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教師への提案 

救い主は，戒めに従い，それについて教えることの大切さを次のように説いていらっしゃいま 

す。「これをおこないまたそう教える者は，天国で大いなる者と呼ばれるであろう。」（マタイ5: 

19)教師には，子供たちがパプテスマの聖約を守り奉仕する方法を身に付けられるよう助けると 

いう，神聖な責任があります。少女が若い女性になり，少年が若い男性となって神権を受ける備 

えをするうえで，教師は大きな影響を及ぼすことができます。 

教会が組織されて間もない1831年，救い主はこう言われました。教師は，「『聖書』と……『モ 

ルモン書』の中にあるわたしの福音の原則を教えなければならない。」（教義と聖約42:12)当時 

用いることのできた聖典はこの2冊だけでした。しかし，今日の教師には，『教義と聖約』や『高 

価な真珠』も含むすべての標準聖典から教え，子供たちが天父と御子イエスに対する信仰をはぐ 

くんでいけるよう助ける責任があります。 

学習コース 1月1日の時点で8歳から11歳までのすべての子供たちは，初等協会4，5，6，7のいずれかの学習 

資料を基に学ぶことになっています。この年齢グループの子供たちに，毎年一つの学習コースの 

みが適用されます。各学習コースは特定の聖典に基づいています。すなわち，初等協会4は『モ 

ルモン書』，初等協会5は『教義と聖約』，初等協会6は『旧約聖書』，初等協会7は『新約聖書』に 

基づいています。こうして子供たちは4年後には標準聖典をすべて学んだことになります。 

地元の必要性と8歳から11歳の子供たちの人数によっては，クラスを各年齢別，合同，男女別 

に設定することもできます。しかし，クラス編成に当たっては，子供たち一人一人が十分な配慮 

を受けられるようにする必要があります。 

子供たちは12歳になると，若い男性または若い女性のクラスに出席し始めます。しかし，日曜 

学校の時間帯は引き続き初等協会に出席し，1月の第1週以降は日曜学校に出席します。 

本書は『新約聖書』からの教えを中心に，イエス•キリストの生涯とその働きを強調していま 

す。これらの教えを分かち合い，話し合いを進めるときに，子供たちはイエス•キリストの使命 

と贖いに対する理解を深め，主への信仰と証をはぐくむことでしょう。また子供たちは，自分た 

ちの生活にイエス•キリストの教えを取り入れる方法を学び，戒めを守りたいという強い願いを 

抱くことでしょう。 

子供たちに家庭で『新約聖書』を読むように勧めてください。イエスの愛について知り，その 

教えをよく理解できるようになると，子供たちはイエスを愛するようになり，イエスのようにな 

りたいと思い始めます。子供たちがイエスの生涯と教えから学ぶ大切な真理は，彼らが生涯にわ 

たって聖約を守り，教会で奉仕していく備えとなることでしょう。またこれらの真理は，子供た 

ちがこの世の誘惑に抵抗する力をもたらしてくれることでしょう。 

子供たちを教えるという神聖な責任を果たすうえで，教師は精神的霊的に備えなければなりま 

せん。この備えの一部として欠かせないのが，自分が教えようとする原則への理解を深め，証を 

持つことです。すべての人のうち も優れた教師である救い主は，人々に福音を教える備えをす 

るのに役立つ事柄を教えてくださいました。 

•祈りを通じ，へりくだって御霊の導きを求める。主はこう言われました。「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)謙遜であれば，主がその子供たちをどのように教え 

るよう望んでおられるか分かるでしょう。 

本書を使って教える 

教えるために 

自分自身を備える 
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參聖文と生ける預言者の言葉を研究する。主の言葉を学び深く思い巡らすことにより大きな力が 

生まれます。主はこう命じられました。「まずわたしの言葉を得るように努めなさい。そうす 

ればその後，あなたの舌は緩められる。それから望むならば，あなたはわたしの御霊とわたし 

の言葉，すなわち人々を確信に導く神の力を受けるであろう。」（教義と聖約11:21) 

末日の預言者エズラ•タフト•ベンソン大管長は主の言葉を学ぶ必要性を改めて強調してい 

ます。「ぜひとも熱心に聖文を勉強してください。毎日聖文に親しみ，御霊の力を受けて召し 

を果たすようにしてください。」（『聖徒の道』1986年7月号，p.82) 

•聖約を守る。御霊の導きを受ける力は，天父と交わした聖約を守る忠実さにかかっています。 

「聖約……を守って実行」することにより（教義と聖約42 ：13),教師は子供たちの良い模範と 

なれます。子供たちは，救い主への愛と福音を実践しようとする教師の真摯な態度を目にする 

とき，自分たちも主に従おうという思いを鼓舞されることでしょう。 

•どうすれば子供たちが主の愛を感じられるか考える。機会あるごとに子供たちにどんなに彼ら 

を愛しているかを伝え，また彼らの価値と可能性について証してください。教師の愛と思いや 

りを通じて，子供たちは天の御父とイエスの愛を理解するようになり，人を愛することも学ん 

でいくでしょう。 

レッスンの準備 本書は，聖文に焦点を当てたレッスンを準備するうえで役立つでしょう。各課には『新約聖書』 

からの様々な物語や引用が用いられており，子供たちが福音の原則を理解できるようになってい 

ます。各課で聖文中の出来事や聖句をどのように教えるかについては詳細に示されていません。 

しかし，御霊によって準備して教えれば，子供たちはあなたの助けにより聖文中の出来事やそこ 

に含まれる教えに対する理解を深め，それを実践していく方法を学ぶことができるでしょう。レ 

ッスンがよく準備された興味深いものであれば，子供たちはいっそう積極的に耳を傾け，学ぼう 

とします。 

以下の手順は，クラスで子供たちを効果的に教えるための準備に役立ちます。 

1.レッスンの1，2週間前から「目的」の項，「準備」の項に挙げられた聖句を祈りの気持ちで研 

究しましょう。レッスンの目的と聖句を何度も読み返し，クラスの子供たちにどのように応 

用できるかよく考え，こう自問してみてください。「御父は，このレッスンを通じて何を学び， 

行ってほしいと子供たちに望んでおられるだろうか。子供たちがイエス•キリストへの信仰 

をはぐくみ，証を強め，立ちはだかる悪の誘惑を退けるうえで，このレッスンはどのように 

役立つだろうか。」頭に浮かんだ考えを書き留めてください。 

『福音の原則』（31110 300)は基本的な福音の原則と教義に関する個人学習ガイドとして作成 

されました。本書の幾つかの課の「準備」の項には，『福音の原則』の中の特定の章が列挙さ 

れています。これらの章は，レッスンに含まれるおもな原則や教義を教える準備に役立つで 

しょう。『福音の原則』は，教会付属図書館で借りられますし，管理本部配送セン夕一を通じ 

て購入することもできます。 

2.レッスンを始めるに当たって，本書に提案されている「導入」を利用するか，あるいは独自 

の導入方法を工夫するかを決めます。後者の場合，必ず，教える聖句に関連する適切な方法 

を取ってください。 

3.各課には，聖句をどのように教えるかは記されていません。何をどのように教えるかを判断 

するには御霊の導きを求める必要があります。毎週様々な教授法を用いてください（次項 

「聖文に基づいて教える」参照）。クラスの子供たちをできるかぎり学習活動に参加させるよ 

う計画するとともに，子供たちが聖句の内容をほかの人に後で話せるようなレッスンを心が 

けてください。 

4.「話し合いと応用のための質問」の項から，子供たちが聖句を理解し，生活に応用するうえ 

で役立ちそうな質問を選びます。レッスン中，いつその質問をしてもかまいません。また， 

すべの質問を採用する必要はありません。 

5.「レッスンを豊かにする活動」の項を読み，クラスの子供たちが聖句の意味やレッスンの目 
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的を理解するのに も役立つと思われる活動を選んでください。そしてその活動をいつ，ど 

のように行うか計画してください。クラスはそれぞれ異なっているので，あるグループには 

効果的だった活動がほかのグループには効果がないこともあるでしょう。 

6.レッスンの目的に関連する適切で個人的な経験を話すよう計画してください。教師が経験を 

クラスの子供たちに話すとき，また子供たちが経験を教師やほかの人たちと分かち合うとき， 

御霊の導きを受けられるようにしてください。家族や個人の経験の中には，とても神聖で私 

的な内容であるため，公にしない方がよいものもあります。 

聖文に基づいて教える レッスンを準備し，教えるに当たっては常に御霊を求める必要があります（アルマ17: 2 - 4 ; 

教義と聖約42 ：12-14 ； 50 ：17-22参照）。御霊の助けがあれば，レッスンを子供たちにとって 

興味深く意義深いものとするにはどうしたらよいか分かるでしょう。 

クラスには，聖文にあまり親しんでいない子供がいるかもしれません。皆で聖文を読むときに 

は，聖句を開けるのに助けの要る子供のことを配慮してください。年度始めのレッスンで時間を 

割いて，聖句の見つけ方を教える必要があるかもしれません。年少の子供たちを教える場合は特 

にそうです。 

子供たちの関心を持続させるため，資料の提示には，以下のように様々な工夫をしてください。 

1.自分の言葉で聖文に書かれていることを話す。聖文中の出来事や人物について子供たちが思 

い浮かべられるように助けてください。話の中に登場する人が実在の人物であり，その出来 

事が実際に起きたことを子供たちが理解できるようにしてください。 

2.子供たちに，直接聖文から物語や聖句を読ませる。子供たちのすべてが上手に読めるとは限 

らないこと，読む能力は年齢からは判断できないことに留意してください。全員が読める場 

合は，2，3分黙読させ，その後，読んだ内容について話し合わせるとよいでしょう。子供た 

ちが読み終わった後，話し合いの時間を利用して，難しい言葉や節について説明してあげて 

ください。 

3.聖文の物語に関しては，提案されている視覚資料を用い，子供たちがその出来事を思い浮か 

ベられるようにする。ほとんどの課には，「教材」の項の中にレッスンで用いる視覚資料が提 

案されています。視覚資料には番号が付いており，本書に添付されています。提案された視 

覚資料の中には，『福音の視覚資料セット』に収められているものもあれば，教会付属図書館 

で入手できるものもあります。これらの絵の裏には，その場面の説明が記されています。こ 

のほかにも適切な絵があれば使うとよいでしょう。 

4.子供たちに聖文の物語を演じさせる。（劇化する際，聖句の神聖さを損なわないよう注意して 

ください。）ローブ，スカーフなど簡単な小物を用意するとよいでしょう。そして，子供たち 

に物語の全部または一部を演じさせてください。子供たちに，自分がもし今演じた人だった 

らどんな気持ちになると思うか尋ねるとよいでしょう。 

5.聖文の物語を話したり読んだりしながら，黒板に簡単な図や絵を描く。絵や切り抜きを用い 

るのもよいでしょう。 

6.朗読劇をする。何人かの子供たちに聖文の登場人物の役を演じさせます。適切な箇所では， 

子供たちに聖文の中から直接聖句を引用して読ませてください。 

7.子供たちの親やワード/支部の会員，あるいはクラスの子供に聖文の物語について話をして 

もらう。本人には1,2週間前から準備してもらいます。何分以内で発表するかも必ず伝えて 

ください。 

8.聖文の物語について教える前に，子供たちに〇xテストやクイズなど，簡単な予備テストを 

行う。子供たちに「テストをするのはどれくらい聖文の物語について知識があるか知ってお 

きたいからです」と伝えてください。聖文の物語についてレッスンが終わったら，子供たち 

が学んだことを自分で確認できるよう，同じテストを行ってください。 

9.物語の登場人物の名前やキーワードを黒板に列挙する。教師が物語を話す間，これらのキー 
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話し合いを導く 

子供たちが聖文の 

教えを実践できる 

よう助ける 

ワードや名前がいつ出てくるか注意して聞くように子供たちに言ってください。子供たちの 

語彙を増し，彼らが聖文の理解を深め，家で楽しく聖文を読めるようにしましょう。 

10.レッスンを始める前に，その日話す聖文の物語に関する質問を黒板に書く。物語の途中で子 

供たちが質問の答えに気づいたなら，物語を中断してその答えについて話し合ってください。 

11.物語を話し，終わったら子供たちに物語の中で好きな箇所を自発的にもう一度話させる。一 

人の子供に物語を始めから途中まで話させ，別の子供に続きを話させるのもよいでしょう。 

12.聖文から何節か選んで録音したテープを聞かせる。 

13.カード合わせゲームをする。4組から8組の合致するカードか紙（縦12.5センチ，横7.5センチ） 

を作ります。例えば，「至福の教え」一つ一つを前半と後半に分けて，別々のカードや紙に書 

いておきます。できたカードや紙の束を交ぜ，テーブルか床に裏向きに並べます。子供たち 

に一人ずつ前に出て来て2枚のカードを引かせます。それぞれのカードに書かれていることを 

大きな声で読みます。カードが合えば，表向きにして置きます。カードが合わなければ，も 

う一度裏向きにして戻し，別の子供の番となります。全部のカードが正しく合わせられるま 

で続けます。「至福の教え」の8組のセットは次のようになります。 

1組目：こころの貧しい人たちは，さいわいである——天国は彼らのものである 

2組目：悲しんでいる人たちは，さいわいである——彼らは慰められるであろう 

3組目：柔和な人たちは，さいわいである——彼らは地を受けつぐであろう 

4組目：義に飢えかわいている人たちは，さいわいである——彼らは飽き足りるようになるで 

あろう 

5組目：あわれみ深い人たちは，さいわいである——彼らはあわれみを受けるであろう 

6組目：心の清い人たちは，さいわいである——彼らは神を見るであろう。 

7組目：平和をつくり出す人たちは，さいわいである——彼らは神の子と呼ばれるであろう 

8組目：義のために迫害されてきた人たちは，さいわいである——天国は彼らのものである 

14.質問ゲームをする。瓶や箱に，何枚かの質問を書いた紙を入れ，クラスの子供に順番でこれ 

らの質問から1枚ずつ引いて答えさせます。 

話し合いやそのほかの活動に参加することは，子供たちが福音を学ぶ助けになります。以下の 

指針は，意義深い質問をし，クラスの話し合いを促すのに役立つでしょう。 

1.子供たちが聖文から答えを見いだせるよう，参照聖句を挙げて質問する。 

2. 「はい」か「いいえ」だけでは答えられない，熟慮と話し合いを要する質問をする。なぜ， 

どのように，だれが，何を，いつ，どこで，で始まる質問の方がたいていの場合，より効果 

的です。 

3.普段あまり話し合いに加わらない子供たちには，彼らの答えられそうな質問を指名して尋ね 

ることで話し合いに参加させる。この場合，答える時間を十分に取ってください。必要に応 

じて助けます。しかしそれは，彼らがよく考えて答えた後だけにします。 

4.子供たちが聖文から学んだことに対する気持ちをほかの人と分かち合うように勧める。子供 

たちの発言には建設的な評価をしてください。 

5.子供たちが質問に答えたら，心から褒める。彼らの考えや気持ちがとても大切であることを 

分からせます。話し合いに参加したがらない子供たちに配慮してください。 

子供たちが学んだことを生活の中で実践できるように助けてください。ヤコブは，「御言を行 

う人になりなさい。おのれを欺いて，ただ聞くだけの者となってはならない」と勧告しています 

(ヤコブの手紙1：22)。以下の提案は，子供たちに対するこの責任を果たすうえで役立つでしょう。 

1.御霊の促しを感じたら，今教えている真理に対する証を述べる。誠実な態度で確信をもって 

教えるなら，レッスンはより力強いものとなるでしよう。 
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2.子供たちに家庭で，個人として，また家族として聖文を読むように励ます。彼らがクラスに 

自分の聖典を持って来るように奨励します。子供たちが自分専用の聖典を持っていないか， 

持って来るのを忘れた場合に，彼らが教室で使用できるよう，余分に聖典を用意してくださ 

い。ワードまたは支部に教会付属図書館がある場合は，そこで聖典を入手できるかもしれま 

せん。 

3.子供たちに学んだことについて話させる。またレッスンで習った福音の原則を，どうすれば 

実生活に応用できるかを話させます。 

4.教師がレポ一夕一役を務め，子供たちにレッスンで聖文から学んだ人物になったつもりでイ 

ン夕ビューに答えさせる。聖文の出来事の詳細や，その出来事に対する感想を述べさせます。 

5.クラスをニつ以上のグループに分ける。聖文の出来事を紹介した後，そこに含まれる重要な 

原則を，各グループに書き留めさせます。次に，各グループにこれらの原則を生活に応用す 

るにはどうしたらよいか順番に発表させましょう。 

6.聖句探しをする。クラスの子供たちに，生活に取り入れるとき大きな価値を持つ聖句に印を 

付けるよう，年間を通じて励ましてください。例えば，マタイ7 ：12 ；ルカ11：9,またはヨ 

ハネ3 ：16 ；使徒2 ： 38などに印を付けさせます。出来事，状況，問題などのヒントを与え， 

それに当てはまる聖句を探させます。早く聖句を探し出した子供たちには，ほかの子供たち 

が探すのを手伝わせてください。そして，その聖句がヒントと結びつく理由を話させます。 

7.採り上げた原則に子供たちが従っているのを目にしたら，その経験を具体的に話す。例えば， 

親切についてレッスンで教えているのであれば，子供たちが人に親切にしているのを見た， 

幾つかの具体例を挙げられるでしょう。 

8.宿題をしてきたか確認する。宿題を出したときは，子供たちがそれを行った経験について， 

翌週の日曜日のレッスンの始めに必ず尋ねてください。 

子供たちが聖句を 聖句を覚えるのは，福音の真理を教えるうえで効果的な方法です。楽しく独創的な方法を用い 

覚えるのを助ける るなら，たいていの子供たちは喜んで覚えるようになります。以下の提案は，子供たちが楽しみ 

ながら覚えるのに役立つでしょう。 

1.覚える文節の 初の文字を黒板に書き出す。例えば信仰箇条第1節の言葉を覚える場合，次の 

ようになります。 

わえのちかそおイせし 

教師は，文字を指差しながら対応する言葉を繰り返します。2, 3度繰り返し，子供たちが 

覚えたら，反復させます。子供たちはすぐに文字列を必要としなくなるでしょう。 

2.聖句を短いフレーズに分ける。 後のフレーズから 初のフレーズに向けて，声に出して繰 

り返しながら読んでいく。こうすると子供たちは， も耳慣れない部分を 初に繰り返すこ 

とができます。例えば，マタイ5 ：16で子供たちは，まず「天にいますあなたがたの父をあが 

めるようにしなさい」を何度か繰り返し，その後で「人々があなたがたのよいおこないを見 

て」という次のフレーズを付け加えて繰り返します。このようにしてその節全体を繰り返し 

ていくのです。 

3.子供たちが文字をよく読める場合，子供たちの人数分，聖句を書き写したものを用意する。 

これを単語やフレーズごとに切り離してください。元の聖句を全員で2，3度読んだ後，切り 

離した言葉の束をばらばらにさせ，個人でまたはクラス全員で言葉の紙を正しい順に並べ換 

えさせます。 

4.聖句を何度か繰り返して読んだ後，途中で読むをやめ，一人の子供にその次の言葉やフレー 

ズを言わせる。次に別の子供にさらにその後に続く 2，3のフレーズを付け加えさせます。こ 

うして子供たち全員が少なくとも1度は指名されるまで続けます。 
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5.子供たちが覚えやすいように音楽を用いる。例えば，『子供の歌-増補』（p.30)を使って『新 

