
    分かち合いの時間の概要

正義を選ぶ
「あなたがたの仕える者を，きょう，選びなさい。ただし，わたしとわたしの家とは共に主に仕えます。」（ヨシュア 24：15）
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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

今年は，子供に正義を選ぶことの大切さを教える機会となります。良い選択をすることを学ぶこと
は，天の御父の計画の重要な部分であり，多くの祝福をもたらします。この概要に収められているレッ
スンを祈りの気持ちで教える際，主の御

み

霊
たま

を招くようにしてください。そうするとき，子供たちはイエ
ス・キリストの模範に従い，福音の原則を守って生活し，聖霊の促しに従うことによって選ぶときに助
けを得られることを学びます。正義を選ぶことは，子供たちが天の御父のもとへ帰る道にとどまるのを
助けます。  

初等協会の貴い子供たちを愛し，教える皆さんの忠実な奉仕に感謝しています。皆さんのために
祈っています。この大切な召しを果たす中で主が皆さんを祝福してくださることを知っています。  

中央初等協会会長会  

分かち合いの時間のための指示    

   福音を教える
本冊子を用いて，毎週分かち合いの時間の中で行

う15 分のレッスンを教える準備をします。毎週行う
レッスンの補助資料として， 『リアホナ』など，教会が
承認しているそのほか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──この
冊子は教える内容だけでな
く，子供たちを教え，熱心に
学ぶように彼らを励ます方法を知る助けとなることを
目指して作られています。毎回レッスンの中で以下の
3 つの事柄を行うときに，いっそう効果的に教義を教
えることができるでしょう。  

     1. 教 義 を明 確にする── 子 供たちが学ぶ 教 義
を明確に紹介します。言葉と視覚教材の両方を
使って導入する方法を考えます（例として，5 月の第
3 週と 8 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
レッスンを，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。

  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

“Serving in the Church”
で入手できます。 

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。
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資料： 『リアホナ』，託児の
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。

準備： 分かち合いの時間
を準備するに当たって，導き
を求めて祈り，御霊の影響
を願い求めてください。御
霊とともに準備し，教えると
き，御霊はあなたが教える
ことが真実であることを確
認してくださるでしょう（『教
師，召し』13 参照）。

本冊子で使用されている資料

本冊子では，全体を通じて次のような記号や略称が
使われています。

『歌集』──『子供の歌集』

『教師，召し』──『教師，その大いなる召し』

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

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
ような人を招待する場合には，ビショップまたは支部
会長から事前に承諾を得ます。

レッスンには，教える力を向上させるうえで役立つ，
教えるための提案が載っています。また，活動がどの
ようなものか分かるように絵も含まれています。教え
る技術を磨くことは大切ですが，子供たちの心に教義
を確信させる御霊を招くのは，皆さん自身の霊的な準
備と証です。

歌の時間
初等協会における音楽は，敬

けい

虔
けん

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

本冊子には，今年子供たちが学ぶ新しい曲が 1 曲
載っています（28 ページ参照）。また，「初等協会で
音楽を活用する方法」（26 －27 ページ参照）という項
目や，子供たちに歌を教えるためのそのほかのアイデア

（9，17 ページ参照）が掲載されています。

聖餐会での発表の指針

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，通常，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。
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1 月 					選択の自由は	 	 	 	 	 	 	 	
自分で選ぶための賜

たま

物
もの

です
「そのため，人は……すべての人の偉大な仲保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも……自由
である。」（2 ニーファイ2：27）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。毎週，（1）子供たちに教義を
明らかにし，（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。次のように自問して
ください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろうか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに
何ができるだろうか。   」 

     第 1 週と第 2 週：選択の自由は自分で選ぶための賜物です。

   教義を明確にする（クイズ）： ある言葉を思い浮
かべていることを子供たちに言い，その言葉を当てら
れるようにヒントを出します。答えが分かったら手を
挙げるように言います。ヒントには次を使ってもよい
でしょう。「地球に来る前，これを持っていました。」

「これは天のお父さまがくださった賜物です。」「天の
お父さまの計画の中で大切なものです。」「サタンはそ
れをわたしたちから奪おうとしました。」「何かを選ぶ
ときに使うものです。」「自分で選べるようにしてくれる
賜物です。」「『せ』で始まります。」子供たちが答えを
当てたら，全員で次の一文を言います。「選択の自由
は自分で選ぶための賜物です。」

   理解を促す （実物を使ったレッスン）：  片方の端に
「選択」，反対の端に「結果」と書かれた棒を子供たち
に見せます。結果とは，わたしたちが選んだことから
必然的に起きることであると説明します。
例えば，楽器を

練習することを選
べば上手に演奏できるようになるし，火を触

ることを選べば，やけどをします。棒を手に取り，そ
れを持ち上げる度に選択と結果の両方を手にするこ
とを見せます。年長の子供に 2 ニーファイ2：27 を読
んでもらいます。正しいことを選んだときの結果（自

由と永遠の命）と間違ったことを選んだときの結果
（束縛と不幸）が何であるか，よく聞くようにほかの子
供たちに勧めます。下記のような簡潔な図をホワイト
ボード（または，黒板）に書きます。

   

良いことを選ぶと自由と幸福につながり，悪いこと
を選ぶと束縛と不幸につながることを子供たちが理
解できるように助けます。

二人の子供に部屋の前方へ出て来てもらい，それ
ぞれ棒の片端を持ってもらい
ます。「選択」の端を持って
いる子供に良いことを選ん

だ例を一つ挙げてもらいます（例
えば，人に優しい言葉をかける）。もう一人の子供に
選んだことからどのような結果が考えられるか言って
もらいます（例えば，永遠の友達ができる）。交替し
てほかの子供と同じことを繰り返します。

選択の自由 良い
自由と幸福

悪い 束縛と不幸

歌 ： 「神様の子供として」
（この概要の 28 ページ）   

  

  聖典を使った活動： 子供
たちが聖典から福音の真理
を学ぶことは大切です。聖
典の物語を子供たちに教え
るためのアイデアは『教師，
召し』57－ 58 ページを参
照してください。 

繰り返し教えることで
子供たちが学ぶのを

助けます。
「選択と結果」の棒を

保管しておいてください。
1 年の中で，

分かち合いの時間で
再び活用する機会が

あるでしょう。

必然的に起きることであると説明します。
例えば，楽器を

練習することを選
べば上手に演奏できるようになるし，火を触

ることを選べば，やけどをします。棒を手に取り，そ

だ例を一つ挙げてもらいます（例
えば，人に優しい言葉をかける）。もう一人の子供に
選んだことからどのような結果が考えられるか言って
もらいます（例えば，永遠の友達ができる）。交替し
てほかの子供と同じことを繰り返します。

照してください。 

選　択

結　果
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  実物を使ったレッスンは
 「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） 

      理解を促す （聖典の物語を学ぶ）：  月の初めの
2 週間，良い選びが自由と幸福につながり，悪い選び
が束縛と不幸につながることを示す，聖典の物語を幾
つか教えます。使用できる聖典の物語には，救い主と
サタン（モーセ 4：1－ 4 参照）；ニーファイとレーマ
ン，レムエル（1ニーファイ2－ 4，7，18 章参照）；
シャデラク，メシャク，アベデネゴの物語（ダニエル
3 章参照）；アルマとノア王（モーサヤ 17－19 章参
照）があります。一つの物語を教えたら，二人の子供
に「選択と結果」の棒の端と端を持ってもらいます。
一人の子供に物語の人物が行った選択を，もう一人に
その選択の結果を説明してもらいます。

   応用を促す （物語を聞く）：  イエス・
キリストの絵をホワイトボード（または，
黒板）にはります。その絵の下に階段
を描

か

きます。紙に棒人間を描き，それ
を階段の下にはります。子供が 1 日
の中で選びそうなことについて話を
します。一つ一つの選びについて，
それが良いか悪いかを子供たちに
示してもらいます。良いことを選ん
だときは立ち上がり，悪い方を選んだときは座ります。
例えば，「ジェーンは弟からおもちゃを取り上げました。
弟は泣き出しました。お母さんがジェーンに，どうして
弟が泣いているのか尋ねると，ジェーンは知らないと
言いました。」良い選びがあるごとに，棒人間を1 段上
げてイエスに近づかせてもらいます。棒人間が救い主
にたどり着くまで，ほかの選びを含めながら話を続け
ます。良い選びによってどのように幸福になり，主に
近づくうえで役立つか話し合います。

    第 3 週：わたしは前世で神の計画に従うことを選びました。

   理解を促す （歌を歌う）：  以下の概念について簡
潔に話した後，関連ある曲を子供たちと歌います。地
上に来る前，わたしは天に住んでいました（「ぼくはむ
かし」『フレンド』1999 年 4 月号，F5）。わたしは地
球に来て肉体を受けることを選びました（「神の子で
す」『歌集』2－3；「この体は神の宮」『歌集』73）。
わたしはバプテスマを受けて，聖霊の賜物を受けます

（「にじが好きです」『歌集』53；「せいれい」『歌集』

56）。わたしは準備をして神殿に行くことができます
（「神殿に行きたいな」『歌集』99；「家族は永遠に」
『歌集』98）。わたしは復活します（「主はみ子をつか
わし」『歌集』20）。

    第 4 週：イエス・キリストはわたしが正義を選べるように地球を造られました。

   教義を明確にする（実物を使ったレッスン）：
 様々な色のクレヨンが入った入れ物を子供たちに見せ
ます。次に，1 色のクレヨンしか入っていない入れ物を
見せます。子供たちに次の質問をします。「絵を描く
としたら，どちらの入れ物のクレヨンを使いたいです

か。それはどうしてですか。」多くの選択肢があるこ
とは祝福であることを説明します。天の御父とイエ
ス・キリストがわたしたちを愛しておられ，正しいこと
を選ぶように望んでおられることを証

あかし

します。

    理解を促す （塗り絵）：      託児の手引き『あなたが
たの幼い子供たちを見なさい』35 ページのイラストを
コピーして子供たちに色を塗ってもらうか，同じ表題で
似たような絵を描いてもらいます。描かれているもの
をだれが，何のために造ったか話し合います。天の御
父は御子がわたしたちのために造られた地球を大事
に扱うように望んでおられることを子供たちに教えま
す。地球やそこに住む創造物をどのように大切にでき
るかを子供たちに尋ねます。絵を家に持ち帰り，それ
を冊子にするのに両親に手伝ってもらうように勧めま
す。              

この活動では，選ぶことが祝福であるという概念を
クレヨン，色鉛筆，様々な果物，そのほかの子供たちが

知っているものを使って表すことができます。
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2 月 正義を選ぶと	 	 	 	 	 	 	 	
祝福を受けます

「あなたがたが……戒めを守れば，神はあなたがたを祝福し，栄えさせてくださる。」（モーサヤ
2：22）

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。毎週，（1）子供たちに教義を
明らかにし，（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。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：ノアは正義を選んで，祝福を受けました。

教義を明確にする（仲間合わせゲーム）：ホワイ
トボード（または，黒板）に箱舟の簡単な絵を描

か

きま
す。様々な動物の絵を 2 枚ずつ用意します。子供た
ちに 1 枚ずつ渡します。子供たちに立ち
上がって自分の持っている絵の動物
の鳴きまねをし，同じ鳴き声を発し
ているほかの子供を探してもらい
ます。同じ絵を持つ相手を見つけ
たらすべての動物が二人組になる
まで一緒に立ってもらいます。子
供たちに二人組のまま前に来て箱舟に
絵をはってもらいます。子供たちにこう尋ねます。

「箱舟に動物を集めるように主から命じられた預言者
はだれでしょうか。」それほど多くの動物を箱舟に集
めるのは大変だったかもしれないが，ノアは主の命令
に従うことを選んだことを指摘します。

理解を促す（聖句を読む）：ノアが教えを説いてい
る絵を子供たちに見せ，モーセ 8：20 を読みます。
人々がノアの言葉を聞かなかったのはなぜだと思うか

子供たちに尋ねます。ホワイトボード（ま
たは，黒板）を半分に分け，片側に
次の質問を書き，反対側に順不同
で参照聖句を書きます。主は悪い
人々を滅ぼすために何をされるつ
もりでしたか（創世 6：17）。主は
ノアの家族を救うためにノアに何

