する質問を
出してもらったりします。

一緒に学ぶ。このセクションにある一
つ，あるいは幾つかのアイデアについ

て話し合うように教師に依頼します。
一度のレッスンで何もかも教える必要
はありません。

やってみる。このセクションで提案され
た内容を活用して，子供に福音の原則
を教えるロールプレイをするよう教師
たちに勧めます。生徒役として，何名か

の初等協会の子供たちを集会に招待
することを検討してもよいでしょう。そ
の後，教師たちにフィードバックのた
めの時間を与えます。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ
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レッスン3—教義を教える

青少年を教える

聖文に記録されている多くの物語は，神が若い人々の霊的な能力に信頼を置いていることを明確に示しています。サムエルが神殿で主
の声を聞いたのは，まだ若い少年のときでした。モルモンが神聖な使命に対してふさわしさがあることを，霊的な賜物を通して示したの
は，彼がまだ10歳のときでした。ジョセフ・スミスが回復の先駆けとなる啓示によって信任を受けたのは，彼が14歳のときでした。そして
救い主御自身が，神殿の中で御父の御業を教え，御業に従事しておられたのは12歳のときでした。もしあなたが青少年の教師なら，天
の御父が彼らのために備えておられる偉大な業を果たす助けとなる機会があります。

両親を支援する
主は，両親にその子どもたちを教えるとい
う主要な責任を与えておられます。つまり，
あなたが救い主の方法で青少年を教える
努力をするということは，その努力が両親
の努力を支援するものでなければならな
いということです。青少年の両親に，あなた
が教えていることを分かち合ってください。
クラスの若い人々の必要とその必要を満た
す最善の方法について知ることができるよ
うに，両親と話し合ってください。電子メー
ルやショートメールを使って両親と連絡を
取ったり，時には直接会って話すのもよい
でしょう。

青少年とその両親が関係を強めることが
できるように，あなたにできることを行って
ください。若い人々は，アドバイスを必要と
するときにあなたのもとに来ることを心地よ
く感じることもあるかもしれません。しかし
可能な限り，彼らの人生における最も重要
な教師である両親から助言を求めるよう
に，彼らを励ましてください。

深く考える。自分の教える青少年の両親と
ともに働く方法として，どのような適切な方
法があるだろうか。

聖典からの例。ヒラマンの二千人の勇士に
ついて読むときに，自分の教える青少年に
関してどのような印象を持つだろうか（アル
マ53：17－21；56：47；57：21を参照）。

 「家族を強める」というビデオにある教
え方デモンストレーションも視聴してくださ
い（LDS.org）。

高い期待を持ち，青少年がその期待に
応えられるように忍耐をもって助ける
幾つかの点において，青少年を教えること
は大人を教えることとは異なります。多くの
場合，青少年は福音に関する経験が少な
く，クラスで意見を述べることを嫌がるこ
とがあるかもしれません。彼らの集中でき
る時間は短く，物を使ったレッスンや実在
の物語，視覚教材を取り入れたレッスンな
ど，多様な教授法を駆使しなければならな
いかもしれません。青少年の中には，クラス
でして良いことと悪いことの判断が確立し
ていないため，悪い態度がどこまで許され
るか試すような生徒がいるかもしれません
。彼らは自分の信仰や自分自身に自信が持
てずにいることもあります。

しかし一方では，青少年は主の奉仕の御
業において，注目に値することを行える可
能性を秘めています。デビッド・A・ベドナー
長老は語っています。「皆さんの世代は，過
去のどの世代にも増して，聖典に没頭し，
預言者の言葉に精通し，啓示の中から答
えを見つける傾向があると，わたしは信じ
ています。」.1またJ・ルーベン・クラーク・ジュ
ニア管長も，青少年について同じような確
信を述べています。「教会の青少年は，御
霊に関することに飢えています。彼らは福
音を学びたいと切望しています。福音を薄
めることなく純粋なまま学びたいと思って
います。」.2

もし青少年が自分は信頼されていると感じ
るならば，彼らの持つ神聖な可能性に対す
る自信は増し，彼らは驚くようなことを成し
遂げることでしょう。彼らにはもう自分の学
んだ事柄に関して責任を持ち，しっかりと
主の標準を守る決意があるというあなたの

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。

一緒に学ぶ。このセクションにある一
つ，あるいは幾つかのアイデアについ

て，教師たちに話し合ってもらいます。
一度のレッスンで何もかも教える必要
はありません。

やってみる。若い人々が自分自身で聖
文の中から真理を見いだすのを助け
る場面を教師たちにロールプレイして
もらいます。答えを全て教えるのでは
なく，自分で真理を見いだせるように，

青少年を霊的に鼓舞するには教師は
どうしたらよいでしょうか。教師たちは
お互いにどのような助言やアドバイス
を与え合うことができるでしょうか。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ
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認識を，愛情をもって伝えてください。彼ら
がどのような人物になれるかという天の御
父のビジョンを，彼らも知ることができるよ
うに助けてください。

もちろん，青少年が学ぶべきことはもっとた
くさんあります。それはわたしたちも同じで
す。救い主の模範に従って，彼らを愛し続
け，励まし続けてください。また忍耐を持っ
て彼らと働いてください。そして決して諦め
ないでください。

深く考える。自分の教える青少年に対して，
どのような期待を持っているだろうか。彼ら
に対する自信をどのように示すことができ
るだろうか。

聖典からの例。救い主が弟子たちに抱い
ておられる期待を教えてくれる聖句はど
こでしょうか（例えば，マタイ5：48；ヨハネ
13：34－35；14：12を参照）。

このリソースの「生徒を愛する」を見てくだ
さい。

互いに教え合う機会を青少年に与える
青少年はいつもお互いに教え合っていま
す。経験を分かち合ったり，友人が福音の
原則を理解できるよう助けたり，行動によ
って模範を示したりしています。クラスの中
でもお互いに教え合う機会をたくさん与え
ましょう。なぜなら彼らはお互いから，そし
て教える経験から最高の学びを得ること
が度 あ々るからです。青少年に教えるよう
依頼するときには，十分に時間を取って彼
らが適切な準備を行えるようにしてくださ
い。このリソースの原則を幾つか彼らと分
かち合い，あなたが教える準備をするとき
には何を行うかを説明してください。以下
のパターンを考慮してください。彼らに理
解してほしい原則を説明する。それをどの
ように当てはめるか示す。彼らに実践して

もらう。努力を評価する。もう一度実践する
機会を与える。

このような方法で青少年を助けることによ
って，あなたはただ1回のレッスンのためだ
けでなく，生涯にわたって救い主の方法で
福音を教えることがどのようなことかを彼ら
に教えることができます。