約聖書』の書の名前を覚えさせることができます。 

6.子供たちを二つのグループに分ける。それぞれのグループに，交互に聖句の言葉やフレーズ 

を繰り返させながら読み下していきます。例えば，一つのグループに 初の言葉を，もう一 

方のグループに次の言葉を言わせながら節全体を読んでいきます。 

7.子供たちに覚えてほしい聖句を選ぶ。その聖句を黒板か模造紙に書いてください。何度かそ 

の聖句を繰り返し，少しずつ言葉を覆ったり，消したりしながら，子供たちが聖句全体を覚 

えるまで続けます。 

余—た時間;^ 準備したレッスンを，クラスの終わる時刻の前に終えた場合，残りの時間を利用して，即興の 

有効に使う 活動をするとよいでしょう。U Tのは，この ,間を胃に i舌 f f lするうえでつでしょう。 

1.何人かの子供に大好きな聖文の物語を話させる。 

2.聖句探しをする。子供たちがすでに印を付けてある重要な聖句を，ヒントを出して探させま 

す。また，子供たちを二人一組またはグループに分けて探させるとよいでしょう。 

3.その日のレッスンに出てきた聖句や，レッスンに関連する信仰箇条の節を子供たちが覚えら 

れるよう助ける。 

4.レッスンで学んだ原則を，家庭や学校で，そして友達に対してどのように応用していけるか， 

子供たちの意見を聞く。 

5.クラスをグループに分け，その日のレッスンに関する質問を子供たち同士で順番に尋ねさせる。 

6.その日のレッスンに関連する絵を描かせるか，引用文を書き写させ，家に持ち帰って目立つ 

所にはり，レッスンの目的を思い起こせるようにする。 

7.子供たちに今後の学習のために聖句に印を付けるよう勧める。レッスンの中で子供たちが特 

に好んだ聖句，あるいは，レッスンの目的を子供たちが思い起こすのに役立つと思われる聖 

句でもよいでしょう。それらに印を付けるように言います。 

8.聖文の中の書の順番を子供たちが覚えるのを助ける。『子供の歌-増補』（pp. 28, 30, 32 )を 

用いる。 

9.前回のレッスンで学んだ原則や聖文の物語について復習する。 

教室での音楽 福音の学習は，音楽を活用することでさらに豊かで楽しいものとなります。子供たちは音楽を 

通じて，より効果的に学習し，記憶を深めることができます。 

子供たちが御霊を感じ，福音を学ぶうえで，教師は音楽に堪能な音楽家である必要はありませ 

ん。クラスで用いる音楽としては，レッスンで教える原則を強調するため，レッスンの始めや途 

中に音楽テープをかけたり，歌のグループに歌ってもらったりすることもできます。またレッス 

ンの中で子供たちとともに歌ったり，歌詞を読んだりするとよいでしよう。 

分かち合いの時間 初等協会では分かち合いの時間を使って，簡単な福音に関する発表を時々することになってい 

ます。これらの発表はレッスンから採り上げた内容で，ほとんど練習なしで行えるようなものに 

してください。またそれまでに教えた原則への理解を深めるのに役立つものがよいでしよう。分 

かち合いの時間に役立つ幾つかの提案を以下に挙げます。 

1.聖文の物語を演じる。 

2.覚えた聖句を一緒に暗唱する。 

3.信仰箇条のいずれかの節を反復し，その意味を説明する。 

4.福音の原則を日常生活に応用するためのロールプレーイングを行う。 
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信仰箇条 信仰箇条をレッスンに採り入れ，子供たちに初等協会を修了するまでに信仰箇条を覚えるよう 

励ましてください。あらゆる機会を利用して，子供たちが信仰箇条を覚え，理解できるよう助け 

てください。 

8歳から 子供たちが学び，g信を持てるように，子供たちの必要や特徴をよく理解し，適切な活動やレ 

11歲までの ッスンを計画する必要があります。この年齢の子供たちの特徴に関する詳細な情報は，『教師—— 

子供を理解する その大いなる召し』（33043 300)，49-50ページを参照してください。 

特 徴 

身体面 

年齢により，著しい成長と遅い成長の時期がある 

決まり悪そうな態度を執る 

グループで遊ぶことを好む 

精神面 

学習意欲がおうせいである 

過去の経験について考える 

論理的な判断に基づいて行動するようになる 

理由を知りたがる 

思慮分別が増す 

英雄にあこがれる 

自分の行動に責任を持てるようになる 

覚えることを好む 

社会面 

異性を嫌う傾向から離れて，逆に男女間のつながりを求めるようになる 

グループの時間，個人の時間の両方を楽しむ 

独立心が強くなる 

ユーモアの感覚が培われる 

ほかの人への関心が高まる 

情緒面 

批判されることを嫌う 

仲間とうまくいかないと，不適切な行動を取る 

頼もしくて，信頼できるようになる 

公平ということを意識する 

自分の価値について疑いを抱き始める 

傲慢な態度がなくなり，わがままな行動をしなくなる 

霊性面 

福音の原則を学び実践することを好む 

ほかの人々の証に影響される 

福音の原則を理解する力が増す 

善悪を強く意識する 
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障害を持つ子供たち救い主は，障害を持つ人々に対して憐れみの心を持つよう，模範を示してくださいました。復活 

を交えて教えるため後ニーファィ人を訪れた救い主はこう言われました。 

の特別な指It 「あなたがたの中に病気の者がいるか。彼らをここに連れて来なさい。足の不自由な者，目の 

見えない者，足の悪い者，手の不自由な者，らい病にかかっている者，体のまひしている者，耳 

の聞こえない者，あるいはどんなことでも苦しんでいる者がいるか。彼らをここに連れて来なさ 

い。癒してあげよう。わたしはあなたがたのことを哀れに思い，わたしの心は憐れみに満たされ 

ている。」（3ニーフアイ17: 7) 

あなたは初等協会の教師として，憐れみの心を示せるすばらしい立場にあります。専門的な介 

助のための訓練は受けていないかもしれませんが，教師として障害を持つ子供たちを理解し，慈 

しみ育てることができるのです。関心を寄せ，理解し，クラスの一人一人をレッスンに参加させ 

ようという熱意をもって当たることが大切です。 

障害を持つ子供たちは，理解する能力の程度にかかわらず，御霊を感じることができます。中 

には初等協会のすべての時間には參加できない子供がいるかもしれませんが，たとえ短い時間で 

あっても御霊を感じるために出席することが必要です。その場合に，その子がほかの子供たちか 

ら離れて休まなければならないときに備えて，その子の必要に対して敏感に対応することのでき 

る人が付き添う必要があるかもしれません。 

障害の中には，学習能力障害，視覚障害，聴覚障害，知的障害，言語障害，精神的障害，運動 

能力障害，また行動や人と接するうえでの問題や，長期にわたる病気などいろいろあります。そ 

のほかに，言葉や文化の違いになじめない子供もいるでしょう。子供たち一人一人の状況は違っ 

ても，どの子も同じように愛され，受け入れられなければなりませんし，福音を学び，御霊を感 

じ，クラスの一員として立派に参加し，周りの人を助ける必要があります。 

以下の指針は障害を持つ子供たちを教えるうえで助けとなるでしょう。 

障害だけに目を向けず，その子供自身について知ろうとする。自然で，親しみやすく，愛情を 

込めて接する。 

その子供の持つ力や苦労していることなどについて知る。 

様々な機会をとらえて，クラスの子供たちにクラスの全員を尊重する責任があることを教え， 

留意させる。クラスの障害を持つ子供を助けることは，クラス全員にとってキリストのようにな 

ることがどんなことかを学ぶ良い経験となる。 

両親や家族，また適当であれば本人とよく話し合い，その子供を教えるのに 適な方法を見つ 

ける。 

障害を持つ子供に祈りを頼んだり，そのほかの活動に参加させたりする前に，クラスに参加す 

ることについてどのように感じるか尋ねる。一人一人の子供の持つ能力や才能をよく認めて強調 

し，子供が気持ちよく上手に参加できるような方法を探す。 

障害を持つ子供の必要に合わせてレッスンで使うものやクラスの環境を整える。 

虐待の問題への対処 教師は，情緒的または肉体的に虐待を受けて苦しんでいる子供がクラスの中にいることに気づ 

の仕方 く場合があります。万一，クラスの子供にそのような懸念を感じたなら，監督に相談してくださ 

い。レッスンを準備し，教えるときには，主の導きと指示を祈り求めてください。クラスの子供 

一人一人が，「_分は天父の大切な子供であり，天父とイエス•キリストはわたしたち一人一人 

を愛し，わたしたちに幸せで安全な生活を送ってほしいと望んでおられる」と感じられるように 

してください。 
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『新約聖書』に親しむ | p^ 

目的 子供たちに『新約聖書』を紹介し，聖文を読むように励ます。 

準備 1.2テモテ3:1-7，13-17を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，レッスン 

の主目的を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.viと「聖文に基づいて 

教える」p.vii参照)。 • 

2.その他の参照箇所——『福音の原則』10章 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.次の8つのワードストリップを用意する——聖文，標準聖典，『聖書』『旧約聖書』『新約聖書』 

『モルモン書』『教義と聖約』『高価な真珠』（ワードストリップの代わりに黒板を用いてもよ 

い。） 

5.教材 

a.『聖書』人数分 

b.標準聖典1セット 

注意——クラスには読むのが不得手な子供がいるかもしれない。そのような子供でも気まずくな 

らずに参加できる活動を考える。あなたが聖文に対して熱心な態度を執れば，彼らも_分で聖文 

を学ぼうという気持ちになる。 

レッスン 

導入 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

次のヒントを出し，分かったら手を挙げるように言う。 

4つあります。 

(クラスの中で持っている人の名前を言う）が持っているものです。 

神様の言葉が書かれています。 

本です。 

子供たちが「聖文（または聖典）」という答えを出したところで，今日のレッスンは聖典につ 

いて，また聖典の言葉を生活に応用することの大切さについて教えるものであることを説明する。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•聖文とは何ですか。ほかの文とどう違いますか。（2テモテ3:16) 

•なぜ聖文を研究する必要があるのでしょうか。聖文の研究はいつから始めたらいいですか。（2 

テモテ3 ：14-15)まだ若いころから聖文を研究し始めることが大切なのはなぜでしょう。 

あなたの聖典を見せ，「標準聖典」と書いたワードストリップをはる。聖典は教会で公式に用 

いるものなので「標準聖典」と呼ぶことを説明する。 

聖文について知っていることを子供たちに話させる。各聖典について話すときに，該当するワ 

一ドストリップをはるか，または聖典名を黒板に書く （『福音の原則』10章参照)。 
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•標準聖典の中でイエス•キリストについて書いてあるのはどれですか。次の聖句を読むか，また 

は一人の子供に読ませる：モーセ8 ： 24 (「すべてのことが明らかにされるであろう。」まで読む）， 

教義と聖約20 ： 29，2ニーファイ25 ： 26,詩篇83 ：18 (「主」がイエス•キリストを表すことを 

説明する）。4つの標準聖典のすべてがイエス•キリストについて証をしていることを説明する。 

•子供たちに『聖書』の目次のページを開かせる（新旧両方の書が出ている部分)。『聖書』は大 

きく二つの部分に分かれています。何と何でしょう。その一つ一つは何に分かれているでしょ 

う。『新旧約聖書』の各書が異なった預言者や教会指導者によって書かれたことを説明する。 

この中で，イエスの地上での生活や教えを記したものはどれでしょう。（『新約聖書』）子供た 

ちに『新約聖書』の目次を見させ，今年のレッスンが『新約聖書』の教えを中心にしたもので 

あることを説明する。 

•マタイ，マルコ，ルカ，ヨハネとはどんな人でしょう。彼らは何を書きましたか。（この一人 

一人がイエスの生涯について書き記したということを子供たちに理解させる。彼らはしばしば 

同じ出来事について書き，ともに救い主を証している。）子供たちに，イエスの生涯の中で好 

きな話を紹介させる。 

•使徒行伝1章を開かせる。使徒行伝にはイエスの死と復活の後の使徒たちが福音を教える様子 

を描いたものであることを説明する。イエスの時代の使徒たちはどのようなことをしていたと 

思いますか。現代の使徒たちはどうでしょう。 

•また目次のページを開かせる。ほかのほとんどの書はイエスの使徒や教会の指導者が会員に向 

けて書いた手紙であることを説明する。なぜ手紙を書いたのでしょう。当時の聖徒たちが手紙 

を通して福音を理解し，忠実であるように勧告を受けていたことを説明する。今の時代でこの 

手紙と同じ働きをするものは何でしょう。（『聖徒の道』の中央幹部の記事，衛星中継，総大会 

やステ一ク大会） 

『新約聖書』の各書が章と節に分かれているので，聖句を簡単に見つけられるようになってい 

ることを説明する。 

•黒板に「マタイ28: 2-9」と書く。この聖句はどの聖典から見つけられますか。章を示す数字 

はどれでしょう。節を示す数字はどれでしょう。この聖句を子供たちと一緒に読む。この聖句 

は何について述べたものですか。この出来事を聖典に記録しておくことはなぜ大切なのですか。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.子供たちが『新約聖書』の書を順序どおりに覚えられるように助ける。「新約聖書」『子供の 

歌-増補』p.30を使うとよい。書名についてはこれから数回にわたって復習を続ける。 

2.信仰箇条第8節について子供たちと話し合い，暗唱できるように助ける。（「子供たちが聖句を 

覚えるのを助ける」p.x参照)。『聖書』は古い文書を翻訳し，それを何度も書き写したものな 

ので，翻訳と書写の両方の段階で誤りが生じたことを指摘する。『聖書』のほとんどの記述は 

正確であるが，預言者ニーファイによれば多くの「分かりやすくて貴い」部分が取り去られ 

ている（1ニーファイ13 ： 28)。預言者ジョセフ•スミスは神の霊感により『聖書』の改訂を 

行い，取り去られた部分を補い，変えられた部分を訂正している。ジョセフ•スミスによっ 

て補われたり訂正されたりした部分が福音の理解に役立つことを説明する。 

3.『聖句ガイド』（合本の中にある）があれば，その中の「聖書のジョセフ•スミス訳（抜粋）」 

からJSマタイ6:14を見て『聖書』の訳と比較し，ジョセフ•スミス訳がその聖句の意味の理 

解にどれだけ役立っているかを説明する。 

4.ルカ24: 27を読んで話し合う。イエスが聖文を研究して，そこからよく教えられたことを指摘 

する。イエスが研究された聖文はどれですか。（『旧約聖書』） 

5.ワードストリップをはがして交ぜ合わせ，床かテーブルの上に置く。次のような質問をする。 

•同じものを表している二つはどれですか。（「聖文」と「標準聖典」） 
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拳二つで一つの聖典を構成しているのはどれとどれですか。（『新約聖書』と『旧約聖書』が『聖 

書』を構成している。） 

•標準聖典に含まれるのはどれですか。（『聖書』『モルモン書』『教義と聖約』『高価な真珠』） 

答える度に該当するワードストリップを黒板にはらせる。 

6.「われみ言葉読む」（『賛美歌』177番）または「いのりながらみ言葉読む時」（『子供の歌集』 

P.66)を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 聖文が真実であり，わたしたちの生活に重要なものであることを証する。あなた自身の経験の 

中で聖文を読んでカづけられたェピソードを紹介する。子供たちに毎日聖文を読むように勧める。 

読書課題 この課の復習として，2テモテ3:14—17を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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イエス•キUス卜は 
御自分から救い主となる道を選ばれた 

目的 前世でイエスが御自分から救い主となる道を選ばれたことを子供たちに教えることにより，子 

供たちがイエス•キリストに対してより深い愛を感じられるようにする。 

準備 1.ヨハネ15 ：13 ；へブル12 ： 9 ；黙示12 ： 7 - 9 ；教義と聖約93 ： 21；モーセ4 ：1—4を祈りの気 

持ちで研究する。また，『福音の原則』2, 3章を参照する。それからレッスンを検討し，聖文 

の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」P.vi，「聖文に基づいて教 

又る」p.vii参照、)。 

2.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.何人かの子供たちにクラスで「お父様は生きています」（『子供の歌集』p.8)を歌わせるよう 

に手配する。全員一緒に歌うか，または歌詞を読むように準備してもよい。 

4 .教材 

a .『聖書』と『高価な真珠』人数分 

b •視覚資料7-1「イエス•キリスト」（『福音の視覚資料セット』240),生まれたばかりの赤 

ちゃんの写真（クラスの子供のものかあなたのものがよい） 

レッスン 

導入 

聖文 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

生まれたばかりの赤ちゃんの写真を見せ，だれの写真かを尋ねる。 

•この写真がこの人の人生の始まりを表していないのはなぜですか。 

地上に生まれる前，わたしたちが天の御父のもとで霊の子供として生活していたことを証する。 

わたしたちの霊の体は今の体と同じで手や足や目などがあるが，肉や骨がないことを説明する。 

また，霊として生活していた場所を前世と呼ぶことも説明する。天の両親はこの前世で，わたし 

たちに福音と人生の計画を教えてくださった。 

次のブリガム•ヤングの引用を紹介してもよい。「皆さんは天の父なる神をよく知っています。 

……皆さんの中で主の家で主とともに生活しなかった人は一人もいません。……今日ここにいる 

人の中で，神の息子または娘でない人は一人もいないのですJ (Discourses of Brigham Young 
『ブリガム•ヤング説教集』p.50) 

次のような質問をし，感じたことを話し合う機会を子供たちに与える。 

•あなたを愛しているのはだれでしよう。 

•だれかがあなたを愛していることはどうして分かりますか。 

•あなたはだれを愛していますか。 

ある人をとても愛していたので，その人のために何か特別なことをした人の話をする。例えば， 

病気の子供のために寝ずに看病した母親や，弟や妹のために宿題を手伝ってあげた兄や姉など。 

今日のレッスンでは，わたしたち一人一人を愛しておられたイエスが，わたしたちのために前 

世でしてくださったことについて学ぶ。 

イエス•キリストの絵を掲示し，イエスが進んで救い主となる道を選ばれた話をする（聖文の 

中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。子供たちに以下の概 

念を理解させる。 

第 O 課 
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1.前世でわたしたちは霊の子供として天の両親とともに生活していた（へブル12: 9)。 

2.イエスは天の御父の初めての霊の子供（長子）であり（教義と聖約93: 21),わたしたち霊の 

子供の長兄であられる。 

3.サタンとなったルシフエルも天の御父の霊の子供であった。 

4.天の御父はすべての霊の子供たちのために集会を開かれた。その中で御父は，わたしたちが 

天の御父のようになるための計画を示された。御父の希望はわたしたちが地上に来て肉体を 

得ることだった。御父の説明によれば，わたしたちは地上で御父の戒めを守るかどうか試し 

を受けることになっていた。 

5.また御父は，わたしたちが皆，地上で罪を犯し，死を味わうことを説明された。そこで，救 

い主となってわたしたちの罪のために苦しみ，わたしたちが復活できるように命をささげる 

人が必要となった。 

6.ルシフエルは御父の計画を変えようと考えた。選択の自由を奪うことにより，全員を救おう 

としたのである。それは，罪を犯すことも義にかなった生活をすることも不可能にするもの 

であった。またルシフエルは，すべての栄光を自分で得たいと言った（モーセ4:1)。 

7.イエスはわたしたちを愛しておられたので（ヨハネ15:13),進んでわたしたちの救い主とな 

る道を選ばれた。イエスは御父の計画に従い，御父に栄光があるように望まれた（モーセ4: 

2)。 

8.御父はイエスをわたしたちの救い主として選ばれた。ルシフエルは怒って御父に反抗した 

(黙示12 ： 7-9 ；モーセ4 ： 3-4)。 

9.御父の霊の子供たちは，イエスにつくかルシフエルにつくか選択を迫られた。 

10.霊の子供の3分の1はルシフエルにつく方を選び，天から追放された。ルシフエルはサタンと 

なり，サタンに従った霊たちは悪霊となった。そして，わたしたちに取りついて悪いことを 

行わせようとしている。サタンに従った霊たちは肉体を得ることがなかった。 

11.御父の計画に従い，前世でイエスに従ったすべての霊は，骨肉の体を得てこの地上に生を受 

ける。 

12.このクラスの子供たちはすべて御父の計画に従い，肉体を得てこの世に誕生した人々である。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•天の御父と一緒の生活はどのようなものだったと思いますか。 

•天の御父があなたの霊のお父さんであられることを知ってどんな気持ちがしますか。 

•イエスが霊の子供の長兄であられるとはどのような意味ですか。 

•ルシフエルは御父の計画をどのように変えたかったのでしょう。 

•イエスが進んであなたのために苦しみ，命をささげられたことを知って，どんな気持ちがしま 

すか。 

•あなたが前世でイエスに従ったことはどうして分かりますか。イエスに従うことを選んでうれ 

しいのはなぜでしょう。 

•イエスに従うことを選んだあなたは，前世ではどんな人だったのでしょう。 

•この世に肉体を受けて生まれたわたしたちにとって，イエスに従い続けることが大切なのはな 

ぜでしょうか。 

子供たちに『聖書』を見せて，『新約聖書』とはイエスと使徒たちが地上で生活していたときの 

ことを記したものであることを説明する。そして，今年のレッスンがイエスと使徒たちの生涯と 

教えを中心としたものであることを述べる。子供たちに，毎週『聖書』を持って来るように言う。 
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何人かの子供に「お父様は生きています」（『子供の歌集』P.8)を歌わせる。全員で歌うか，ま 

たは歌詞を読んでもよい。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.復習として次の言葉を黒板に書く。 

