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このガイドブックは両親，指導者，教師が 

使用することを意図したものですが，教師と 

して改善を目指して努力している個人にも役 

立つものです。福音の教え方コースならびに 

教師改善集会（21-22ページ参照）の基礎資 

料としても活用することができます。 

主はこのように教えておられます。 

「また，あなたがたに一つの戒めを与える。 

あなたがたは互いに王国の教義を教え合わな 

ければならない。 

熱心に教えなさい。そうすれば，わたしの 

恵みがあなたがたに伴うであろう。それは， 

理論において，原則において，教義において， 

福音の律法において，あなたがたが理解する 

必要のある神の王国に関するすべてのことに 

おいて，あなたがたがさらに完全に教えられ 

るためである。」（教義と聖約88 ： 77-78) 

これを実現するための中心となる場所は家 

庭です。その家庭を支援するのが教会で実施 

されている教授と学習です。わたしたちは皆， 

これらの場で，また日常生活においては隣人 

や仕事仲間に対して，教師としての役割を果 

たす責任があります。わたしたちは親として， 

また息子，娘，夫，妻，兄弟，姉妹として教 

えています。また，教会指導者，クラスの教 

師，ホームテイ一チャー，訪問教師として教 

えています。さらに，職場の同僚として，隣 

人，友人として教えています。あるときは言 

葉によって，あるいは証によって教えていま 

すが，多くの場合に模範によって教えている 

のです。 

復活した主はガリラヤの海辺でぺテロに 

「わたしの羊を飼いなさい」と命じられまし 

た（ヨハネ21：16-17)。教師の召しは，福 

音の真理によって人々を養い，彼らを救い主 

のもとへ導くことをわたしたちに求めていま 

す（モロナイ6: 4参照）。天の御父の子らを 

救うために福音を教えることが，どのような 

役割を果たすかを考えてください。あなたは 

これ以上に高貴で神聖な義務を考えることが 

できるでしようカゝ。 

もしあなたが親であったり，新しく召され 

た教師であったりするならば，この責任につ 

いて特別な間心を持っていることでしよう。 

主はいつでもあなたを助けようとしておられ 

ることを忘れてはなりません。主は，もしわ 

たしたちがへりくだり，信仰を持つならば， 

「〔わたしたち〕の弱さを強さに変えよう」と 

約束しておられます（エテル12: 27)。教師 

としての改善を目指して努力するに当たっ 

て，わたしたちはこれまでに得た経験と培っ 

てきた技術を基盤として，その上に築き上げ 

ることができます。細心の注意を払って準備 

し，生徒を強めることに力を注ぎ，主に頼る 

ならば，わたしたちの能力は高められること 

でしよう。 



自らを霊的に備えているならば，御 

霊すなわち聖霊は，教えるときにあな 

たを導き，助けてくださることでしょ 

う。福音の原則と真理を教えるには聖 

霊が必要です。主はこのように言われ 

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。そし 

て，御霊を受けなければ，あなたがた 

は教えてはならない。」（教義と聖約 

42 ：14)聖霊の導きによって教えるた 

めに自らを備える方法を以下に列挙し 

ます。 

任命を受ける 
教える召しを受けるには，神権指導 

者により任命され，特別な祝福を受け 

る必要があります。この祝福が助けと 

なってわたしたちは召しを果たすこと 

ができます。教える召しを果たすため 

に，自分にできることをすべて行うな 

らば，主は人々に良い影響を及ぼすあ 

なたの能力を高めてくださいます。必 

要であれば主はあなたの才能と能力を 

超える力を与えてくださるでしよう。 

聖霊の導きを求める 
教えるときに聖霊の導きを求めてく 

ださい。聖霊はあなたが生徒の必要を 

理解し，それらの必要を満たすレッス 

ンを準備できるように助けてくださる 

でしょう。聖霊はあなたの心を和らげ 

て，さらなる霊感と導きを受けられる 

ようにあなたの心を備えてくださるこ 

とでしょう。 

しばしば祈る 
研究し，準備するときに，しばしば 

主に祈り，主の祝福を求めてくださいO 
時には祈りに加えて断食をするとよい 

でしょう。生徒を理解し，愛せるよう 

に祈りましょう。聖霊の促しに気づき， 

従えるようになってください。 

あなた自身を霊的に備える 
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聖文を研究する 
祈りの気持ちで聖文を研究してくだ 