をするように言われましたか（創世 6：
18）。ノアは正義を選ぶために何をしましたか（創世
7：5）。子供たちに聖句を読み，質問の答えとなる聖
句を見つけるように言います。箱舟を造るノアの絵を
子供たちに見せます。正義を選ぶのが難しいときもあ
ると説明します。「ノアは正義を選んだことでどのよう
な祝福を受けましたか」と尋ねます。正義を選ぶとき
に自分たちがどのような祝福を受けるか子供たちに話
してもらいます。

第 2 週：イエスの弟子は正義を選んで，祝福を受けました。

理解を促す（聖句を読む，塗り絵，紙人形）：イエ
スの弟子たちがどのように正義を選んだかについての
次の話を子供たちと読みます。ルカ10：38 － 42（マ
リヤ）；マタイ4：18 －20（ペテロとアンデレ）；使徒
9：1－ 9，17－20（パウロ）。これらの人々が正義を
選んだことで受けた祝福の幾つかについて
話し合います。何人かの人物の簡単な絵を
描き，それぞれの子供に渡します（または

『リアホナ』2006 年 1 月号「フレンド」
F13；『リアホナ』2006 年 2 月号「フ
レンド」F11「おもちゃばこ」にある，聖

歌：「選べ，正義を」
（『賛美歌』152 番）

敬
けい

虔
けん

：子供たちは敬虔な態
度を保ちながら楽しい活動
や 動 きをして 学 べ ま す。

「敬虔さとは，音をまったく
立てないという意味ではあ
り ま せ ん。」（ボ イド・K・
パッカー「啓示をもたらす
敬虔さ」『聖徒の道』1992
年 1 月号，24）

レッスンの一部を劇化するために
簡単な指人形を使用できます。

主題を強調し，子供の注意を引くうえで
貴重な道具となります

（『教師，召し』176 参照）。

絵は sharingtime.lds.org で入手できます。
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  教義を口に出して言う：  
今月，子供たちは正義を選
ぶと祝福を受けるという教
義について，様々な聖句を
学びます。各レッスンの初
めに，「正義を選ぶと祝福を
受けます」と言うように子
供たちに勧めてもよいで
しょう。 

典の登場人物の紙人形を使います）。子供たちが絵
に色を塗り，それを切り抜き，棒人形または紙袋を使っ
た人形を作れるようにします。紙人形を使って聖典の
話をもう一度話すように勧めます。例えばこのようなこ
とを話します。「わたしはパウロです。わたしはイエス
に従う人々を迫害していました。すると，イエスの示現
を見ました。イエスはもう迫害しないように言われまし
た。わたしはイエスに従うことを選び，死ぬまでずっと
伝道しました。」

   応用を促す （聖典の物語の復習）：  紙人形を使っ
て家で家族に聖典の物語を話すように勧めます。物
語に登場する人物がどのように正義を選んで祝福を受
けたか，家族に話すように勧めます。これから1 週間，
どのように正義を選べるか子供たちに尋ねます。

    第 3 週：ニーファイは正義を選んで，祝福を受けました。

    理解を促す （劇化に参加する）：   ニーファイが父親
と主に従ったときのことを子供たちに演じてもらいます

（例えば，1ニーファイ16：18 －24，30 －32；1ニー
ファイ17：8，17－18，48 － 53；1ニーファイ18：9
－21）。簡単な衣装や小道具を使ってもよいでしょう

（劇化については，『教師，召し』165 －166 参照）。
ニーファイが 1ニーファイ17：3 で語った言葉を一緒
に読みます。

    応用を促す （歌を歌う）：      1 月で使用した「選択と
結果」の棒を見せて，選択と結果について覚えている
ことを子供たちに述べてもらいます。わたしたちが受
ける祝福の多くは良いことを選んだ結果であることを
教えます。ニーファイのように良いことを選ぶにはどう
したらよいか子供たちに考えてもらいます。子供たち
に「ニーファイの勇気」（『歌集』64 － 65）を歌っても
らい，歌の間「選択と結果」の棒を回してもらいます。

無作為に音楽を止めます。音楽が止まっ
たら，棒を持っている子供に，その子にで
きる良い選びを一つ挙げてもらいます。
その子から別の子供に棒を渡してもらい，
その良い選びがもたらす祝福を一つ挙げ
てもらいます。時間の許すかぎり，同じこ
とを繰り返します。

第 4 週：今
こん

日
にち

の教会員は正義を選ぶことで祝福を受けます。    

     理解を促す （経験を分かち合う）：     初等協会の子
供の親または祖父母を招待して，彼ら自身または先祖
が正義を選んだときの話を述べてもらいます。彼らが
どのようにして教会に入ることを選んだのかを述べて
もらってもよいでしょう。それぞれの話の前に，その
教会員がどのように正義を選んで，どのような祝福を
受けたか，よく聞くように子供たちに勧めます。話の
後，正義を選んだことでその会員がどのような祝福を
受けたか子供たちに尋ねます。子供たちに，話を聞き

ながらそれについての絵を描き，初等協会や家で見せ
るように勧めてもよいでしょう。             

視覚資料は学習を助けます。
視覚資料は簡潔なものにしてください。
そうすれば，
子供たちの注意は視覚資料よりも
レッスンのメッセージに向けられます。

棒人形は 
sharingtime.lds.org〔英語〕 

から入手できます。
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生ける預言者はわたしが正義を選ぶのを	
助けてくれます

「おお，覚えておきなさい，わが子よ。若いうちに知恵を得なさい。まことに，神の戒めを守ること
を若いうちに習慣としなさい。」（アルマ 37：35）

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。毎週，（1）子供たちに教義を
明らかにし，（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。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語られます。

教義を明確にする（デモンストレーションと聖句
暗記）：一人の子供に部屋の前方に来てもらいます。
ほかの子供たちはその子の指示に従うように言いま
す。前にいる子供に簡単な指示をささやきます。例え
ば，「3 回手をたたくように言ってください」または「立
ち上がって足踏みをするように言ってください」。何人
かの子供が順番に前に出て，指示を出します。教師の
指示が全員に聞こえなくても，だれに従えばよいか分
かっているので指示に従えたことを説明します。天の
御父が望んでおられることを知るにはだれに従うべき

か，尋ねます。現在の大管長の絵を見せ，子供たちに
声をそろえて「神は預言者を通して語られます」と言っ
てもらいます。アモス 3：7 を読み，子供たちに分かり
にくい言葉を解説します。その聖句を暗記できるよう，
子供たちを助けます（『教師，召し』171－172 参照）。

第 2 週：大管長会と十二使徒は預言者です。

教義を明確にする：ホワイトボード（または，黒
板）に「大管長会と十二使徒は預言者です」と書きま
す。末日聖徒イエス・キリスト教会は，教会の大管長，
大管長会の二人の顧問，そして十二使徒によって導か
れていることを話します。大管長会と十二使徒定員会
は預言者であることを説明します。

応用を促す（神経衰弱ゲーム）：大管長会と十二
使徒のうち，6 人の写真を用意し，別の紙にその人た
ちの名前を書きます。写真と紙を裏向きにしてホワイ
トボード（または，黒板）にはります。 1 枚の写真を
一人の子供にめくってもらい，別の子供に名前の書い
てある紙を 1 枚めくってもらいます。写真と名前が
一致していなければ元に戻し，別の二人に選んでもら
います。一致した場合はその指導者がいちばん最近
の総大会で教えた福音の原則を二人の子供にささや
いて（『リアホナ』の最新号参照），その原則を守って
生活する方法を演じてもらいます。何を演じているか
ほかの子供たちに当ててもらいます。

歌：「正しくあれ」
（『歌集』81）

質問をする：質問をするこ
とでレッスンへの参加と話
し合いを促すことができま
す。教えられている教義を
子供たちが理解しているか
確認し，深く考えるのを促
すために質問をします（『教
師，召し』73 参照）。例え
ば，「天の御父はどのように
して教会員に語られるので
しょうか」や「預言者に従う
ことでどのような祝福を受
けてきましたか」などの質
問をしてもよいでしょう。

3 月
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  提 案： conferencegames.
lds.org〔英語〕で入手でき
る資料について子供たちや
両親に教える方法を考えて
もよいでしょう。 

  繰り返し教える： 子供は
繰り返すことで学びます。
第 2 週と第 3 週では異なる
方法で同じ教義を教えま
す。教義への理解を深める
機会となるでしょう。 

子供たちをグループに
分けることでより多くの子供が
参加できます。
様々な方法でグループを
分けることができます。
例えば，クラスのグループでも
作業できますし，
年長の子供と年少の子供を
二人一組にしてもよいでしょう。
各グループは大人が
監督するべきです。

    第 3 週：神の預言者と使徒は総大会でわたしたちに語ります。

      理 解を促す （ゲーム）：   別々の紙に大管長会や
十二使徒定員会の会員がいちばん最近の総大会で述
べた言葉を一文にまとめて書きます。指導者の写真と
ともにホワイトボード（または，黒板）にはります。一
つ一つのメッセージについて話し合います。一つのグ
ループの子供たちに部屋を出てもらいます。ホワイト
ボード（または，黒板）から一つのメッセージを取りま
す。子供たちに戻って来て，どのメッセージがなくなっ
たか考えてもらいます。そのメッセージに関連ある初
等協会の歌を一つ選ばせ，一緒に歌います。そのメッ
セージを応用する方法を提案するよう子供たちに勧め
ます。ほかのメッセージについても同じことを繰り返
します。

    第 4 週：預言者に従うことを選ぶとき，祝福を受けます。

教義を明確にする（歌を歌う）：  「預言者にしたが
おう」（『歌集』58 － 59）の 9 番を歌います。わたし
たちが預言者に従うべき理由が何であるか聞くように
子供たちに勧めます。子供たちと一緒に次の一文を
言います。「預言者に従うことを選ぶとき，祝福を受
けます。」

理解を促す （聖典の物語を演じる）：   子供たちに
エリヤとザレパテのやもめの話（列王上 17：8 －16
参照）を話し，あなたと一緒に演じるように勧めます。
例えば，「主はエリヤにザレパテという町に行くように
命じられました（足踏みする）。町に着くと，女性がた
きぎを拾っているのを見ました（たきぎを拾うしぐさを
する）。エリヤは女性に飲み物（飲み物を人に渡すし
ぐさをする）とパンを下さいと言いました。女性はエリ
ヤに，息子にパンを作るためのわずかな小麦粉と油し
かないと言いました（首を横に振る）。まず自分にパン
を作ってくれれば，神がさらに小麦粉と油をお与えに
なるとエリヤは言いました。女性はエリヤに従いまし
た（パンをこねるしぐさをする）。彼女は何日
もの間パンを作るのに十分な小麦
粉と油を得ました（食べるふりをす
る）。」モーセと青銅のへびの話

（民数 21：5 － 9 参照）やニーファ
イと真

しん

鍮
ちゅう

の版の話（1ニーファイ3
－ 4 章；5：21－22 参照）も同じ
ように話します。話の登場人物が
預言者の勧告に従ったことでどの
ように祝福されたか，子供たちに
分かち合ってもらいます。

   応用を促す （預言者の教えについて話し合う）：
  子供たちに次の質問をします。「現在の預言者はだれ
ですか。」現在の教会の大管長の写真を見せます。大
管長が神から召されていることを説明します。子供た
ちを小さなグループに分け，預言者にどのように従え
るか話し合ってもらいます。各グループから数人の子
供に意見を述べてもらいます。今週，預言者に従うた
めの一つの方法を選ぶように子供たちに勧めます。そ
の目標を思い出すためのものを作り，家に持ち帰って
家族に見せられるようにします。総大会のときに預言
者の言葉を聞けることを子供たちに思い出してもらい，
総大会を家族で視聴するように勧めます。総大会の
翌週，預言者の言葉に耳を傾け，教えに従ったときに
経験したことを何人かの子供に話してもらいます。               

教える子供たちの年齢と能力に合わせた
活動を行ってください。第 3 週の活動では，

文章でメッセージを書くことに加え，
絵を使用してもよいでしょう。
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イエス・キリストは正義を選ぶように	
教えておられます