3分の1 

長子 

長兄 

霊の御父 

天上での集会 

ルシフエル 

子供たちを幾つかのグループに分けて，上に挙げた言葉の一つについて話し合わせる。そ 

してその言葉について覚えていることを発表する準備をさせる。数分たったら発表させる。 

2.『聖書』の『新約聖書』の目次の部分を開かせ，次のような質問をして第1課の復習をする： 

マタイ，マルコ，ルカ，ヨハネの各書はどういう点が似ていて，どういう点が違っています 

か。使徒行伝には何が書いてありますか。なぜそのほかのほとんどの書は「手紙」と呼ばれ 

るのでしょうか。子供たちが『新約聖書』の各書にもっと親しみを持つことができるように， 

聖句の箇所を幾つか黒板に書き，子供たちに探させる。 

3.子供たちがヨハネ15 ：13を暗唱できるように助ける。 

4.子供たちが『新約聖書』の書名を暗唱できるように助ける（『子供の歌集』p.150-151参照)。 

まとめ 

証 あなたもクラスの子供たちも天の御父の霊の子供であること，またイエスがわたしたちを心か 

ら愛しておられたので，前世において進んでわたしたちのために救い主になる道を選ばれたこと 

を証する。わたしたちは天の御父を心から愛していたので，御父の計画に従うことを選んだ。子 

供たちがこの世で続けて天の御父の計画に従うことの大切さを強調する。イエスに従い，その戒 

めを守ることがほんとうの幸福を得る道であることを証する。 

読書課題 この課の復習として，子供たちにモーセ4 ：1-4を家でよぐ読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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イエス•キリス卜の道を 
備えるバプテスマのヨハネ 

目的 子供たちが天の御父の業の大切な部分を地上で行うように予任されていたことを理解させる。 

準備 1 .ルカ1:5-25，57-80 ；マタイ3 ：1-6 ；教義と聖約84 ： 27-28を祈りの気持ちで研究する。 

それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスン 

の準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.教材 

a.『聖書』人数分 

b.「わたしは選ばれた霊です」と書いた紙を人数分 

c.視覚資料7-2「荒れ野で教えを宣ベるヨハネ」（『福音の視覚資料セット』207) 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

用意した紙を開会の祈りの直後に配るように，一人の子供に個人的に頼んでおく。 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

頼んでおいた子供に紙を配らせる。紙を配っているのは，前もってこの仕事をするように頼ま 

れた子供であることを説明する。予任とはそれと同じことである。（黒板に「予任」と書く。）天 

の御父は前世でわたしたちを予任し，わたしたちが地上で特別な業を行うようにしてくださった。 

わたしたちには選択の自由があり，わたしたちの方で選びさえすれば，その業を行う機会が与え 

られる。このレッスンではバプテスマのヨハネについて学ぶことを説明する。ヨハネはこの世で 

大切な使命を果たすように予任されていた。子供たちに紙に書いた言葉を声に出して読ませる。 

これから学ぶ聖文には，パプテスマのヨハネが選ばれた霊で，イエス•キリストのために道を備 

えるように前世で選ばれていたことが書かれていることを説明する。 

パプテスマのヨハネの誕生，幼年時代，使命について，「準備」の項に挙げた聖句から説明する。 

視覚資料「荒れ野で教えを宣ベるヨハネ」を適当な場所に掲示する（聖文中の出来事を教える方 

法については，「聖文に基づいて教える」p.vi滲照）。イエス•キリストの話に耳を傾けるように 

民を備える者として，パプテスマのヨハネが予任されていたことを子供たちに理解させる。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•バプテスマのヨハネの両親はどんな人だったでしょうか。（ルカ1：5-7) 

•なぜザカリヤはロが利けなくなってしまいましたか。（ルカ1：18-20) 

•ザカリヤとエリサべツはなぜ息子をヨハネと名付けましたか。（ルカ1：13) 

•ヨハネはどんな子供でしたか。（ルカ1：80 ；教義と聖約84 ： 27-28) 

•バプテスマのヨハネは何をするように予任されていましたか。（ルカ1:15—17，76-77) 

•バプテスマのヨハネは，イエス•キリストのために道を備えるという予任された使命をどう果 

たしましたか。（マタイ3 ：1-6) 

バプテスマのヨハネはイエス•キリストのために道を備えることにより天の御父の王国の建設 

を助けた，選ばれた霊だった。このヨハネと同じようにわたしたちも選ばれた霊であり，ほかの 
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人々がイエス•キリストについて知ることができるように助けることにより，天の御父の王国の 

建設の援助をすることができる。 

エズラ•タフト•ベンソン大管長の次の言葉を読む。「皆さんは選ばれた霊です。皆さんの多く 

は，誘惑と義務と機会の も大きなこの時代，この時まで，6,000年の間取っておかれました。」 

(Conference Report『大会報告』1977年10月，p.43) 

•天の御父はあなたを個人的に知っていて，今の時代にこの世に来ることを選んでくださいまし 

た。そのことを知ってどんな気持ちがしますか。 

•天の御父の王国を建設するためにわたしたちが予任されていることとして，どのようなことが 

挙げられるでしょうか。（伝道に出る，聖約を守ることにより模範となる，神権を受ける，子 

供を義にかなって育てる，教会の召しを果たす。） 

•天の御父があなたにこの地上で何をしてほしいと望んでおられるかは，どうしたら分かるでし 

ょうか。（物事を決めるときに祈る，御霊の導きに耳を傾ける。）また特定の年齢に達したらス 

テーク祝福師から祝福師の祝福を受ける機会も与えられていることを説明する。祝福師の祝福 

にはわたしたちが受ける召しや御父がわたしたちに望んでおられることが含まれていることが 

多い。天の御父が望んでおられることを果たすために，どのような準備ができるでしようか。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.次の言葉を書いた紙を人数分用意する（答えは書かない)。黒板に書いてもよい。 

バプテスマのヨハネは 

a. に住み， 

b.イエスより も か月年長で， 

c. と でできた衣を身に着け， 

d. と を食べ， 

e. のために道を備えた。 

答え——a.荒れ野；b. 6;c.らくだの毛，皮；d.いなご，野蜜，e.イエス•キリスト 

空欄を埋めるために，子供たちにルカ1：26 — 27, 35-36, 76とマタイ3:1，4を読ませる。 

(子供たちがいなごを知らなければ，バッ夕と同じような昆虫であることを説明する。）パプ 

テスマのヨハネは荒れ野で質素な生活を送っていたが，忠実にその使命を果たし，イエス* 

キリストのために道を備えた。 

2.子供に次の聖句を読ませ，地上での働きを予任されていた人々を探させる。 

エレミヤ1：5——エレミヤ 

1ニーファイ11:18——イエスの母マリヤ（ニーファイの示現） 

エテル3 ：14——イエス•キリスト 

教義と聖約138: 53，55——ジョセフ•スミス，他の人々 

アブラハム3 ： 23——アブラハム 

まとめ 

証 パプテスマのヨハネがイエス•キリストのために道を備えるように予任されていたと同じく， 

わたしたち一人一人もこの地上での使命について予任された。天の御父が予任してくださったこ 

とを行えるようにするには，福音を守り，ふさわしくなることが大切であるが，そのことについ 

てのあなたの気持ちを述べる。 

この課の復習として，ルカ1:5-23，57-80とマタイ3 ：1 —6を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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イエス•キリス卜は 
天の御父の御子であられる 

目的 イエス•キリストが神の肉における独り子であられることを子供たちに理解させるc 

準備 1.マタイ1：18-25とルカ1:26-38;2:1-20を祈りの気持ちで研究する。それからレッスン 

を検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖 

文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.その他の参照箇所——ヨハネ3 ：16-17 ；アルマ22 ：14 ；教義と聖約19 ：16-19 ；『福音の原 

貝IJ』11章 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.視覚資料7-1「イエス•キリスト」（『福音の視覚資料セット』240) ； 7-3「イエスの生 

誕」（『福音の視覚資料セット』200) ； 7-4「羊飼いに知らされるキリストの生誕」（『福 

音の視覚資料セット』202) ；7-5，赤ちゃんのいる家族の写真 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

視覚資料7-5，赤ちゃんのいる家族の写真を掲示する。子供たちに次の質問をする。 

•この両親は赤ちゃんが生まれてどんな気持ちだと思いますか。 

•この赤ちゃんの霊は，生まれる前にどこに住んでいたのでしょう。 

•この赤ちゃんのお母さんはだれですか。お父さんはだれですか。では，霊のお父さんはどなた 

でしょう。 

この赤ちゃんと同じように，わたしたち一人一人にこの世のお父さん，お母さんがいること， 

そして霊の父である天の御父がいらっしゃることを説明する。この課ではイエスの誕生について 

話すことを説明する。 

「準備」の項にある聖句を利用しながら，マリヤとヨセフの話やイエスの誕生の話をする（聖 

文中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。天の御父がイエ 

ス•キリストの霊の父であられると同時に肉体の父でもあられることを理解させる。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•天の使いたちはマリヤとヨセフに，生まれてくるイエスについて何を教えましたか。（マタイ 

1：19 一 23 ；ルカ1：30-33，35)それはなぜでしょう。 

•天の使いが羊飼いにも現れたのはなぜだと思いますか。（ルカ2: 9-14)(ベツレヘムに天の御 

父の独り子がお生まれになったことを証するため。） 

•羊飼いはイエスについて人々に何と言ったと思いますか。（ルカ2 ：15-20) 

•なぜイエスは御父の独り子と呼ばれるのでしようか。（イエスは天の御父をこの世の父として 
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生まれた唯一の御方だから。）マリヤの夫であるヨセフはイエスを教え，育てるために選ばれ 

た人であることを説明する。 

•イエスと御父の関係とわたしたちと御父の関係はどう違うでしょうか。 

•イエスの母親が人間であることはなぜ大切なのでしょう。マリヤが人間であったために，イエ 

スも人間としてわたしたちのために命をささげることがおできになったことを説明する。また， 

イエスの肉体の父が天の御父であったため，イエスには死を逃れる力を持っておられたことも 

説明する（ヨハネ5 ： 26 ；10 ：17- 18参照）。イエスはわたしたちの罪のために苦しみ，死を克 

服する道を選ばれた（アルマ22 ：14 ；教義と聖約19 ：16-19参照)。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.男の子たちに自分がヨセフだったらどんな気持ちがしただろうか聞く。女の子たちには，マ 

リヤだったらどんな気持ちだったかを聞く。そして，天の使いが知らせを持ってやって来た 

ときに何を考えたと思うかを発表させる。救い主のこの世での両親になると言われたときに 

どんな気持ちがしたと思うかを尋ねる。 

2.イエスが独り子であられることを示す以下の聖句の一つを探させる：ヨハネ1：14 ； 3 ：16-

18 ;1ヨハネ4: 9;『モルモン書』ヤコブ4 ： 5，11；アルマ5 ： 48 ；12 ： 33-34 ；教義と聖約 

29:42, 46;93 ：11；モーセ1：6。（子供の数が9人を超えるときは，複数の子供に同じ聖句 

を割り当ててもよい。）この活動を通じて子供たちは，「独り子」という称号の意味を理解す 

るであろう。つまり，天の御父の肉における子としてこの世にお生まれになった唯一の御方 

である。 

3.イエスが自分にとってなぜ大切な存在なのかを子供たちに話させる。 

4.信仰箇条第1節を子供たちと復習する。 

5.子供たちに「主はみ子をつかわし」（『子供の歌集』p.20)を歌わせるか，または歌詞を読ませる。 

まとめ 

証 イエス•キリストが天の御父の独り子，すなわち天の御父を肉体の父としてお生まれになった 

唯一の御方であることを証する。イエスがわたしたちの救い主であられることを証する。イエス 

が救い主であられるとの証を研究と祈りによって得るように，子供たちに勧める。 

読書課題 この課の復習として，ルカ1:26-38を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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イエス•キリス卜の幼年時代 

目的 子供たちにイエスの幼年時代の様子を教え，イエス•キリストが神の御子であられるとの証を 

神が与えておられることを理解させる。 

準傭 1.ルカ2 ： 21 -52 ；マタイ2章；ジョセフ•スミス訳マタイ3 ： 24-26 ；教義と聖約93 ：11-14を 

祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教える 

か決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.教材 

a.『聖書』人数分 

b.家族の記念品など子供たちが興味を示すもので，教室内に隠せる小さなもの。 

c.視覚資料7-6「神殿での少年イエス」（『福音の視覚資料セット』205) 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

子供に開会の祈りをしてもらう。 

子供たちが教室に入って来たときに，2，3人に持って来た品物を見せる。それから，ほかの子 

供が来る前にその品物を教室の中に隠す。全員そろったところで，品物を見た一人の子供にどん 

なものであったかを説明させる。直接その品物の名前を言ってはならない。クラスの子供たちに 

品物が何かを当てさせる。次に，品物を見たほかの子供たちに品物の説明をさせる。子供たちに， 

複数の人から話を聞くともっとはっきり分かるようになることを説明する。品物を子供たちに見 

せるo 

初に品物を見た子供たちが証人の役割を果たしたことを説明する。品物を実際に見て，それ 

がどのようなものかを説明したからである。証人とは何かを直接的に知っていて，その知識を人 

に伝える人のことである。物の場合は「証拠」や「証」という言葉で表される。例えば『モルモ 

ン書』はイエス•キリストについてのもう一つの証である。イエスの幼年時代，御父はイエスが 

神の御子であられることを示すたくさんの証を授けられた。 

「準備」の項に挙げた聖句にあるイエスの幼年時代の出来事を教える（聖文中の出来事を教え 

る方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。この課のレッスンを教える前に「レ 

ッスンを豊かにする活動」の1を用いて，これまでの復習をしてもよい。 

•なぜマリヤとヨセフは赤ちゃんであるイエスを神殿（宮）に連れて行きましたか。（ルカ2: 

21-24) 

•シメオンはイエスが神の子であられることをどのようにして知りましたか。（ルカ2 ： 25 — 30) 

•アンナはイエスが神の子であられることをどのようにして証しましたか。（ルカ2 ： 36 — 38) 

•博士たちはイエスが神の子であられることをどのようにして知りましたか。なぜ彼らはイエス 

に贈り物をささげましたか。（マタイ2: 2，11) 

•あなたはどうしたらイエス•キリストの証人になれますか。 
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•なぜ天の御父はヨセフに，家族を連れてエジプトに行くように言われましたか。（マタイ2: 

13-14)へロデはイエスを王にしないためにどのようなことをしましたか。（マタイ2:16)ヨ 

セフはエジプトから戻っても安全であることをどのようにして知りましたか。（マタイ2 ：19-

20)ヨセフの家族はどこに行って生活しましたか。（マタイ2: 21 -23) 

•イエスは経験と知識を得るために，幼年時代に何をしたでしょうか。（ジョセフ•スミス訳マ 

タイ3: 24-26;ルカ2: 40，52 ；教義と聖約93 ：11-14)あなたが成長するときに学ばなけれ 

ばならないのはどのようなことですか。あなたはどんな目標を作りましたか。 

•視覚資料「神殿での少年イエス」を見せる。神殿にいた人々はなぜイエスに感銘を受けました 

か。（ルカ2: 46-47。注意——この聖句のジョセフ•スミス訳には「教師たちはイエスの話を 

聞いたり，またイエスに質問したりしていた」とある。）イエスがどれだけのことを幼年時代 

に学んだかについて，この聖句からどんなことが分かりますか。福音について知識を深めるた 

めに何ができるでしょうか。イエスは天の御父を敬うために，神殿で何をしていたでしょうか。 

•イエスはヨセフとマリヤを敬い，二人に従うために何をなさいましたか。（ルカ2: 51-52)両 

親がわたしたちを教育してくれたように，ヨセフとマリヤがイエスを教育したことを説明する。 

あなたは両親をどのように尊敬しますか。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.前回のレッスンから，イエスが神の御子であられることを証した人をできるだけたくさん挙 

げる。思い出させるために，以下の聖句を探させるとよい：ルカ1：30-32 (ガブリエル）， 

ルカ1:41-43 (エリサべツ），ヨノ、ネ1:29 — 34 (バプテスマのヨハネ），ルカ2: 8— 17 (天 

使と羊飼い） 

2.子供たちに福音をもっと学ぶためにどんな目標が設定できるかを話す。毎日聖文を読む，祈 

る，家庭の夕べに参加する，などである。福音をもっと学ぶために今年何をするかをニつ考 

え，紙に書くように言う。その紙を目につく所にはっておくように勧める。 

3.本課末の地図を複写し，一人一人に配る。子供たちに，イエスが住んでおられた場所（エル 

サレム，ベツレヘム，エジプト，ナザレ）を見つけ，そこにラベルをはらせる。（『聖句ガイ 

ド』の地図2と4が役立つ。） 

4.子供たちが信仰箇条第5節を暗唱できるように助ける。 

5.天の御父がイエスを神の子として証された聖句を黒板に書く（マタイ3 ：16-17 ；17 ： 5 ； 3ニ 

一ファイ11：6 — 8 ；ジョセフ•スミス-歴史1：17)。子供たちにそれぞれの聖句を探させ， 

どのようなことが起こったかを話し合う。 

6.子供たちがルカ2 ： 52を暗唱できるように助ける。 

7.「イエス様も子供でした」（『子供の歌集』p.34)を歌うか，または歌詞を読む。「クリスマスの 

歌」（『子供の歌集』p.32)でもよい。 

まとめ 

証 子供たちにイエス•キリストについてのあなたの気持ちを話し，イエスが神の御子であられる 

ことがあなたにとってなぜ大切かを説明する。イエスに従えば従うほどイエスのようになれるこ 

とを理解させる。 

「レッスンを豊かにする活動」の2は，レッスンを生活に応用する手立てとして用いることが 

できる。 
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第10課 

読書課題 この課の復習として，子供たちにルカ2 ： 40-52を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 

イエスが住んでおられた場所 
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イエス•キリス卜のノ（プテスマ 

目的 子供たちにパプテスマの聖約を守ろうという気持ちを起こさせる。 

準備 1.マタイ3 ：13-17 ；ヨハネ3 ： 5 ； 2ニーファイ31：4—10,17 —21；モーサヤ18 ： 8—17 ；教義 

と聖約33 ：15を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供た 

ちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii參照)。 

2.その他の参照箇所——ヨノヽネ1：29-34 ；教義と聖約20 ： 37 ；『福音の原則』20章 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.『モルモン書』1冊 

c.信仰箇条のポスター（64370 300) 
d.視覚資料7-7「イエスにパプテスマを施すパプテスマのヨハネ」（『福音の視覚資料セット』 

208) 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

二人の子供を前に出させ，向かい合って互いに頭上で手を取り合い，みんながくぐれるように 

アーチを作らせる。子供たちに，この二人が作る門はとても大切な門であることを説明する。こ 

の門は，永遠の命に至る細くて狭い道への門である。一人の子供に2 ニーフアイ31：17を読ませ 

る。永遠の命への第一歩がこの門をくぐること，すなわちパプテスマであることを説明する。子 

供たちにアーチをくぐらせる。 

視覚資料「イエスにパプテスマを施すパプテスマのヨハネ」を掲示する。「準備」の項に挙げ 

た聖句からその出来事について教える（聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に基づ 

いて教える」p.vii参照）。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•イエスにバプテスマを施したのはだれですか。（マタイ3 ：13) 

•バプテスマのヨハネはなぜバプテスマをイエスに施すことをためらったのでしようか。（マ夕 

ィ 3 ：14) 

•なぜイエスはバプテスマを受けることを望まれたのでしようか。（マタイ3 ：15 ； 2 ニーフアイ 

31：7, 9) 

•なぜわたしたちはバプテスマを受けなければならないのでしようか。（ヨハネ3: 5)水に沈め 

るとはどういう意味ですか。パプテスマを受けるときに全身を沈めなければならないのはなぜ 

でしよう。（3 ニーフアイ11：26 - 28) 

•イエスがパプテスマを受けられたすぐ後で何が起こりましたか。（マタイ3 ：16-17) 

•わたしたちはどのようにして聖霊を受けるでしようか。（教義と聖約33 ：15) 
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•パプテスマを受けたとき，どんな気持ちがしましたか。確認の儀式で聖霊の賜物を受けたとき， 

どんな気持ちがしましたか。 

•パプテスマを受けたとき，あなたはどんな約束をしましたか。天のお父様はどんな約束をして 

くださったでしようか。（モーサヤ18 ： 8-13 ；教義と聖約20 ： 37) 

わたしたちと御父との間のこの約束をパプテスマの聖約と呼ぶことを説明する。パプテスマを 

受けるとき，わたしたちは次のことを約束する。 

イエスの教会の会員になる。 

人を助ける。 

いつ，どこでも天の御父の証人になる。 

天の御父に仕え，戒めを守る。 

わたしたちがこの聖約を守ると，御父は次のことを約束してくださる。 

わたしたちの罪を赦す。 

たくさんの祝福を与えてくださる。 

聖霊を通して，日々導きを与えてくださる。永遠の命を授けてくださる（『福音の原則』20 

章参照)。 

•バプテスマの門をくぐったわたしたちが入るのはどこでしよう。（2 ニーフアイ31：17 — 18)永 

遠の命を得て天の御父と永遠に生活するために，わたしたちはパプテスマの後で何をしたらよ 

いでしようか。（2 ニーフアイ31：18-20) 