深く考える。クラスの誰が，教える機会から
恩恵を受けるだろうか。彼らが良い経験を
得られるように，どのように助けることがで
きるだろうか。

聖典からの例。ルカ2：40－52を読むとき
に，クラスの青少年について御霊は何を教
えてくれるだろうか。

 「教える機会を与える」というビデオを
視聴してください（LDS.org）。

青少年が霊的な自立を達
成できるように助ける
この危険な時代を霊的に生き残り，主から
与えられた使命を果たすために，青少年た
ちは自らの信仰と証を蓄えることが必要に
なるでしょう。彼らは，試練の中で強さを見
いだす方法と，質問に対する答えを見いだ
す方法を知る必要があります。いつかあな
たや両親には頼れなくなるからです。

教える際には，ただ単に情報を伝えるので
はなく，聖文や預言者の言葉の中から自分
自身で福音の真理を見いだすことができ
るように助けてください。質問があるときに
は，すぐに質問に答えるよりも，自分自身で
答えを見つける方法を教える方がよいこと
もあるでしょう。例えば，聖文の学習ガイド
をどのように活用すればよいか示したり，
福音のテーマというLDS.org上の項目を
示すこともできるでしょう。また，あなたがど
のように個人の啓示を求めたり受けたりし

てきたかを分かち合うこともできます。毎日
の祈りや実りある聖文研究の習慣を築い
ていけるように，彼らを励ましてください。あ
なたの言葉や模範を通して，福音を学び，
福音に生きることからもたらされる純粋な
喜びを教えてください。

深く考える。自分の教える青少年たちは，
福音について質問や不安があるとき何を
するべきか知っているだろうか。彼らがもっ
と霊的に自立できるように，どのように助け
ることができるだろうか。

聖典からの例。イエス・キリストの上に「基
を築〔く〕」とは，あなたにとってどのような
意味があるでしょうか（ヒラマン5：12）。青
少年がこれを行えるように，どのように助け
ることができるでしょうか。

1．	デビッド・A・ベドナー「生ける水の源」（ヤングアダ
ルトのためのCESファイヤサイド，2007年2月4日
付），2，LDS.org

2．	J・ルーベン・クラーク・ジュニア管長『教育に関する
教会の指針』改訂版〔1994年〕，4，またlds.org/bc/
content/ldsorg/manual/seminary/32709_000.
pdf，3を参照

もし自分の教える青少年たちが個人の電子機器を持っている場合，これらの
機器が学びの妨げではなく，実際に学びを高めるツールになり得るというこ
とを忘れないでください。質問に答えるために，これらの機器を使って聖文
や教会のリソースを調べるように青少年を励ましてください。次のレッスン
に備えられるように，平日のうちにメッセージやリンクを青少年に送ることも
できるでしょう。

テクノロジーを上手に活用する
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熱心に学ぶように勧める
（『手引き　第2部—教会の管理運営』〔2010年〕5.5.4）

真の福音の教師は，生徒たちがただ単に教師の語ることを聞くだけでは満足しません。福音を学ぶという意味は，受身の経験ではあり
ません。それは信仰と熱心な努力の行いです。レッスンを準備するときは，「どう教えようか」と考えるのではなく，次のように自問してくだ
さい。「クラスの生徒たちは学んで何をするのだろうか。彼らが自分で福音を見いだすには，どのように助けたらよいだろうか。彼らが行動
するには，どのように霊的な促しを与えられるだろうか。」十二使徒定員会のデビッド・A・ベドナー長老は，よく知られている次の格言を
分かち合いました。「魚をもらえば1食は賄えます。魚の取り方を学べば一生食べていけます。」そしてこのように教えています。「親であり
福音の教師である皆さんやわたしの仕事は，魚を与えることではなく，魚の取り方を学び，霊的に安定するよう子供を助けることです。.1

クラス外でも学ぶように励ます
週に一度の福音学習では，クラスの生徒
たちを敵の誘惑と欺きから防御するには
十分ではありません。個人であれ家族であ
れ，福音学習の中心は，家庭での毎日の努
力にあるべきです。教師としてあなたが語る
ことと行うことは，この原則をより強固なも
のとします。クラス外で福音を学習するよう
に，生徒たちに具体的な課題を与えてくだ
さい。そして定期的に，学んでいることを分
かち合ってもらいます。例えば，読書課題
から意義深い一文を分かち合えるように，
準備してクラスに来るように生徒全員に勧
めてもよいでしょう。あるいは，クラスの一
人の生徒にレッスンの一部分を教えるよう
に，準備して来るよう勧めることもできるで
しょう。幼い子供たちであっても，両親の協
力があれば，クラス外で学ぶように課題を
与えることができます。

家庭で学ぶように励ますことは，ただ単に
読書課題を思い出させる以上のことでな
ければなりません。動機付けるもの，霊的
に鼓舞するものであるべきなのです。例え
ば，次のように言うこともできるでしょう。「
もしあなたが御霊の促しを認識する能力
を高めたいと思っているのなら，教義と聖
約第8－9章から価値ある洞察を見いだす
ことができますよ。次のクラスの前までに，
これらの章を読むことを課題としたいと思
います。」

深く考える。家庭が福音学習の中心である
と理解するとき，クラスの時間の使い方は
どう変わるだろうか。

聖典からの例。復活の後にイエスがニーフ
ァイ人を教えられたとき，どうして主は，家
に帰って主の言葉について深く考え祈るよ
う，彼らに教えられたと思いますか（3ニー
ファイ17：2－3参照）。

このリソースの「家庭での福音学習を支援
する」も参照してください。

生徒たちに責任を持たせる
確かに教師の役割は重要ですが，最終的
には生徒たちが自らの学びの責任を負い
ます。生徒たちがこの責任を受け入れて果
たすことができるようにするには，どのよう
に助けられるか考えてください。例えばクラ
スで聖文を読むときには，あなたの意見を
分かち合う前に，その一文から何を学べる
かクラスの生徒たちに尋ねることができる
でしょう。あなたが特定の答えを求めてい
るわけではなく，彼らが学んでいる事柄に
心からの関心があることを伝えてください。
御霊を招くような質問と意見は，教師だけ
でなく，熱心な生徒からも発せられること
を知ることができるでしょう。

深く考える。クラスの生徒たちが自らの学
びに責任を持てるよう助けるために，何が
できるだろうか。

聖典からの例。救い主は，御自分に従う
人たちが自らの学びに責任を持てるよう
に，どのように励まされたでしょうか（例え
ば，ルカ10：25ー28，エテル2：22－25を
参照）。

高い期待をして信頼を示す
中には，自分で福音を学ぶ能力にあまり自
信のない生徒もいます。ブルース・R・マッコ
ンキー長老はこのように教えました。「それ

ぞれ〔の人〕は，同じ聖文を利用可能であ
り，同じ聖なる御霊から導きを受ける権利
を有しています。」.2クラスの生徒たちに信
頼を示し，聖霊が教えてくださるということ
を証するとき，主が福音の学習者に対して
持っておられる期待の高さまで，彼らを引
き上げることができます。彼らの多くは，あ
なたからの勧めと励ましがなければ，自分
が頑張ってどのようなことを成し遂げること
ができるかも全く分からないことでしょう。
ディーター・F・ウークトドルフ管長の次の
霊的な勧めを彼らと分かち合ってください。
「福音の教義…の専門家にもなるように
お勧めします。」.3