さい。それによって，あなたは救い主 

を知り，真理の知識を得ることができ 

るでしょう。あなたは聖霊によって聖 

文を理解し，クラスの生徒や家族の必 

要を満たすためにそれらを応用する方 

法を知ることができるでしょう。祈り 

と断食をもって聖文を研究するならば， 

あなたは教えるときに聖霊による力と 

導きを受けるでしょう。 

福音に従って生活する 
福音の教えにできるかぎり完全に従 

って生活してください。そして，過去 

に犯した罪を悔い改めてください。こ 

れらのことを実行するならば，あなた 

は力と理解を得るでしょう。福音に添 

って生活するために努力しているあな 

たが感じる平安と幸福は，周囲の人々 

にもそれが明らかになるでしよう。 

人々はあなたの証が心からのものであ 

ることを感じ，あなたの信念の強さを 

感じ取るでしょう。あなたの生活が示 

す模範から教えを学ぶのです。 

ある教師はレッスンの準備をしてい 

るときに聖霊の導きを感じることがで 

きずに悩んでいました。彼女は助けを 

求めて祈っているときに，近所に住む 

女性から非常に不親切な扱いを受けて 

いたため，彼女に怒りを感じているこ 

とに気づきました。彼女はその女性を 

赦すことができるよう謙遜になって主 

の助けを求めました。翌日彼女はその 

隣人を訪れて，悪感情を抱いていたこ 

とをわびました。こうして二人の気持 

ちが和らぎ，彼女は再び聖霊の導きを 

受けることができるようになったのです。 

謙遜である 
謙遜であることによって，あなたは 

自分に人々の注目を集めようとしたり， 

自分の知識や才能に必要以上に頼ろう 

としたりする誘惑を退けることができ 

ます。箴言第3章5節から6節の勧告に従 

うならば，あなたは謙遜であることを 

周囲に示すことができるのです。「心を 

つくして主に信頼せよ，自分の知識に 

たよってはならない。すべての道で主 

を認めよ，そうすれば，主はあなたの 

道をまっすぐにされる。」主はこのよう 

に教えておられます。「あなたは謙遜で 

ありなさい。そうすれば，主なるあな 

たの神は手を引いてあなたを導き，あ 

なたの祈りに答えを与えるであろう。」 

(教義と聖約112 ：10) 

ぐ 



イエスか、教えられたように教える 
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生徒を愛する 
救い主は地上におられた間，あらゆ 