信仰箇条 信仰箇条のポスターを見せて，第4節を暗唱できるように助ける。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.黒板か模造紙にパプテスマについての次の質問と参照聖句を書く。わたしたちはなぜパプテ 

スマを受けるのですか。（教義と聖約49 ：13 ； 2 ニーフアイ31：18)バプテスマはどのように 

して受けますか。（教義と聖約20 ： 72-74)だれからパプテスマを受けますか。（教義と聖約 

20:73)いつパプテスマを受けますか。（教義と聖約68: 27)子供たちに聖句を探させ，答え 

を出させる。 

2.以下の語句を別々の紙に書く。 

罪の赦しを受けるため 

教会の会員になるため 

聖霊の賜物を受けるため 

従順になるため 

細くて狭い道に入るため 

レッスンの 初で作ったアーチを子供たちにくぐらせる。一人一人がくぐるごとに，語句 

を書いた紙を渡し，それがパプテスマを受ける理由であることを説明する。パプテスマの聖 

約をどう守っていくかを子供たちと話し合う。 

3.パプテスマを受ける子供の絵と視覚資料「イエスにパプテスマを施すパプテスマのヨハネ」 

を使って，あなた自身のパプテスマについて話すか，または子供たちに自分自身のパプテス 

マについて話させる。 

4.子供たちが2ニーフアイ31：20を暗唱できるように助ける。 

5.「パプテスマ」（『子供の歌集』p.54)を何人かに歌わせる。全員で歌うか，または歌詞を読ん 

でもよい。 
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まとめ 

証 パプテスマが大切なものであり，永遠の命に至る細くて狭い道への門であることを話す。自分 

のパプテスマについて証したい子供がいれば，証をさせる。 

読書課題 この課の復習として，マタイ3:13—17を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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目的 サタンの誘惑にどう耐えるかを子供たち一人一人に理解させる。 

準備 1.マタイ4 ：1-11；マルコ1：12-13 ；ルカ4 ：1 — 13を祈りの気持ちで研究する（以上の聖句を 

『聖句ガイド』のジョセフ•スミス訳と比較する。）それからレッスンを検討し，聖文の記事を子 

供たちにどう教えるか決める(本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。 

2.その他の参照箇所——1コリント10 ：13 ； 2ニ一ファイ2 ：18 ； 28 ：19-22 ； 3 ニーファイ18 ： 

18 ；教義と聖約10 ： 5，27 ；11：12 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.紙と鉛筆を人数分 

c.以下の語句を書いたワードストリップ 

決心する 

祈る 

聖霊の声を聞く 

d.視覚資料7-8「宮の頂上」 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

子供たち一人一人に紙を配る。そして，同じくらいの年齢の子供たちが誘惑を受けやすいこと 

を3つ書かせる。書いたものを発表させる。それを黒板に書き，今日の子供たちが直面している 

問題について話し合う。今日のレッスンは，そのような誘惑をどう克服するかについて扱ったも 

のであることを話す。 

「準備」の項に挙げた聖句を使って，イエスが誘惑をお受けになった物語を教える（聖文中の 

出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。『聖書』のジョセフ•スミ 

ス訳は欽定訳聖書の記述をより明確にするものである。ジョセフ•スミス訳では「イエスは御霊 

によって荒れ野に導かれた。神とともにいるためである」となっており，サタンに誘惑されるた 

めに荒れ野に行ったのではないことを子供たちに理解させる。イエスは御自分から進んで誘惑を 

受ける状況に身を置こうとされたのではない。そしてわたしたちにも，簡単にそのような状況に 

陥らないように望んでおられる。またジョセフ•スミス訳によれば，「宮の頂上」や「高い山」 

にイエスを連れて行ったのは，『聖書』では悪魔だが，ジョセフ•スミス訳では御霊である。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•なぜイエスは荒れ野に行かれたのですか。（マタイ4:1;『聖句ガイド』のジョセフ•スミス 

訳マタイ4:1) 

•ジョセフ•スミス訳マタイ4 ： 2では，荒れ野でイエスが神と交わられたと表現されています。 

神と交わるとはどういうことですか。どうしたら神と交わることができるでしょうか。 

• 40日40夜の神との交わりと断食が誘惑に打ち勝つ準備となったのはなぜでしょうか。 
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•サタンはどんな方法で 初にイエスを誘惑したでしょうか（マタイ4: 3)。なぜこの誘惑はイ 

エスにとって耐えるのが難しいものだったのでしょうか（マタイ4:2)。イエスはサタンにど 

う答えられましたか。イエスの答えはどういう意味ですか（マタイ4:4)。 

•サタンはほかにどのような方法でイエスを誘惑したでしょうか。（マタイ4:5-6，8 — 9)イエ 

スはどう答えられたでしょうか。（マタイ4: 7,10)イエスが誘惑に遭われたのはこのときだ 

けでしょうか。（ルカ4:13。「一時」という言葉は，そのときだけではなかったことを示して 

いる） 

•イエスにとって聖文の研究は，誘惑を退けるのにどう役立ったのでしょうか。（マタイ4:4， 

6-7,10) 

•サタンはわたしたち一人一人に何をしようとしているのでしょうか。（2 ニーフアイ2 ：18 ； 

28 ： 20-22 ；教義と聖約10 ： 27) 

•天の御父はあなたが誘惑に勝てるようにどう助けてくださいますか。将来の誘惑を避けるため 

に，今できることは何でしょうか。 

•誘惑についてイエスが授けてくださっている偉大な約束は何でしょう。（1コリント10:13)こ 

の聖句を全員で読む。 

誘惑を避けるために，また誘惑に抵抗するためにできる3つのことについて話し合う。話しな 

がらワードストリップをはっていく。 

1.誘惑に遭う前に誘惑に抵抗することをfi^±^。 

スペンサー. w •キンボール大管長の次の引用を読み，話し合う。 

「正しい決定をするには十分前もって決心しておくのが一番です。…… 

わたしは子供のころ，お茶やコーヒー，たばこ，酒は口にしないと決心しました。…… 

店員が釣り銭を余分に渡すことがあるでしょう。でもその前に，正直になることを決心し 

ておかなければなりません。好きな友達から麻薬のことで『臆病者』とか『聖人ぶって』と 

か言われてからかわれる前に，麻薬には手をつけないと心に決めておかなければなりません。 

そして，天の御父と永遠にともに住むことを決意するのは，今をおいてほかにないのです。」 

(“Decisions: Why It 's Important to Make Some Now，’ New Era「決意 なぜ今なのか」 

『ニューエラ』1971年4月号,p.3) 

2.誘惑を避けられるように（マルコ14:38)，また誘惑されても抵抗できる力と信仰を求めて近 

1。日々祈ること，誘惑はどんなものでも避けるよう努力をすること，そして価値ある奉仕 

や活動に従事すること——これが助けになります。 

3.聖霊の声に耳を傾ける。バプテスマを受けると聖霊の賜物を授かり，誘惑を克服する力を得 

ることができる（教義と聖約11：12參照)。 

子供たちに誘惑を受けた経験を話させる。誘惑を避けるために，また受けた誘惑に抵抗す 

るために何をしたかを紹介させる。 

レッスンの 初で黒板に書いた誘惑を幾つか個別に採り上げ，それぞれどのようにしたら 

避けられるか，また抵抗できるかを考えさせる。抵抗できるように準備をしようと思う誘惑 

を一つ子供たちに決めさせ，具体的にどのように避け，また抵抗するか，計画を立てさせる。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.「もし……ならば」のゲームを行う。クラスの子供たちが遭う可能性のある誘惑について， 

「もし……ならば」の質問を1問ずつ紙に書いて容器の中に入れる（下の例を参照)。一人の子 

供に紙を1枚取らせ，質問を読んでそれに答えさせる。終わったらその子供に，次に引く子供 

を指名させる。誘惑に抵抗するには前もって決心しておくことが重要であることを強調する。 
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もしほかの人のものを見つけたらどうしますか。 

もしお父さんとお手伝いの約束をしていて，友達が遊ぼうと誘いに来たらどうしますか。 

もし友達がたばこを吸わない（麻薬や酒の例でもよい）ことであなたをからかったらどう 

しますか。 

もしほんとうのことを言ったらトラブルに巻き込まれるようなときはどうしますか。 

2.子供たちに誘惑に抵抗する様子をパントマイムまたはロールプレーイングで演じさせる。 

3.「誘惑カード」を作る。カードまたは紙片に子供たちが遭う可能性のある誘惑（うそをつく， 

カンニングをする，物を盗む，乱暴な言葉を使うなど）を書く。また別のカードには「お助 

けカード」として，イエス•キリストへの信仰，両親，教師，良い友達，祈り，断食，教会 

の指導者，聖典，聖霊，誘惑を避けるなど，子供たちが誘惑に抵抗するうえで助けになるも 

のを書く。 

「誘惑カード」を裏返しにして一か所に重ねて置く。「お助けカード」も別の場所に裏返し 

にして重ねる。一人の子供に「誘惑カード」と「お助けカード」を1枚ずつ開かせ，何が書い 

てあるか読ませる。子供たちに，「誘惑カード」に書いてある誘惑を避けたり退けたりするう 

えで，「お助けカード」に書いてあることがどう役立つかを話し合わせる。カードをめくる順 

香が全員に回るまで続ける。 

4.ジヨセフ•フイ一ルデイング•スミス大管長の言葉を子供たちに紹介する。「習慣は簡単につ 

きます。それは，良い習慣も悪い習慣も同じです。」（『ニュ一エラ』1972年7月号，p.23)子供 

たちにこの言葉を暗唱させてもよい。 

5.子供たちに，将来の誘惑に備えてどのような決心をしたかを話させる。 

6.子供たちがマタイ4: 4を暗唱できるように助ける。 

7.子供たちに以下の歌を1,2曲歌わせるか，または歌詞を読ませる——「小さな声で」（『子供 

の歌集』P.144) ； 「よくききましょう」（『子供の歌集』p.152) ； 「いましめを守る人を」（『子 

供の歌集』p.68) 

まとめ 

証 わたしたちには誘惑を拒む力があることを証する。サタンの誘惑を拒まれたイエスに対するあ 

なたの愛を述べる。 

読書課題 この課の復習として，マタイ4:1-11を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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神殿を清められるイエス•キリス卜 

目的 子供たちが天の御父とイエス•キリスト，そして神聖な場所に対して愛と敬意を持てるように 

助ける。 

準備 1.ヨハネ2 ：13-16 ；マタイ21：12- 14 ；ルカ19 ： 45-48 ；出エジプト20 ： 7を祈りの気持ちで 

研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書 

「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.その他の参照箇所——マルコ11:15- 17 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.以下のワードストリップ 

わたしたちは次のことを通して，天のお父様とイエス様に愛と尊敬の気持ちを示すことが 

できます。 

初等協会や聖餐会で敬虔になる。 

祈るときの言葉遣いに気をつける。 

1真み深い月R装をする。 

正しい行いをする。 

悪い言葉を使わない。 

c.絵7-9「神殿を清められるイエス」（『福音の視覚資料セット』224) 

レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 黒板の真ん中に横線を1本引き，上に「大切にする」，下に「大切にしない」と書く。子供たち 

に，友達が家に遊びに来たところを想像させる。これから黒板に「大切のライン」を書いていく 

ことを言ってから，訪ねて来た友達の幾つかの行動を紹介し，それが子供たち自身や子供たちの 

家を大切にしていることになるかどうかを判断させる。黒板上の横線を横切る連続した線を引く。 

大切にしている状況の場合は連続線を上昇させ，大切にしていない状況の時は下降させる。必要 

に応じて事例を付け加えてリストを作り，「大切のライン」がどういう形を描くかを見る。 

あなたの友達は—— 

どうぞと言われるまで外で静かに待っていました。 

泥だらけの靴で玄関に入って来ました。 

家に招いてくれてありがとうと言いました。 

家の中で大声を上げます。 

あなたの両親に丁寧にあいさつしました。 

何か食べさせて，と言います。 

あなたの持ち物を大切に扱ってくれます。 

あなたの両親に話しかけられても黙っています。 

今度はあなたにも自分の家に遊びに来てほしいと言いました。 

次のような「大切のライン」が予想される。 
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子供たちに次の問いに心の中で答えさせる。 

•あなたが友達の家に行ったとき，あなたの「大切のライン」はどんな形ですか。 

•初等協会に来たとき，あなたの「大切のライン」はどんな形ですか。 

•自分の家にいるとき，あなたの「大切のライン」はどんな形ですか。 

聖文 イエスが神殿を清められた話をする。 初の宮清めはヨハネ2 ：13-16に，2回目は約3年後， 

十字架刑のほんの数日前のことで，マタイ21：12-14とルカ19 ： 45-48にある（聖文中の出来事 

を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照。）この出来事について教えている 

間，子供たちにイエスが天の御父や神殿についてどう感じておられたかを考えるように言う。こ 

の神殿は神聖な場所であり，現代の神殿や教会堂と同じであることを説明する。イエスは神殿を 

大切にしたいと思っておられた。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•イエスは人々が神殿の中で何をしていることに気づかれましたか。（ヨハネ2 ：14) 

•なぜイエスは物売りや両替屋を神殿から追い払われたのでしょう。イエスは彼らに何と言われ 

ました力、。（ヨハネ2 ：16 ；マタイ21：13 ；ルカ19 ： 45-46) 

•物売りや両替屋を神殿から追い払われた後，イエスは神殿で何をされたでしょうか。（マタイ 

21：14 ；ルカ19 ： 47) 

•家庭や神殿，教会堂などの神聖な場所で敬虔な態度を執ることが大切なのはなぜでしょうか。 

わたしたちは，だれに尊敬の気持ちを示しているでしょうか。 

主に奉献された場所では敬虔にしなければならないことを話す。敬虔とは深い尊敬と愛の気持 

ちであることを説明する。 

•両替屋を追い払ったイエスは，どなたに対して愛と尊敬の気持ちを表しておられたのでしょう 

か。（ヨハネ2:16)なぜイエスはそうなさったのでしょうか。 

•わたしたちは教会や家庭，学校で，また遊ぶときに，どのようにしたら天の御父とイエスに愛 

と尊敬を示せるでしょうか。 

ワードストリップを1枚ずつはっていく。天の御父とイエスにどのようにして愛と尊敬の気持 

ちを表すかを話し合う。以下のアイデアを含める。 

聖餐会で敬虔な態度を示すとき，わたしたちはイエスに対して，また御父と交わした聖約に 

対して愛と尊敬の気持ちを示すことになる。 

聖餐会で話に耳を傾け，初等協会で敬虔な態度を示すとき，わたしたちは御父とイエスにつ 

いて，また御二方がわたしたちに何を望んでおられるかについてさらに多くのことを学ぶこと 

になる。 

21 

大切にする 

大切にしない 



正しい方法で祈るとき，わたしたちは御父に尊敬の気持ちを示すことになる。 

慎み深い服装をするとき，わたしたちは御父の神聖な創造物である体に尊敬の気持ちを示す 

ことになる。 

御父とイエスが望まれるような行動を取るとき，わたしたちは御二方を信じていること，ま 

た御二方に従うことが大切であることを示すことになる。 

御二方の名を敬虔な気持ちで口にするとき，わたしたちは御二方への愛と尊敬の気持ちを示 

すことになる。 

レッスンを 

豊かにする活動 

チヤレンジ 

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

ャレンジに利用してもよい。 

1.子供たちに出エジプト20: 7を読ませ，暗唱させる。スペンサー• W •キンボール大管長の次 

の話を紹介し，子供たちがこの大切な戒めを守る決心ができるように助ける。「ある日病院で 

わたしが手術室から運び出される途中の出来事です。わたしの乗った車を押していた付き添 

いの人が何かにつまずき，イエスの名をのろう言葉を口にしました。わたしは意識がまだも 

うろうとしていましたが，反発を感じてこう嘆願しました。『お願いです。やめてください。 

あなたがのろったのはわたしの主です。』完全な沈黙がありました。それから，押し殺したよ 

うな声がしました。『すみません。』その人は，主が力を込めて『あなたは，あなたの神，主 

の名を，みだりに唱えてはならない』（出エジプト20: 7)と命じられたのを忘れていたので 

しょう。」（“President Kimball Speaks Out on Profanity，，Ensign「キン不一ル大管長，冒瀆に 

ついて語る」『エンサイン』1981年2月号，p.3) 

2.神殿と教会堂の写真を何枚か用意する。別にその神殿と教会堂の名前を書いた紙を用意し， 

子供たちに組み合わせるように言う。これらの建物を用いて主がどのように御業を進めてお 

られるかを説明したうえで，もう一度組み合わせのゲームをさせる。 

3.神殿に参入したときの気持ちを子供たちに説明する。ワード/支部の会員で神殿参入経験者 

に話してもらってもよい。神殿が神聖な場所であり，主を近く感じられる所であることを子 

供たちに理解させる。神殿に入る資格を得るために何をしたらよいかを子供たちと話し合う。 

4.紙と鉛筆を全員に配る。そして今週1週間，御父とイエスに対する愛と尊敬の気持ちを具体的 

にどう表現するかを書かせる。書いた紙を目につく所にはっておくように言う。 

5.教会の建物の中でする尊敬を示す行いとそうでない行いの例を挙げさせ，黒板に「大切のラ 

イン」を引いてみる。 

「大切のライン」についてもう一度話し，御父やイエスとの関係において「大切のライン」が 

必要であることを理解させる。自分が行うすべてのことにおいて御父とイエスに愛と尊敬の気持 

ちを示すことにより，「大切のライン」を適切に保つようにチヤレンジする。 

まとめ 

証 御父とイエスに対する敬虔な思いと，生活を通じて御二方に愛と尊敬の気持ちを示したいとの 

希望を子供たちに伝える。 

読書課題 この課の復習として，マタイ21：12-14を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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目的 イエス•キリストによって特別に選ばれた証人である使徒たちに，子供たちが深い愛と尊敬の 

念を抱けるように助ける。 

準備 1.マタイ4 ：18 — 22 ；ルカ5 ：1—11；6 ：12 — 16 ；マ夕イ16 ：13 — 19 ；マルコ3 ：13 — 19 ；16 ： 

15 ；使徒10 ： 39-43 ； 3ニーファイ12 ：1-2 ；教義と聖約107 ： 23を祈りの気持ちで研究する。 

それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスン 

の準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.その他の参照箇所——マタイ10 ： 2 - 4 ；マルコ1：16-20 ；ヨハネ1：35-51 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.『教義と聖約』数冊 

c.信仰箇条のポスター（64370 300) 
d.視覚資料7-10「漁師への召し」（『福音の視覚資料セット』209) ； 7-11「使徒を聖任さ 

れるキリスト」（『福音の視覚資料セット』211)；現代の使徒の写真（もし写真がなけれ 

ば『聖徒の道』大会特集号 新版に挿入された写真を利用する。） 

レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 黒板に以下の聖句参照箇所を書く。 

1ゴリント12 ： 28 

エペソ2 ： 20 

教義と聖約107: 23 

子供たちに聖句を探させ，それぞれの聖文の中から大切な言葉を一つ見つけさせる。2，3人の 

グループで一つの聖句を担当させてもよい。難しいようであれば，その言葉は「し」で始まると 

目"9 o 

一人の子供に教義と聖約107 ： 23を読ませる。そして，なぜ使徒が主の僕として大切な存在か 

を尋ねる。 

聖文 絵を見せながら，イエスが弟子たち（マタイ4 ：18 — 22 ；ルカ5 ：1-11)や，後になって十二 

使徒（マルコ3 ：13-19 ；ルカ6 ：12-16)を召された話をする（聖文中の出来事を教える方法に 

ついては，「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。 

これらの話を紹介するときは，イエスには弟子と呼ばれる大勢の人々が従っていたことを指摘 

する。イエスが，漁をする船に乗っていたべテロとアンデレとヤコブとヨハネを初めて召された 

とき，彼らは弟子として召された。この大勢の弟子の中から使徒として12人が選ばれたのである 

(ルカ6:13参照）。その聖任の方法は今日と同じであった。頭に手を置いて，今日の使徒と同じ 

権能が授けられた（マルコ3 ： 3-15参照)。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

使徒を召されるイエス•キリス卜 第 g 課 
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•ぺテロ，アンデレ，ヤコブ，ヨハネはどんな職業の人でしたか。（マタイ4:18-22)「人間を 