深く考える。福音を学ぶ能力に自信が持て
るように，他の人々はどのように自分を助け
てくれただろうか。

聖典からの例。救い主は弟子たちに対し
て，努力を要するけれども達成可能な勧
めをすることで，信頼をお示しになりまし
た（例えば，ルカ5：1－11を参照）。主の模
範に従うには何ができるでしょうか。

分かち合うよう励ます
生徒たちが自分の学んでいることを分か
ち合うとき，彼らは御霊を感じて自らの証
を強めているだけではなく，クラスの他の
生徒たちが自ら真理を見いだせるよう励ま
しをしているのです。あなたが自分の研究
から学んだことを分かち合うだけでなく，
生徒たちにも分かち合うよう励ましてくだ
さい。次のような質問をしてもよいでしょう。
「これらの聖句の中であなたにとって最も
際立っている真理はなんでしょうか。」また
は「モンソン大管長の物語を読むとき，失
われた人 を々救い出すことについて，あな
たは何を学べますか。」小さな子供たちは，
絵を描いたり物語を話したりすることで分
かち合うことができます。毎回のレッスンで
は，生徒たちが分かち合うための時間を取
ってください。状況によっては，これらの話
し合い自体がレッスンになり得るということ
が分かることでしょう。

聖文の脚注や聖句ガイドは，わたしたちが聖文を理解するうえで助けとなる
非常に価値あるリソースです。『聖句ガイド』にある祈りの項目から，次の教義
的な洞察を深く考えてみてください。「祈りの目的は，神の御心を変えること
ではなく，神がわたしたちに与えようとすでに備えておられる祝福を，自分の
ため，また人々のために得ることである。しかし，それを得るには求めなけれ
ばならない。」（『聖句ガイド』「祈り」の項）

聖文研究のための補助

レッスン4—熱心に学ぶように勧める
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深く考える。クラスの生徒たちが学んでいる
ことを分かち合えるように，どのように励ま
すことができるだろうか。

聖典からの例ルカ10：1－9では，主から
学んだことを分かち合うように，救い主が
弟子たちを送り出されたことが記録されて
います。この経験は彼らにとってどのような
祝福となったでしょうか（17－24節を参
照）。

聖文の中から答えを見つける
ように生徒たちを教える
聖文から意味を引き出す方法を知り，それ
に毎日心を向ける人は，どんな試練でも乗
り越える神聖な導きを受けることができる
ようになるでしょう。そのような人は，霊的
な強さを求めて教師に依存することはない
でしょう。教える際には，生徒たちが聖文か
ら答えを見つけなければならないような質
問をしてください。さらに良いのは，彼らが
自分の心に問う方法を学べるように助ける
ことです。聖文はずっと昔に書かれたもの
ですが，わたしたち全てが直面する質問や
問題に対する主の答えが含まれているとい
うことを，彼らが理解できるように助けてく
ださい。

深く考える。聖文の中から答えを見つける
という良い経験ができるように，クラスの生
徒たちにどのような助言を与えられるだろ
うか。

聖典からの例。1ニーファイ19：22－24と2
ニーファイ25：1－4の中のニーファイの模
範から，何を学ぶことができるだろうか。

印象に残ったことを記録する
よう生徒たちに勧める
福音を学習する際に聖霊から受ける霊的
な印象を記録するように，生徒たちを励ま
してください。幼い子供たちにとっては，こ
れは絵を描いたり，両親に考えを分かち合
うことを意味するかもしれません。生徒た
ちに，ときどき御霊はクラスの話し合いの
最中に，全く声に出して話されていない事
柄を教えることがあるということを伝えてく
ださい。リチャード・G・スコット長老は次の
ように教えました。「御霊によって学んだ大
切な事柄を書き留めて，なくさない所に保
管しておきましょう。大切な印象を書き留
める習慣を身につけるなら，さらに御霊を
受けている自分に気づくことでしょう。皆さ
んが得るそれらの知識は，人生のあらゆる
場面で活用することができます。」.4

深く考える。霊的な印象を記録したことに
よって，いつ祝福を受けてきただろうか。

聖典からの例。救い主はニーファイ人に，
教えられた事柄を書き記すように指示され
ました（3ニーファイ16：4；23：4，11；27：
23を参照）。その戒めからどのような祝福
がもたらされたでしょうか。

1．	デビッド・A・ベドナー「目をさましてうむことがな
く」『リアホナ』2010年5月号，42－43

2．	ブルース・R・マッコンキー，“Finding Answers 
to Gospel Questions,” Charge to Religious 
Educators,　第3版（1994年），80；lds. org/ 
manual/ teaching -seminary -preservice -readings 
-religion -370 -471 -and -475も参照

3．	ディーター・F・ウークトドルフ「あなたの可能性，
あなたの特権」『リアホナ』2011年5月号，59

4．	リチャード・G・スコット「知識と強さを得て，賢明
に用いる」『リアホナ』2002年8月号，14

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ったり，教え方に関する質問を
出してもらったりします。そうすること
で，熱心に学ぶように勧める方法を模
範によって示すことができます。

一緒に学ぶ。このセクションにある一
つ，あるいは幾つかのアイデアについ
て，教師たちに話し合ってもらいます。

やってみる。集会の前に，それぞれの
教師にある福音の原則を学び，他の
教師たちが霊的な導きを受けてその
原則について学べるよう，よく準備し
て集会に臨むように割り当てます。こ

の教え方は，他の人々にただ単に原則
について教えることと，どのように異な
るでしょうか。これはどのように生徒た
ちを祝福するでしょうか。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ
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レッスン4—熱心に学ぶように勧める

霊感された質問をする

救い主は，学ぶ者たちが主の教えた真理を深く考え，深く感じるのを促すような質問をされました。わたしたちの質問も同じように，生徒
たちが福音の真理を深く考え，自らの生活に当てはめる方法を見いだせるよう，彼らを霊的に鼓舞することができます。霊感された質問
は，生徒たちが福音の真理を自分自身で見いだし，その理解度を評価し，それらの真理に従って生きる決意をするよう促すものです。霊
感された質問によって，福音を学ぶことをもっと魅力的で，個人的に意義ある経験にすることができるでしょう。