る人に大きな愛と理解を示されました。 

主は貧しい者や裕福な人，追放された 

者，そして罪人に教えられました。主 

はわたしたちにあらゆる人を愛し，互 

いに助け合うようにと教えられました。 

このように述べておられます。「わたし 

は，新しいいましめをあなたがたに与 

える，互に愛し合いなさい。わたしが 

あなたがたを愛したように，あなたが 

たも互に愛し合いなさい。」（ヨハネ 

13:34)生徒に対して愛を表すならば， 

彼らは自分が永遠の価値を持つ者であ 

ることに気づき，学習に対していっそ 

うの熱意を示し，御霊を受けやすい状 

態になります。 

福音の教師とはただ単に毎週レッス 

ンを行うことだけにとどまるものでは 

ありません。クラスの生徒に関心を示 

し，個人個人をよく知る努力をしなけ 

ればなりません。これによって教える 

効果が高められるでしょう。問題を抱 

えている生徒，クラスに出席していな 



い生徒，あるいは障害を持つ生徒はあ 

なたの助けを求めることでしよう。救 

い主が教えられた一匹の失われた羊の 

たとえを忘れてはなりません（ルカ 

15 ： 3-6参照)。 

子供のクラスを教えている教師が， 

めったに出席しない生徒の家族に週日 

に連絡を取ると，翌週の日曜日に必ず 

その生徒が出席することに気づきまし 

た。教師はできるだけ両親と話す機会 

をつくって，その子供をどれほど愛し 

ているかを伝えるよう努力しました。 

クラス活動が週日に行われるときは， 

その生徒を出席させるために，働いて 

いる両親に代わって学校まで迎えに行 

くようにしました。 

あなたは教師として，会員たちにフ 

エローシップを行い，彼らが福音に改 

宗した状態を維持できるように多くの 

助けを与えることができます。特に， 

新会員に対してこれらの働きかけは大 

切です。常に歓迎されていることを彼 

らに感じさせなければなりません。彼 

らがクラスで参加する機会を探してく 

ださい。御霊と愛によって福音の真理 

を教えることができるようあなた自身 

を備えてください。 

福音の真理を教える 
救い主は福音の真理を教えられまし 

た。主は福音の第一の原則と儀式，す 

なわち信仰，悔い改め，パプテスマ， 

聖霊を受けることを強調されました。 

互いに愛し合い，仕え合うことについ 

て，また神権，聖約，儀式について， 

わたしたちが主のもとへ行くために何 

を知っていなければならないか，何を 

行うべきであるか，どのような者にな 

らなければならないかについて教えら 

れました。わたしたちも聖文と末日の 

預言者の言葉を通して啓示されたまま 

に福音を教えるべきです。俗世に関す 

るテーマ，個人的な意見，想像上の事 

柄や異論のある事柄を教えることは適 

切でありません。 

救い主は福音の真理を単純明快に教 

えられました。主ははっきりと理解で 

きる言葉，物語，また日常生活からの 

例を用いておられます。主の教えには 

人々が理解できる身近な経験が多く含 

まれています。主は失われた羊を見い 

だすこと，銀貨を捜すこと，道を踏み 

外した後に戻って来た息子を喜ぶ様子 

について語られました（ルカ15参照)。 

救い主は教える際にしばしば聖文を 

引用しておられます。これに倣い，生 

徒を教えるに当たっては，レッスン中 

に聖文をしばしば用いるようにします。 

聖文に登場する人々は，主に仕えるた 

めに試練と喜びを経験した実在の人物 

であることを，生徒に理解させてくだ 

さい。聖文から答えを見つけられる質 

問をしてください。家庭で勉強するこ 

とを奨励し，また効果的な勉強の仕方 

を教えてください。聖典中の学習資料 

の活用法を教えてください。聖文や末 

日の預言者の言葉から答えを探す割り 

当てを与えてください。 



御霊によって教える 
教師は教える際に主の御霊を求める 

べきです。人は深遠な真理を教え，生 

徒を活発な討論に参加させることがで 

きるかもしれませんが，御霊がとどま 

らなければ，それらを人々の心に力強 

い印象として与えることができません。 

御霊がとどまるときに，あらゆる人は 

天の御父とイエス•キリストに対する 

愛と，互いに対する愛と，また福音に 

従う決意が強められます。教えるとき 

に御霊を得るための方法を以下に列挙 

します。 

•祈りによって始める。 

•聖文と末日の預言者の言葉から教え 

るo 
參証を述べる。 

參教師の経験を分かち合う。生徒にも 

経験を分かち合うよう勧める。 

•音楽を活用する（10-11ページ参照)。 

•主と人々に対する愛を表す。 

あなたが自らをよく整えているなら 

ば，聖霊は教えるあなたに光を注ぎ， 

導いてくださいます。生徒の気持ちを 

感じ取って，教える際に何を強調すベ 

きかを知るでしよう。最も効果の高い 

教え方が心に浮かび，それを感じ取る 

ことでしよう。御霊のささやきに謙遜 

に従うとき，あなたの熱心な努力は豊 

かに報われることでしょう。さらに， 

御霊の影響を生徒に感じさせることが 

できるでしよう。 

熱心に学ぶことを奨励する 
主はこのように言われました。「まこ 

とに，最良の書物から知恵の言葉を探 

し求め，研究によって，また信仰によ 

って学問を求めなさい。」（教義と聖約 

88:118)あらゆる会員は自分自身の努 

力によって真理の知識を得る責任があ 

ります。教師の責任は，福音を研究し， 

理解し，福音に従って生活する生徒の 

意欲を呼び覚ますことです。この責任 

を果たすために，以下の3つの事柄に焦 

点を当ててください。 

1.生徒の関心を呼び覚まし，持続させ 

る。これを成し遂げるための鍵は， 

福音を研究するあなた自身の熱意で 

す。さらに，レッスンを分かりやす 

く，興味のあるものにし，記憶にと 

どめさせるような教授法を使うこと 

です（9-12ページ参照）。関心を呼 

び覚ますことが特に大切なのはレッ 

スンの最初の段階です。教授法を計 

画する際に，御霊を招く方法，興味 

深いレッスンの導入を行って全員の 
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注意を集める方法，レッスンで採り 

上げる教義や原則に焦点を絞る方法 

を探し求めてください。 

2.参加を促す。レッスンに全員を參加 

させる方法を計画してください。生 

徒に引用文や聖文を読んでもらった 

り，物語を話してもらったりすると 

よいでしょう。質問に答えてもらっ 

たり，レッスンで採り上げている資 

料について自由に討論してもらった 

りすることもできます。一人か複数 

の人に歌を歌ってもらったり，楽器 

を演奏してもらったりすることもで 

きます。レッスンのテーマに関連し 

た証を述べてもらう人，あるいは個 

人的な経験を話してもらう人を祈り 

の気持ちで選ぶこともできます。依 

頼を受けた人が練習して，自信をも 

って参加できるように，時間的な余 

裕を持って依頼することが大切な場 

合もあります。 

ある教師のレッスンで，モルモン 

書を読むことの重要性が主概念とな 

っていました。教師はクラスの青少 

年に，自分の生活を変えるきっかけ 

となった聖句を考えるように言いま 

した。次に，3人ないし4人の希望す 

る生徒に，立って，聖句を紹介し， 

その聖句がどのように自分の生活を 

変えることになったかを話すように 

言いました。生徒が次々に，モルモ 

ン書が持つ力について感じた快い気 

持ちについて述べたとき，ほかの生 

徒も聖文を毎日読み，深く考えるこ 

とに強い意欲を抱いたのです。 

参加を渋る生徒もいます。声を出 

して読んだり，祈りをささげたりす 

ることについて快く引き受けてくれ 

るとあなたが感じるのでなければ， 

それを要請してはなりません。快く 

参加してくれるかどうか確かでなけ 

れば，気の進まない生徒に依頼する 

よりも，自発的に引き受けてくれる 

生徒を募ってください。参加する人 

が尊重され，礼儀正しく扱われるこ 

とが確認されると，ほとんどの生徒 

は安心して参加できるようになるも 

のです。 

3.生徒が学んだことを応用できるよう 

にする。生徒が学んだことをそれぞ 

れの生活環境で応用できるように助 

けなければなりません。これにはレ 

ッスンで採り上げた真理について学 

ぶ機会になるような割り当てやチヤ 

レンジを与えることが含まれるでし 

よう。福音を学んでも，福音に従っ 
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て生活しなければ何の価値もないこ 