とる漁師」（マタイ4:19)になるとはどういうことでしょうか。現代の使徒はどういう意味で 

「人間をとる漁師」であると言えるでしょうか。（教義と聖約18: 27-29) 

•イエスからついて来るように言われたぺテロ，アンデレ，ヤコブ，ヨハネは，どのようにその 

求めに応じましたか。（マタイ4:19-22)彼らがすぐに従ったことを指摘する。その反応から， 

彼らがイエスをキリストだと信じていたことが分かるのはなぜでしょう。（ジョセフ•スミス 

訳マタイ4 ：18では，イエスが御自分がだれであるかを話された後について来るように求めて 

おられることを指摘する。）イエス•キリストが神の御子であられることを知るのは，わたし 

たちにとってなぜ大切なのでしょうカゝ。 

•主はシモンに網をどうするようにおっしゃいましたか。（ルカ5:4)(シモン，シモン•ぺテロ， 

ぺテロは同一人物であることを説明する。）シモンはなぜイエスがおっしゃったとおりにする 

ことに疑問を持ちましたか。（ルカ5: 5)何が起こりましたか。（ルカ5: 6 — 7)この出来事は 

弟子たちのイエスへの信仰を深めるうえでどう役立ったでしょうか。（ルカ5:8—10)ぺテロ， 

ヤコブ，ヨハネはイエスへの信仰を示すために何をしましたか。（ルカ5:11)わたしたちはイ 

エス•キリストに従うことをどのように示すことができますか。 

•イエスは使徒を召される前にどれだけ祈られましたか。（ルカ6:12)イエスはこの大切な決定 

をなさる前になぜ祈られたのでしょう。今，使徒はだれから召されますか。（天の御父が霊感 

を通して大管長会に指示をお与えになる。） 

•『聖書』には弟子と使徒が出てきます。その違いは何ですか。（ルカ6:13) 

弟子はイエスに従う者であり，使徒は全世界に対するイエス•キリストの特別な証人として選 

ばれ，聖任されたグループであることを説明する。使徒はイエスが神の御子であり，復活された 

御方であられることを証する。使徒は福音を全世界の隅々まで宣べ伝える役割を持つ（マルコ 

16 ：15 ；教義と聖約107 ： 23参照)。 

•あなたは弟子ですか。それとも使徒ですか。 

•イエス•キリストの特別な証人とはどういう意味ですか。（使徒4 ： 33 ；10 ： 39-43 ；教義と聖 

約107:23)ぺテロはイエスがキリストであられることをどのように証しましたか。（マタイ 

16 ：13-17)ぺテロの証に対して，主はぺテロに何を約束なさいましたか。（マタイ16:18-

19)「王国のかぎ」とは地上で御父とイエスの業を行うための使徒の権能であることを説明す 

る。ぺテロ，ヤコブ，ヨハネが変貌の山で約束の鍵を受けたことについては，第15課で説明する。 

•使徒たちは今，イエスがキリストであられることをどう証していますか。 

主の使徒の一人であるデビッド• B•ヘイト長老の話を紹介する。 

「健康状態が悪化した夜，自分の身に重大なことが起こったのが分かりました。 じ、を尽く 

して天父に祈り，御心ならば，わたしの命を助けて，御業を行うための時間をもう少し下さるよ 

うに願い求めました。 

祈っている間に，意識が薄れ始めました。そして救急車のサイレンが聞こえたときには完全に 

意識を失い，それから数日間，意識不明の状態が続きました。 

激痛と周囲の騒ぎが収まりました。わたしは静かで平安に満ちた場所にいました。辺りは穏や 

かで静まりかえっていました。…… 

声は聞こえませんでしたが，聖なる場所で聖なる御方の前にいるのを感じました。それからの 

数時間そして数日間，わたしの心に何度も繰り返し，人の子の永遠の使命と昇栄された御姿とが 

刻み込まれたのです。その御方は確かにキリスト•イエスであり，神の御子，万物の救い主，全 

人類の贖い主，すなわち永遠の愛と憐れみと赦しをお授けになる御方，世の光であり世の命です。 

わたしはこの真理をすでに知っていて，疑ったことはありませんでした。しかし今や，わたしの 

全身全霊に御霊が注がれて，実に不思議な方法でこの神聖な真理を悟ったのです。 

わたしの目の前で，この地上で教えと導きを施された主の生涯がパノラマのように展開されま 
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した。主のパプテスマ，教え，病人の癒し，不正な裁判，はりつけ，復活，そして昇天です。そ 

れから，主が人々に教え導く印象的な場面が詳細にわたって見えました。それは，聖典に記され 

ているままの光景でした。わたしは教えを受け，神の聖なる御霊により理解の目が開かれて，多 

くのことを見ることができたのです。」（『聖徒の道』1990年1月号，57) 

•現代の使徒はだれですか。 

大管長会と十二使徒会の名前を挙げる。 近地元を訪問した人やこれから訪問予定の人などに 

ついて，知っていることを話す。 

•使徒の勧告に従うとき，わたしたちの生活はどう変わるでしょうか。（3ニーフアイ12 ：1 -2) 

信仰箇条 子供たちが信仰箇条第6節を暗唱できるように助ける。 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.大管長と十二使徒が個人で写っている写真を用意し，それぞれの名前を別紙に書く。子供た 

ちに写真と名前を一致させたうえで先任順に並べるように言う。個人の写真がなければ，名 

前の紙を先任順に並べさせる。 

2.イエスによって召された使徒の名前を列挙して話し合う。（ルカ6:12-16) 

3. 新の大会特集号の『聖徒の道』を使い，使徒の説教を見つけさせる。その中で使徒がイエ 

スについて特別な証をしている場所を指摘させる（説教の 後の部分であることが多い）。 

まとめ 

証 使徒への感謝の気持ちと，使徒の勧告に従うことによって生活がどう変わったかを話す。イエ 

スが生ける預言者を通じて主の名を証する使徒を召し，全世界に福音を宣べ伝えておられること 

を証する。 

読書課題 この課の復習として，マタイ4 ：18-22を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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山上の垂訓 
第 1 Q 課 

山上の垂訓の教えに従うことにより，子供たちがさらにイエスに近づく努力をするように助ける。 

準備 1.マタイ5 ：1-6 ： 4と7 ：12を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記 

事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」 

p.vii 参照)0 

2.その他の参照箇所——ルカ6 ：17-36 ； 3ニーフアイ12章 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.子供たちが直面する状況を書いた紙（導入参照） 

c.視覚資料7-12「山上の垂訓」（『福音の視覚資料セツト』212) 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

子供に一人ずつ前に出て来させ，子供たちが直面する難しい状況を書いた紙を1枚ずつ取らせ 

る。状況としては次のようなものを用いる。 

お兄さんやお姉さんから文句を言われた。 

学校で意地悪をする人がいる。 

たばこを吸わないと言ったら，みんなに，からかわれた。 

テストのときカンニングをしなかったので，みんなから仲間外れにされた。 

それぞれの状況にどう対応するかを子供たち一人一人に聞く。ほかの子供からもアイデアを出 

させる。こうした状況への対処の方法を知るために，山上の垂訓の中のイエスの教えを幾つか学 

ぶことを説明する。山上の垂訓の教えは，どうしたらイエスのようになれるかを教えてくれる。 

イエスがわたしたちに望んでおられる生き方を示しているからである。 

視覚資料「山上の垂訓」を見せる。「準備」の項の聖句を使い，イエスが山上で教えを授けら 

れたことを説明する（聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」P.vii参 

照)。以下を強調する。 

至福の教え 

敵を愛すること 

完全な者となること 

黄金律（人々からしてほしいことは，人々にもそのとおりにせよ） 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•マタイ5 ： 3-11はよく至福の教えと呼ばれる。（イエスがニーフアイ人に至福の教えを授けら 

れたときは，「わたしのもとに来る」という言葉を付け加えられたことを指摘する。マタイ5: 

3と3ニーフアイ12 ： 3を比較する。）至福の教えはわたしたちがさらにイエスに似た者となるの 

にどう役立ちますか。 
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•義に飢え渴くとはどういう意味でしょうか。（マタイ5: 6)どうしたらそのような状態になり 

ますか。そのようにすると，どんな祝福がありますか。 

•心が清いとはどういうことですか。（マタイ5: 8)心の清い人に約束されていることは何です 

か。心の清さはどうしたら得られますか。 

•平和を作り出す人になることはなぜ大切ですか。（マタイ5: 9)どうしたら平和を作り出す人 

になれますか。 

•「地の塩」とはどんな意味ですか。（マタイ5:13)わたしたちはどうしたら塩のようになれま 

すか（「レッスンを豊かにする活動」の2参照）。「世の光」となるとはどういうことですか。 

(マタイ5 ：14-16)どうしたら人々の光となることができるでしょうか。 

•人との間に問題があったら，どうしたらよいでしょう。（マ夕イ5: 23 - 24)敵対する人やわた 

したちを嫌っている人にはどう接しますか。（マタイ5 ： 43-47) 

•わたしたちはどうしたら完全になれるでしょうか。（マタイ5 ： 48) 

ジョセフ•フイ一ルデイング•スミス大管長の完全についての次の言葉を紹介し，話し合う。 

「一度に完全になるのではなく，規則に規則，教訓に教訓，模範に模範を加えられて完全になっ 

ていくのである。しかもこの現世にいる限りは完全になることはない。完全の域に達し，神に似 

た者になるには墓を越えてさらに前進しなければならない。 

しかしわたしたちが基盤を築くのはこの現世である。イエス•キリストの福音の簡潔な真理を 

教えられて，この完全に向かって準備をするのは，この試しの生涯である現世である。わたした 

ちは昨日より今日，今日よりも明日とよくなっていく義務がある。」（『救いの教義』2 ：17) 

•わたしたちは奉仕をするとき，どのような態度でしたらよいでしょうか。（マタイ6:1 —4)隠 

れて行う奉仕にはどのようなものがあるでしょうか。 

•マタイ7 ：12はよく黄金律と呼ばれます。イエスはわたしたちにどうするように言われました 

か。どのようにそれを実行できるでしょうか。 

山上の垂訓の中で教えられていることに従おうと努力すれば，完成への道を進むことができる 

のを子供たちに理解させる。完成は少しずつ行われるプロセスで，この世だけでは終わらないこ 

とを説明する。わたしたちがすべきことは，日々イエスに近づくことである。 

「導入」の事例をもう一度読み，それぞれに対してイエスが何を望んでおられるかを子供たち 

に言わせる。わたしたちが皆，山上の垂訓の教えに従えば何が起こるかを，子供たちに尋ねる。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.至福の教えの前半を1枚のカードに書き，後半は別のカードに書く （例——こころの貧しい人 

たちは，さいわいである」と「天国は彼らのものである」）。全部できたら交ぜて，テーブル 

の上に裏返しに並べる。一人ずつ出て来て2枚ずつカードをめくり，ペアを当てる。（『聖書』 

を使ってもよい。）ペアができたカードは表を出しておく。ペアにならなかったカードはまた 

裏返しにしておく。全員に回らないでペアが全部できたときは，もう一度カードを交ぜて初 

めからやり直す。 

2.レッスンの曰が断食安息日でないときは，ポップコーンやおにぎりなど，塩を使って作るも 

のを用意する。まず塩を使わないものを食べさせ，次に塩を入れたものを食べさせる。（アレ 

ルギ一の問題がないかどうか，両親から確認を得ておく。）ごく少量の塩でも味に大きな差が 

出ることを指摘する。それと同じように，ほんの少数の義人でも世の中を変えることができ 

る。義にかなった生活をすることによって周囲の人々をどう変えられるかについて話し合わ 

せる。マタイ5 ：13を読む。 

3. 二人の子供が席の取り合いをしている，二人の子供が言い争いをしている，など，互いに対 

27 

第10課 



立している状況を子供たちに提示する。そして子供たちにどうしたら平和を作り出す人にな 

れるかをロールプレーイングで演じさせる。子供たちに人から傷つけられた経験を思い浮か 

ベさせる。意地悪なことを言われたとか，物を取られたとか，友達が腹を立てているとか， 

教会員であることを非難する人がいる，などである。マタイ5 ： 44に従って対応するにはどう 

したらよいかを子供たちに尋ねる。 

4.今までしたことのある奉仕，またこれからできると思う奉仕を，パントマイムで演じさせる。 

ほかの子供には何を演じているのかを当てさせる。奉仕の大切さを強調する。人を助けると 

きどんな気持ちがするかを話させる。また，人助けをすることで得られる善いことをすべて 

挙げさせる。 

5.子供たちがマタイ5 ：16またはマタイ7 ：12の前半を暗唱できるように助ける。 

6.至福の教えを複写したものを渡して家に持ち返らせる。または各自の『聖書』に線を引かせ 

てもよい。 

7.以下の参照箇所を書いたワードストリップを用意するか，または黒板に書く。 

マタイ5 ： 3と3二一ファイ12 ： 3 

マタイ5 ： 6と3二一ファイ12 ： 6 

マタイ5 ：10と3ニーファイ12 ：10 

マタイ5 ： 48と3ニ一フアイ12 ： 48 

子供たちに二つとも読ませ，どう違うかを話し合わせる。ポイントは，イエスがユダヤ人 

とニーファイ人に同じことを教えておられるということと，『モルモン書』の記述の方が分か 

りやすいという点である。 

8.「イエス様のように」（『子供の歌集』p.40)を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 山上の垂訓に示されたイエスの教えに従えば，完成への道を歩むことができることを証する。 

読書課題 この課の復習として，マタイ5: 3-11を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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祈りについて教えられる 
イエス•キuス卜 

第 1 1 課 

目的 子供たちが毎日祈りたいという気持ちを抱けるように助ける。 

準備 1.マタイ6 ： 5-13 ； 7 ： 7 — 11；アルマ34 ：19 —27を祈りの気持ちで研究する。それからレッス 

ンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi， 

「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.その他の参照箇所——マタイ4 ： 2 ；14 ： 23 ； 26 ： 36 — 46 ；ルカ9 ： 28 — 29 ；11：2-4, 9— 

13 ；ヨハネ17 章；3ニ一ファイ14 ： 7-12 ；17 ：14-21；18 ：16 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.『モルモン書』1冊 

c.聖典に印を付ける鉛筆 

d.視覚資料7-12「山上の垂訓」（『福音の視覚資料セット』212), 7-13「ひざまずいて祈る 

11歳の少年」 

レツスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 次に挙げるような，子供がよく経験する状況を別々の紙に書く。（子供に出させてもよいし， 

あなたが出してもよい。）一人ずつ前に出て来て紙を1枚取るように言う。そして，紙に書かれた 

ような状況に立たされたらどんなことを言い，何をするかを尋ねる。 

自転車で転んで足にけがをしました。辺りにはだれもいません。歩いて家まで帰れるか分か 

りません。 

熱があっておなかが痛みます。両親は治るためにできる限りのことをしてくれました。それ 

でも気分がよくなりません。 

明日までの宿題があります。一生懸命頑張りましたが，満足できません。どう直したらよい 

かも分かりません。 

遊びから帰ると，家にはだれもいません。家族がどこに行ったのか分からないので，怖くな 

りました。 

おじいちゃんとおばあちゃんから誕生日のプレゼントにお金をもらいました。でも，しまっ 

たはずの所にそのお金がありません。 

暗くなって夜空を見上げたとき，星が何てきれいなんだろうと思いました。 

家の手伝いをしていたとき，花や野菜は大きくなり，果物は実をつけることに気づきました。 

どんな問題でも祈りを通して天の御父に助けを求められること，自分の気持ちを話せること， 

感謝の気持ちを示せることを理解させる。天の御父はいつもわたしたちの心からの祈りに耳を 

傾けてくださる。 

聖文 イエスは山上の垂訓の中で弟子たちに祈りの方法を教えられた（マタイ6 ： 9-13参照）。（聖文 

中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照）子供たちにこの聖句を 

かわるがわる読ませる。また，自分の『聖書』のその聖句の部分に印を付けさせてもよい。節ご 
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とに何が書いてあるかを話し，分からない言葉は説明する。話の内容に合わせて絵を見せる。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と參照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•イエスは「また祈る時には，偽善者たちのようにするな」と言われました（マタイ6:5)。こ 

れはどういう意味ですか。偽善者のようではない心からの祈りをするにはどうしたらよいでし 

ょうか。（偽善者とはほんとうは善い人でないのに善い人のように振る舞う人，または逆に善 

い人なのに悪い人のように振る舞う人のことである。） 

•個人で祈るときに偽善者のようにならないために，イエスはわたしたちにどうしたらいいと言 

われましたか。（マタイ6: 6) 

•「また，祈る場合，異邦人のように，くどくどと祈るな」とはどういう意味でしょうか（マ夕 

イ6:7)。（ここでの「異邦人」とは，多神教を信じる人々，クリスチヤンでない人々のことで 

ある。「くどくどと」とは，同じ言葉を意味もなく繰り返すことである。）「くどくどと」祈ら 

ないようにするには，どうしたらよいでしょうか。 

•イエスの「求めよ」「捜せ」「門をたたけ」という言葉には，どんな意味が込められているでし 

ょうか。（マ夕イ7: 7 - 11)「求め，捜し，門をたたく」人への御父の約束は何でしょうか。 

(マタイ7: 7-8)このことで，御父への祈りはどのように助けになりましたか。 

•御父はどんなときでも祈りにこたえてくださいますか。すぐには答えがなくとも，また希望し 

たとおりの答えではなくとも，御父は心からの祈りにはすべてこたえてくださる。そのことを 

子供たちに理解させる。時々御父は「いいえ」とか「まだ」という答えを出される。 

•なぜ御父は「いいえ」や「まだ」という答えを出されるのでしょうか。できればあなたの経験 

を紹介する。天の御父はすべてを御存じなので，わたしたちにとって何が 善かを知っておら 

れる。 

•わたしたちはどこで，どのように祈ればよいのでしょうか。（アルマ34 ：19-27)何について 

祈りますか。天の御父から頂いたもので感謝するものには，どのようなものがあるでしょうか。 

•なぜ御父はわたしたちに，御自分に対して祈るように言われたのでしょうか。 

•毎朝毎晚祈るのはなぜ大切なのでしょうか。（アルマ37 ： 37) 

•心から祈っているときはどんな気持ちがしますか。祈りを通して御父に近づくにはどうしたら 

よいでしょう。いつも祈りの心を保つにはどうしたらいいですか。なぜこのように努力すべき 

なのでしようか。 

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

ャレンジに利用してもよい。 

1.クラスを小グループに分け，各グループに以下の聖句の一つを探させる。探したらその聖句 

全体に何が書いてあるかを説明させる。それぞれの例で，なぜイエスが祈っておられるのか， 

また，イエスの模範がわたしたちの祈りにどう役立つかを話させる。 

マタイ14 ： 23 

ルカ9 ： 28-29 

ヨハネ17章 

マタイ26 ： 36-42 

3ニ-ファイ17 ：14-21；18 ：16 

2.子供たちにあなたの祈りがこたえられた経験を話す。子供たちに祈りについての特別な体験 

を話させてもよい。次の話を紹介してもよい。 

レッスンを 

豊かにする活動 
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「ある優秀な宣教師で，宣教師の中でも指導者として働いた人が，わたしたちを奮い立た 

せるような体験を話してくれた。彼はブラジルのぺトロポリスの町で道に迷ってしまった。 

言葉も分からず，宣教師のアパートや教会の住所も分からない。そこで彼は，使命を果たす 

ためにはどうしても助けが必要であることを熱烈に主に訴えた。彼は二度同じ声を聞いた。 

町の角に立っている男の後について行くようにと言うのである。その声に従って男について 

行くと，何の問題もなく教会堂に着いた。」（L•ブレント•ゴーツ，Harold B. Lee, Prophet 
and Seer『ハロルド• B •リー，預言者，聖見者』p.282) 

3.子供たちに，祈るときは目上の人に話すような丁寧な言葉を使うように言う。 

4.次のボイド•パッカー長老の話から穴埋め問題を作る。模造紙に書いても黒板に書いても 

よい。そして抜けた言葉をワードストリップまたは黒板の別の欄に書いておき，それを使っ 

て穴埋めをさせる。 

「 祈 り の （ い ） は （ え ) を 読 む こ と に よ っ て 得 ら れ ま す 。 ま た （ う ) 

に耳を傾けることによっても得られます。そして時折，それが大切なものであるときは，非 

常に直接的で（お）を通して授けられます。その導きは（あ）していて，聞 

き誤ることは決してありませんJ (Conference Peport『大会報告』1979年10月，p.30) 