生徒たちが永遠の真理に関する基本
的な知識を得られるような質問をする
クラスの生徒たちは聖文の物語や福音の
原則について話し合う前に，それを理解し
ている必要があります。質問の中には，生
徒たちが聖文を調べて物語や原則の基
本的な知識を得られるように促すものもあ
るべきです。そのような質問には，多くの場
合特定の答えがあります。しかし，通常は
生徒たちが自分でその答えを見つけるよう
にするのが最もよいのです。例えば，マタイ
26：36ー46を学んでいる場合は，次のよう
に質問することができるでしょう。「ゲツセ
マネの園での救い主の経験を描写するこ
れらの聖句から，どのようなことが分かるで
しょうか。主はそこで，わたしたちのために
何をなされたのでしょうか。」あるいは，幼
い子供たちを教えている場合は，ゲツセマ
ネの園での救い主の経験を自分の言葉で
説明したうえで，イエスがそこで何をなされ
たのか子供たちに尋ねることもできるでし
ょう。

これらの話し合いでは，単なる物語の詳細
以上のことが話し合われるべきです（物語
の詳細も大切ではありますが）。クラスの生
徒たちが，聖文の中から，人生を変える永
遠の真理である福音の原則を見いだすの
を助けるような質問をしてください。

深く考える。次のレッスンで，クラスの生徒
たちはどの聖文の物語や原則を理解する
必要があるだろうか。彼らが聖文から基本
的な理解を得るのを助けるために，どのよ
うな質問ができるだろうか。

聖典からの例。ルカ10：25ー28で救い主
がなされた質問から，何を学ぶことができ
るでしょうか。

心と思いに触れる質問をする
生徒たちが物語や原則についての基本的
な知識を得たら，その物語や原則が彼ら
の心と思いに触れることができるように，そ
の意味を深く考えられるような質問をして
ください。聖文の言葉からどのように感じ
たのか，聖文の中の人々がどのように感じ
たのか，言葉の中の真理がどのようにわた
したちの生活に関わっているのか，感じた
ことを生徒たちに分かち合ってもらうとよい
でしょう。このような質問に対する回答は
，多くの場合生徒たちの感情や経験に基
づいており，質問に対してただ一つの正し
い答えというものがあるわけではありませ
ん。このような質問は多くの場合，「あなた
の意見では」や「あなたはどのように感じま
すか」というような言葉が使われます。例え
ば，次のように質問することができるでしょ
う。「救い主とともにゲツセマネの園に歩い
て行くとき，使徒たちはどのように感じてい
たと思いますか。そこでイエスがなされたこ
とについて，あなたはどのように感じますか
。園における救い主の苦しみによって，わた
したちの生活はどのように祝福されたので
しょうか。」

深く考える。上記のような質問は，生徒たち
が自らの生活を変えるうえで，どのように彼
らを霊的に鼓舞するでしょうか。

聖典からの例。救い主や聖文の中の他の
人々は，心を込めて深く考えるような霊感
あふれる質問を，いつしたでしょうか（例え

ば，マタイ16：13ー15；ヨハネ1：37ー38
を参照）。

 「質問する」というビデオを視聴してくだ
さい（LDS.org）。

行動するように勧める質問をする
質問の中には，生徒たちが学んだことを応
用し，もっと完全に福音に従って生きる決
意を促すものもあります。多くの場合，これ
らの質問は，彼らが何をなすべきか御霊
の促しに聞き従うよう生徒たちを促すもの
であるべきです。例えば，このように尋ねる
ことができるでしょう。「ゲツセマネの園に
おける救い主の苦しみについて話しました
が，あなたはどのような霊的な印象を受け
ましたか。」あるいは「今日学んだことによっ
て，あなたのこれからの行いはどう変わる
でしょうか。」これらは通常，話し合いのた
めの質問ではありません。むしろ個人的な
内省のためのものです。生徒たちがそうし
たいという気持ちを感じる場合のみ，生徒
に答えを分かち合ってもらうようにするべき
です。

深く考える。霊感された教師からの質問
は，どのようにイエス・キリストへの献身の
度合いを深めてきただろうか。

聖典からの例。アルマが人 に々バプテス
マを受けるように促した方法から，何を学
べるでしょうか（モーサヤ18：7－12を参
照）。

このリソースの「行動するように勧める」を
見てください。

よい質問は，答えるために時間を費やすものです。それは深く考えたり，調べ
たり，霊感を受けたりする必要があるからです。質問に対する答えを待つ時
間は，深く考える神聖な時間となることでしょう。質問に自分で答えたり，別の
事柄に移ったりして，この時間を早く終わらせすぎることのないように注意し
てください。生徒たちに，彼らが答える前に深く考えるための時間を与えるこ
とを伝えてください。

沈黙を恐れない



32

生徒たちが証を述べるよ
う促す質問をする
教えられた原則についての証を述べるよう
生徒たちを促す質問をすることは，御霊を
招く力強い手段となるでしょう。生徒たちが
これらの質問を深く考えるときに，彼らは自
分たちの生活に主の御手を見たときのこと
を認識することでしょう。彼らの証と，クラス
の他の生徒の証は，御霊が真理について
証するときに成長することでしょう。証をし
てもらうために，次のような質問をするとよ
いでしょう。「イエス・キリストがあなたの罪
を贖ってくださったことを，どのようにして知
るようになりましたか。」あるいは「救い主が
ゲツセマネでわたしたちのためになされた
ことを，どのようにして感謝するようになりま
したか。」また，幼い子供たちを教えている
場合は，このように質問できるでしょう。「イ
エス様についてどう感じますか。」

深く考える。証を述べるように，クラスの生
徒たちを促したのは何だったのだろうか。
彼らが証をするように，どのように励ますこ
とができるだろうか。

聖典からの例。モーサヤ5：1にあるベニヤ
ミン王の質問は，どのような影響を彼の民
にもたらしたでしょうか（2－5節も参照）。
教える際に，どのようにこの模範を当てはめ
ることができるでしょうか。

自己評価を促す質問をする
アルマがゼラヘムラの民に教えを宣べたと
き，彼は次のような内省的な質問をしまし
た。「あなたがたは霊的に神から生まれて
いるか。……あなたがたは心の中に，この
大きな変化を経験したか。」（アルマ5：14）
あなたも同じような質問をして，生徒たち
が福音に対する自分たちの態度や決意を

評価できるように促すとよいでしょう。例え
ば次のような質問です。「什分の一を払う
信仰がありますか。」あるいは，「自分の家
族に愛していることを伝えていますか。」生
徒たちには，これらの質問には声に出して
答えなくてもよいと伝えてください。このよう
な質問の目的は，生徒たちが福音に対す
る自分の態度や決意を個人的に評価する
のを助けることです。

深く考える。霊感された質問によって，霊的
な成長と決意を自分で評価できるようにな
ったのはいつだっただろうか。生徒の自己
評価を促すために，どのような質問ができ
るだろうか。

聖典からの例。ヨハネ21：15－17を読む
ときに，イエス・キリストがペテロになされ
た質問に関して，何がわたしの心に迫って
くるだろうか。

理解度を見極める質問をする
クラスの生徒たちが原則を理解しているか
どうかを把握するために，次のような質問
を試してください。「イエス・キリストの贖い
について，あなたは何を学びましたか。」生
徒たちが自分の言葉で福音の原則を説明
するように促す質問は，特にそれがクラス
の最初に行われるならば，クラスの中でど
のくらいの時間をその原則を教えるために
使う必要があるか，評価する助けとなるで
しょう。