とを忘れてはなりません。 

学ぶ雰囲気をつくる 
福音を学ぶ最良の環境は，出席して 

いる各人がグループ内のほかの人の学 

んでいる事柄について関心を寄せる状 

態です。教師と生徒が互いに愛し合い， 

福音を理解して従うことができるよう 

助け合うときに，学習意欲は高められ 

ます。あなたと生徒が協力して建設的 

な学習環境をつくっているならば，そ 

の雰囲気は壊れにくいものです。あな 

たはこのような環境をつくり，その環 

境づくりにどう貢献できるかを生徒に 

理解させるために，できるかぎりのこ 

とをすべきです。 

以下に，学ぶ雰囲気をつくるために 

あなたができることを列挙します。 

參必要なすべての教材と器具を持って 

早めに教室に向かう。 

•教室が清潔で，整頓され，快適で， 

できるだけじゃまが入らないように 

する。 

•定刻に始めて，定刻に終える。 

參可能であれば教室に入って来る一人 

一人を歓迎する。 

參御霊を招き，敬虔さと礼儀を重んじ 

るための手段を講じる。 

參生徒に愛を示し，生徒が気楽に参加 

できるように助ける。 

•生徒の関心をテーマに向けさせるた 

めの質問をする。 

•生徒が尊敬と理解の気持ちで互いの 

意見に耳を傾けるよう奨励する。 

參証を損なったり，弱めたりするよう 

な話や，御霊を退けるような話を排 

除する。 

学習する雰囲気をつくるためにあな 

たが全力を尽くしたとしても，なおチ 

ャレンジに遭遇することがあります。 

一般的なチャレンジと問題を解決する 

うえで役立つ方法を以下に列挙します。 

•もし雰囲気が壊れたら，話を中断し 

て全員の注意があなたに向けられる 

まで待つ。その後にレッスンを続け 

るo 
參レッスン中に一部の生徒が私語を始 

めたら，レッスンが終わってから彼 

らと個人的に会って，クラスを成功 

させるためにあなたと彼らはどのよう 

なことができるかについて話し合う。 

參クラスの話し合いを独占する生徒が 

いる場合，ほかの生徒に向けて質問 

するか，まだ参加していない生徒か 

らも意見を聞きたいことを丁寧に言 

つ。 

•レッスンのテーマから離れる発言を 

する生徒がいたら，その発言に感謝 

したうえで，話し合いをレッスンの 

テーマに引き戻す。 

クラスの全員が愛され，受け入れら 

れ，參加していることを感じさせる方 

法を見つければ，レッスンを妨害する 

ような行動は姿を消していくことでし 

よフ0 
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様々な教授法を用いる 

興味のあるレッスンを実施して，生 

徒に福音の真理を学ばせるためにあな 

たができることはたくさんあります。 

そのための提案を以下に列挙します。 

物語と例を活用する 
物語や例を通して，関心を呼び起こ 

し，持続させ，さらに福音の原則を曰 

常生活で応用する方法を提示すること 

ができます。 

聖文や教師用手引きには優れた物語 

が記されています。レッスンに先立っ 

て，採り上げようとしている物語一つ 

一つを熟読しください。g分の言葉で 

物語を話す練習をしてください。物語 

を単に読むよりもあなたが自分の言葉 

で話すならば，生徒はもっと熱心に耳 

を傾けることでしょう。さらに，年少 

の子供たちのために物語を劇化するな 

らば，彼らは楽しみながら学ぶことが 

できます。 

ある初等協会の教師はレッスンの初 

めに必ず聖文からの物語を紹介してい 

ます。例えば，親切に関するレッスン 

であれば，彼女はよきサマリヤ人につ 

いて話します。子供たちは，強盗に襲 

われた人，その人を避けて急いで立ち 

去った人々を心の中で描きます。子供 

たちは，傷ついた人の世話をしたサマ 

リヤ人の親切と高潔さに感動を覚えま 

す。そして，このような物語を楽しみ 

にするのです。この教師は生徒の注意 

を引きつけておくために声や表情を変 

えることを学びました。こうして生徒 
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は聖文に親しみ，関心を深めていった 