あ.はっきり 

い.答え 

う.話し手の話 

え.聖典 

お.力強い霊感 

5.子供たちが祈りについての次の聖句を暗唱できるように助ける：マタイ7 ： 7 ；ヤコブの手紙 

1 : 5 ; 3ニーフアイ18 ： 20または教義と聖約19 ： 38の前半。 

6.子供と一緒に「部屋を出る前に」（『賛美歌』78番）または「子供のいのり」（『子供の歌集』 

P.6)を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 

5冗苜fejE^ 

天の御父がわたしたち個人の祈りを聞き，答えを与えてくださることを証する。毎朝毎晩祈る 

ことの大切さを証し，これからの1週間，実行するようにチャレンジする。 

この課の復習として，マタイ6 ： 5-8を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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岩の上に建てられた家 第 " j O 課 

目的 子供たちの中に戒めを守ろうとする気持ちを強めることによって，イエス•キリストとその福 

音が人生の確かな土台となるようにする。 

準備 1.マタイ7 ： 24-27 ；ルカ6 ： 47-49 ；教義と聖約11：24を祈りの気持ちで研究する。それから 

レッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」 

p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。 

2.その他の参照箇所——ヒラマン5 ：12と3二一ファイ14 ： 24-27 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.何人かの子供に「かしこい人とおろか者」（『子供の歌集』p.132)を歌わせる。全員で歌うか， 

または歌詞を読んでもよい。 

5.教義と聖約11:24を模造紙に書いておくか，または黒板に書けるように準備する。 

6.教材 

a.『聖書』人数分 

b.小さなカードと砂または塩（任意） 

c.視覚資料7-12「山上の垂訓」（『福音の視覚資料セツト』212) 

レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

子供たちに，先週1週間，朝と夜に忘れないで祈りをしたかどうかを尋ねる。祈ったときにど 

う感じたかを尋ねる。 

導入 台風で恐ろしい経験をしたことがあれば，それを紹介する。なぜ恐ろしかったのか，また安全 

でいられるように何をしたかを話す。子供たちにも台風のときの恐ろしかった経験について，ま 

たそのときどう感じたかについて話させる。 

導入の代案 子供たちにカードのセットをニつ渡し，まったく同じ立体（家のようなもの。4枚のカードを 

はり合わせたような簡単なものでよい）をテープやのりを使って作らせる。そして，一つをテ一 

ブルの上，もう一つをテーブルに積み上げた砂の上に置かせ，テーブルを揺する。そうすると， 

砂の上に置いたものは倒れるか，または傾いたりずれたりする。子供たちに，砂の上に家を建て 

ると，砂は崩れやすいので，家がすぐに傾いてしまうことを説明する。 

聖文 マタイ7 ： 24-27とルカ6 ： 47-49から，イエスが弟子たちに砂の上ではなくて岩の上に家を建 

てるようにお教えになった話を紹介する（聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に基 

づいて教える」p.vii参照）。イエス•キリストの福音に添った生活をすることにより，誘惑や逆境， 

悩みなどを克服できることを説明する。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•賢い人はどこに家を建てましたか。（マタイ7 ： 24 ；ルカ6 ： 47-48)なぜその人は賢いと思い 

ますか。 
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第10課 

•愚かな人はどこに家を建てたでしょう。（マ夕イ7 ： 26 ；ルカ6 ： 49)なぜこの人は愚かなので 

すか。なぜ砂の上に家を建てる人がいるのでしょうか。基礎を掘るのは砂と固い土でどちらが 

簡単ですか。 

•「わたしの言葉を聞いて行う」とはどういう意味ですか。 

•なぜイエスは，教えを聞いても実行しない人を，砂の上に家を建てる人にたとえられたのでし 

ょうか。 

何人かの子供に「かしこい人とおろか者」（『子供の歌集』p.132)を歌わせる。全員で歌っても 

よいし，歌詞を読んでもよい。 

教義と聖約11：24の中でイエス•キリストがおっしゃっていることを読む。これはジョセフ• 

スミスを通して兄のハイラムに授けられたものである。この聖句を書いた紙をはるか，または黒 

板に書く。 

•なぜわたしたちはイエス•キリストとその福音という岩の上に家を建てる，つまり生活を築か 

なければならないのでしょうか。（ヒラマン5:12) 

イエスとその教えが唯一の確かな土台となることを理解させる。そのほかのものを土台に家を 

建てれば，砂の上に建てるのと同じことになる。 

•イエス•キリストの福音以外で砂にたとえられる土台にはどのようなものがあるでしょう力、。 

お金，名声，人気，スポーツ，外見の美しさ，などを挙げる。これらを人生の第一の目標にす 

れば，砂の上に家を建てるのと同じことになる。 

•わたしたちの生活の中で，お金を得たり，スポーツや運動をしたり，友達と楽しい時を過ごす 

ことは大切です。なぜでしょう。 

お金は食べ物や着る物を買うために必要であるし，友人や仕事は生活に欠かせない。しかし， 

これらが救い主に従い福音に添った生活をすることよりも優先されれば，わたしたちは永遠の命 

の祝福を失ってしまう。 

•天の御父はなぜわたしたちを地上に送られましたか。 

•イエス•キリストとその福音を土台に生活する具体的な方法としては，どのようなものがあり 

ますか。 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.上の方に「キリストはわたしの土台です。それは次の理由からです」と書いた紙を全員に配 

り，理由となるものをできるだけたくさん書かせる。書いたら発表させる。次の例が出なか 

ったら付け加える。 

イエス様はわたしを愛してくださいます。 

イエス様はわたしに正しい生活を教えてくださいました。 

イエス様はわたしに模範を示してくださいました。 

イエス様はわたしの罪のために苦しみに遭われました。 

イエス様のおかげでわたしは復活するからです。 

イエス様はわたしが天の御父のもとに戻れるようにしてくださいました。 

2.「わたしは次のことを行うことによって，救い主を土台にした生活をします」と書いて，子供 

たちに例を挙げさせる。答えとしては，家庭の夕べに参加する，手伝いをする，什分の一を 

納める，祈る，知恵の言葉に従う，うそをつかない，人に親切にする，聖文を読む，慎み深 

く振る舞う，などが挙げられるであろう。全員に順に答えさせ，必要なときは助ける。子供 

たちが戒めを思いつくまで続ける。永遠の命を得る唯一の方法は福音の律法に従うことであ 

る。子供たち一人一人が言ったことを紙に書き，それを石にはりつけて家に持ち返らせる。 
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3.次の聖句を探させ，イエスが従順についてどのようなことを言っておられるかを調べる。わ 

たしたちが確かな土台の上に生活を築くには，戒めを守らなければならないことを説明する。 

マタイ7 ： 21 

ルカ11：28 

ヨハネ15 ：10 

4.信仰箇条第3節を子供たちと一緒に読む。 

5.子供たちが模造紙または黒板に書いた教義と聖約11：24を暗唱できるように助ける。 

まとめ 

証 あなたの救い主への愛を子供たちに伝え，救い主が授けてくださったすべての戒めはわたした 

ちを幸福にするものであること，また不従順であれば不幸を招くことを証する。福音に添った生 

活をすることによって恵みを得た経験を話すとよい。 

この課の復習として，マタイ7 ： 24-27を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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病人を癒されるイエス•キリス卜 

目的 イエスが病人を癒されたときの愛と思いやりを身に付けたいとの望みを子供たちに持たせる。 

準備 1.マタイ8: 5-10，13 ； 25 ： 34 — 40 ；マルコ1：40 — 45 ；ルカ4 ： 38 — 40 ； 7 ：11-17 ；ヨハネ 

4 ： 46-54 ；13 ： 34-35を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事 

を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi，「聖文に基づいて教える」 

p.vU参照)。 

2.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.教材——『聖書』人数分 

レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 後に第7代大管長になったヒーバー•J •グラントについての次の話を読む。 

薄いコートしか持っていなかったヒーバーは，寒さの中で震えていました。もうすぐ誕生日で 

す。ヒーバーは厚手の温かいコートをプレゼントにもらうことを願っていました。でも，貧しく 

て買えません。家族は時々，早くから床に就くことがありました。家を暖める燃料がなかったの 

です。それに，食べ物が十分にないので，ひもじい思いをすることもしばしばでした。ヒーバー 

の母親はお金を稼ぐために，夜遅くまで縫い物をして働きました。 

そしてヒーバーの誕生日がやって来ました。ヒーバーの母親のプレゼントは余った布地で作っ 

た美しいコートでした。ヒーバーは早く外に出て，そのコートがどれほど温かいかを試すのが待 

ち切れませんでした。 

ところが，それから何週間かして，同じ背かっこうの男の子が泣いていました。その子はセー 

夕一しか着ていません。ヒーバーは，きっと寒いに違いないと思いました。その子はうらやまし 

そうにヒーバーのコートを見ました。ヒーバーは立ち止まると，何も考えずにコートを脱ぎ，そ 

の子に渡しました。 

その日の午後，ヒーバーが古い薄い方のコートを着ているのを見て，母親が尋ねました。「新 

しいコートはどうしたの？」ヒーバーはどう言っていいか分かりませんでした。でもこう答えま 

した。「ぼくよりもずっとコートを必要としていた子がいたから，上げちゃった。」 

「古い方のコートを上げてもよかったんじゃないの？」母親は言いました。 

ヒ一バーは分かってほしいという気持ちで母親の顔を見上げました。母親は目に涙をいっぱい 

ためていました。ヒーバーは母親に抱きつきました。母親は自分の問いに自分からこう答えたの 

です。「もちろん，あなたはそうはできなかったのよね，ヒーバー。もちろん，できなかったの 

よね。」（ルシール• C •リーデイング“The Coat” Children's Friend「コート」『チルドレン 

ズ•フレンド』1966年5月号，p.5からの翻案） 

寒さのために泣いている男の子を見てヒーバーがどう感じたと思うかを，子供たちに聞く。ヒ 

一バーにはその男の子への愛と思いやりがあったことを説明する。イエスはわたしたちに対して， 

グラント大管長のように人に愛を示すことを望んでおられる。今日のレッスンでは，病人を癒す 

ことによりイエスが示された愛と思いやりの模範を学ぶ。 
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導入の代案 ヨハネ13 ： 34の言葉一つ一つを別々の紙に書いて交ぜ合わせ，子供たちに並べさせる。必要で 

あれば『聖書』を使って確認させる。 

聖文 イエスの癒しの奇跡について教える（聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に基づ 

いて教える」p.vU参照）。イエスが病人に対して大いなる愛と思いやりを抱いておられることを， 

子供たちに理解させる。 

1.百卒長の僕の癒し（マタイ8: 5- 10,13)——百卒長とはローマ軍の指導者で，たくさんの 

兵士に命令を下す立場にあった人であることを説明する。彼はイエスについて耳にし，イエ 

スに対して信仰を抱いていた。 

2.らい病人の癒し（マルコ1:40-45)——らい病（ハンセン病）とは皮膚がひどく冒される病 

気であることを説明する。この病気は感染力が強いと考えられていたので，かかった人は町 

に住むことができず，健康な人々との接触を断たれていた。 

3.シモン（ぺテロ）のしゆうとめの癒し（ルカ4: 38-40)。 

4.やもめの息子の蘇生（ルカ7:11-17)。 

5.役人の息子の癒し（ヨハネ4 ： 46-54)。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•なぜイエスはこのような奇跡を行われたのでしようか。（マルコ1：41；ルカ7 ：13 ；ヨノ、ネ9 ： 

1-3) 

•こうした癒しはかかわった人々をどのように祝福したでしょうか。（ルカ7: 2，12;ヨハネ4: 

52-53) 

•これらの話の中にある救い主の模範に従おうとする場合，どのような資質を伸ばしていかなけ 

ればならないでしょうか。（ヨハネ13 ： 34 - 35。少し時間を取って，この聖句に傍線を引かせ 

る。）困っている人に愛と思いやりを示すにはどうしたらいいでしょう。だれかから助けても 

らったときにどんな気持ちがしたかを話させる。 

•イエスは癒しを施された人すべてを御存じでしたか。（マタイ8:5-8)このことから，わたし 

たちは人を助けるときにどのような態度を執らなければならないでしょうか。 

•らい病人を癒された後で，イエスは彼に何と言われましたか。（マルコ1:43-44)これは，人 

を助けることについて何を教えてくれていますか。 

•わたしたちは困っている人を助けることによって，なぜ御父やイエスに近づくことができるの 

でしょうか。（マタイ25:45)人を助けたときはどのような気持ちがしますか。人を助けたと 

き，また人から助けられたときにどのような気持ちがしたかを，子供たちに話させる。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.一人の子供に1ヨハネ3 ：18を読ませる。この聖句は，愛を伝えるときは言葉だけではなく行 

いによっても伝えるべきであることを教えている。愛は行いをもって示されるものである。 

家族や友人に愛を伝える方法を子供たちに演じさせる。 

2.一人の子供にスペンサー• W •キンボール大管長の言葉を読ませる。「神はわたしたちを知っ 

ておられ，見守ってくださっています。でも，わたしたちが困っているときの助けは，人を 

通じて与えられるのが常ですJ ("Small Acts of Service" Ensign「小さな奉仕の行い」『エン 

サイン』1974年12月号，p.5)天の御父が人を通じて助けを与えてくださった経験を，子供た 

ち一人一人に話させる。また，困っている人を助ける機会を得た人を知っていれば，その人 

のことを紹介する。その人は愛と思いやりを持った人で，その愛を，行いを通して表したこ 
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とを指摘する。 

3.子供たちに奉仕について述べた次の聖句を読ませる：マタイ25 ： 34 —40 ；モーサヤ2 ：17-

18;4:14— 15。これらの聖句から，わたしたちが人のためにすべきことをリストにする。そ 

して，その中から今週1週間取り組むものを一つ，子供たちに選ばせる。 

4.クラスを幾つかのグループに分けて，各グループに以下の状況を割り当てる（複数割り当て 

てもよい）。また，あなたが自分で考えた状況を用いてもよい。この人々に愛と思いやりをも 

って接するにはどうするかを演じさせる。 

初等協会に新しく入って来た子供がいて，だれも知り合いがいない。 

同じ初等協会の子供が病気である。 

あなたの友達は末日聖徒イエス•キリスト教会の会員ではない。 

あなたのワードや支部の人で病気の人がいる。 

あなたの両親は忙しくて，あなたに弟や妹の世話をしてほしいと思っている。 

あなたの友達にひどいことを言う人がいる。 

まとめ 

証 救い主の生涯と模範に対して感謝の気持ちを述べる。周りの人に愛と思いやりを示すことによ 

りイエスの教えに従うことになると証する。これからの1週間，家族や友人をもっと大切にし， 

小さな奉仕を実践するように言う。 

読書課題 この課の復習として，マルコ1：40-45とルカ7:11-17を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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イエス•キリス卜と安息日 第 課 

目的 イエス•キリストと天の御父を思い起こし，敬う活動を子供たちが安息日に行えるように助けるC 

準備 1.ヨハネ5 ： 2-16 ；マタイ12 ：1-13 ；ルカ13 ：11-17 ；14 ：1ー6 ；創世2 ：1ー3 ；出エジプト 

20 ： 8-11；教義と聖約59 ： 9-14を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し， 

聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」P.vi,「聖文に基づい 

て教える」p.vii参照）。 

2.その他の参照箇所——マルコ2 ： 23 — 28 ； 3 ：1 一6 ；ルカ6 ：1 — 11 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材——『聖書』人数分 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

先週1週間，人にどのように愛を示し奉仕したかを，子供たちに話させる。 

次のなぞなぞの答えが分かった人は手を挙げるように言う。 

聖文の中に何度も出てきます。 

天の御父もイエス様も，これは大切だとおっしゃっています。 

神聖なものです。 

これを神聖に保つ人々は，御父とイエス様に愛を示すことになります。 

7日のうちの1日です。 

ほかの6日とは違います。 

この日にわたしたちは働きを休み，天の御父を礼拝します。 

週の1日です。 

答え——安息日 

「準備」の項の聖句からイエスの安息日の癒しについての記述を教える（聖文中の出来事を教 

える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

教えるときは，イエスの時代のユダヤ人が安息日を命じられたとおりには守っていなかったこ 

とを指摘する。規則が厳しくて，御父へのほんとうの礼拝ができなかったのである。例えばひも 

は，片手で解ける結び方なら結んでもよいが，両手を使って解くものは，安息日には許されなか 

った。「安息日に火を燃やしたり，火を消したりすることは安息日を汚す大きな罪であった。… 

…折れた骨を接ぐこと，外れた関節を元に治すことなどは禁じられていた。……安息日に土砂が 

崩れて埋められた者は，生きていれば掘り出してもよかったが，もし死んでいれば安息日が終わ 

るまでそのままにしておかなければならなかった。」（ジェームズ• E •タルメージ『キリスト• 

イェス』211) 

イエスがユダヤ人にお教えになったのは，そうした教えが間違っているということであった。 

イエスは模範によって，安息日は善いことを行い，礼拝をし，人を助けることによってイエスと 

御父を敬う日であるとお教えになったのである。 

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

ャレンジに利用してもよい。 
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•安息日には何をするように命じられていますか。（出エジプト20 ： 8-11)なぜこのような戒め 

が与えられたのでしょうか。（創世2:1 -3) 

•イエスは体の不自由な人を癒すために，安息日に何をなさいましたか。（ヨハネ5: 6，8)手の 

不自由な人の場合はどうですか。（マタイ12:13)体をまっすぐにできない女のときはどうで 

しょう。（ルカ13:13)水腫の人はどうしたでしょうか。（ルカ14: 4。水腫とは体がはれる病 

気であることを説明する。）そうした行為は，今の安息日の基準から見て許されることですか。 

なぜでしょう。 

•なぜ弟子たちは安息日に穂を摘んだのでしょうか。（マタイ12:1)安息日も含めて毎日しなけ 

ればならないことには，どのようなことがあるでしょうか。 

•イエスはどのように安息日を守られましたか。ユダヤ人はどうだったでしょうか。（イエスは 

人を助けることによって御父を敬おうとされた。） 

•ユダヤ人の指導者がイエスに腹を立てた二つの理由は何でしょうか。（ヨハネ5 ：18) 

•世の初めから安息日の律法を定められたのはどなたですか。（マタイ12 ： 8 ；創世2 ：1 -3。イ 

エスが御父の指示によりこの世を創造されたことを指摘する。）御自身が定められた律法をユ 

ダヤ人が変えているのを見て，イエスはどんなふうに感じられたでしょう。 

•ベテスダの池の所にいた体の不自由な男，体がまっすぐにできない女，手の不自由な男，水腫 

の男は，癒されたときにどんな気持ちがしたと思いますか。（ルカ13:13)イエスはこれらの 

ことを安息日に行うことにより，どのように御父を敬われたのでしょうか。 

•イエスは，安息日に善いことをするのは正しいことであると言われましたが，それはどういう 

意味ですか。（マタイ12:12)安息日に善いことをするのは，なぜ正しいのでしょうか。（出エ 

ジプト20 ： 8-11；教義と聖約59 ： 9-14) 

•安息日にすべきでないのはどんなことでしょうか。大管長会の次の声明について話し合う。 

「わたしたちは安息日の買い物やそのほかの商業活動，スポーツ活動は避けるべきです。」 

(Ensign『エンサイン』1993年1月号，p.80) 

スペンサー•w•キンボール大管長の次の引用について話し合う。「安息日の遵守は天の御父 

への我々の愛の尺度である。」(The Teachings of Spencer W. Kimball『スペンサー• W •キン 

ボールの教え』p.218)安息日に御父に愛を示す方法について子供たちと話し合う。教会に出席す 

る，聖文を読む，日記を書く，親戚を訪問する，病気の人を見舞う，心を高めてくれる音楽を聴 

く，礼拝する，奉仕する，家族中心の静かな活動に参加する，など。ふさわしいかどうか疑わし 

いような活動が提案されたときは，その活動が天の御父とイエス•キリストに愛と尊敬を示すの 

にふさわしいものか，またはほかの日に行った方がよいかを子供たちに判断させる。 

レツスンを 

豊かにする活動 

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

ャレンジに利用してもよい。 

1.教義と聖約59 ： 9-23を読んで，主が安息日に行うように命じておられる活動を列挙させる。 

また，それらの戒めを守ることによって得られる祝福も挙げさせる。 

2.人が安息日に行っている活動を幾つか挙げさせ，次の質問をしながらそれらが安息日にふさ 

わしいかどうかを判断する。 

それは天のお父様とイエス様を敬うことになりますか。 

それは安息日について御父が授けてくださった戒めを守ることになりますか。 

静かな活動ですか。 

人を助けるものですか。 

安息日を守るための計画を立てるように，子供たちにチャレンジする。 
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3.大管長会の次の声明について話し合う。「わたしたちはすべての末日聖徒がこの聖日をほかの 