深く考える。他にどのような方法で，クラス
の生徒たちが理解していることを評価でき
るだろうか。

聖典からの例。アンモンはどのようにラモ
ーナイ王の理解度を評価したでしょうか
（アルマ18：24－36を参照）。

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。

一緒に学ぶ。このセクションにある一
つ，あるいは幾つかのアイデアについ
て，教師たちに話し合ってもらいます。
一度のレッスンで何もかも教える必要
はありません。

やってみる。教師たちに（個別に，ある
いは少人数のグループに），このセク
ションのガイドラインに従って，次の
レッスンの時間にクラスの生徒たちを
益すると思われる幾つかの質問を書
き出してもらいます。（教師たちが事前
に準備できるように，集会の数日前に
この依頼を与えるとよいかもしれませ

ん。）教師たちに，書いてきた質問をお
互いに分かち合い，フィードバックを
行ってもらいます。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ
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レッスン4—熱心に学ぶように勧める

霊感された話し合いを導く

救い主が教えられたとき，主はただ単に情報を共有する以上のことをされました。主は弟子たちに，質問をしたり，証を分かち合ったりす
る機会を与えられました。主の教えと学びの形式は，わたしたちが「互いに王国の教義を教え合〔う〕」ことにより，「すべての者が互いに
教化し合うように，またすべての人が等しい特権を持てるようにするためである」と勧めています（教義と聖約88：77，122）。教師として，
生徒に経験と証をたくさん述べてもらうことにより，心を高める話し合いを導くことができます。小さな子供たちがそれに貢献することも
珍しくはありません。活気ある話し合いを持つことが，教師としてのあなたの主な目標ではありません。しかしそれは，生徒たちがイエス・
キリストに対する信仰を増し，もっと主のようになることを助けるという，主な目標を支えてくれるものです。

話し合いを促す環境を整える
教会のクラスと集会は，末日聖徒に考えや
経験や証を分かち合って，お互いを強める
機会を提供します。あなたがクラスで整え
る環境は，そのような相互作用を促進する
助けとなります。あなたの言葉や行動，照
明や椅子の配置を含めた部屋の準備でさ
え，互いを尊重する精神や積極的に学習
を行う助けとなるでしょう。

深く考える。もっと教化される話し合いを
促進するために，クラスの環境に関して何
を変えることができるだろうか。

聖典からの例。ヨハネ21：8－12の記録に
よると，弟子たちに効果的に教える環境を
備えるために，イエスは何をされたでしょう
か。主の模範にどのように従うことができる
でしょうか。

 「私たちは分かち合います／分かち
合う」というビデオを視聴してください。
（LDS.org）

深く考えることを促す質問をする
多くの場合，よい話し合いはよい質問で始
まります。それは人 に々福音について深く
考えるように促す質問です。例えば，次のよ
うな質問をすることができるかもしれませ
ん。「ジョセフ・スミスの最初の示現の記録
で，どのような教義的な真理が教えられて
いるでしょうか。」または「ジョセフ・スミス
の最初の示現は，あなたの人生にどのよう
な違いをもたらしてきたでしょうか。」

このような類の質問をするときには，生徒
たちによく考えて答えるよう時間を与えま

す。時には，事前に質問をホワイトボードに
書いておくことで，彼らが深く考えるのを促
すことができるでしょう。彼らが質問に答
える前に，考えるための短い時間を取るよ
うあなたが望んでいることを，生徒たちに
伝えることもできます。質問を深く考える際
に，霊感を受けられるように天の御父に静
かに祈るように勧めてください。このような
静かな黙想の時間に，御霊が心に触れる
ことでしょう。

深く考える。次のレッスンで，深く考えて話
し合うのを霊的に鼓舞するために，どのよ
うな質問ができるだろうか。

聖典からの例。救い主がなされた質問か
ら，何を学ぶことができるでしょうか（例え
ば，マタイ16：13－17；ルカ10：25－26を
参照）。

全員が参加できるようにする
全員が何らかの関わりを持てるはずです
が，毎回全員にそのチャンスがあるわけで
はありません。キリストのような教師は，よく
しゃべる人だけでなく，一人一人の学びに
関心を持っています。クラスの中で，証を分
かち合うことのできる生徒たちの数を増や
す方法を見つけましょう。例—
■ 生徒たちを二人一組のペアや，小さな
話し合いのグループに分けることができる
でしょう。あるいは，ビショップリックの承認
があれば，もっと小さなクラスに分割するこ
ともできるでしょう。

■ クラスの生徒たちに考えや気持ちを紙
に書くように指示して，何名かに書いた内

容を分かち合ってもらうこともできるでしょ
う。

■ 次のように言うこともできるでしょう。「ま
だ分かち合っていない人からも意見を聞き
ましょう。」あるいは「とても興味深い意見
ですね。他の皆さんはどう思いますか。」

■ 子供を教えている場合は，全員が参加
できる簡単なゲームを考えるとよいでしょ
う。

特定の人に分かち合いを勧めるように霊
感を感じることがあるかもしれません。それ
はもしかしたら，その人の考え方を聞くこと
によって，他の人々が益を受けるからかも
しれません。人の経験や強さを引き出す，
次のような質問を考慮してください。例え
ば，「母親としての経験から，キリストのよう
な愛について何を学びましたか。」などで
す。

レッスンのことで頭がいっぱいになり，生徒
たちの貢献に感謝するのを忘れないでくだ
さい。生徒たちは自分の意見や証を喜んで
分かち合うことに対して，あなたが感謝して
いることを知る必要があります。

深く考える。意見を述べたり経験を分かち
合ったりする以外に，他にどのような方法
で生徒たちが参加できるだろうか。

聖典からの例。救い主は，普段見過ごされ
がちな人 を々どのように参加させられたで
しょうか（マルコ10：13－16；ヨハネ4：3－
42を参照）。

適切な質問は，信仰と証を築く霊感された話し合いと，単に興味を引くだけ
のあまり価値のない話し合いの間に，大きな違いを生み出します。霊感され
た質問をすることについて，このリソースの「霊感された質問をする」を参照
することで，もっと詳しく知ることができます。

霊感された質問をする
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御霊の導きに委ねる
話し合いを導く際には，聖霊に導かれるよ
うにしてください。話し合いは常に，積極的
で霊的に高めるものであるべきです。レッ
スンの項目を全てカバーする目的で，霊感
に満ちた話し合いを早く終わらせることの
ないようにしてください。生徒にとってこの
話し合いが非常に意味があると感じるとき
は，特にそうです。