のです。 

絵と実物を用いる 
救い主は教えを与える際に単純な実 

物を用いられました。麦や砂，岩をは 

じめとして，人々が主の教えを理解し 

やすいように身近なものを用いられま 

した。例えば，主は神の国を，持ち物 

をすベて売り払っても手に入れようと 

する偉大な宝にたとえられました（マ 

タイ13 ： 44參照)。 

周囲に目を向けましょう。生徒に福 

音の原則を明確に理解させるために， 

身近なものをどのように利用できるで 

しょつ力、。 

福音の原則を描写するために，簡単 

な絵を描いてそれを活用することがで 

きます。聖文の物語を話すときには 

『福音の視覚資料セット』を利用します。 

物語をより興味深いものとするために 

黒板や紙に簡単な絵を描くとよいでし 

よつo 

ある教師が麦と毒麦に関するイエス 

のたとえを基にしたレッスンを行って 

いました。生徒は農業地帯に住んでい 

たので，麦が生長する前に雑草を抜い 

てしまうと麦は生長しないことを知っ 

ていました。そこで教師は茎のついた 

麦に雑草の混じった小さな束を準備し 

ました。そしてレッスンの間，その束 

を展示しておきました。 

別の教師は生徒に，悔い改めにたと 

えられるものを何か考えるように言い 

ました。一人の生徒は悔い改めが石け 

んのようなものだと言いました。罪か 

らわたしたちを清めることができるか 

らです。 

音楽を活用する 
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。 

教会の賛美歌は数多くの福音の原則 

を教えており，ほとんどのレッスンで 

活用できます。レッスンに関連した賛 

美歌を個人やグループ，家族で歌って 



もらったり，クラス全員で歌ったりす 

ることができます。だれかに伴奏を弾 

いてもらっている間に歌詞を読む方法 

もあります。あるいは録音された賛美 

歌を聴いてもよいでしょう。 

一人の教師が奉仕に関するレッスン 

を準備していました。彼女は主概念に 

即した賛美歌を選びました。レッスン 

で，彼女は一人の姉妹に歌詞を朗読し， 

別の生徒に曲を静かにハミングしても 

らいました。そして，朗読に耳を傾け 

て歌詞の意味を静かに考えるよう全員 

に言いました。この音楽を通して生徒 

は奉仕の大切さを強く感じることがで 

きたのです。 

慎重に考えさせ，話し合いを展 

開させるための質問をする 
的を射た質問はレッスン中に生徒が 

深く考えながら学び，話し合いに活発 

に参加する状況を実現させるものとな 

ります。質問と話し合いには様々な利 

点があります。レッスン中，生徒の注 

意を引きつけることができます。生徒 

がレッスンを理解しているかどうかを 

確認することもできます。また，質問 

に答えたり質問に関して話し合ったり 

することによって生徒が互いに教え合 

うこともできます。生徒は福音の原則 

をそれぞれの生活でどのように応用で 

きるかを学ぶことができます。 

レッスンを準備する際に，どのよう 

な質問をするかを決めます。以下の各 

項はあなたにとって有益な提案となる 

でしよう。 

參生徒に福音の原則とそれを生活の中 

で応用する方法を考えさせる質問を 

してください。考えを促す質問は 

「なぜ」あるいは「どのように」とい 

う言葉で始まることが多くなります。 

一般的には，「はい」か「いいえ」あ 

るいは一言で答えることができるよ 

うな質問を避けるべきです。 

例えば，救い主を中心にして生活 

することに関するレッスンを教える 

場合に，あなたは以下のような質問 

をすることができます。 

「キリストの岩の上に築くとはど 

のような意味ですか。」 

「キリストの岩以外にどのような 

基礎の上に生活を築いている人々が 

いますか。」 

「あなたはキリストの岩の上に生 

活を築くことによってどのような祝 

福を受けてきましたか。」 

參生徒に個人的な考えや経験を分かち 

合うことを奨励する以下のような質 

問をしてください。 
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「主はなぜわたしたちに常に祈るよ 

う命じておられるのですか。」 

「主はあなたの祈りにどのようにこ 

たえてこられましたか。」 

•生徒が福音の原則を生活の中で応用 

するために助けとなる以下のような 

質問をしてください。 

「祈りの答えを受けるためにわた 

したちは自分自身についてどのよう 

な準備をしたらよいですか。」 

「イエス•キリストが世の救い主 

であられることを知るにはどうすれ 

ばよいですか。」 

「ジョセフ•スミスが神の預言者 

であることについて，どうすれば証 

を強めることができますか。」 

もしあなたに答えられない質問を受 

けたら，その質問に答えるために生徒 

の助けを求めるか，次回までに答えを 

調べておくことを，その質問をした人 

に伝えます。 

あなたが質問をした後の数秒間，生 

徒が沈黙することがあっても心配する 

ことはありません。普通は答えを考え 

る時間が必要だからです。しかし，生 

徒が質問を理解していないようであれ 

ば，言葉を変えて質問を繰り返す必要 

があります。だれかに質問する場合に， 

最初に名前を呼んでから質問をすると 

よいでしよう。 

最後に，あなたが準備してきた内容 

をすベて教えようとして，実りある話 

し合いを途中でやめてしまうことのな 

いように注意します。何よりも大切な 

ことは，生徒が御霊の影響を受け，福 

音をいっそうよく理解し，福音の原則 

を生活の中で応用することを学び，福 

音に従って生活しようとする決意を強 

めることです。 

特別なゲストを招く 
時にはクラスに特別なゲストを招く 

とよいでしよう。ふさわしい教会員に 

特別なテ一マについて報告してもらっ 

たり，話をしてもらったり，証を述べ 

てもらったりします。依頼するときに 

ゲストのために割いている時間を告げ 

ておきます。あなたのワードまたは支 

部の会員でない人を招く場合は，監督 

または支部長の許可を得てください。 

ある長老定員会の会長は，訪問先の 

子供たちに興味を持たせるホームテイ 

一チングメッセ一ジの伝え方について 

一人の会員に話をしてもらいました。 

長老たちはホームテイ一チングの際に 

なぜ子供たちを参加させる必要がある 

かを理解しただけでなく，子供たちを 

參加させる方法について多くの提案を 

受けたのです。 

活動を利用する 
レッスンに_連する簡単な活動は， 

生徒の中でも特に子供と青少年に福音 

の原則を学ばせるうえで効果がありま 

す。活動の内容は福音を学ぶ目的と合 

致していなければなりません。教会が 

発行している多くのレッスン手引きに 

は活動が提案されています。 
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福音の原則を効果的に提示するには， 

教えようとするレッスンの準備を綿密 

に行うことが大切です。準備に関する 

提案事項を以下に列挙します。 

参考資料を見つける 
教会は聖文と末日の預言者の言葉を 

基にした，承認された教科課程資料を作 

成しています。神権指導者または補助 

組織指導者に以下の資料を利用できる 

かどうかを尋ねます。 

參教会が出版したあなたのクラスの教 

師用手引き 

參生徒のための聖典 

參末日の預言者の教えが記されている 

教会機関誌 

眷自国語の聖文研究資料 

•『福音の視覚資料セット』，集会所 

付属図書館にあるはずである。 

入手できる資料に目を通して，あな 

たのレッスンでそれらをどのように活 

用するかを計画してください。優れた 

教師になるために，さらに詳しい資料 

を作る必要はありません。キリストは 

レッスンを準備する 



非常に単純な生活環境の中で多くの教 

訓を教えられました。あなたが教える 

際に最も重要視しなければならない力 

は御霊の影響力です。御霊の導きを得 

るとともに，レッスン資料を正しく活 

用することによって，福音学習に最大 

の効果をもたらすことができるのです。 

準備を早くから始める 
レッスンの準備は，早くから着手し 

てください。レッスンを実施する曰か 

ら数週間前にレッスンの研究に着手す 

るとよいでしょう。時間的に余裕を持 

って，レッスンのテーマについて考え， 

祈り，また十分な準備をすることがで 

きるからです。 

レッスンの目的に焦点を絞る 
あなたが教えるレッスンには目的が 

なければなりません。例えば，断食に 

関するレッスンの目的としては，断食 

のもたらす祝福や断食日曜日に特別な 

目的をもって断食することの大切さを 

生徒に理解させることなどが考えられ 

ます。レッスンにおける提示や話し合 

いは目的に焦点を絞ったものでなけれ 

ばなりません。 

レッスンの目的を決めるために，レ 

ッスン資料と参照聖句を研究します。 

レッスンの中で生徒にとって最も大切 

なメッセージが何であるかを理解でき 

るように主の助けを求めてください。 

次のように自問してみてください。「こ 

のレッスンを学んだ結果，生徒の生活 

にどのような変化が訪れるはずだろう 

か。」教会が出版している多くのレッス 
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ン手引きには，各課の目的が明確にさ 