この世的な活動から切り離し，礼拝の精神と感謝，奉仕，安息日にふさわしい家族中心の活 

動の日とすることにより，自らを奉献するようお勧めします。教会員が安息日の活動を主の 

御霊の意図するところと合致したものとするとき，その生活は喜びと平安に満たされること 

でしょう。」（『エンサイン』1993年1月号，p.80) 

4.「わたしは安息日を聖く過ごします」と紙に書かせ，クレヨンまたはマーカ一で色を付けさせる。 

まとめ 

証 安息日を聖く過ごすことの価値について証する。価値のある善いことを行うことによってどの 

ような祝福を得たかを話す。安息日は天の御父とイエス•キリストを敬うことを行うように子供 

たちに勧める。 

読書課題 この課の復習として，ヨハネ5 ： 2-16を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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目的 子供たち一人一人が神権の力への理解を深められるように助ける。 

準備 1.マルコ4 ： 35-41；6 ： 33-44 ；ルカ9 ： 37-43 ；マタイ14 ： 23-33 ；使徒10 ： 38 ；教義と聖約 

13章；27 ：12 ；124 ：123を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記 

事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」 

p.vii 参照)0 

2.その他の参照箇所——マタイ8 ： 23 — 27 ；ヨハネ6 ：1 — 14, 16 — 21;『福音の原則』13章 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.視覚資料「嵐を静める」（『福音の視覚資料セット』214) ； 7-16「5，000人に食事をお与え 

になるイエス」；7-17「水上を歩まれるイエス」 

レッスン 

導入 

導入の代案 

聖文と 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

教室の電気を消し，懐中電灯をつける。光を出すには何の力が必要かを聞く。（電気の力）ほ 

かに力が必要なものを何か挙げさせる。そのとき，どのような力が働くか尋ねる。今日は自然の 

力よりも大きな力について学ぶことを子供たちに言う。それは神の力である。わたしたちはそれ 

を神権の力と呼ぶ。 

子供たちに磁石と金属片を見せる。そして磁石を用いて金属片を引き寄せさせる。磁石がない 

ときは風船をふくらませて洋服でこすり，壁や子供の体にくっつける。また，くしを何度か子供 

たちの髪に通した後に紙を吸いつかせてもよい。 

•磁石が金属を吸い寄せたり，風船が壁や洋服にくっついたり，くしが紙を吸い上げたりしたの 

はなぜでしょう。（磁石には金属を吸い寄せる力がある。静電気により風船が壁や体についた 

り，くしに紙が吸い寄せられたりする。） 

•ほかにどのような力が考えられますか。（電気，雷，風など） 

今日はそうした力の中で も大きな力である神権，すなわち神の力について学ぶことを説明する。 

必要なところで絵を用いながら，イエスが力を用いておられる話を教える（聖文中の出来事を 

教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

1.嵐を静める（マルコ4: 35 — 41) 

•イエスの弟子たちは嵐のとき，どんな気持ちだったでしょうか。（マルコ4: 38)なぜ弟子 

たちは，イエスが自分たちのことを心にかけてくださらないと感じたのでしょう。天の御 

父があなたを心にかけておられることは，どうしたら分かりますか。 

•イエスはどのようにして嵐を静められましたか。（マルコ4 ： 39) 

•イエスは嵐を静めるためにどんな力を使われましたか。（御自身の力，つまり神の力）その 

力，すなわち神の権能を何と呼びますか。（教義と聖約124: 123。神権） 

•嵐を静められた後で，イエスは弟子たちに何と言われたでしょうか。（マルコ4: 40) 
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•嵐が静まったのを見て，弟子たちはイエスのことをどう思うようになりましたか。（マタイ 

8 ： 27 ；マルコ4 ： 41) 

2. 5，000人に食物を与える（マルコ6: 33-44) 

•なぜ人々はイエスについて荒れ野に行ったのでしょうか。（マルコ6: 33)イエスは5,000人 

に食物を与える奇跡の前に何をなさいましたか。（マタイ14:14)イエスは病人を癒すため 

にどんな力を使われましたか。（神権の力）わたしたちの人生に祝福を授ける力の源はどな 

たでしょう。（使徒10: 38) 

•全員に十分な食物を与えるために，イエスはどのような力を使われたでしょうか。残った 

食物の量は，どのような点が奇跡的でしょうか。（マルコ6: 42 — 44;ヨハネ6:12—13) 

3.イエス，汚れた霊に取りつかれた少年を癒される（ルカ9: 37-43) 

•この子は何が悪かったのでしょう。（ルカ9: 38-40)この子の父親はイエスに何を頼みま 

したか。 

•イエスはこの子のために何をなさいましたか。（ルカ9: 42)イエスとともにいた人々は， 

この奇跡にどんな反応を示しましたか。（ルカ9: 43) 

•父親はイエスのほかにだれに助けを求めましたか。（ルカ9: 40)なぜ弟子たちはこの父親 

と息子を助けられなかったのですか。なぜイエスは弟子たちのことを「不信仰」と言われ 

たのでしょうか。（ルカ9: 41)神権の力が働くのに，なぜ信仰が必要なのでしょうか。 

4.イエス，水の上を歩かれる（マタイ14 ： 22-33) 

•イエスはどんな力を使って水の上を歩き，弟子たちが乗った船まで来られましたか。弟子 

たちはイエスを見てどう思いましたか。（マタイ14: 26)イエスは彼らに何と言われたでし 

ょう力、。（マタイ14 ： 27) 

まとめの イエスは以上の4つの奇跡を御自分が持っている力を通して行われた。またイエスは，ほかに 

話し合いと もたくさんの奇跡を神権の力を使って行われた。イエスはその力を今，神権者に分け与えておら 

応用のための質問 れる。 

ぺテロとヤコブとヨハネは変貌の山で神権の鍵を授けられた（マタイ17:1-9)。この神権の 

鍵は，イエスが地上を去られた後も神権を使うことができるように，ぺテロ，ヤコブ，ヨハネに 

与えられたのである。ぺテロはイエスが復活された後に大管長となる人で，教会の業を行うため 

に神権の鍵が必要だった。 

•モーセとエリヤがぺテロ，ヤコブ，ヨハネに授けたのは，どのような神権の鍵でしょうか。 

(モーセはイスラエルの集合の鍵，エリヤは結び固めの力の鍵を授けた〔教義と聖約110 ：12-

16参照〕。） 

•わたしたちはイスラエルの集合の鍵をどのように用いますか。（信仰箇条1:10)あなたは今， 

どのような形で伝道活動に携わっていますか。どうしたら専任宣教師として伝道に出る準備が 

できるでしょうか。 

•わたしたちは今，どこで結び固めの力を用いますか。（神殿）あなたはどのようにして神殿に 

行く準備ができますか。 

イエスと使徒たちの死後，教会と神権の祝福が地上の民から取り上げられてしまったことを説 

明する。したがって，神権は回復されなければならなかった。イエスはジョセフ•スミスを通じ 

て教会と神権を回復された。そのためにわたしたちは今，神権の祝福を受けることができる。 

•今日の教会が神権の鍵を持っていることはなぜ大切ですか。二つの神権とは何ですか。アロン 

神権はどのように回復されましたか。（教義と聖約13章）メルキゼデク神権はどのようにして 

回復されましたか。（教義と聖約27 ：12) 
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ふさわしい男の子は12歲になると，バプテスマのヨハネがジョセフ•スミスとオリバー•カウ 

ドリに授けたと同じ神権を受けることを理解させる。ァロン神権を受けた男の子は，神の力を使 

ってワ一ドや支部の会員をイエス•キリストの名により祝福する力を得る（「レッスンを豊かに 

する活動」の5参照)。 

•わたしたちは神権の力を通してどのような祝福を受けるでしようか。（子供の祝福，パプテス 

マ，確認，聖餐，神殿，結び固めなど。）わたしたちが個人として受ける神権の祝福にはどの 

ようなものがあるでしようか。（病気のときの祝福，父親の祝福，ホームティーチヤー） 

•あなたはどのようにして生活の中で神権の祝福を受けてきましたか。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.紙片にそれぞれ「パプテスマと確認」「病人の祝福」「父親の祝福」「神殿結婚」「聖餐」と書 

き，折り畳んで「神権の儀式と祝福」と書いた箱か封筒に入れる。一人の子供に紙片を1枚取 

り出し，書いてあることを読ませる。その祝福や儀式における神権の役割について話し合う。 

これを繰り返しながら，紙片を取り出した子供に自分の体験を話させる。 

2.信仰箇条第5節を復習し，子供たちが暗唱できるように助ける。 

3.「主よ，嵐すさび」（『賛美歌』59香）を歌うか，または歌詞を読む。 

4.ビデオカセット『わたしたちのプライマリー』（53179 300)の3「少年と神権」を見せる。 

5.教会員である男の子が12歳になり，ふさわしい生活をしていれば執事の職に聖任されること 

を説明する。以下のワードストリップを準備する。 

聖餐のパスをする。 

断食献金を集める。 

監督のメッセンジャーを務める。 

主の財産である教会の建物や備品の管理をする。 

子供たちに執事の義務を挙げさせる。正しい答えが出たら，そのワードストリップを黒板には 

る。必要であればヒントを出して，子供たちが全部の義務を言えるようにする。 

まとめ 

証 イエスが神権の力を得ておられたことを証する。今日でも教会員であるふさわしい少年は同じ 

神権の力を得ること，また特定の祝福は神権を通してでなければ受けられないことを証する。 

読書課題 この課の復習として，マルコ4:35-41を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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奇跡を行われるイエス•キリス卜 

目的 わたしたちに信仰があるときに，天の御父の御心により奇跡が行われる。子供たちがそのこと 

を理解し，信仰を強められるように助ける。 

準備 1.マルコ2 ：1 — 12 ； 5 ： 21—43 ；1ニーファイ7 ：12を祈りの気持ちで研究する。それからレッス 

ンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi， 

「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.その他の参照箇所——マタイ9:1-8，18-31；17 ： 20 ；ルカ8 ： 41-56 ；エテル12 ： 6，12, 
16,18 ；『福音の原則』18章 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.視覚資料7-18「ヤイロの娘を祝福されるイエス」（『福音の視覚資料セツト』215) 

レッスン 

導入 

聖文と 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

今までひどい病気にかかったことがないか尋ねる。かかった人に，どんな状態だったか，また 

よくなるように家族がどう助けてくれたかを説明させる。神権の祝福を受けたことのある子供に， 

体験を話させる。彼らが祈りをもってイエス•キリストに信仰を示し，問題があったり病気だっ 

たりしたときに神権の祝福を求めたことを指摘する。 

今日のレッスンでは，イエスへの偉大な信仰があったためにイエスに癒された人々の物語を学 

ぶことを，子供たちに理解させる。 

「準備」の項に挙げた，イエスが病人を癒される状況を述べた聖句を教える（聖文中の出来事 

を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

1.イエス，中風の男を癒される（マルコ2:1-12) 

•イエスは中風の男（筋肉の震えが止まらない人）に 初に何と言われましたか。（マルコ 

2 ： 5)そのイエスの言葉への律法学者の反応はどうだったでしょうか。（マルコ2 ： 7)冒瀆と 

はどういう意味でしょう。（神を敬わないこと，自分を神であると偽ること。）イエスは冒瀆の 

罪を犯されましたか。イエスは神の御子であったので人の罪を赦すことがおできになったが， 

律法学者はイエスを神の御子とは信じなかったことを指摘する。 

•イエスは律法学者に何と言われましたか。（マルコ2: 8-9)中風の男には何と言われまし 

たか。(マルコ2:10-11) 

•中風の男が癒されたのを見て，人々はどんな反応を示しましたか。（マルコ2:12)なぜ中 

風の男は癒されたのでしょう。 

2.イエス，ヤイロの娘を蘇生させられる（マルコ5: 21 — 24，35-43) 

視覚資料7-18「ヤイロの娘を祝福されるイエス」を見せる。 

•ヤイロとはどんな人でしょう。彼がイエスに対して信仰を持っていたことは，どのような 

ことから分かりますか。（マルコ5:22-23)イエスはヤイロが信仰を強く保てるように， 

どのような助けをなさいましたか。（マルコ5 ： 35-36) 
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•イエスとヤイロがヤイロの家に着くと，人々は何をしていましたか。（マルコ5:38。愛す 

る者が死ぬと，大声で泣いたり叫んだりするのが当時のならわしであったことを説明する。） 

ヤイロの娘の死を悲しんでいた人々とヤイロとでは，行動にどんな違いがありましたか。 

•癒しのために娘の部屋に入る前に，イエスは不信者たちを去らせました。それはなぜだと 

思いますか。（マルコ5: 40) 

3.イエス，長血を患う女を癒される（マルコ5: 25-34) 

•イエスの衣のすそに触った女は，どのようにしてイエスへの信仰を示しましたか。（マルコ 

5 ： 27 - 28) 
•イエスは女が衣に触れたのをどうしてお知りになりましたか。（マルコ5: 30)人が衣に触 

れたのに気づくということは，なぜ特別なことだったのでしょうか。（マルコ5:31) 

•なぜその女は癒されましたか。（マルコ5: 34)イエスの衣のすそには何の仕掛けもないこ 

とを説明する。女が癒されたのは彼女の信仰によるものであり，また天の御父の御心にか 

なっていたからであった。単純な取るに足りない行いから起こる奇跡にはどのようなもの 

がありますか。 

まとめの •イエスはなぜ奇跡を行われたのでしょう。（マタイ9 ： 29 - 30 ；マルコ1：41；2 ： 5，10，5:36。 

話し合いと 神の御子であることを示すため，信仰を持つ人々を強めるため，助けを必要としている人々に 

応用のための質問 愛と思いやりを示すため，信じる人々の信仰にこたえるため。） 

•現代の生活の中で見られる奇跡にはどのようなものがありますか。 

イエス•キリストを信じる信仰があり，義にかなった生活をしていれば，神の御心にかなうと 

きに奇跡を体験できることを説明する。（1ニーファイ7:12参照） 

•祈っても病気や不自由な体が治らない場合もあることを説明する。それは信仰がないからでし 

ょうか。なぜでしょう。癒されるのが神の御心でないとはどういうことでしょう。（その人の 

家族の信仰を試す，神がその人に忍耐を養ってほしいと思っておられる。） 

スペンサー• W •キンボール大管長の次の言葉を紹介する。「主は常に病人を癒したり，危険 

な状況にある人を救われたりするとは限りません。苦しんでいる人や悲しんでいる人を常にお助 

けになるわけではありません。こうした望ましくない境遇が計画の目的の一部であると思われる 

ことがあるからです。」(Tragedy or Destiny『悲劇か運命か』p.5) 
•イエス•キリストを信じる信仰を持つとはどういうことでしょうか。（イエス•キリストが神 

の御子であり，世の救い主であられること，またイエスが全能の御方であられることを信じる 

こと。そして，天の御父とイエスがわたしたちにとって 善のことを行ってくださると信じる 

こと。神の御心を受け入れ，神の戒めを守りたいと思うこと。） 

•イエス•キリストへの信仰をさらに強くするにはどうしたらよいでしょうか。 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.信仰箇条第4節を復唱し，なぜ「イエス•キリストを信じる信仰」が福音の第一の原則の 初 

に来ていると思うか尋ねる。子供たちに第4節を暗唱させる。または暗唱できるように助ける。 

2.1ニーフアイ7:12の「主は彼らのために」から後を暗唱させる。 

3.イエス•キリストが今も生きておられることは，どのようにして分かりますか。次のような 

考えられる答えをワードストリップにして用意しておく。鍵となる言葉を黒板に書いてもよい。 

預言者たちの書いた聖文にイエスのことが出ている。 

ほかの人が証をしている。 

イエスの愛を感じることができる。 
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ジョセフ.スミスがイエスにまみえ，イエスの教会を回復した。 

よく祈れば，イエスが生きておられることを聖霊が証してくださる。 

4.「信仰」（『子供の歌集』p.50)を歌うか，または歌詞を読む。 

5.子供たちにマタイ17 ： 20を読ませる。からし種はとても小さいが，大きな茂みのある木に生 

長することを説明する。わたしたちの信仰も種が木に生長するように強くなれば，偉大なこ 

とを成し遂げることができる。 

まとめ 

証 イエス•キリストを信じる信仰を持てば，キリストの時代の人々のように奇跡を経験できるこ 

とを証する。あなた自身の体験談を話してもよいし，子供たちに体験を話させてもよい。 

読書課題 この課の復習として，マルコ2 ：1-12を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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種まきのたとえと麦と毒麦のたとえ 

目的 子供たちに二つのたとえに込められた霊的なメッセージを理解させ，生活に応用させる。 

準備 1.マ夕イ13:1-9，18 — 30, 37 — 43 ；マルコ4 ：14-20 ；ルカ8 ：11—15 ；教義と聖約86 ：1 —7 

を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教え 

るか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照)0 

2.その他の参照箇所——マルコ4 ：1-9 ；ルカ8 ： 4-8 ；教義と聖約101：65-66 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.「隠されたメッセージのパズル」を書いた紙を人数分，またはクラス全体で行う場合は摸 

造紙に書いたパズル 

隠されたメッセージのパズル 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 

5 6 わ た し た ち は 7 8 9 1 2 

た と え か ら 3 4 5 6 7 8 9 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 お し え を 

2 3 4 5 6 ま な ぶ こ と が 7 8 

9 1 で き ま す o 2 3 4 5 6 7 

8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 

レッスン 

導入 

聖文と 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

子供一人一人に用意した紙を配るか，または模造紙に書いたパズルを掲示し，数字の間に隠さ 

れたメッセ一ジを探すように言う。 

イエスが民に教えを伝える方法として，よくたとえを用いられたことを説明する。たとえとは， 

霊的なメッセージを含んだ短い物語のことである。 

子供たちに種まきのたとえと，麦と毒麦のたとえを教える（聖文中の出来事を教える方法につ 

いては，「聖文に基づいて教える」p.vU参照）。イエスはたとえで民をお教えになるときに，身近 

なものを使って霊的なメッセージをお伝えになったことを説明する。二つのたとえについて話し 

ながら，子供たちに，隠された霊的なメッセージが何かを注意して聞くように言う。 

1.種まきのたとえ（マタイ13:1 —9，18-23 ；マルコ4 ：14 一 20 ；ルカ8 ：11—15) 

•種まきのたとえでイエスが語られた，民にとって身近なことは何でしようか。（マタイ13: 

3-8) 
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•マタイ13 ：18-23 ；マルコ4 ：14一20 ；ルカ8 ：11-15をみんなで読む。「種」とは何のこと 

だと思いますか。種を食べた「鳥」は何を表してしますか。「石地」とは何でしょう。「い 

ばら」とは何でしょう。「良い地」とは何ですか。「根」は何でしょう。「世の心づかい」と 

は何でしょうか。 

•わたしたちは神の言葉をどのように学ぶことができますか。 

•わたしたちは神の言葉をどのように受け取るべきですか。わたしたちの心はどのような状 

態であるべきでしょうか。（マタイ13: 23) 

•種まきのたとえにはどんな隠されたメッセ一ジがありますか。 

2.麦と毒麦のたとえ（マタイ13 ： 24-30) 

•麦と毒麦のたとえの中でイエスがお使いになった身近なものは何ですか。 

•このたとえの中の種をまく人とはだれのことでしょう。「麦」は何を表しますか。夜にゃっ 

て来て毒麦をまくのはだれでしょう。「毒麦」とは何でしょう。「収穫」は何を表していま 

すか。マタイ13: 37-43;教義と聖約86:1-7を一緒に読み，再び次の質問をする。 

•皆さんは麦になりたいですか。それとも毒麦になりたいですか。なぜでしょう。 

•このたとえに隠されたメッセージは何でしようか。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.以下の表と似たものを作り，子供たちに二つのたとえの意味を理解させる。あるいは，話を 

進めながら要点を黒板に書いていってもよい。全部書き終えたら，初めから復習する。子供 

たちに書き取らせてもよい。 

種まきのたとえ 

種 イエス•キリストの福音または神の言葉 

土 神の言葉を聞いた人の心 

道端 理解しない 

石地 聞くが根がない；すぐに気分を害する 

いばら「世の心づかいと富」に惑わされる 

良い地 聞いて理解する 

悪い者 サタン 

実 善き業 

麦と毒麦のたとえ 

種まき イエス•キリストと使徒 

良い種（麦）イエスに従う者たち 

畑 この世 

敵 サタン 

毒麦（雑草）サタンに従う者たち 

刈る者 天使 

収穫 イエスの再臨 

2.(果物，野菜，米，麦，豆などの）種を用意する。種が生長して良い実を結ぶのに必要なもの 

は何かを話し合う。その種を道端や石地，いばらの間にまいたらどうなるか，子供たちに尋 

ねる。そのことと，福音の種を心にまくことを比較する。種をまく場所のそれぞれの状態が 

どのような心の状態を表したものかを話し合う。また，福音の種が生長して実を結ぶには何 

が必要かを話し合う。 
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3.黒板に「耳」「目」「心」と書く。 