深く考える。話し合いが御霊によって導か
れていることをどのように認識できるだろう
か。話し合いを終わらせて次に進むタイミ
ングを，どうすれば分かるだろうか。

聖典からの例。教義と聖約50：21－22か
ら，教える際に御霊に従うことについて，何
を学べるだろうか。

フォローアップの質問をする
誰かが教義的な洞察や霊的な経験を分
かち合うとき，あなたは，その人やクラスの
他の誰かが，もっと分かち合えることがある
と感じることがあるかもしれません。フォロ

ーアップの質問は，より多くの意見を促し，
より深い洞察に導いてくれます。例えば，次
のように質問してもよいでしょう。「あなたに
とってなぜこの原則は大切なのですか。」
あるいは，「聖文の他のどの聖句が，この真
理について教えてくれるでしょうか。」

深く考える。生徒が，話し合っている原則
についてもっと深く考えるように，どのよう
に励ますことができるだろうか。

聖典からの例。救い主は，主の教えを弟子
たちがもっと深く考えるように，どのように
霊感を与えたでしょうか（例えば，ルカ24：
13－32；ヨハネ21：15－18を参照）。

 「フォローアップの質問をする」というビ
デオを視聴してください（LDS.org）。

耳を傾ける
耳を傾けることは愛の行いです。そのため
には，次のアジェンダや概要は何かという
ことよりも，他の人の心にあるものをわたし
たちがもっと気にかける必要があります。ク
ラスの生徒たちが話すことを理解できるよ

うに，天の御父の助けを求めてください。
彼らが語るメッセージと語らないメッセー
ジに細心の注意を払うならば，彼らの必要
と，心配と，望みをもっとよく知ることができ
るようになるでしょう。どのように教えたらよ
いか，どのようなフォローアップの質問をし
たらよいか，そしてどのように彼らの必要を
満たすことができるか，あなたが知ることが
できるように御霊は助けてくれるでしょう。

深く考える。誰かが自分の話に耳を傾けて
くれていることをどのように知ることができ
るだろうか。クラスの生徒たちに，彼らの話
を真剣に聞いていることを，どのように示す
ことができるだろうか。

聖典からの例。貧しいゾーラム人の話を
聞くことで，アルマは何を学んだでしょう
か（アルマ32：4－8参照）。彼が学んだこと
は，彼の教えにどのような影響を与えたで
しょうか。

『わたしの福音を宣べ伝えなさい』〔2004〕
185－186を参照。

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。

一緒に学ぶ。このセクションにある一
つ，あるいは幾つかのアイデアについ

て，教師たちに話し合ってもらいます。
一度のレッスンで何もかも教える必要
はありません。

やってみる。一人の教師に，もうすぐ教
える予定の福音の原則に関して，グル
ープでの短い話し合いを導く練習をし
てもらいます。このセクションのアイデ
アを応用するように，教師を励まして

ください（紹介されたビデオが役立つ
かもしれません）。その後，教師たちで
何がよかったのか，何が改善できるの
かを話し合うのもよいでしょう。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ
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レッスン4—熱心に学ぶように勧める

行動するように勧める

救い主は，生活を変えるように教えられました。主は，弟子たちが単に主の言葉を聞くのではなく，それ以上のことを行うように望んでい
ました。そこで，信仰をもって主の教えを実践するように勧めたのです。もし主に従う人たちが主の教えた教義に従って生きるならば，そ
れが神からのものであることを知るようになるということを，主は御存じでした（ヨハネ7：17を参照）。主の教えは，彼らが動揺や混乱や
逆境の中にいるときに，彼らにとっての守りとなるのです（マタイ7：24－27を参照）。信仰を築き，キリストの属性を身につけることは，1
回の短いクラスで達成できることではないということを忘れないでください。あなたの生徒にに真の教義を行うように勧めるのは，彼らが
学びの経験を家庭や日々の生活に広げるのを助けることになるのです（教義と聖約43：8－10を参照）。

選択の自由を尊重しながら勧める
人々が自分の生活に意義ある変化を起こ
すのは，ほとんどの場合，彼らが自らの選
択の自由を行使して変化するときです。行
動するように勧めたいとき，生徒の選択の
自由を尊重するのを忘れないでください。
例えば，具体的に何かを行うように毎回勧
めるよりは，学んだことを自分なりに当ては
める方法を考えるように，生徒たちに勧め
ることを考えてみてください。次のように言
うこともできるでしょう。「自分の兄弟（姉
妹）との関係をどのように強めることができ
るでしょうか。」または「あなたが受けた霊
的な印象と，それをどのように行うかを書
いてください。」

深く考える。教師からの勧めが，選択の自
由を行使する助けとなったのはいつでしょ
うか。

聖典からの例。善きサマリヤ人のたとえ
話を伝えた後，救い主はこう言われました。
「あなたも行って同じようにしなさい。」（ル
カ10：37）救い主から与えられたこの勧め
と他の勧めから，何を学ぶことができるで
しょうか。

約束された祝福について証を述べる
主が戒めを与えるときには，多くの場合，そ
の戒めを守ることに伴う祝福も約束されま
した。特定の原則に従って生活するように
勧めるとき，その原則に従って生きる人々
に神が約束された祝福を，生徒たちが見
いだせるように助けてください。また，その
原則に従って生きたことによってあなたが
受けた祝福の証を述べるとよいでしょう。

深く考える。約束された祝福の証を聞くこ
とによって，福音の原則に従って生きるよ
うに霊的に鼓舞されたのはいつだっただろ
うか。

聖典からの例。救い主は弟子たちを霊的
に鼓舞するために，どのように約束を用い
られたでしょうか（ルカ12：22－31参照）。

行動するよう勧めたことを
フォローアップする
行動するよう勧めたことをフォローアップす
るとき，あなたが生徒のことを気にかけ，ま
た福音が彼らの生活にどのような祝福を
もたらしているか気にかけていることを，彼
らに示すことになります。また，彼らが自分
の経験を分かち合う機会も与えるとよいで
しょう。それは彼らの決意を強め，福音に

従って生きるのをお互いに支え合う助けと
なります。勧めたことをフォローアップする
方法はたくさんあります。例えば，勧めに従
って行動した結果を生徒たちが分かち合
えるように，クラスの最初に時間を設けても
よいでしょう。クラスの生徒たちにショート
メールや電子メールを送ってフォローアッ
プすることもできるかもしれません。

もしあなたが別の教師と週交代で教える割
り当てを共有しているならば，フォローアッ
プの努力を調整する必要があるかもしれ
ません。例えば，前の週に別の教師が勧め
た内容のフォローアップからレッスンを始
めてもよいでしょう。そして別の教師にも，
同じことをするようにお願いすることができ
ます。あるいは，補助組織や定員会やクラ
ス会長会が，勧めやフォローアップをする
のがより適切なこともあるかもしれません。