れています。それらの目的から，レッ 

スンを通して生徒にどのような影響を与 

えるべきかを判断することができます。 

何を教えるかを決める 
レッスンの目的を決めたら，その目 

的を達成するためにどのような原則を 

教えるかを決めてください。多くの教 

師用手引きには聖文，物語，その他レ 

ッスンを教えるうえで役立つ情報が記 

されています。しかし，与えられてい 

る時間内で教え切れないほどの内容が 

網羅されていることがよくあります。 

そのような場合に，生徒にとって最も 

役立つ資料を選ばなければなりません。 

次のように自問するとよいでしょう。 

「レッスンの中で，どの教義と原則が， 

生徒が現在直面しているチャレンジの 

解決に役立つだろうか。」 

必要な資料が手引きや聖文から見つ 

からない場合，大管長会メッセージ， 

訪問教師メッセージ，教会機関誌，特 

に総大会のメッセージから物語や話を 

活用することを考えてください。 

何を教えるかを決めるために，以下 

を行います。 

參レッスンの内容を祈りの気持ちで研 

究する。 

拳レッスンで採り上げる大切な教義と 

原則を列挙する。 

參生徒の必要と背景を常に心に留めて 
おく。 

參御霊の導きに従う。 

通常は一つか二つの主要な概念に絞 

るのが最良の方法です。 



どのように教えるかを決める 
何を教えるかを決めたら，どのよう 

に教えるかを決めなければなりません。 

資料を研究し，生徒に対して最良の方 

法で提示する方法を祈りの気持ちで考 

えます。あなたが採用する方法は，教 

えようとしている事柄を生徒が理解し， 

応用するための助けとなるものでなけ 

ればなりません。 

レッスンで採り上げられている聖文， 

物語，そのほかの情報，また教義や原 

則を教えるうえで役立つそのほかの聖 

文を注意深く研究してください。生徒 

が聖文を自分たちの生活に当てはめる 

方法を理解できるように助けてくださ 

い（1ニ一ファイ19 ： 23参照）。 

あなた自身の生活から，また生徒の 

生活からの物語や例を活用することも 

検討してください。例えば，神権会で 

知恵の言葉について教える教師から， 

教師自身の弟が喫煙をやめた経験を聞 

いたある10代の若者は喫煙をやめる決 

意をしました。これは喫煙者がその習 

慣を絶つことができるということを示 

した実例です。この話を聞いた生徒は 

自分の生活を変えることを決意したの 

です。 

レッスンの提示に役立つ教授法につ 

いては，本書の9-12ページに記されて 

います。 

結論について考える 
救い主はしばしば，教えた事柄を要 

約し，それを生活で応用するよう人々 

に奨励されました（よきサマリヤ人の 

たとえ，ルカ10 ： 30 — 37参照）。レッス 

ンの最後に，あなたは教えてきた事柄 

を復習し，まとめる必要があります。 

福音の教えや原則を応用する方法を提 

案し，さらに生徒からほかの応用方法 

について意見を求めてください。そし 

て，翌週までにそれらの一つを実行し 

てみるよう励まします。その後のレッ 

スンで，実行した結果どのようなこと 

を学んだか尋ねるとよいでしょう。 

あるクラスで生徒は教師から，翌週 

までの毎日，他人から気づかれない方 

法で奉仕を行うように勧められました。 

翌週，クラスが始まると教師は簡単な 

報告を求めました。数人の生徒が自分 

の経験した事柄と，学んだ事柄を実行 

に移したことから感じる喜びを，熱意 

を込めて話しました。これらの生徒の 

積極的な態度がほかの生徒にも影響を 

与えて，彼らにいっそうの奉仕を行う 

決意をさせたのです。 



生徒を理解する 

\ 
自分の教えている人々を理解するこ 

とは大切です。生徒の成熟度と経験を 

考慮してください。人は年齢によって 

必要とするものが異なり，それぞれ違 

った方法で学ぶものです。 

子 供 
子供は肉体的，社交的，情緒的，霊 

的に成長過程にあります。子供一人一 

人の才能，能力，必要を考えながら， 

レッスンを準備してください。 

子供は変化を好みます。短い物語， 

簡単なゲーム，絵，実物を用いるレッ 

スン，歌を利用して，子供たちの関^:、 

を持続させてください。 

子供たちは分かち合うこと，親切， 

忍耐について学び始めたばかりです。 

イエスの模範を思い出させ，イエスに 

従うよう励ますことによって，これら 

の特質で未熟な部分を子供たちが克服 

できるように助けてください。 

子供たちは容易に信頼し，信じます。 

子供たちはあなたが教えることを信じ 

るでしょう。同時に彼らはあなたの模 

範を見ており，それに従うのです。 

青少年 
幼年期と成人期にまたがる時期は難 

しく，チヤレンジとなる場合がありま 

す。クラスの生徒は家庭や学校，ある 

いは仕事で多くの責任を抱えているこ 

とでしょう。青少年を正しく導くため 

の方法を以下に列挙します。 

生徒の生活に直接結びついたレッス 

ンを準備してください。福音が彼らの 

疑問に対してどのように答えを与え， 
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正しい選択をするためにどのように助 