「わたしがあなたがたにしたとおりに，あなたがたもするように，わたしは手本を示したのだ。」（ヨ
ハネ13：15）

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。毎週，（1）子供たちに教義を
明らかにし，（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。次のように自問して
ください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろうか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに
何ができるだろうか。」

第１週：イエス・キリストはわたしの完全な模範です。

理解を促す（聖句を読んで絵を描く）：大きな紙
に次の言葉を書きます。「イエス・キリストはわたしの
完全な模範です」この紙を 4 つに切り分けて簡単なパ
ズルを作ります。それぞれの断片の裏側に以下の文章
の一つを書きます。

• 主はバプテスマを受ける方法を示されました（マタイ
3：13 －17 参照）。

• 主は人に愛を示されました（マルコ10：13 －16 参
照）。

• 主は御自身を傷つけられた人を赦
ゆる

されました（ルカ
23：34 参照）。

• 主は祈りの方法を示されました（マタイ6：5 －13
参照）。

「イエス様のように」を歌います（『歌集』40 －
41）。この歌がどのようなことを教えているか子供た
ちに説明してもらいます。キリストの絵を見せて，主が
完全な模範を通して多くのことを教えてくださったこと
を子供たちに話します。子供たちを 4 つのグループに
分け，各グループにパズルの一片と白紙を数枚配りま

す。グループで一緒に聖句を読み，自分たちがキリス
トの模範にどのように従えるかを絵で表すように言い
ます。各グループに聖句と絵を発表してもらい，ホワイ
トボード（または，黒板）にパズルのピースをはっても
らいます。パズルが完成したら，皆で声を合わせて

「イエス・キリストはわたしの完全な模範です」と言い
ます。

第 2 週と第 3 週：イエス・キリストは正しく生きる道を教えてくださいました。

教義を明確にする（歌を歌う）：「正しい道選ぼ
う」（『歌集』82－ 83）を歌います。半数の子供にわ
たしたちが何をすれば幸せになれるかを見つけながら
聞いてもらい，残りの子供たちにわたしたちを助け，道
を示すのは何かを見つけてもらいます。子供たちが歌
から学んだことについて話し合います。

理解を促す（クイズと聖句）：次の言葉と聖句を書
いたカードを用意します。飢える（マタイ5：6）；輝か
す（マタイ5：16）； 愛する（マタイ5：44）；祈る（マタ
イ6：6）。山上の垂訓の絵を見せます。イエスが弟子
たちを教えるために山に登られて，そこで教えられた
ことは山上の垂訓と呼ばれることを説明します。 1 枚
のカードを子供の半数に見せ，残りの子供たちが当て

歌：『子供の歌集』からイエ
ス・キリストについての歌
を選曲します。

活動を変更する：初等協
会の子供たちの年齢や人
数に合わせて活動を変更
してください。例えば，第
1 週の活動では，人数の
多い初等協会なら，複数組
のパズルを用意してもよい
かもしれません。年少の
子供に対しては，教師が聖
句を読んで，子供たちが絵
を描くのを助けてもよいで
しょう。

福音の原則を教えるときは，それを生活で応用する
方法を子供たちが見つけられるように助けてください。

4 月

輝かす

愛する

飢える

言葉のカードは sharingtime.lds.org〔英語〕で入手できます
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子供たちが声に出して
聖典を読むようにしてください。

それぞれの子供の
能力を把握し，

上手に参加できるように
助けてください。

られるようにその言葉の動作をしてもらいます。一緒
に参照聖句を読み，キリストが教えられたこと，そして
どのように主の模範に従えるか，子供たちが理解でき
るように助けます。ほかの言葉や聖句でも同じことを
繰り返します。

応用を促す（事例について話し合う）：4 枚の紙に
イエスの以下の教えを書きます。（1）義に飢えかわき
なさい，（2）あなたの光を輝かせなさい，（3）敵を愛
しなさい，（4）天の御父に祈りなさい。（年少の子供
たちのために，これらの教えを表す絵を使用すること
を検討します。）紙を部屋の様 な々場所にはります。こ
れらの教えをどのように応用できるか子供たちが理解
するうえで役立つ事例を用意します（『教師，召し』

161－162 参照）。例えば，「学校の友達があなたを
からかい，変な名前で呼びます。どうしますか。」上記
クイズの聖句を再確認し，部屋の中にはられた紙がそ
れらに関連していることを示します。子供たちに事例
を読んで聞かせ，その場で立って，その場面で正義を
選ぶのを助けてくれる教えが書かれた紙の方を向い
てもらいます。数人の子供にどのようなことを選ぶか
話してもらいます。

第 4 週：イエス・キリストのようになるときに救い主の愛を感じます。

理 解を 促す（歌を歌い，選ぶ）：「救い主の愛」
（『歌集』42 － 43）を歌います。子供がキリストの
一つの教えにどのように従えるかを表す事例を幾つ
か書きます。その教えが書かれている参照聖句も書
きます。下記はその数例です。

サラは妹にクレヨンを使わないように言ってありま
したが，妹は使ってしまいました。イエス様のようにな
るためにサラはどうしたらよいでしょうか。

a. 妹のことを怒る。
b. クレヨンを隠す。
c. 妹を赦す。
マタイ18：21－22

ジョンが友達とサッカーをしていると，近くに独り
で立っている男の子がいました。その子はこちらを見
ています。イエス様のようになるためにジョンはどうし
たらよいでしょうか。

a. 独りぼっちだと言って，その子をからかう。
b. 男の子を無視して遊び続ける。
c. 一緒にサッカーをしないか誘う。
ヨハネ13：34

一つの事例を子供に読んでもらいます。そして，答
えを一つずつ読んでもらいます。ほかの子供たちに，
イエスの模範に従っている答えを聞いたら立つように
勧めます。数人の子供に聖句を声に出して読み，イエ
スが教えられたことについて話し合ってもらいます。
これらの場面でイエスの模範に従うことが救い主の愛
を感じるうえでどのように役立つか話し合います。一つ
一つの事例について同じことを繰り返します。

応用を促す：今週，イエスがしてほしいと望んでお
られることを行うよう，子供たちに勧めます。何をし
て，どのように救い主の愛を感じたか，次の週に数人
の子供に発表してもらうことを伝えます。

音楽指導者へ

子供たちが新しい歌を学ぶ
のを助けるために以下を行うこ
とを検討します。

• 特定の言葉を歌うときに合
図をしたり，ある言葉を何回
歌ったか指で数えたりするよ
うに子供たちに勧めます。
例えば，「主はみ子をつかわ
し」（『歌集』20 －21）を歌
い，「み子」という言葉を何
回歌っているか指で数える
ように勧めます。

• 歌のそれぞれの節を表す絵
と言葉を選び，紙にはりま
す。例えば，「主はみ子をつ
かわし」（『歌集』20 －21）
を歌うとき，「愛とやさしさを

教えるために」の節では，ハー
トの絵と「やさしさ」という言
葉を見せます。 「主はつかわ
された平和のみ子」の節では，
降誕の絵と「平和」という言
葉を見せます。歌いながら絵
を持ってもらうことで子供たち
に参加してもらうことができま
す。
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					バプテスマを受けて	 	
教会の会員に確認されるとき，	
わたしは正義を選んでいます

「悔い改めなさい。そして，あなたがたひとりびとりが罪のゆるしを得るために，イエス・キリスト
の名によって，バプテスマを受けなさい。そうすれば，あなたがたは聖霊の賜

たま

物
もの

を受けるであろ
う。」（使徒 2：38）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。毎週，（1）子供たちに教義を
明らかにし，（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。   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：悔い改めるとき，わたしは赦
ゆる

しを受けることができます。

理解を促す （実物を使ったレッスン）：   子供一人
一人に小石を渡します。その小石を靴の中に
入れて，立って歩くように子供たちに勧
めます。靴に小石を入れて歩いた感
想を子供たちに尋ねます。罪は小石
とどのように似ているか尋ねます（良
い気持ちがしない，うれしくない）。小
石を取り出してもらい，悔い改めて天の御父

に赦されることが靴から小石を取るのとどのように似
ているか尋ねます。イエス・キリストのおか

げで，わたしたちが悔い改めて罪の赦
しを受けられることを説明します。悔
い改めが天の御父からのすばらしい

賜物であり，幸福をもたらすことを証
あかし

し
ます。

第 2 週：バプテスマと確認を受けるとき，わたしはイエスの模範に従っています。    

   理解を促す （記憶クイズと聖句）：  イエスにバプテ
スマを施すバプテスマのヨハネの絵と，バプテスマを
受ける子供の写真を見せます。 20 秒間子供たちに見
せた後，絵を覆って両方の共通点を思いつく限り子供
たちに挙げてもらいます。出た答えをホワイトボード

（または，黒板）に書いてもよいでしょう。

  子供たちに教義と聖約 20：72－74 を読んでもら
い，バプテスマを施せるのはどのような人か，そしてバ
プテスマをどのように施すべきか探してもらいます。
見つけたことを子供たちに発表してもらいます。バプ
テスマを施す人は神権の権能を持っていなければなら
ず，バプテスマを受ける人は水に沈められる，すなわち
完全に水に沈められなければならないことを強調しま
す。絵と写真をもう一度見せます。イエスも子供も，
神権の権能を持つ人によって水に沈められることを指
摘します。

   応用を促す （塗り絵と歌）：  託児の手引き『あなた
がたの幼い子供たちを見なさい』の 111 ページをコ
ピーして，一人一人の子供が色を塗れるようにします。

「バプテスマ」（『歌集』54 － 55）を歌い，イエスのよ
うにバプテスマを受けるように子供たちに勧めます。
最近バプテスマを受けた子供に，バプテスマのときの
ことをほかの子供たちに話してもらいます。

 歌：「にじが好きです」
（   『歌集』53）

  提案： 第 1 週の活動の際，
一人の子供に石がたくさん
入ったリュックを背負っても
らい，悔い改めがリュックか
ら石を取り出していくことに
似ていることを示してもよい
でしょう。 

5 月

託児の手引きは sharingtime.lds.org 〔英語〕で
入手できます。
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第 3 週：聖霊はわたしを助けてくださいます。    

   教義を明確にする（実物を使ったレッスン）： 一人
の子供にドアのそばに立ってもらいます。その子供に
目隠しをし，だれの助けもなしに自分のいすを見つけ
て座ってもらいます。同じことをもう一度繰り返します
が，今度はほかの子供に，目隠しをした子供の腕を
取って，いすまで案内してもらいます。 2 回目はいすを
探しやすかったのはどうしてか子供たちと話し合いま
す。聖霊はわたしたちを生活の中で導いて助けてくれ
ることを説明します。子供たちに「聖霊はわたしを助
けてくださいます」と言ってもらいます。

    理解を促す （歌と神経衰弱ゲーム）：   ホワイトボー
ド（または，黒板）に「助け」と書きます。「せいれ
い」（『歌集』56）を歌い，歌に出てくる，わたしたちを
助けるために聖霊がされることを子供たちに数えても
らいます。

  初等協会の前に CTR の盾が描かれた 10 枚の紙を
用意します。それぞれの紙の裏
側に聖霊がわたしたちをどのよ
うに助けてくださるかを説明す
る 5 つの文の一つを書きます。
聖霊はわたしたちを慰めてくだ
さる，聖霊はイエス・キリストに
ついて証される，聖霊は教えて
くださる，聖霊は何をすべきで
何をすべきでないかを教えてく
ださる，そして聖霊は善いことを行うように助けてくだ
さる（それぞれの文を 2 枚ずつの紙に書きます）。紙
を順不同にホワイトボード（または，黒板）にはり，子
供たちには CTR の盾の面が見えるようにします。一
人の子供に 1 枚めくってもらいます。裏に書かれた文
を皆で読みます。別の子供に，同じ言葉が書かれた
紙を見つけるためにもう1 枚紙をめくってもらいます。
裏に書かれた文を皆で読みます。もし一致したら，ホ
ワイトボード（または，黒板）から取ります。一致しなけ
れば再び裏返します。全部一致するまで繰り返します。