深く考える。行動するよう勧めたことをフォ
ローアップするのは，どうして大切なのだろ
うか。

聖典からの例。救い主は弟子たちを集め，
彼らが行ったことや教えたことを主に報
告できるようにされました（マルコ6：30参
照）。行動するよう勧めたことを，どのように
フォローアップできるだろうか。

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。

一緒に学ぶ。このセクションにある一
つ，あるいは幾つかのアイデアについ
て，教師たちに話し合ってもらいます。

「実践するように促す／行動するよう
に促す」というビデオを視聴して，話し
合いをしてもよいでしょう	
（LDS.org）。 

やってみる。教師たちに次回の教える
機会について考えてもらい，勧めるこ
とが可能と思われる，年齢に適した勧

めを書き出してもらいます。書き出し
たことをお互いに分かち合うように，
そしてお互いにフィードバックし合う
ように，彼らを励まします。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ
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レッスン4—熱心に学ぶように勧める

家庭での福音学習を支援する

教師としてのあなたの目標の一つは，生徒が個人的に，そして家族として，聖文から経験を得られるよう励ますことです。あなたのクラス
時間は非常に効果的かもしれませんが，それは決して個人や家族の聖文学習に置き換えられるものではありません。その時間こそ，御
霊が個人的に人 を々教えるときなのです。多くの場合，教師としてのあなたの成功は，どのくらい効果的にクラスの生徒たちが自分で学
ぶことを助け励ますことができたかにかかっています。

個人と家族の福音学習を励ます
日曜日のクラスが，生徒たちが福音を学ぶ
主たる場所ではない以上，それは彼らが個
人と家族で福音を学習するという励ましと
霊的な促しを受ける場所であるべきです。

個人と家族の家庭学習を励ますことがで
きる方法はたくさんあります。ある福音の教
義クラスの教師は，毎回のレッスンで最初
の数分を使い，クラスの生徒たちに個人と
家族の聖文研究から霊的に鼓舞されたこ
とを何でも分かち合ってもらうことを決め
ました。当初，進んで分かち合ったのはほ
んの数名だけでした。しかし教師がこのパ
ターンを継続したところ，もっと多くのクラ
スの生徒たちが分かち合うようになりまし
た。クラスのある生徒はこのように述べまし
た。「教師は，自分のレッスンがうまくいくよ
うに読んできてくださいと勧めることはあり
ませんでした。彼女は，それがわたしたちの
生活を祝福すると知っていたからこそ，読
んできてくださいと勧めたのです。わたした
ちが聖文を通して神様から教えを受けるこ
とこそ，彼女にとって重要なのだと分かりま
した。それは非常に大きな違いを生みまし
た。わたしは今まで以上に，より目的を持っ
て聖文を読んでいます。」

個人と家族の聖文研究を励ますもう一つ
の方法は，クラスの生徒たちに，クラスで学
んだ内容を家族や友人と分かち合うように
勧めることです。

深く考える。生徒たちが自分自身で福音を
学習するのを励ますために，何ができるだ
ろうか。幼い子供たちを教える場合は，どの
ようにこれを実践できるだろうか。

聖典からの例。1ニーファイ15：23－25の
ニーファイの言葉に，どのような印象を受け
るでしょうか。教えるうえで，どのように彼の
模範に従うことができるだろうか。

生徒たちが互いに支援
し合うのを助ける
聖文研究は非常に難しいと考えているた
め，家庭で聖文を研究しない人もいれば，
家庭における福音学習からもたらされる祝
福を，明確に理解していない人もいます。
生徒たちが互いに支え合い，励まし合い，
有用なアイデアや経験を分かち合うことを
心地よく感じるクラス環境を整えることで，
この両方の問題を克服することができるよ
うになります。

旧約聖書を研究していたある福音の教義
クラスでは，ある年配の兄弟がイザヤ書を
理解するのは大変だと嘆きました。教師は
彼の正直な意見に感謝を伝えたうえで，ク
ラスの残りの人 に々何か良いアドバイスが
できないか尋ねました。クラスの生徒の数
人が，自らの聖文研究の戦略と，イザヤの
言葉を学んだときに得た霊的な経験を分
かち合ってくれました。あるクラスの生徒は
次のように振り返っています。「わたしたち
全員がこの兄弟のために一致団結しまし
た。部屋にはすばらしい一致の精神が満ち
ていました。確かに，この目的のために一致
していることを感じました。」

深く考える。聖文から意義深い経験をする
ためのアイデアを分かち合うために，クラス
を霊的に鼓舞するには何ができるだろう
か。

聖典からの例。「すべての者が互いに教化
し合う」とはどういう意味でしょうか（教義
と聖約88：122）。クラスの話し合いの中で
生徒たちがお互いに教化し合う望みを持
つように，どのように励ますことができるだ
ろうか。

分かち合い，助言し合う。初めに，教師
たちに，最近のレッスンでの経験を分
かち合ってもらい，教えることに関連
する質問をします。

一緒に学ぶ。このセクションにある一
つ，あるいは幾つかのアイデアについ
て，教師たちに話し合ってもらいます。

勧める。次の何回かのレッスンの中で，
クラスの生徒たちが家庭で学んでき
たことを分かち合うための特別な時
間を取るように教師たちに勧めます。
今後の教師評議会集会の中で，それら
の教師たちにその経験を分かち合っ
てもらいます。生徒たちが家庭で福音

を学ぶ努力ができるよう支援する方
法について，他のアドバイスがあれば
分かち合ってもらいます。

準備する。次回の集会のテーマを一緒
に決め，準備をするよう教師たちに勧
めます。

話し合いを導く人へ
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キリストのような教師となるために—自己評価

使徒パウロはその時代の聖徒たちに以下のことをするよう勧めました。「あなたがたは，はたして信仰があるかどうか，自分を反省し，自
分を吟味するがよい。」（2コリント13：5）教師として，わたしたちも自己の強さと弱さを吟味すべきです。それによって生徒がイエス・キリス
トへの信仰を築き，さらにキリストのような人になる手助けができるよう常に向上することができるからです。向上しようと努めるときに，
主が約束されたことを覚えておいてください。「あなたは自分の弱さを認めたので，強くされ〔る〕。」（エテル12：37）自分自身に忍耐し，主
が望まれているような教師となれるよう救い主の恵みの力を求めてください。

以下の活動はキリストのような教師となる
原則をあなたが応用できるようにするため
のものです。以下の文章を一つずつ読み，
教師としてのあなたの現状をよく考えてくだ
さい。それぞれの文章に対して適してるも
のを選んでください。

1＝めったにしない　2＝ときどきする　 
3＝よくする　4＝ほとんどいつもする

その後に，御霊の促しと祈りによってこれ
からあなたがより改善したいと思う事柄を
幾つか選んでください。目標を立て，このリ
ソースの欄を活用し改善に役立ててくださ
い。定期的にこの活動を行い，どれだけ進
歩しているか自己評価をしましょう。