けとなるかを理解させてください。 

若人は孤独感を覚えていたり，他人 

から認められていないと感じていたり 

することがあります。生徒一人一人を 

クラスにとって大切な存在にしなけれ 

ばなりません。福音を標準とするグル 

ープの一員であることによって，彼ら 

は霊的な力を得，清い生活を続けるた 

めの助けを得るのです。 

生徒の意見を尊重していることを伝 

えてください。レッスンに参加し，あ 

なたとの間でまた生徒同士で意見を交 

換し合うよう励まします。 

成 人 

成人クラスの生徒は年齢，背景，経 

験が多様です。レッスンを豊かにする 

ためにこれらの違いを活用してくださ 

い。生徒が経験から学んでいる知恵を 

分かち合うよう奨励します。彼らが持 

つ多くの才能を活用してください。 

福音の真理を簡潔に教えてください。 

聖霊は生徒が真理を理解し，それぞれ 

の生活で応用できるように助けてくだ 

さるでしよう。 
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教師であるあなたは，人々が福音の 

知識を増し加えて成長するのを助ける 

ことによってもたらされる喜びを経験 

することができます。福音を教えるた 

めに熱心にまた忠実に努力することに 

よって，あなたは救い主に対する証を 

強め，戒めを守るよう人々を助けてい 

るのです。 

ある日曜学校の教師は_分よりも教 

肺としての資格を備えている人がクラ 

スに大勢いることで悩んでいました。 

自分のレツスンが生徒のためになって 

いるかどうか不安でした。そんなある 

日曜日，一人の姉妹が教師を隅の方に 

招いて，クラスで御霊を受けた結果夫 

が今では毎日家族を集めて家族の祈り 

をするようになったことを打ち明けま 

した。夫はさらに，家族との結び固め 

を受けるために神殿に入る準備をしよ 
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うとの決心もしていました。教師がク 