   応用を促す  （聖句について話し合う）：   子供たちを
グループに分けます。各グループに次の聖句の一つを
割り当てます。ヨハネ14：26；ヨハネ15：26； 2 ニー
ファイ32：5；教義と聖約 11：12。各グループで聖句
を読んでその意味について話し合ってもらいます。子
供たちや教師に，どのような方法で聖霊の影響を感じ
てきたか例を挙げてもらいます。

    第 4 週：聖
せい

餐
さん

を取るとき，わたしはバプテスマの聖約を新たにします。

   理解を促す （聖約について話し合い，聖句を読
む）：  聖約はわたしたちと天の御父の間で交わす，相互
の神聖な約束であることを説明します。わたしたちは
特定のことをすると約束し，それを行えば御父はわた
したちを祝福すると約束されます。バプテスマを受け
るときに天の御父と聖約を交わすことを子供たちに思
い出してもらい，聖餐を取るときにその聖約を新たに

することを説明します。聖餐を取るときにわたしたち
が約束することと，天の御父が約束されることを説明
する言葉を書いたカードを作ります（教義と聖約 20：
77，79 参照）。数人の子供にカードを渡し，あなたが
聖句を読むのを聞きながら正しい順番で持って立って
もらいます。                  

  子供たち全員に参加して
もらう： 年少の子供は年長
の子供と組むことで参加し
てもらうことができます。例
えば，第 4 週の活動では，
年少の子供がカードを持ち
正しい順番で立てるよう，年
長の子供が助けてもよいで
しょう。 

  準備： レッスンを準備し，子
供たちの年齢，能力，状況
に合わせてアイデアを変更
する際に御霊の導きを求め
てください。例えば，幾つ
かのレッスンは教えるのに
数分しかかかりません。そ
の場合，自分の考えたアイ
デアを用いて補足するとよ
いでしょう。 

実演で子供を使うと，彼らの注意を引き，
学びを促します。

CTR のロゴは 
sharingtime.lds.org〔英語〕 

で入手できます。

言葉のカードは sharingtime.lds.org〔英語〕
で入手できます



12

わたしは福音の原則を守って生活することで
正義を選びます

「わたしは行って，主が命じられたことを行います。主が命じられることには，それを成し遂げら
れるように主によって道が備えられており，それでなくては，主は何の命令も人の子らに下されな
いことを承知しているからです。」（1ニーファイ3：7）

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。毎週，（1）子供たちに教義を
明らかにし，（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。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：わたしは正しいことを行う力を下さるよう天の御父に祈ります。

理解を促す（祈りについて話し合う）：電話または
そのほかの通信手段を子供たちに見せます。それの
使い方について話し合います。わたしたちはどうすれ
ば天の御父と話すことができるか子供たちに尋ねま
す。電話をだれかにかけるときと同じように，わたした
ちは祈りを通して天の御父と交わり，正しいことを行う
力を願い求めることができると説明します。各クラス
に様々な種類の祈りの写真を渡します（例えば，個人
の祈り，家族の祈り，食事の祝福，クラスの祈りなど）。
ほかの子供たちに写真を見せて，それがどのような祈
りで，いつ，どこで，なぜこのような祈りをささげるか，
それぞれのクラスに発表してもらいます。

応用を促す（ゲーム）：二つのアルミ製の空き缶の
底に小さな穴を開け，缶と缶を糸でつなぎます。糸を
ぴんと張り，子供たちに順番に，正しいことをする際に
どんなことを天の御父に祈り求めるかを片方の缶の中
にささやいてもらいます（例えば，真実を言えるよう
に，敬

けい

虔
けん

になれるように，親切にできるように）。別の
子供に反対側の缶から聞いてもらいます。天の御父
が正しいことをする力を与えてくださった経験を話しま
す（または一人の子供に話してもらいます）。天の御
父が祈りを聞き，こたえてくださり，正しいことを行う
力を与えてくださることを証

あかし

します。

第 2 週：わたしが什
じゅう

分
ぶん

の一を納めると，天の御父は祝福してくださいます。

教義を明確にし，理解を促す（実演）： 什分の一
とは，自分が得た収入の十分の一を，教会を通して主
にささげることであることを説明します。子供たちに
10 枚の硬貨を見せます。什分の一を納めるのに硬貨

を何枚使うべきか尋ねます。什分の一の献金票を見
せ，それに記入して郵便局で什分の一を納めることを
説明します。

歌：「ニーファイの勇気」
（『歌集』64 － 65）

御霊を招く：御霊とともに
教えるとき，あなたが教え
ている福音の原則が真実で
あることを聖霊が証してく
ださいます（『教師，召し』
45 － 46 参照）。

6 月



I Have a Body like 

Heavenly Father’s

I have a face like 

Heavenly Father.

I have two feet like 

Heavenly Father.

I have two hands like 

Heavenly Father.

13

   応用を促す  （ゲームと証）：   什分の一を納めること
で得られる祝福を表す写真や物を展示します。例え
ば，神殿，集会所，賛美歌，『子供の歌集』，初等協会
の手引き，聖典などです。什分の一基金のおかげで
教会がこれらのものを提供できることを子供たちに話
します。写真や物を覆います。一つか二つのものを抜
き取ります。覆いを取り，何が消えたか子供たちに当
ててもらいます。何回か同じことを繰り返します。什
分の一を納めることでもたらされる祝福がほかにもあ
ることを説明します（3 ニーファイ24：10 参照）。一人
か二人の大人に，什分の一を納めることで受けた祝福
について話してもらいます。

    第 3 週：わたしは体に良いものを食べて飲み，悪いものを避けることで知恵の言葉を守り
ます。

   理解を促す （聖句とゲーム）：  皆で 1コリント3：
16 －17 を読みます。この聖句が自分にとってどのよ
うな意味を持つか話すよう子供たちに勧めます。天の
御父はわたしたちが肉体を大事に扱うこ
とを望んでおられることを説明しま
す。体に良いものや悪いものを含め
た様々な食品，飲み物，そのほかの
もの（果物，野菜，パン，アル
コール性飲料，タバコなど）
の写真・絵を一つの容器に
入れます。託児の手引きの
43 ページをコピーしてパズル
のように切ります。子供たちに
順番に容器から写真・絵を取り出しても
らいます。写真・絵のものが体に良いも
のなら，子供にパズルのピースを1 枚ホワイトボード

（または，黒板）にはってもらいます。体に悪いものな
ら，パズルのピースを1 枚ホワイトボード（または，黒
板）から取ります。パズルが完成するまで繰り返しま

す（容器の中に体に悪いものよりも良い
ものの写真・絵を多く入れてお

く必要があります）。一人の大
人か子供に，知恵の言葉を
守ることで受けた祝福につ

いて話してもらいます（教義と
聖約 89：18 －21 参照）。

    第 4 週：慎み深い服装をするとき，わたしは自分の体を神からの賜
たま

物
もの

として貴んでいます。

 教義を明確にする（写真と聖句）：   次の文をホ
ワイトボード（または，黒板）に書きます。「わたし
の          は          です。」神殿の写真を見せます。次
の質問をします。「なぜ神殿は特別なのでしょうか。」
子供たちに 1コリント 6：19 を開いてもらいます。肉
体について何と書いてあるか考えながら一緒に声に出
して読むように勧めます。ホワイトボード（または，黒
板）に書かれた文の空欄に何が入るか尋ねます（体，
神の宮）。子供たちに立って一緒に文を読んでもらい
ます。

理解と応用を促す（歌と話し合い）：      わたしたち
の肉体は聖霊が宿る神の宮であることを子供たちに
話します。「この体は神の宮」（『歌集』73）の 1 番を
歌います。天の御父はわたしたちがどのような服装を
するのを望んでおられ，なぜそう望まれているかを子
供たちに話してもらいます。神の預言者はいつも神の
子供たちに慎み深い服装をするように勧めてきたこと
を説明します。子供たちに『若人の強さのために』の

「服装と外見」を読み聞かせ，体のどの部分をきちん
と覆うべきかを考えながら聞くように勧めます。慎み
深い服装をするための方法を一つ考えるように子供た
ちに勧めます。柔らかい物を一人の子供に向けて投
げて，その子の意見を聞きます。同じ物を今度は別の
子供に投げてもらい，その子の意見を聞きます。ほか
の子供たちについても同じことを行います。         

視覚資料：絵やそのほか
の視覚資料を用いて教える
と子供たちはよりよく学び，
長く覚えておくことができま
す（『教師，召し』176，181
－182 参照）。

託児の手引きは sharingtime.lds.org 〔英語〕で入手でき
ます（訳注──日本語版は http://lds.org/library/display/ 
0,4945,8184-1-4470-24,00.html で入手できる）。
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わたしは福音の原則を守って生活することで
正義を選びます

「だから，主の命令を忠実に守りましょう。」（1ニーファイ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。毎週，（1）子供たちに教義を
明らかにし，（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。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：断食と祈りはわたしの証
あかし

を強めます。

教義を明確にする（実物を使ったレッスン）：2 枚
のカードを用意し，1 枚に「断食」，もう1 枚に「祈り」
と書きます。二人の子供に横に並んで立ってもらい，
言葉のカードを1 枚ずつ渡します。別の子供に二人の
間を通ってもらいます。最初の二人にしっかりと互い
の腕を組ませ，もう一度別の子供に間を通ってもらい
ます。二人がしっかりと組んでいることでとても強く
なったことを指摘します。断食と祈りは一緒に組み合
わせることでさらに強力になることを説明します。ホ
ワイトボード（または，黒板）に「断食と祈りはわたし
の証を強めます」と書き，子供たちに一緒に復唱して
もらいます。

理解を促す（聖句と実物を使ったレッスン）： モー
サヤ王の息子たちが福音の中で強くなるためにしたこ
とは何か考えながら，あなたがアルマ 17：2－3 を読
むのを聞くように子供たちに勧めます。モーサヤの息
子たちが強くなるうえで助けになったことを聞いたら腕
を曲げて筋肉を見せるように勧めます。

「断食とは何ですか」「なぜ断食をするべきですか」
「いつ断食をするべきですか」「なぜ断食のときに祈る
べきなのでしょうか」などの質問をして，断食について
話し合います（ジョセフ・B・ワースリン「断食の律
法」『リアホナ』2001 年 7 月号，88 － 91 参照）。話し
合いで意見を述べた子供に，毛糸またはひもの端を

持ってもらいます。反対の端はすべてあなたが持って
ください。話し合いの後，ひもを持っている子供たち
に，部屋の真ん中に来て，全部のひもを合わせてねじ
り，強力な縄を作るように勧めます。一本一本のひも

が縄に加わることで縄が丈夫になることを説明しま
す。同じように，断食と祈りをする度にわたしたちは証
を強めていることを子供たちが理解できるように助け
ます。

第 2 週：親切とは，ほかの人に優しくし，優しい言葉をかけることです。

教義を明確にする（聖句の暗唱）：「互いに情け深
く…･･･〔あり〕なさい。」（エペソ4：32）をホワイト
ボード（または，黒板）に書き，言葉の下に 1 から 5 ま
で数字をふります（1「互いに」，2「情け」，3「深く」，
4「あり」，5「なさい」）。子供たちにも1 から 5 まで
の数字を割り当てます。 1 になった子供は全員立って
声に出して「互いに」と言い，すぐに座ってもらいま
す。残りの言葉についても同じように続けます。数回
繰り返します。次に，全文を子供たち全員で復唱して
もらいます。

理解を促す（物語と歌）：子供たちに「立ち上がろ
う……カレブのために」（『リアホナ』2009 年 3 月号

「フレンド」F8 － 9）など，親切についての話をしま
す。話の中で親切な行いを聞いたら両親指を立てて
合図し，不親切な行いを聞いたら両親指を下に向ける
ように子供たちに勧めます。「自分から始めよう」

（『歌集』83）を歌います。だれに親切にするべきか
歌うときに立ち上がるよう子供たちに言います。もう
一度歌い，「自分から始めよう」と歌うときに自分を両
方の親指で指差してもらいます。