生徒を愛する
＿＿＿ 生徒のために祈る。

＿＿＿ 生徒に愛を示す。

＿＿＿ 生徒の必要と経験を理解してい
る。

＿＿＿ 教える準備をするときに，提示す
ることよりも今教えている生徒に集中
している。

＿＿＿ 御霊の促しにより，自分が準備し
たレッスンを全部終わらせようとする
のではなく，生徒の質問や必要に答え
るために，計画を変更する。

＿＿＿ 出席していない生徒に手を差し
伸べる。

御霊によって教える
＿＿＿. 教師として，自分自身の生活や努
力していることに対して，御霊の導きが
得られるよう祈る。

＿＿＿. 聖霊を伴侶とするのにふさわし
い生活をするよう努力している。

＿＿＿. 準備するときや教えるときは御霊
の導きに耳を傾け，必要に応じて計画
を変更する信仰をもっている。

＿＿＿. 自分自身の証を生徒に述べてい
る。

＿＿＿. 生徒が御霊の影響を認められる
ように助ける。

＿＿＿. レッスンの一週間前から準備を
し始め，御霊の印象を受けたら書き留
めている。

＿＿＿. クラスの環境を御霊を招くよう整
えている。

教義を教える
＿＿＿. 自分のレッスンは聖典や末日の
預言者の言葉を中心としている。

＿＿＿. 生徒が教義を理解できるよう，
物語や音楽，芸術作品など適切なリ
ソースを活用して教えている。

＿＿＿. 難しい質問があがったときは，信
仰を築けるような回答をしている。

熱心に学ぶように勧める
＿＿＿. 生徒が自分自身で学ぶ力を身に
つけられるように助けている。

＿＿＿. 考えさせるような質問をしている。

＿＿＿. 生徒たちが自分の考えや証を述
べるよう招き，お互いを強め合う機会
を設けている。

＿＿＿. フォローアップの質問をし，生徒
たちが福音の原則をより深く考えるよ
う促している。

＿＿＿. わたしが全ての質問に答えるの
ではなく，生徒が自分の質問に対して
答えを見いだせるよう助けている。

＿＿＿. 全ての生徒が話し合いに参加で
きる機会を与えている。

＿＿＿. 生徒が学んだことを御霊に従っ
て実践できるように促している。

＿＿＿. 生徒たちが行動に移せたかフォ
ローアップし，その経験を分かち合っ
てもらっている。

＿＿＿. 個人の聖文研究と家族の聖文
研究の両方を行うよう勧めている。

「もし人がわたしのもとに来るならば，わたしは彼ら
に各々の弱さを示そう。わたしは人を謙遜にするた
めに，人に弱さを与える。わたしの前にへりくだるす
べての者に対して，わたしの恵みは十分である。もし
彼らがわたしの前にへりくだり，わたしを信じるなら
ば，そのとき，わたしは彼らの弱さを強さに変えよう。」
（エテル12：27）

付録
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付録

新しく召された教師のオリエンテーション—神権指導者と補助組織指導者の責任

神権指導者または補助組織指導者には，「新しく召された教師一人一人と，できれば最初のレッスンを行う前に会合を開く」責任があり
ます（手引き第2部—教会の管理運営2010年5 .5 .3）。この機会を通して新しく召された教師の方 に々，この神聖な召しと救い主の方法
で教えるとはどういうことかを紹介します。指導者として，以下のことを行うことによって，新しく召された教師が召しを果たせるよう助ける
ことができます。

救い主の方法で教えるとは
どういう意味か話し合う
新しく召された教師が，救い主がどのよう
な方法で教えられたか，またそれが教師に
とってどのような意味があるのかを理解し
てもらうために，以下の原則について簡単
に話し合います。
■ 生徒を愛する　生徒にとって必要な事
柄に焦点を当てるよう，新しく召された教
師を助けてください。生徒の良いところや
一人一人の必要を見つけるよう勧めます。
必要に応じて，クラスの名簿を渡してくださ
い。定期的に出席しない生徒たちも助ける
責任があることを思い起こさせてください。
そのような生徒にどのように手を差し伸べ
たらよいか，祈り求めるよう励ましてくださ
い。

■ 御霊によって教え　教えるために霊的
に準備をする大切さについて話し合ってく
ださい。聖霊の促しは教えに教えを加える
ように与えられるため，新しく召された教師
はレッスンの1週間前には準備を始め，1
週間を通して御霊の促しが受けられるよう
に勧めてください。

■ 教義を教える　心に変化を与えるため
に，神の言葉の力についてあなたの証を述
べてください。補足の資料から言及する前
に，教えるよう割り与えられたテーマの聖
文と生ける預言者の言葉を研究するよう，
新しく召された教師に勧めてください。研究
しているときに受けた霊的な印象は書き留
めて，信仰を築く助けをし，キリストのよう
な生活をするよう促す原則とリソースに心
を向けるよう励ましてください。

■ 熱心に学ぶよう勧める　教えるというこ
とは単に発表することではなく，生徒らが
自分自身の福音学習に責任をもって，お互
いを教化し合うよう励ます必要があること
を，新しく召された教師が理解できるよう
に助けます（教義88：122参照）。

特定の組織について話す
キリストのように教える原則を話し合うの
に加え，支援を与えるあなたの組織につい
て新しく召された教師と話す時間を設ける
こともできます。会長会として話し合い，新
しく召された教師が知っておく必要のある
ことはありませんか。例えば，長老定員会
の会長会がその組織の一致を強める必要
があると感じれば，定員会の教師はその目

標をどのように支援できるでしょうか。もし，
ビショップが評議会にワードの人々がより
敬虔になれるよう改善してほしいと言った
ら，初等協会の教師たちはどのように助け
られるでしょうか。

必要に応じて，新しく召された教師にどの
部屋で教え，どのレッスンから教え始めた
らよいか，またクラスのことや生徒のことで
知る必要のある情報があれば伝えてくださ
い。

継続的に支援する
新しく召された教師が責任を果たすために
できる限り助けることを伝え，必要に応じて
クラス内でも支援できることを説明してくだ
さい。新しく召された教師のクラスにときど
き参加し，レッスンを評価してあげることも
できます。このリソースを渡し，毎月行う教
師評議会集会がいつ行われているか知ら
せてください。これらの集会の目的と，新し
く召された教師も集会に出席することが求
められていることを説明してください。

教師として学び成長するために，LDS.org
にある「わたしの召し」にアクセスし，また福
音ライブラリーというアプリを使うよう勧め
てください。

「最も新しい会員ですら，奉仕の召しは本来，
心に関わるものであることを感じ取っていま
す。心を完全に主にささげ，主の戒めを守って
いると，主のことが分かるようになります。…
…召された人たちは，自分の義務について教

えを受けるよりも，回復されたイエス・キリス
トの教会で奉仕するという召しの意味を霊の
眼で理解する必要があります。」（ヘンリー・B・
アイリング「神からの召し」『リアホナ』2002年
11月，75）