ラスに御霊を招くために精いっぱい努 

力してくれることに対して，その姉妹 

は愛と心からの感謝を伝えました。教 

師は謙遜な思いに満たされました。そ 

して，教えることの真の目的と報いを 

理解したのです。 

あなたは教えることによって，生徒 

とともに祝福を受けるでしょう。福音 

を研究し，レッスンを準備し，そして 

教えることによって，福音の知識と救 

い主に対する証が強められるのです。 

人々に対して大きな愛を感じるように 

なります。教える事柄に従って生活す 

るよう謙遜にまた熱心に努力するとき 

に，あなたの生活に御霊がさらに注が 

れるのを感じるようになります。教師 

として奉仕することによって，あなた 

の生活は豊かになるのです。 

教えることによってもたらされる報い 



支部における教師改善を管理する 

支部長会には，支部におけるレッス 

ンの質に関して責任があります。 

教師改善コーディネーターの責任 
支部の会員数が増加したときには， 

支部長会の一員は，教師改善を監督す 

るために教師改善コーディネーターを 

召し，任命します。コーディネーター 

に召される人は，兄弟でも姉妹でもか 

まいません。コーディネーターは支部 

評議会の一員であり，福音の教授法を 

改善する取り組みに関して神権組織と 

補助組織の指導者，教師の助け手とし 

て働きます。コーディネーターは指導 

者たちが教師改善集会を計画し実施す 

る際に助け，さらに，割り当てを受けた 

場合は福音の教え方コースを教えます。 

指導者の教師に対する支援 
神権指導者と補助組織指導者には， 

自分の担当組織で行われる福音のレッ 

スンの質に対して責任があります。指 

導者たちは優れた教え方の実例を示し 

たり，教師たちが自分の召しの重要性 

を理解できるように助けたりします。 

指導者たちはともに仕える教師たちに 

感謝を示し，支援や励ましを与えます。 

教会におけるレッスンの質は，指導者 

たちが自分の担当組織の教師たちに心 

からの支援や励ましを与えるときに改 

善されます。 

教師改善集会 
各々の神権指導者，補助組織指導者， 

教師は，福音をよりよく教え，学ぶこ 

とができるように，3か月ごとに開かれ 



る教師改善集会に出席して，原則，方 

法，技術を学ぶことになっています。 

教師改善コーディネー夕一は，神権指 

導者ならびに補助組織指導者と相談し 

ながら，教師改善集会のスケジュール 

と計画を立てます。この集会は教師や 

指導者の都合のよいときに行うべきで 

すが，日曜日の通常の集会と重ならな 

いようにします。一般に，教師改善集 

会は1時間以上かけないようにします。 

教師改善集会には，以下の事項を含 

めるとよいでしよう。 

參支部長会，神権指導者または補助組 

織指導者のうち一人による，教授ま 

たは学習の原則に関する短いメッセ 

ージ。 

鲁神権指導者，補助組織の指導者また 

は教師のうち一人による，教授法や 

教授技術の発表。 

參教師と指導者が特定のクラスの生徒 

たちを助けるためのアイデアを分か 

ち合い，方法を話し合う時間。 

支部の教師と指導者の人数が多くな 

った場合，四半期ごとに，以下のそれ 

ぞれのグループを対象にした教師改善 

集会を開いてもよいでしょう。 

•18歳以上の会員を教える教師と指導 

者。 

•12歳から17歳の会員を教える教師と 

指導者。 

•初等協会の教師と指導者。 

上記の集会は，毎月一つを行うよう 

に計画することもできます。 

福音の教え方コース 
福音の教え方コースは，会員が家庭 

や教会の集会でよりよい福音の教師に 

なるための基盤となります。このコー 

スの概要の一例がこのガイドブックの 

21 -22ページに紹介されています。支 

部長会が支部の会員の中からこのコー 

スの講師を召していない場合は，教師 

改善コーディネーターが教えます。 

支部長会は会員たちにこのコースを 

受けるように案内します。一般的に，1 

度に受講する会員は10人以下とします。 

そうすることによって，一人一人が十 

分に参加できるのです。 
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福音の教え方コースの概要 

福音の教え方コースはすべての教会 

員に優れた教師になるための方法を学 

ぶ機会を提供するものです。コースの 

講師は教師改善コーディネーターもし 

くは支部長から召しを受けた経験豊か 

な教師が務めます。このコースは日曜 

学校の時間もしくはその他都合の良い 

時間帯に実施されます。特定の組織の 

指導者と教師のためにコースが開催さ 

れる場合，その組織における通常の指 

導者会の一環として実施することがで 

きます。コースの参加者が遠隔地に住 

んでいる場合や施設上の問題から通常 

の日曜学校の時間帯に実施するのが難 

しければ，家庭学習とクラス集会（1回 

に複数のレッスンを行う）を組み合わ 

せて実施することを検討してもよいで 

しょつ。 

各レッスンの概念は本書に記されて 

います。講師はレッスンを準備するに 

当たって，「様々な教授法を用いる」の 

項に記されている提案を採り上げます。 

講師はレッスンの最後に，その日に学 

んだ事柄を教会のクラスまたは家庭の 

夕べで実施するよう奨励します。これ 

は教師として進歩するうえで大いに役立 

つでしょう。例外を除いて，コースは 

以下の8週間単位で実施されます。以下 

はコースの講師に向けられた提案です。 

第1週 
生徒に本書を配布してから，目次に 

目を通します。序と「あなた自身を霊 

的に備える」の項にレッスンの焦点を 

絞ってください。御霊を受ける資格を 

得るためには，任命を受けること，福 

音に従って生活することが大切である 

ことを強調してください。 

第2週 
「イエスが教えられたように教える」 

の項から「生徒を愛する」に焦点を絞 

ってください。また，本書の16-17ぺ 

ージに記されている年齢別グループの 

特徴について触れます。家族や生徒に 

愛をもって接したり，理解したりする 

ことによって良い効果が得られたこと 

について出席者の経験から分かち合っ 

てもらいます。教師が個々の会員の必 

要を満たすために手を差し伸べ，養う 

にはどうすべきかについて話し合いを 

展開するとよいでしょう。特に新しい 

改宗者や障害を持つ会員の必要につい 

て話し合います。 

第3週 
「イエスが教えられたように教える」 

の項から「福音の真理を教える」に焦 

点を絞ってください。教義を忠実に， 

明確に，簡潔に教えること，聖文を用 

いて教えること，個人の福音学習計画 

を立てることの大切さを強調してくだ 

さい。 

第4週 
「イエスが教えられたように教える」 

の項から「御霊によって教える」に焦 

点を絞ってください。参加者が，教師 

として教えるときに御霊を受ける資格 

が自分にはある，という思いで鼓舞さ 



れるように助けます。また，御霊の導 

きを認めて，それに従うことを学ばせ 

ます。 

第5週 
「イエスが教えられたように教える」 

の項から「熱心に学ぶことを奨励する」 

に焦点を絞ってください。福音を学び， 

より厳密に福音に従って生活する責任 

を生徒が受け入れられるよう具体的な 

方法について強調します。 

第6週 
「イエスが教えられたように教える」 

の項から「学ぶ雰囲気をつくる」に焦 

点を絞ってください。生徒全員がレツ 

スンに参加して，学習意欲のあふれる 

雰囲気をつくるための方法を参加者が 

理解できるようにします。 

第7週 
「様々な教授法を用いる」の項に焦 

点を絞ってください。効果の高いレツ 

スンを展開するには深く考え，創造性 

を発揮することが要求されます。本項 

の資料は非常に有用です。参加者に本 

項で採り上げている教授法を実演して 

もらうか，教授法を実際に使った経験 

について話してもらってください。 

第8週 
「レッスンを準備する」の項に焦点 

を絞ってください。早くからレッスン 

の準備に取りかかることの大切さを参 

加者に理解させ，効果的なレッスンを 

計画し，実施する方法について話し合 

ってください。 

コースを実施している期間の適当な 

時期に「教えることによってもたらさ 

れる報い」の項で採り上げられている 

項目を強調してください。教師から祝 

福を受けたこと，教師として人々を助 

けたことについて參加者の経験を分か 

ち合ってもらいます。 

コースが終了した後も，引き続き教 

師として改善を図るよう励まします。 

参加者が新しく召されたクラス教師で 

あれば，神権指導者または補助組織指 

導者は彼らと会って，クラスと生徒に 

ついて簡単なオリエンテーシヨンを行 

ってください。その後，彼らは定期的 

に状況を報告し，具体的な必要やチヤ 

レンジについて神権指導者または補助 

組織指導者と話し合います。指導者を 

クラスに招き，何らかの面で助けを求 

めるとよいでしよう。クラスの教師， 

家族や指導者としての責任から教えて 

いる人を含むすべての教師にとって， 

教師改善コーデイネーターはいつでも 

助けを求めることができる存在となり 

ます。 

22 



教会の資料と家族歴史に関する情報の入手 

地元の指導者や会員は，聖典やテキ 

スト，教会機関誌,ガーメント，神殿 

衣を含め，教会の様々な資料を地元の 

配送センターやサービスセン夕一から， 

またはソルトレークの配送セン夕一か 

ら，あるいは教会の公式インターネツ 

ト•サイト，www.lds.orgから入手する 

ことができます。 

家族歴史活動に関する情報は，教会 

家族歴史のインターネット•サイト， 

www.familysearch.org 力、り得々こと:̂  

できます。 
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末日聖徒 
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