歌：「かしこい人とおろか者」
（『歌 集』132）または『子 供 の
歌集』から選曲して歌います

提案：断食について教える
際，年少の子供たちは断食
する必要がないことを覚え
ていてください。

実演は子供たちが抽象的な概念を理解するのを
助けます。

祈　り
断　食

7 月

言葉のカードは sharingtime.lds.org〔英語〕で
入手できます
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応用を促す  （親切になる方法）：    子供たちとかかわ
りのある人 （々例えば，父母，兄弟，姉妹，祖父，友
達，先生など）をカードまたは簡単な小道具（例え
ば，父親はネクタイ，祖父は杖）で示します。小道具を
数人の子供に渡し，部屋の前方に来てもらいます。そ
の小道具が表す人にどのような親切な言葉や行いが
できるか，一人一人に言ってもらいます。次に，カード，
写真，または小道具をほかの子供に渡してもらいま
す。時間の許す限り繰り返します。

第 3 週：敬
けい

虔
けん

は神への深い尊敬と愛です。    

   教義を明確にする（歌を歌う）：    ハート型の紙を
付けたひものネックレスを何本か用意します。「敬虔
は愛」（『歌集』12）の歌詞の言葉または節
をハートの裏に書きます（例えば， 静かに
深く主思う，主を愛しなど）。数人の子供に
ネックレスを着けてもらいます。「敬
虔は愛」を歌い，ネックレスを着け
た子供にハートに書かれた言葉が
登場したら敬虔な態度で部屋の前
方へ歩いてもらいます。ネックレスを着
けた子供に順番どおりに並んでもらい，も
う一度歌います。

   応用を促す（敬虔について話し合う）： 言葉の
カードを用意するか， 目，手，足，耳，口，心の簡単な

絵を描きます。子供たちをグループに分け，それぞ
れのグループでカードまたは絵を1，2 枚選んで

もらいます。各グループに，その体の部
分で神に尊敬と愛を示し，敬虔さを

表すために何ができるか（言葉と
ジェスチャーで）発表してもらいます。

第 4 週：正直とは，結果に関係なく真実を話すことです。    

    理解を促す （結果について話し合う）：   子供たち
が正直と不正直のどちらかを選ばなければならない
場面を示す，幾つかの事例を用意します（『教師，召
し』161－162 参照）。例えば，「あなたは弟をたたき
ました。お母さんに，なぜ弟が泣いているのか聞かれ
ました。」まず「正直になることの結果は何でしょう
か」と尋ねます。次に，「不正直になることの結果は
何でしょうか」と聞きます。正直になった直後の結果
がつらいものでも，長い目では平安と幸福につながる
ことを子供たちが見いだせるように助けてください。

   応用を促す（言葉遊び）： クラスごとに（教師の助
けを得て）正直についての一文または五七五の標語を
作ってもらいます。例えば，「正直に　話せば　きっと
うまくいく」などです。それぞれのクラスで作った文
をほかの子供たちに分かち合ってもらいます。不正直
になるように誘惑されたときにその文を思い出すよう
に勧めます。                 

実演に子供を引き入れることは
子供の参加を促し，
ほかの子供の興味を

引くうえでも役立ちます。

聖典：子供たちに自分の聖
典を開いて読んでもらうこ
とは聖典の大切さを強調
し，御霊を招きます。可能
なら，子供たちに聖典に印
を付けるように勧め，一緒
に聖句を読んでください。

思　う

愛する

静かに座る

絵は sharingtime.lds.org〔英語〕で入手できます

     ハートの形は sharingtime.lds.org〔英語〕
で入手できます      
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8 月 わたしは御
み

霊
たま

を招くもので		 	 	 	
生活を満たすことを選びます

「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。毎週，（1）子供たちに教義を
明らかにし，（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。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。子供たちが御霊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：良い友達を持つことは正義を選ぶのを助けてくれます。

理解と応用を促す（物語を聞く）：次の物語を話
します。「二人の少年が道路わきに古びた靴を1 足見
つけました。遠くの方で，畑で作業をしている男性が
いるのが見えます。一人の少年は，靴を隠して，その
男の人の反応を見てみようと言いました。」この少年に
何と答えるか子供たちに尋ねて，その後，続きを話し
ます。もう一人の少年は，靴を隠す代わりに，それぞ
れの靴に銀貨を入れるべきだと言ったので，彼らはそ
うしました。間もなく男性が戻って来ました。お金を

見つけた彼は，感謝で胸がいっぱいになり，ひざまず
いて感謝の祈りをささげました。彼は病気の妻と，食
べ物のない子供たちのことを語り，助けてくれた人を
祝福してくださるよう主にお願いしました。少年たち
は心に温かいものを感じ，正しい方を選んでよかった
と思いました。」（ゴードン・B ・ヒンクレー『リアホ
ナ』1993 年 7 月号，60 参照）何人かの子供に，良い
友達が正しいことを選ぶのを助けてくれた経験を話し
てもらいます。

第 2 週：わたしは天の御父が喜ばれるものを読み，聞き，見るようにします。

教義を明確にする（実物を使ったレッスン）：子
供たちに果物が入ったボウルと土の入ったボウルを見
せます。どちらを食べたら体に良いか，それはなぜか
を子供たちに尋ねます。天の御父はわたしたちの心
を危険なものではなく，良いもので満たしてほしいと
望んでおられます。子供たちに「わたしは天の御父が
喜ばれるものを読み，聞き，見るようにします」と言っ
てもらい， 読み，聞き，見るの言葉に合わせて簡単な
動作をつけます。

理解を促す（教義について話し合う）：天の御父
が喜ばれないことを選んだとき，大切なものを失うこ
とを子供たちに話します。あなたが『若人の強さのた
めに』の「娯楽とメディア」の最初の段落を読むのを
聞いて，その大切なものは何かを見つけるように勧め
ます（「わたしの福音の標準」も参照）。間違ったこと
を選んだときに失うものは何か，子供たちに尋ねます

（御霊）。子供たちを 3 つのグループに分け，3 つの
チェックポイントを交代で回ってもらいます。各チェッ
クポイントでは天の御父に喜ばれるものを読んだり，
聞いたり，見たりしてもらいます。神に喜ばれるものを
読んだり，聞いたり，見たりするときにどのような気持
ちになるか話し合います。

歌：「イエス様のように」
（『歌集』40 － 41）

チェックポイント：もし初
等協会の人数が多ければ，
子供たちに移動してもらう
より，指導者がチェックポイ
ントを移動することを検討
してもよいでしょう。

物語：物語を話すことは子
供の注意を引き，教義を自
分に当てはめやすくします。
表現力豊かに，そして熱意
を込めて自分の言葉で話せ
るように物語をよく覚えてく
ださい。

絵は sharingtime.lds.org〔英語〕で入手できます
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絵を描
か

く：学んだことを絵
で描くことは，教義への理
解力を深めます。さらに理
解を深めるために，描いた
絵を家族に見せるように勧
めてください。

初等協会の人数に合わせて
活動を変更することは，

子供の参加を増やします。
この活動では，

初等協会の人数が多ければ，
幾つかのかごを用意し，
小さなグループの中で

発表してもらってもよいでしょう。

    第 3 週と第 4 週：わたしは安息日に天の御父に近づくのを助けてくれることをするべきです。

    教義を明確にする（聖句暗記）：  子供たちに，大
切なメッセージを見つけるためのヒントを幾つか出す
と話します。ホワイトボード（または，黒板）に出エジ
プト20：8 の各文節の最初の文字を書きます（あおこ
せせ）。その文字がメッセージの言葉の最初の文字で
あることを説明します。次のヒントとしてモーセと十戒
の絵を見せます。次に子供たちに出エジプト20：8 を
開いて一緒に読んでもらいます。ホワイトボード（また
は，黒板）に書かれた文字と聖句の関係を子供たちが
見いだせるように助けます。子供たちが聖句を暗記で
きるように，ホワイトボード（または，黒板）の頭文字
を指差しながら何度か聖句を繰り返して言います。

   理解を促す（話し合いと塗り絵）： 子供たちを 4 つ
のグループに分けます。各グループに『若人の強さの
ために』の「安息日を守る」から1 段落を割り当てて，
読んでもらいます。グループの中でその段落について
話し合い，学んだことをほかの子供たちの前で発表す
るように勧めます。一人一人の子供に紙を1 枚渡し，
安息日にしてよいことの絵を描いてもらいます。何人
かの子供に，皆の前で絵を見せてもらいます。学んだ
ことを家で話すように子供たちに勧めます。

   理解を促す（聖句を使った活動）： 初等協会が始
まる前に，マナを表した紙の入ったかごを準備し，この
活動で使います。ホワイトボード（または，黒板）に次
の質問を書きます。

    主は荒れ野にいるイスラエルの民のためにどのよう
な食べ物を用意されましたか。

    民は毎日どのくらい集めることになっていましたか。
6 日目に彼らは何をするように言われていましたか。
        安息日は何が違いましたか。

    マナを集めるイスラエルの民の話を聞きながら，答
えを探すように子供たちに勧めます（出エジプト16：
11－31 参照）。質問の答えを聞いたら立ってもらいま
す。一人の子供に，質問の答えとなっている部分をも
う一度話してもらいます。その後，物語の続きを話し
ます。話し終わったら，なぜイスラエルの民が安息日
にマナを集めるのを主が望まれなかったか，子供たち
と話します。子供たちに目を閉じて眠るふりをしてもら
います。すばやく「マナ」を部屋中にばらまきます。子
供たちに目を開けて自分の分け前のマナ（1 枚か 2
枚）を集めてもらいます。マナをかごに戻してもらい
ます。かごに戻す一人一人の子供に，安息日を聖

きよ

く保
つ，適切な方法を一つ尋ねます。

音楽指導者へ    

  子供たちが「イエス様のように」（『歌集』40 － 41）
を学ぶのを助けるために以下を行うことを検討します。

    • 子供たちに歌って聞かせます。「イエス様」という
言葉を何度歌うか指で数えるように言います。もう
一度歌い，子供たちに，聞きながらリズムに合わせ
て手をたたくように言います。  

    •   歌詞中の重要な言葉を書いた簡単な絵を，前方の壁
を除いた初等協会の部屋中にはります（例えば， な
りたい，言葉，行い，愛，誘惑，耳傾けなど）。あな
たが歌う間，子供たちによく聞いてもらいます。あな
たが歌った言葉と同じ絵を指差してもらいます。一
人の子供にその絵を部屋の前方の壁に移してもらい
ます。歌のその部分を全員で歌います。歌を続け
て，それぞれの絵について同じことを繰り返しま
す。それから，歌の全部を数回歌ってもらいます。
イエス様のようになることの大切さについて簡潔に
証
あかし

します。                          

むねになりたい 言葉， 行いで

たがいに
愛し合え

耳かたむけよう
愛

おしえ

ゆうわく

やさしく

絵は sharingtime.lds.org〔英語〕で入手できます
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9 月 十
じっ

戒
かい

は神とその子供たちを	
愛することを教えてくれます

「あなたはわたしを愛するならば，わたしに仕え，わたしのすべての戒めを守るべきである。」（教
義と聖約 42：29）

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。毎週，（1）子供たちに教義を
明らかにし，（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。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：戒めを守るとき，わたしたちは祝福を受けます。

教義を明確にする（実物を使ったレッスン）：一人
の母親に分かち合いの時間に赤ちゃんを連れて来ても
らいます。赤ちゃんを危険から守るのに助けになる
ルールを子供たちに挙げてもらいます。わたしたち皆
が天の御父の子供であることを話します。御父はわた
したちを愛しておられ，わたしたちが無事で幸せであ

るようにルール，すなわち戒めを与えられます。モーセ
と十戒の絵を見せ，モーセがどのようにして十戒を受
けたか子供たちに簡単に話します（出エジプト19 －
20 章参照）。

理解を促す（歌を歌う）：ホワイトボード（または，
黒板）に次の 3 つの言葉を書きます。「神を尊んで礼
拝する」，「両親を敬う」，「人を敬う」。十戒はこの 3 つ
の項目に分類できることを子供たちに話します。子供
たちをグループに分けて，一つの項目に関連ある歌を
割り当てます。だれが歌うかをグループの中で決めて
もらいます（例えば，男の子だけ，女の子だけ，赤を着
ている子供だけ，など）。歌った後，正しい項目の下に
歌の名前をはってもらいます。次の曲を使用すること
を検討してください。「土曜日」（『歌集』105），「よく
聞 い て」（『歌 集』71），「パ パ の ように」（『歌 集』
111），「イエス・キリストの教会」（『歌集』48），「自分
から始めよう」（『歌集』83）。

応用を促す（歌を歌う）： 「いましめを守る人を」
（『歌集』68 － 69）を歌い，戒めを守る人が受ける約
束が何かを子供たちに見つけてもらいます。戒めを守
るときにどのような祝福を受けるか，子供たちに話して
もらいます。

第 2 週：わたしは神を尊んで礼拝します。

理解と応用を促す（聖句を読む）：天の御父が
モーセに与えられた最初の 4 つの戒めは，神を尊んで
礼拝するべきことを教えていることを説明します。ホ
ワイトボード（または，黒板）に以下の文章を書きま
す。 4 枚の紙に次の参照聖句を書きます。

 1. あなたはわたしのほかに，なにものをも     と
してはならない。（出エジプト20：3）

 2. あなたは自分 のために      を造ってはなら
ない。（出エジプト20：4）

 3. あなたは，あなた の 神，主の 名を，     なら
ない。（出エジプト20：7）

 4. を覚えて，これを聖とせよ。（出エジプト
20：8）

子供たちを 4 つのグループに分けます。各グループ
に参照聖句を一つ割り当て，その聖句を読み，それに
該当するホワイトボード（または，黒板）の文を見つけ
てもらいます。最初のグループに空欄の言葉を埋めて
もらい，ほかの子供たちを先導して一緒に声に出して
読んでもらいます。その戒めの意味について話し合
い，それを守るために何ができるか挙げてもらいます。
子供たちの意見をホワイトボード（または，黒板）に書
きます。ほかの 3 つのグループについても同じことを
繰り返します。子供たちに，1 週間の間，ホワイトボード

（または，黒板）に書かれたことを一つ行うよう勧めます。

小グループ：子供たちをグ
ループに分けることは，より
多くの子供がレッスンに積
極的に参加できる，効果的
な方法です。

神を
尊んで

礼拝する

人を敬う両親を
敬う

土曜日 よく聞いて 自分から始めよう

パパのように
イエス・キリストの

教会
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 提案： 本書に書かれたまま
のレッスンを行っても，子供
たちの具体的な必要に見
合っていないかもしれませ
ん。子供たちの能力や状況
を理解しているのはあなた
です。初等協会で効果的に
教えるために分かち合いの
時間のアイデアを調整してく
ださい。

    第 3 週：わたしは両親を敬います。

    教義を明確にする（聖句の暗記）：  先週学んだ戒
めを簡単に復習し，その戒めを守るためにしたことを
数人の子供に分かち合ってもらいます。子供たちを4 つ
のグループに分け，以下の言葉のカードを各グループ
に 1 枚渡します（出エジプト20：12 参照）。

最初のグループに，立って，カードに書かれた言葉
を声に出して言い，座ってもらいます。ほかのグループ
も順番に行います。カードを別のグループに回しても
らい，全部のグループがすべてのカードを読むまで同

じことを繰り返します。子供たち全員に，立って，戒め
を一緒に言ってもらいます。  

   応用を促す  （ゲーム）：      子供たちをグループに分
けます。グループごとに両親を敬うためにできること
を一つ考えてもらいます。各グループでそれをジェス
チャーで表現してもらい，何をしているかほかの子供
たちに当ててもらいます。当たったら，グループの中の
一人の子供に考えたことをホワイトボード（または，黒
板）に書いてもらいます。

第 4 週：わたしは人を敬います。    

 教義を明確にする（敬意について話し合う）：   
今
きょう

日，大切な人が初等協会に来ると子供たちに話しま
す。その人にどのように敬意を表すか，子供たちに実
演してもらいます。その人物がだれだと思うか当てて
もらいます。「神の子です」をハミングしながら，一人
一人の子供に紙で作った星を着けます。すべての人が
大切であり，敬意をもって接するべきであることを説明
します。十戒の幾つかの戒めは，人を敬うように教え
ていることを話します。

   理解を促す（事例について話し合う）： 十戒は盗
んだり，うそをついたりしてはいけないと教えていて，
人を敬う一つの方法であることを説明します。子供た
ちが正直について選択を迫られる状況を表す幾つか
の事例（『教師，召し』161－162 参照）を用意しま
す。子供たちをグループに分け，各グループに幾つか
の事例を渡します。事例を読んで，その状況で正直で
いるにはどうしたらよいか話し合ってもらいます。                             

一人一人の子供に愛を示す機会を探してください。
教える人々に愛を示すと，彼らはよりよく御霊を感じ，

意欲的に学びます（『教師，召し』31 参照）。

これは，あなたの神，

あなたが長く
生きるためである。

あなたの父と母を敬え

主が賜わる地で，

言葉のカードは sharingtime.lds.org〔英語〕で入手できます
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質問：効果的な質問をする
ことは，子供たちが深く考え
て 答える の を 促しま す。

「はい」や「いいえ」だけで
答えられる質問は避けま
しょう。

神権の祝福は	 	 	 	 	 	 	 	
すべての人に与えられます

「主は言う。この神権を受けるすべての者は，わたしを受け入れるのである。」（教義と聖約 84：35）

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。毎週，（1）子供たちに教義を
明らかにし，（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。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：ふさわしい若い男性は 12 歳になったときに神権を受けます。

教義を明確にする（絵を見る）： イエス・キリスト
が聖

せい

餐
さん

を配る絵を子供たちに見せます。キリストは使
徒たちや，モルモン書の弟子たちに聖餐を配り，御自
身がいなくなった後も聖餐を祝福して配り続けるよう
に命じられました。 3 ニーファイ18：5 － 6 を一緒に
読みます。子供たちに次のような質問をします。例え
ば，「今

きょう

日聖餐を祝福するのはだれですか」，「聖餐を
配るのはだれですか」，「聖餐を祝福し，配る人は何の
力を持つ必要がありますか」。

理解を促す（教義について話し合う）：神権とは，
地上の人々に仕えて，彼らを祝福するための神の力で
あると説明します。キリストは末日に，二つの条件を
満たせばどのような男性も神権を受けられると教えら
れました。一つ目は特定の年齢です。男の子が神権
を受けられる年齢をあなたが言ったら立ち上がるよう
に子供たちに勧めます。 1 から12 までゆっくり数えて
ください。もう一つの条件は，その男の子がふさわし
いことであると子供たちに話します。ふさわしいとは

どういうことかを説明し，男の子も，女の子も，「わた
しの福音の標準」を使えば，どのように生活すればふ
さわしくなれるかを知ることができると説明します。

応用を促す（体を使った活動）：子供たちをグルー
プに分けます。「わたしの福音の標準」から一つの標
準を各グループに割り当てます。その標準を表す簡単
な動作をグループで考えてもらいます。一つの標準を
明確にするために幾つかの言葉を言い，その標準を割
り当てられたグループに立って動作をしてもらいます。
すべてのグループに順番が回るまで続けます。これら
の標準を守って生活することは，男の子が神権や神権
の儀式を受けるふさわしさを保ち，女の子がバプテス
マや神殿の儀式などの神権の儀式を受けるふさわし
さを保つ助けとなることを説明します。

第 2 週：わたしたちは神権を通して救いの儀式を受けます。

教義を明確にする（実物を使ったレッスン）：一人
の子供に開いた傘を持ってもらいます。数人の子供に
その下に座ってもらいます。傘を神権と比較します。
もし雨が降っているとすれば，傘を持っている子供だ
けでなく，傘の下に入っている子供たち全員がぬれな
いという祝福を受けます。同様に，神は神権を通して，
すべての子供たちが祝福を受けられる方法を備えられ
ました。わたしたちは神権を通して，神のもとへ戻っ
て神とともに住むための救いの儀式を受けます。

提案：子供たちの家族の状
況に敏感になってください。
神権は性別に関係なくすべ
ての人を祝福し，家に神権
者のいない子供も，ホーム
ティーチャー，親

しん

戚
せき

，教会の
指導者を通して祝福を受け
ることを強調してください。

実物を使ったレッスンは，興味を引いたり，
子供たちの注意を集めたり，福音の原則を
紹介するために活用できます。

10 月
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バプテスマバプテスマバプテスマバプテスマバプテスマバプテスマバプテスマバプテスマ

子供たちがレッスンに
積極的に参加できるように

することは，
教えられている教義を

取り入れるうえで
助けとなるでしょう。

   理解を促す （パズル合わせ）：  次の言葉を別々の
紙に書きます。バプテスマ，確認，神権の聖任（男性
のみ），神殿のエンダウメント，神殿の結び固め。そ
れぞれの紙をパズルになるように切ります。儀式とは
何か（霊的な意味を持つ神聖な儀式または行為）を子
供たちに簡単に説明し，わたしたちが天の御父のもと
へ戻って住むのに必要な神権の儀式が幾つかあるこ

とを話します。ホワイト
ボード（または，黒板）に
5 つの階段を書き，最上
段にイエス・キリストの絵
をはります。子供たちを 5
つのグループに分け，パズ
ルを一 組ずつ渡します。
パズルを合わせてもらい，
その儀式について知って
いることを初等協会の皆
の前で発表してもらいま
す。グループで組み立てたパズルを正しい順番でホワ
イトボード（または，黒板）の階段にはってもらいます。

    第 3 週：わたしは神権の祝福を通して力を受けることができます。

   教義を明確にする（教義について話し合う）： 子
供たちに両手を挙げて，それを見てもらいます。遊ぶ
とき，働くとき，教会の準備をするとき，手がどのように
助けてくれるか尋ねます。答えをパントマイムで表して
もらいます。次に，ほかの人を助けるためにどのように
手を使うことができるか尋ねます。神権者はわたした
ちを助け，強めるために手を使って祝福を施すことが
できることを説明します。

   理解と応用を促す （写真を見て経験を分かち合
う）：  聖餐，バプテスマ，確認，子供の祝福，病人の癒

いや

しの写真を部屋のあちこちにはり，それぞれの写真で
何をしているか説明します。子供たちに両手の形を紙
になぞって，切り取ってもらいます。それぞれの手形
の表側に名前を書いてもらいます。子供たちが神権
者から受けたことのある祝福または儀式を表す写真
のそばに 1 枚の手形をテープではってもらいます。何
枚かの手形を選び，その子供に神権が自分をどのよう
に祝福し，強めてくれたか話してもらいます。 3 ニー
ファイ17：11－25 のイエスが子供たちを祝福された

話をします。イエ
スと子供たちの絵
を部屋の前方に置
き，子供たちに絵
のそばに 2 枚目の
手形をはってもら
います。神権者は
イエス・キリストの
御
み

名
な

によって行動
する力を持ってい
て，イエスがここに
おられるかのよう
に祝福できること
を説明します。

    第 4 週：わたしは大きくなったら先祖のための儀式を受けに神殿へ行くことができます。

教義を明確にする（塗り絵）：  天の御父のもとへ
戻って住むには特定の神権の儀式を受けなければな
らないことを子供たちに思い出してもらいます。その
儀式の名前を挙げてもらいます。多くの人々はそれら
の儀式を受ける機会を得ずに亡くなっていて，わたし
たちの助けが必要であることを説明します。あなたの
先祖の中で，儀式を受けずに亡くなった一人の人につ
いて子供たちに話します。一人一人の子供に，人の簡

単な輪郭に切り抜いた紙を1 枚ずつ渡します。表側に
自分の絵を，裏にあなたが話した先祖の絵を描いても
らいます。（もし子供たちが儀式を受けずに亡くなっ
た先祖をだれか知っていれば，その人を描いてもよい
でしょう。）自分の前に紙を持ちながら，今週のテーマ
を復唱します。「わたしは」と言うときに自分の絵を見
せ，「先祖」と言うときに先祖の絵を見せてもらいます。
                    Thr  salvation     

 神権 
を通してわたしたちは救い
の儀式を受けられます。

バプテスマ

確　認

神権の聖任

エンダウメント

結び固め

言葉のカードは sharingtime.lds.org〔英語〕で
入手できます



11 月 わたしは今から宣教師になることを選べます
「そして彼らに言われた，『全世界に出て行って，すべての造られたものに福音を宣

の

べ伝えよ。』」
（マルコ16：15）

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。毎週，（1）子供たちに教義を
明らかにし，（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。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：わたしは人に奉仕することで宣教師になれます。

理解を促す（ロールプレー）：マタイ25：34 － 40
を読み，人に奉仕すると天の御父にも奉仕しているこ
とになると説明します（モーサヤ 2：17 も参照）。奉
仕は幸福をもたら
し，神とともに住め
るように助けてくれ
ると説明します。数
人の子供に，おなか
のすいた人に食べ
物を上げたり，独り
ぼっちの人の友達に
なったり，病気の人
を見舞ったりなどの
奉仕のロールプレー
を演じてもらいま
す。ロールプレーが
何をしている場面か
ほかの子供たちに
当ててもらいます。宣
教師の写真を見せます。宣教師はどのように神に仕え
ているか尋ねます。人に奉仕すると，わたしたちは宣
教師にもなっていると説明します。

応用を促す（ゲーム）： イエスの絵に向かう 6 色
の道があるすごろくを作ります。すごろくの 6 色と同じ
色の区分のルーレットを用意します。それぞれの色

に，親，友 達，近所
の人など，子供たち
が奉仕できる人を書
きます。一人の子供
にルーレットを回し
てもらい，それが示
す相手にどのような
奉仕ができるか話し
てもらいます。 次
に，その子供にルー
レットで出たのと同
じ色の道の，次のマ
スにコマを進めても
らいます。コマが救
い主の絵に到達する

までほかの子供たちと
同じことを繰り返します。人に仕えることは，神に仕え
ていることだということを子供たちに思い出してもらい
ます。「お手伝い」（『歌集』108）を歌います。

第 2 週：わたしは良い模範を示すことで宣教師になれます。

教義を明確にする（実物を使ったレッスン）：初
等協会が始まる前，おもちゃのブロックを使って建物
を作り，子供たちに見えないように覆います。（ブロッ
クを入手できなければ，ホワイトボード（または，黒
板）に絵を描いて，ほかの紙で隠してもよいでしょう。）
隠されている建物がどういうもので，どのように作った
か説明します。次に，数人の子供にブロックを渡して，
まったく同じ建物を作ってもらいます。子供たちが作
り終わったら覆いを取り，それぞれの違いを見ます。
あなたの手本に倣

なら

って子供たちにブロックの建物を作
り直してもらいます。手本があると，いろいろなことが
簡単になると説明します。

子供たちに考えるよう勧める
機会を有効活用してください。

年齢に適した質問や状況を投げかけて
考えてもらうことは学びを促します。

ゲーム：ゲームはレッスン
に多様性を加え，福音の原
則を楽しく教えてくれ，理解
を深めながら子供同士が交
わることを可能にします。

22

わたしは家族や人に奉仕するとき，
神に仕えています。

すごろくの台紙とルーレットは sharingtime.lds.org〔英語〕で入手できます
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活動の初めに
子供の注意を引く方法を
計画してください。
例えば，この活動では
子供たちはかばんから
何が出て来るのか
興味を持ちます。

   理解と応用を促す （物語を聞いて歌を歌う）：  若
い人々が良い模範を示した，聖典の物語についての絵
を見せ，話します（例えば，王のぶどう酒を断ったダニ
エルと仲間たち〔ダニエル 1：5 －16 参照〕；シャデラ
ク，メシャク，アベデネゴ〔ダニエル 3：4 －29 参照〕；
ししの穴のダニエル〔ダニエル 6 章参照〕など）。宣
教師の写真を見せて，宣教師はどのような方法で良い
模範となっているか子供たちに尋ねます。良い模範を
示すと，それを見た人々がもっとキリストについ
て知りたいと思う助け
となり，それによって
自分も宣教師になって
いることを説明します。
あなたのワードや支部

の子供たちが良い模範を示すのを見た幾つかの場面
について話します。

  「もっとかがやこう」（『歌集』96）を子供たちに
歌ってもらいます。歌いながら太陽の絵を順番に回し
てもらいます。音楽が止まったら，太陽を持っている
子供に，良い模範になるためにどのようなことができ
るか話してもらいます（例えば，優しくする，うそをつ
かない，友達を初等協会に招待する，など）。

  一人一人の子供に太陽の絵のカードを作ってもら
い，そこに「わたしはかがやくもはんになることができ
ます」と書いてもらいます。「星のように」（『歌集』
84），「光となるように」（『歌集』38 －39），または

「もっとかがやこう」（『歌集』96）を歌いながら太陽
の紙を上に掲げてもらいます。

    第 3 週：わたしは友達にイエス・キリストや主の教会について教えることができます。

教義を明確にする（実演を見る）：  一人またはそ
れ以上の子供と握手し，彼らを初等協会に来てイエス
について学ばないか招待する場面のロールプレーをし
ます。招待された子供に，ほかの子供も誘ってもら
い，子供たち全員が招待されるまで続けます。主は，
わたしたちが友達にイエス・キリストや主の教会につ
いて教えて，宣教師になることを望んでおられること
を説明します。

    理解を促す （物語を聞く）：   スペンサー・W・キン
ボール大管長が話した，良い宣教師となった初等協会
の少年についての話をします。汽車に乗っていた男の
人がモルモン教会について男の子に聞いてきました。

その男の子は信仰箇条を全部暗唱しました。男性は
男の子が自分の信じていることをよく知っていること
に感心して，教会のことをもっと知ろうとソルトレーク・
シティーへ行きました（『聖徒の道』1976 年 2 月号，
110 －111 参照）。信仰箇条を学ぶことは今わたした
ちが宣教師になるのを助けてくれることを説明します。

   応用を促す  （信仰箇条の復習）：   1 から13 までの
数字を一つ書いた 13 枚の紙を用意します。子供たち
をグループに分けます。各グループに 1 枚の紙を選ん
でもらい，そこに書かれた数字の信仰箇条をグループ
全体で覚えてもらいます。準備ができたら，ほかの子
供たちの前で暗唱してもらい，別の紙を引いてもらい
ます。時間が許す限り繰り返します。

    第 4 週：わたしは今から伝道に出る準備をすることができます。

   教義を明確にする（伝道に関連ある実物を見
る）： 小さなかばんまたはスーツケースを用意し，日曜
日用の革靴，ネクタイ，聖典など，専任宣教師が使うも
のを入れます。数人の子供に一つのものをかばんか
ら取り出して，ほかの子供たちに見せてもらいます。
どうしてこれらのものをただ持っているだけでは宣教
師になれないか子供たちに尋ねます。教義と聖約
84：62 を読み，宣教師に必要なもう一つのものを見
つけるように勧めます（証

あかし

）。個人の証を得ることの大
切さについて証します。

   理解を促す（絵を見て質問に答える）： 子供たち
が証に不可欠な要素を理解できるように助けます。
それらの要素を表す絵を何枚かはります（例えば，天
の御父はわたしたちを愛しておられる，イエス・キリス
トは救い主である，ジョセフ・スミスは預言者である，
末日聖徒イエス・キリスト教会は主のまことの教会で
ある，教会は生ける預言者によって導かれている，な
ど）。それぞれの絵について幾つかの質問をします。
例えば，「これは何ですか」または「これはだれです
か」，「これについてどんなことを知っていますか」，

「これについての証を強めるにはどうしたらよいです
か」。子供たちに自分の証を述べられる相手を挙げて
もらいます。子供たちが自分の知っていることを人に
話すと，証はさらに大きくなり，伝道の備えとなること
を証します。             

 提案： 分かち合いの時間の
レッスンを補足するために
月間聖句を用いることを検
討してもよいでしょう。月間
テーマを初等協会の部屋に
掲示してもよいでしょう。
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					イエス・キリストは神の御子です
「見よ，わたしは神の子イエス・キリストである。わたしは世の命であり光である。」（教義と聖約11：28）  

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。毎週，（1）子供たちに教義を
明らかにし，（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。   次のように自問して
ください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろうか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに
何ができるだろうか。」 

     第 1 週：天の御父はその御子を地上に送られました。

教義を明確にする（活動の聖句を復唱する）：  次
の活動の聖句を子供たちと数回繰り返します。

天の御父はその御子を地上に送られました    。
御子は赤ん坊として来られました。（腕をゆりかごの
ように揺らす）  

御子はわたしやあなたと同じように大きくなられまし
た。（腰をかがめ，少しずつ立ち上がる）  

主はわたしたちを愛しておられたので（胸に手を当て
る），わたしたちのために死なれました。（座る）  

主は復活されたので，わたしたちもまた生き返ります！
（もう一度立つ）  

    聖典の中でイエスは御自身が神の御子であると話し
ておられることを説明します。教義と聖約 11：28 を
一緒に声に出して読みます。（年少の子供たちには，
聖句の該当箇所で「神の子」とだけ言ってもらっても
よいでしょう。）

   理解を促す（絵を描いて物語を聞く）： 一人一人の
子供に，イエス・キリストの降誕に関係する場面また
は人物の絵を描いてもらいます（例えば，マリヤ，ヨセ
フ，羊飼いなど）。ルカ 2：4 －17 およびマタイ2：1－
12 の出来事を話します。物語の該当部分で絵を見せ
るように子供たちに勧めます。この活動では『子供の
歌集』の中のクリスマスの歌を歌ってもよいでしょう

（20 －33 ページ参照）。教えるときに音楽を取り入れ
ることについては，『教師，召し』172－175 ページを
参照してください。

    第 2 週：イエスはますます知恵が加わり，背たけも伸び，そして神と人から愛されました。

教義を明確にする（歌と聖句暗記）：  子供から大
人までのキリストの成長を表す絵を見せます。「イエ
ス様も子供でした」（『歌集』34）を歌い，その歌がイ
エスについてどのようなことを教えているか子供たち
に説明してもらいます。ルカ 2：52 を子供たちが暗記
できるように，イエスがどのように成長されたかを表す
簡単な動作をつけます。知恵（頭を指差す），背丈

（腰をかがめて少しずつ伸ばす），そして神（腕を組
む）と人（友達に手を振る）から愛された。

   応用を促す  （聖句と活動）：   部屋を 4 つの区域に分
け，各区域に以下の文を書いた紙のいずれかを置きま
す。イエスはますます知恵が加わった ──教義と聖
約 88：118；イエスは背丈が伸びた ──教義と聖約
89：20；イエスは神から愛された ──教義と聖約
88：63；イエスは人から愛された ──箴言 18：24。
各区域で行う簡単な活動，例えば，天の御父や戒めに
ついて年齢に適した質問をする（知恵），子供の身長
を計測するための巻尺や健康によい食べ物の絵を描
く紙（背丈），証

あかし

や友情についての『リアホナ』の記事
（神から愛された，人から愛された）などです。わたし
たちもイエスと同じように，「ますます知恵が加わり，
背たけも伸び，そして神と人から愛されて」（ルカ 2：

物語を話す際，子供たちにも
参加してもらうことで，

彼らの注意を引き，
参加を維持できます。

この活動で，イエス・キリストが自分と同じように大きくなったことを知ることで
子供たちはキリストを身近に感じることができます。

イエスは
背たけが
伸びた

イエスは
神から

愛された

12 月
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52）成長することを説明します。子供たちを 4 つのグ
ループに分け，一人の大人に各グループを1 枚の看板
の所へ案内してもらいます。看板の前で全員で聖句を

読み，活動に参加します。別の看板に移動する時間に
なったら，静かな音楽を演奏して合図をします。

第 3 週：イエス・キリストは世の光であり命です。    

    教義を明確にする（聖句を使った活動）：  キリスト
の降誕と死の絵をそれぞれ部屋の反対側に掲示しま
す。これからイエスの降誕または死のしるしについて
の聖句を読むと，子供たちに話します。子供たちに，
あなたが読んだ聖句を表す絵の方を向いてもらいま
す。（初等協会の人数が少なければ，子供たちが絵の
所へ歩いてもよいでしょう。）3 ニーファイ1：15，19，
21；8：20，22－23 を読みます。イエス・キリストが
どのように世に光をもたらされたか話し合います。子
供たちに目を覆ってもらい，光のない世界に住むとした
らどのような問題に直面するか想像してもらいます。
イエス・キリストの福音がなかった場合に直面する問
題と比較します。ヨハネ 8：12 を読み，暗

くら

闇
やみ

の中で歩
かないために何をしなければならないか子供たちに見
つけてもらいます。

   理解を促す（クイズ）： 多くの象徴がイエスが世の
光であることを思い出させてくれると説明します。そ
の幾つかはクリスマスに使われます。これらの象徴

（ろうそく，星形の紙，イルミネーション）をかばんに
入れます。一人の子供にかばんに手を入れて，目を閉
じたまま一つのものを触り，それが何であるか当てて
もらい，ほかの子供たちに見せてもらいます。その子
に，イエス・キリストがわたしたちの生活に光をもたら
すためにされたことを一つ挙げてもらいます。ほかの
ものについても同じことを行います。

   応用を促す  （絵を描く）：   一人一人に紙で作った太
陽を渡します。イエス・キリストの光に従うために何を
するか，文字で書いたり，絵で表したりしてもらいます。
その紙を家族に見せるように勧めます。

第 4 週：ジョセフ・スミスはイエス・キリストにまみえ，キリストについて証しました。    

 理解を促す （プレゼントを開ける）：    最初の示現の
絵をプレゼントのように包装します。多くの人は誕生日
のお祝いとしてプレゼントを贈ることを説明します。ク
リスマスはだれの誕生日のお祝いであるか尋ねます。
もう一人，12 月に生まれた大切な人がいると説明しま
す。それがだれか分かるように，一人の子供に包みを
開いてもらいます。 12 月 23 日はジョセフ・スミスの
誕生日であると話します。最初の示現について話し合
い，ジョセフ・スミスがイエス・キリストにまみえ，キリ
ストについて証したおかげで，わたしたちは大切な賜

たま

物
もの

を受けていることを説明します。ホワイトボード（ま
たは，黒板）に「ジョセフ・スミスがイエス・キリスト
にまみえ，キリストについて証したおかげで，わたした
ちが受けた賜物」と書きます。 4 枚の大きな紙を用意
し，次の賜物の一つを書きます。「モルモン書があり
ます」，「今

こん

日
にち

，まことの教会があります」，「神権があり
ます」，「天の御父が祈りを聞き，こたえられることを
知っています」。

  子供たちを 4 つのグループに分けます。各グループ
に紙を1 枚渡し，その賜物の絵を書いてもらいます。
その絵を別のグループにプレゼントとして渡してもら
います。グループごとにほかの子供たちに賜物を見せ
て，それについて説明し，ホワイトボード（または，黒
板）にはってもらいます。

   応用を促す  （イエス・キリストについて証する）：
   子供たちに目を閉じて，福音の賜物を分かち合う相手
について考えてもらいます。子供たちもジョセフ・スミ
スのようにイエス・キリストについて証できることを伝
えます。                             

復習：12 月は復習するのに
適した月です。以前のレッ
スンで行った活動をもう一
度したり，その 1 週間にどの
ように教義を守って生活し
たか子供たちに発表しても
らったり，教義を家族にど
のように分かち合ったか聞
いたりしてもよいでしょう。

ジョセフ・スミスがイエス・キリストにまみえ，

キリストについて証したおかげで，

わたしたちが受けた賜物

モルモン書が
あります

今日，
まことの教会が

あります，

天の御父が
祈りを聞き，

こたえられることを
知っています

神権が
あります

言葉のカードは sharingtime.lds.org〔英語〕で入手できます

太陽の絵は sharingtime.lds.org〔英語〕 で
入手できます。
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初等協会で音楽を用いる方法
初等協会で音楽を用いる目的は，イエス・キリストの福音を子供たちに教え，それに従って生活できるようにな

る助けをすることです。初等協会の歌は，学ぶ過程をさらに楽しいものとし，子供たちが福音を学び，覚えられる
ように助け，御

み

霊
たま

を招くことができます。

以下に，子供たちに歌を教える際に用いることができる技術が紹介されています。例は，この概要に提案され
ている歌を教えるのに役立つでしょう。そのほかのアイデアについては，2010 年度および 2011 年度の概要中
の「初等協会で音楽を用いる方法」を参照してください。

音楽を通して福音を教える。

初等協会における最高のレッスンの一部は，音楽を
通して教えられます。「音楽は福音に対する生徒の理
解を増し，彼らの証

あかし

を強める。」（『教師，召し』173）
子供たちが歌の意味を理解するのを助けるために，歌
について質問してもよいでしょう。例えば，「選べ，正
義を」（『賛美歌』152 番）は，わたしたちが独りで人
生の選択をしなければいけないわけではなく，正しい
ことを選べるように聖霊が導いてくださると教えてい
ます。 CTR の盾の輪郭を 3 枚ホワイトボード（また
は，黒板）に描き，その中に次の質問を書きます。「正
義を選べるように導いてくれるのはだれですか。」「ど

んなときに光がありますか。」「正義を選ぶ人には何が
約束されていますか。」最初の盾を指差し，一緒に質問
を読み，あなたが歌っている間よく聞いて，答えが聞こ
えたら立つように子供たちに勧めます。あなたと一緒
に答えの部分を数回歌ってもらいます。こうすること
で歌詞とメロディーが一致するようになります。ほか
の質問についても同じことをします。子供たちにとっ
て分かりにくい言葉について話し合います。歌を全部
歌い，それを歌うことで，わたしたちが耳を傾けて正し
いことを選べば，聖霊が助けてくださると証しているこ
とを子供たちに思い出してもらいます。

音楽の活動に，子供全員に参加してもらう。

あらゆる年齢と能力の子供は音楽に反応し，音楽
活動に参加することを好みます。歌のリズムは歌の内
容やメッセージを子供たちが覚えるうえで助けになり
ます。「正しくあれ」（『歌集』81）を歌うときに，速さ
や声の大きさを変えることを検討します。レガート

（ゆっくりとなめらかに）やスタッカート（速く，小刻み
に）などの音楽用語を教え，二通りの方法で子供たち
に歌ってもらいます。

子供たちは動作をつけて歌うことも好きです。例え
ば，手拍子をしたり，言葉に合わせた手の動作をつけ

ることなどです。「かしこい人とおろか者」（『歌集』
132）では，手の動作で子供たちが歌詞に注目するの
を助けます。「ニーファイの勇気」（『歌集』64 － 65）
を歌うときにも動作をつけられます。例えば，「主のみ
言葉」と歌うときに片手で盾を持ち，「行いましょう」
と歌うときに剣を上にかざすふりをし，「主は助けとな
る道備える」と歌うときにその場で足踏みをしてもらい
ます。どの歌についても，子供たちに自分で適切な振
り付けを考えてもらってもよいでしょう（動作によって
は聖

せい

餐
さん

会の発表に適切でないものもあるでしょう）。

質問をする：子供たちの参
加を促すために質問をして
ください。質問は子供たち
の注意を引き，福音の原則
への理解を増します（『歌
集』149 参照）。子供たち
が歌いながら答えを見つけ
られるような質問をするこ
とを覚えておいてください。

福音の原則を強調する：
分かち合いの時間に音楽を
用いることは初等協会会長
会が教えた原則を強調する
うえで役立ちます。「音楽
はレッスンに主の御霊を招
くための優れた方法です。
話し言葉で表現することが
難しい感情を音楽によって表
すことができます。」（『教師
用ガイドブック』10）
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提案：子供たちに，家庭の
夕べ，聖文学習，そのほか
のふさわしいときに初等協
会の歌を歌うように励まし
ます。

    福音の原則を強調するために歌を復習する。

  歌を教えるとき，子供たちが覚えるまで頻繁に繰り
返す必要があります。また，子供たちの記憶にとどめ
ておくために 1 年を通じて歌を復習する必要がありま
す。歌を教えた後はそれを復習し，様々な楽しい方法
で歌ってください。聖餐会の発表が終わった後も，子
供たちが覚え続けられるように歌い続けてください。
復習したい歌の名前を様々なものに書いてもよいで
しょう（例えば，花瓶に挿した花，池に泳ぐ紙の魚，七
面鳥の羽，木の葉，部屋中にはったハートの紙など）。
子供たちに一つずつ選んでもらい，歌を歌います。以
下は，歌を復習する際のそのほかの提案です（視覚資
料は sharingtime.lds.org〔英語〕で入手できます）。

    • 歌のサイコロ──いろいろな動作を各面に書いたサ
イコロを作ります。一人の子供にそれを転がして，歌
うときの動作を決めてもらいます。    

• 女の子／男の子が歌う──男の子または女の子の
絵を描き，別々の棒にはります。歌を復習しながら，
その絵を使ってだれが歌うかを示します。これは，
子供たちが積極的に参加する助けとなるでしょう。  

    • 歌う人形──託児の手引き『あなたがたの幼い子供
たちを見なさい』の 63 ページの絵のどれかをコピー
して切り，一人一人の子供に色を塗ってもらいます。
それぞれの絵を紙袋にはって袋人形を作ります。人
形と一緒に歌うよう子供たちに勧めます。  

     • バスケットシュート──一人の子供に，お手玉または
丸めた紙をかごに投げ入れてもらいます。 1 回目で
入ったら，子供たちと 1 回歌を歌います。 2 回目で
入ったら 2 回歌を歌います。  
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神さまの子供として
楽しそうに 詞・曲　ジャニス・カップ・ペリー

 1. よ い え ら び す る こ と か
 2. へ い あ ん を か ん じ る あい
 3. ほ う し を す る と き に か

 ぞ く を し あ わ せ に す る
 す る か ぞ く が い る か ら か み
 ぞ く が つ よ め ら れ ま す

 さ ま の こ ど も と し て せ

 い れ い の た す け う け る

©2006　ジャニス・カップ・ペリー　許可を得て掲載
教会あるいは家庭における一時的また非営利目的の使用に限り

複製することを許可する。
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障がいのある子供に教える		
  救い主は次のようにお教えになりました。「あなたの子孫は皆，主によって教えを受け，あなたの
子孫の平安は深い。」（3 ニーファイ22：13）

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

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

  障がいを持つ初等協会の子供たちの必要を満たす
ために取り組む際は，ほかの人 と々よく相談してくださ
い。

     1.    両親と 話す。 普通，子供のことを最もよく知っ
ているのは両親です。子供の必要にどのようにこた
えればよいか，集中力がどのくらい持続するか，どの
ような学び方が好きかを教えてもらうことができま
す。例えば，音楽，物語，絵・写真によく反応する子
供もいれば，聖典や動作に興味を示す子供もいます。
子供たち一人一人が最もよく学べる方法を取り入れら
れるように，様 な々教授法を用いるようにします。

     2.    ほ か の 初 等 協 会 の 指 導 者 や 教 師 と相 談
する。 子供たち一人一人がイエス・キリストの福音
を学び，愛されていると感じられる方法を見つけら
れるように，ともに祈り，協力します。

     3.    ワ ード 評 議 会 で 相 談 する。 特 別な必 要 の
ある子供たちを助ける方法について，神権指導者や
ほかの補助組織指導者に良いアイデアがあるかもし
れません。あるワードでは，大祭司グループが「初
等協会のおじいちゃん」となり，毎週，自閉症を持つ
男の子の隣に座ってくれました（理想的には，毎週
同じ人であることが望ましいでしょう）。そ
のおかげで男の子はレッスンに集中でき，
愛されていると感
じることができ
ました。

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

なんじ

らの子供たちを見よ」
『聖徒の道』1994 年 10 月号，40）        

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

祈り，静かにする時間，歌の時間などを
知らせるために，ここで紹介されている

合図を使ってください。  

さらに詳しい情報を得る
には：特別な必要のある子
供たちを助ける方法につい
てさらに詳しい情報を得る
には『教師，召し』38 －39
ページおよび disabilities.
lds.org〔英語〕 にアクセス
してください。

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

合図の絵は sharingtime.lds.org〔英語〕で入手できます。
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