•皆さんは耳と目と心で何をしますか。子供たちにマタイ13 ：15を読ませる。イエスは体の 

中のこれらの部分を用いて何をするように言っておられますか。この聖句を二つのたとえ 

と福音に当てはめる。神の言葉に心から耳を傾け，その中にある真理を見，イエスが言わ 

れたことを行えば，わたしたちはこれらのたとえの中のだれと同じになるでしょうか。 

4.子供たちに隠されたメッセージのパズルの文字に色を塗らせるか下線を引かせるかして，メ 

ッセージが分かるようにする。子供たちに，二つのたとえから学んだことを一つずつ挙げさ 

せる。 

5.子供たちと一緒にマタイ13章にあるほかのたとえを読み，何を意味するのかを子供たちに理 

解させる。詳しくはジェームズ.E.タルメージ著『キリスト•イエス』19章「イエスは譬で 

多くのことを語られた」または『聖句ガイド』の「たとえ」の項参照。 

まとめ 

証 イエス•キリストはわたしたちの救い主であられること，そしてイエスの言葉を学んで戒めを 

守れば天の御父のようになり，天で再び御父と生活できるようになることを証する。 

読書課題 この課の復習として，マタイ13 ：1-9を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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生まれつき目の見えない人を 
癒されるイエス•キリス卜 

第 課 

目的 イエス•キリストのもとに来ることによって試練やチヤレンジを克服することができること 

を，子供たちに理解させる。 

準備 1.ヨハネ9章を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちに 

どう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。注 

意——クラスの中に目の不自由な子供がいる場合，レッスンの準備と実施に当たっては十分 

に配慮する。 

2.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.教材 

a.『聖書』人数分 

b.目隠しをするための布 

c.視覚資料7-14「盲人を癒されるイエス」（『福音の視覚資料セツト』213) 

レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 一人の子供に目隠しをして，何かの物体の一部（車の一部など）を黒板に描かせる。次の子供 

にも目隠しをして，同じ物体の別の部分を描かせる。それを何人か続ける。なぜこれが難しい作 

業であるかを話し合う。 

•見えないと絵がうまく描けないのはなぜですか。 

•これから一生目が見えなくなると言われたら，どんな気持ちになりますか。 

これから目の見えない状態について二つの異なった角度から話をすることを説明する。聖文を 

読む間，その二つとは何かを考えるように言う。 

聖文 視覚資料「盲人を癒されるイエス」を見せ，ヨハネ9章にある生まれつき目の見えない人をイ 

エスが癒される話を教える（聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」 

p.vii参照）。この話を紹介しながら，民がイエス•キリストを信じるようになると自分たちの人気 

が落ちることをパリサイ人（ユダヤ人の宗教指導者）が恐れたことを子供たちに理解させる。そ 

こでパリサイ人は民を扇動し，イエスについてまたイエスがお教えになったことについて疑いの 

目を向けさせようとした。イエスがお教えになった福音の真理を理解しなかったパリサイ人は， 

霊的に目の見えない状態となっていた。利己心から救い主に従わなくなると，わたしたちも霊的 

に目の見えない状態に陥ることを説明する。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•生まれつき目の見えない人について，弟子たちはイエスにどう尋ねたでしようか。（ヨハネ9: 

2)なぜ人々はよく，病気や苦難を罪のせいにするのでしようか。この人の目の見えない理由 

を，イエスは何だと言われましたか。（ヨハネ9: 3) 

•パリサイ人はなぜ霊的に目の見えない状態に陥っていたのでしようか。（ヨハネ9 ：16)パリサイ 

人はイエスを何と非難しましたか。なぜ彼らはイエスを神の御子と認めなかったと思いますか。 
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•生まれつき目が見えなかった人にパリサイ人がどうして目が見えるようになったか尋ねたと 

き，その人はイエスのことをどんなふうに言いましたか。（ヨハネ9:11)2度目のときはイエ 

スのことを何と言ったでしょうか。（ヨハネ9:17) 

•この人の霊的な目と肉体的な目には何が起こったのでしょうか。この人は3度目にイエスにつ 

いて尋ねられたとき，何と言ったでしょうか。（ヨハネ9: 30-33) 

•イエスを証したこの人には何が起こりましたか。（ヨハネ9: 22，34)この人が会堂（ユダヤ教 

の教会堂）から追い出されたことを聞いたイエスは，何をなさいましたか。（ヨハネ9: 35)イ 

エスが自分を捜しに来られたのを知ったこの人はどんな気持ちがしたと思いますか。この人の 

後の証はどのようなものだったでしょうか。（ヨハネ9:35-38)彼の霊的な目はどうなった 

でしょうか。 

•なぜ天の御父とイエスは，わたしたちの生活の中に試練や問題があるのをお許しになっている 

のでしょうか。試練や問題は霊的な目をどう開いてくれるでしょうか。御父やイエスは，わた 

したちが試練や問題を克服しようとするときにどう助けてくださるでしょうか（「レッスンを 

豊かにする活動」の4参照)。 

•あなたやあなたの家族は，試練の中でどのような祝福を受けてきましたか。この質問について 

話し合うよう子供たちに勧める際は，家族の公表すべきでない私的な事柄については話さない 

ように言う。 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.クラスを小グループに分け，各グループに次の聖句の中から一つを割り当てる。その聖句の 

中の人物が試練にどう対処したかをグループで話し合い，報告するように言う。 

ダニエル3:17-18，23-25，28 
1 ニーフアイ18 ：16，20-22 

モーサヤ24 ：13-16 
アルマ14 ： 8 - 1 1 

2.子供たちに体の不自由な人々への思いやりの大切さを教える。体の不自由な成人（または体 

の不自由な子供を持つ親）にクラスに来てもらい，不自由な人々への思いやりの示し方を教 

えてもらう。体の不自由な人々のことを笑ったりからかったりしてはいけないことを強調す 

る。必要なときは助けることもできるし，仲間に入れて一緒に遊ぶこともできる。友達にな 

ることもできる。体の不自由な人たちも皆と同じように，一緒に活動することができるので 

あ々o 

3.「友達」（『子供の歌集』78)を歌うか，または歌詞を読む。 

4.スペンサー• W.キンボール大管長の次の言葉を読んで話し合う。 

「もし，すべての祈りがすぐにかなえられたとしたら，……苦しみや悲しみ，失意などは，ほ 

とんど存在しないかまったくなくなり，死までもがなくなるであろう。そして，これらのものが 

なくなるのであれば，そこには何の喜びも，成功もなく，復活も，そして永遠の命と神々となる 

こともなくなるでしよう。」(Faith Precedes the Miracle『奇跡に先駆ける信仰』p.97) 

まとめ 

証 試練や問題に直面したときでも主の戒めを守り，イエス•キリストを信じてイエスに近づこう 

とする人には，主が祝福と助けを与えてくださることを証する。 

読書課題 この課の復習として，ヨハネ9:1-38を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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迷い出た羊，なくした銀貨，放蕩息子 

目的 「教会をお休みしている人が活発に教会に来られるように助けたい」という気持ちを子供に持 

たせる。 

準備 1.ルカ15章；マタイ18 ：12-14 ；教義と聖約18 ：10-11を祈りの気持ちで研究する。それから 

レッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」 

p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.教材 . 

a.『聖書』人数分 

b.視覚資料7-19「良い羊飼い」；7-20「放蕩息子」（『福音の視覚資料セツト』220) 

レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 あなた自身でも知人でも，何か大切なものをなくして後で見つかった体験を紹介する。それが 

どれほど大切なもので，なくしたときにどんな気持ちがしたか，どのように搜したか，見つけた 

ときどんな気持ちだったかを説明する。可能であればその品物を子供たちに見せる。子供たちに 

も同じような体験があれば紹介させる。 

聖文 聖句を用いながら，迷い出た羊，なくした銀貨，放蕩息子の話をする（聖文中の出来事を教え 

る方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。これらのたとえは種まきのたとえや麦 

と毒麦のたとえと同じように，福音の大切な原則を教えるものであることを説明する。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と參照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

1.迷い出た羊となくした銀貨 

•なぜ羊飼いは100匹の羊うちの1匹，女は10枚の銀貨のうちの1枚をそれほど大切に思ったの 

でしょうか。（ルカ15: 4, 8)人々は貧しかったので，1匹の羊，1枚の銀貨が彼らにとって 

は大切なものでした。同じように，天の御父にとって子供たち一人一人はかけがえのない 

存在です。なぜわたしたち一人一人は天の御父にとってかけがえのない存在なのだと思い 

ますか。 

•この羊はなぜ迷い出てしまったのでしょう。銀貨はなぜなくなったのでしょう。わたした 

ちの中で迷ってしまう人は，なぜそうなるのでしょう。わたしたちの中で失われた人，迷 

っている人とは，戒めを守らない人，御父のもとに帰るのにふさわしくないようなことを 

している人であることを理解させる。 

•羊飼いは迷い出た羊を見つけときにどうしましたか。（ルカ15:5)彼のどのような行動が 

その羊を愛していることを示していますか。羊飼いとはどなたを表していますか。羊とは 

だれのことでしょう。 

•なくした銀貨を見つけるために，女は何をしましたか。（ルカ15:8)群れから迷い出て戒め 

を守らなくなってしまった人々のために，イエス•キリストは何をしてこられましたか。（教 

義と聖約18:10-11)わたしたちは迷った人々に対してどのような助けができるでしようか。 
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•羊飼いや女は，羊や銀貨が見つかったときにどうしましたか。（ルカ15: 6, 9)だれかを悔 

い改めて教会に戻るように助けることができたら，どんな気持ちがするでしょうか。 

•人が悔い改めると天や天使が喜ぶのはなぜでしょうか。（ルカ15: 7,10) 

2.放蕩息子 

•「放蕩」とはどういう意味ですか。（お金を浪費し，ふしだらな生活をすること。） 

•放蕩息子は受け取った財産をどうしましたか。（ルカ15:12-13)「放蕩に身を持ちくずし 

て」とはどういう生活でしょう。なぜそのような生活を選ぶ人がいるのでしょうか。この 

息子が自分のもとを離れたとき，父親の気持ちはどのようなものだったと思いますか。あ 

なたの家族の中でこの放蕩息子のような生活をしている人がいたらどうでしょう。（子供の 

中には戒めを守っていない家族がいることもあるので注意する。） 

•お金を使い果たした放蕩息子は，食べ物を得るために何をしましたか。（ルカ15:14-16) 

•「本心に立ちかえって」とはどういう意味でしょうか。（ルカ15:17)この息子が味わった 

苦しみや悲しみは，悔い改めようとする気持ちを起こすうえでどう役立ちましたか。 

•なぜこの息子は父親のもとに帰る決心をしたと思いますか。（ルカ15:17-19)父親はどの 

ような人だったでしょう。（ルカ15:17) 

•息子が帰って来たとき，父親はどう思いましたか。（ルカ15: 20)彼は息子のために何をし 

ましたか。(ルカ15: 22 — 24) 

•弟が帰って来たのを知って，兄はどう思いましたか。（ルカ15: 28-30)戒めに従おうとし 

ない家族でも続けて愛することはなぜ大切なのでしょうか。 

•父親は兄に何を約束したでしょうか。（ルカ15: 31)この父親は，罪を犯したにもかかわら 

ず悔い改めた人にどう接するかについて，どのような模範を示したでしょう。（ルカ15: 32) 
だれかが罪を悔い改めて正しい生活に戻るのを見たら，どんな気持ちがするでしょう。戒 

めを守ってこなかったことを心から悲しんでいる人に，わたしたちはどう接したらよいで 

しょつ力、。 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.教会をお休みしている子供を助ける方法を考えさせる。（友達になる，良い模範になる，教会 

の活動に誘う，何かを一緒にする，などの答えが考えられる。） 

2.次の話を紹介する。 

10歳のジョシュア•デニスはお父さんたちと一緒に今は使われていない鉱山の探検に出か 

けました。鉱山の中で，ジョシュアはみんなからはぐれないように気をつけていたのですが， 

真っ暗な中で独りぼっちになってしまいました。食べ物も水もありません。ジョシュアがい 

ないことに気づいたみんなは，すぐに捜し始めました。そしてすぐに，100人以上の人が協力 

して捜索に加わってくれました。また，何千人もが無事を祈って断食をしてくれました。こ 

うして5日間捜したのですが，ジョシュアを見つけることはできませんでした。すると，鉱山 

の中の様子をよく知っている専門家が援助を申し出ました。そして，ほかの人が気づかない 

場所でジョシュアを見つけました。彼はジョシュアを見つけたときの喜びを，とてもロでは 

言い表せないと言っています。ジョシュアが元気な状態で見つかったことを聞いて，捜索に 

参加した人も断食をした何千もの人も，皆涙を流して喜びました。」（“Making Friends: 
Jashua Dennis——A Treasure of Life” Friend「友達になろう：ジヨシュア•デニス——人 

生の宝」『フレンド』1990年11月号，pp.20-22) 
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物理的に迷った状態と霊的に迷った状態の違いについて話し合う。わたしたちは物理的に迷っ 

た人と同じように霊的に迷った人をも救い出さなければならない。 

3.迷子捜しのゲームを行う。一人の子供に迷子になりそうな場所を思い浮かべさせる。それを 

紙に書くか教師に耳打ちする。ほかの子供たちは「はい」「いいえ」で答える質問をして，そ 

の場所を当てる。（それは混んだ場所ですか。山の中ですか。何かの下ですか。）迷子になっ 

た人を捜すには時間がかかること，霊的に迷った人の場合には特にそうであることを説明する。 

4.子供たちが教義と聖約18:10を暗唱できるように助ける。 

まとめ 

証 

読書課題 

天の御父が子供たち一人一人を愛しておられること，一人一人が大切な存在であることを証す 

る。御父とイエス•キリストは迷った人々が戻ることを望んでおられる。そのことを証する。 

この課の復習として，ルカ15:11—32を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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良いサマリヤ人のたとえ 

目的 子供たち一人一人がすべての人に愛を示せるように助ける。 

準備 1.ルカ10 ： 25-37とマタイ22 ： 34-40を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し， 

聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づい 

て教える」p.vii参照)。 

2.その他の参照箇所——ヨハネ14:15, 21；1ヨハネ4 ： 20-21；『聖句ガイド』の「祭司」と 

「レビ」の項 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.視覚資料7-21「良きサマリヤ人」（『福音の視覚資料セット』218) ； 7-22「聖地の地図」 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

一人の子供の名前を呼んでこう尋ねる。「(名前），あなたの隣り人はだれですか。」何人かの子 

供に同じ質問をする。普通わたしたちが隣り人というと，近所に住んでいる人のことを考える。 

この課ではイエスがお教えになる隣り人の意味を子供たちに理解させることを目的としている。 

一人の子供にマタイ22 ： 34-40を読ませ，人を愛することの大切さについて話し合う。 

視覚資料「良きサマリヤ人」と「聖地の地図」を見せる。ルカ10 ： 25-37にある良いサマリヤ 

人の話を紹介する（聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。 

地図でサマリヤとユダヤを示し，ユダヤ人とサマリヤ人の関係について説明する。ユダヤ人はサ 

マリヤ人を非常に嫌っていたので，エルサレムからガリラヤへ旅するユダヤ人は，サマリヤを通 

らずにわざわざ遠回りしてヨルダンの谷を抜けていた。この物語は子供たちに演じさせてもよい。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•イエスは，永遠の命を受け継ぐには何が必要であるとおっしゃっていますか。（ルカ10:27-

28)なぜこの戒めは大切なのですか。（マタイ22 ： 37-39) 

•わたしたちはどのようにして御父とイエスに愛を示すことができるでしょうか。（ヨハネ13 ： 

34-35 ；14 ：15, 21) 

•あなたの隣り人はだれですか。イエスが隣り人と言われたのは，近所に住んでいる人だけです 

か。 

•良いサマリヤ人のたとえを話すことによってイエスは，どんな質問に答えられたのでしょうか。 

(ルカ10: 25, 29) 

•ユダヤ人の祭司やレビ人は，傷ついたユダヤ人をなぜ助けなかったのでしょう。（ルカ10: 

31-32) 

•サマリヤ人は傷ついたユダヤ人のために何をしましたか。（ルカ10 ： 33-35) 
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•傷ついたユダヤ人をサマリヤ人が助けたことは，なぜ重要だったのでしようか。このサマリヤ 

人は，どのような良い隣り人としての特質も備えていたでしようか。この物語から，隣り人と 

はだれかについて何を学ぶことができるでしようか。もっと良い隣り人になるにはどうしたら 

よいでしよう。 

•主を も深く愛していたのは，祭司，レビ人，サマリヤ人のうちだれでしよう。それはなぜで 

すか。 

•イエスの教えに従ってほかの人々に愛を示すにはどうしたらよいでしよう。助けを求めている 

人にはどう接しますか。わたしたちと異なっている人に対してはどうですか。わたしたちに親 

切でない人に対してはどうでしよう。 

困っている人を助けた経験や，家族が人から助けられた経験を子供たちに話させる。ただし， 

ワードのほかの会員が困るような話はしないように気をつける。 

•奉仕や援助を通して人に愛を示すとき，どんな気持ちがしますか。天の御父やイエスに近づい 

たという気持ちになりますか。御父や隣り人を愛することによって，わたしたちはどのような 

祝福を受け継ぐことができるでしようか。（ルカ10 ： 25-28) 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.以下の（1)から（7)までの活動を別々の用紙に書く。aとbの部分は同じ紙に書いておく。 

子供にその紙を1枚ずつ渡し，近所に子供が一人引っ越して来たことを想像させる。aは隣り 

人として引っ越して来た子に愛を示すために何ができるか，bは同様の方法で天の御父に愛を 

示すために何ができるかを教えたものである。順番に一人ずつ書かれたことを読ませる。 

(1)a.その子の家に行く。 

b.初等協会や教会のほかの集会に出席する。 

(2) a.その子を家に招く。 

b.あなたの家を天の御父の御霊の宿る場所にする。 

(3) a.その子について知る。 

b.聖文を読む。 

(4) a.その子と話をする。 

b.折る。 

(5) a.その子のために何かをする。 

b.戒めを守る。 

(6) a.その子の家族のために何かをする。 

b.人に奉仕をする。 

(7) a.その子を活動に招待する。 

b.天の御父の御霊がともにあるように祈る。 

2.十戒（出エジプト20 ： 8-17)を読む。それをイエスが授けられた二つの戒め（マタイ22章） 

と比較する。黒板を左右二つに分けて左側の上の方に「天の御父を愛する」と書き，右側の 

上の方に「人を愛する」と書く。そして，十戒の一つ一つが左右どちらに当てはまるかを尋 

ねる。ヨハネ14:15，21を読み，戒めを守ることが天の御父を愛することにつながるという 

事実を理解させる。 

3.子供たちがマタイ22 ： 37-39を暗唱できるように助ける。 

4.「今日われ善きことせしか」（『賛美歌』137香）または「共に愛し合え」（『賛美歌』192番）を 

歌うか，または歌詞を読む。 
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まとめ 

証 天の御父とイエスを愛していること，福音に感謝していることを証する。人に愛を示すことい 

ついて，イエスの模範に従うように勧める。 

読書課題 この課の復習として，ルカ10:25-37を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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10人のらい病人を癒される 
イエス•キuス卜 

m p - j i i 

目的 受けた祝福について天の御父に感謝するように，子供たち一人一人に勧める。 

準備 1.ルカ17 ：12-19と教義と聖約59 ： 7を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し， 

聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づい 

て教える」p.vii参照）。 

2.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.子供たち一人一人のために，レッスンの中で用いる「感謝のカード」を作る。これは子供た 

ち一人一人の行いや性質について，あなたの感謝の気持ちを書いたものである。 

4.力一ドに「御父への感謝を忘れない」と書いたものを人数分用意する。 

5.教材 

a.『聖書』人数分 

b.『教義と聖約』（合本）1，2冊 

c.視覚資料7-23「10人のらい病人」（『福音の視覚資料セット』221) 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

感謝の言葉を書いたカードを子供たち一人一人に配る。子供たちに読ませた後で，人から感謝 

の言葉を言われるとどんな気持ちがするかを話し合う。だれかがあなたに特別な努力を払って感 

謝の気持ちを伝えたことがあればその体験を紹介し，そのときにどう感じたかを説明する。子供 

たちにも同じような経験があれば，紹介させる。 

視覚資料「10人のらい病人」を見せ，ルカ17:12-19にあるイエスがらい病人を癒された話を 

教える（聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。らい病 

とはひどい皮膚の病気であることを説明する。当時の人々は，その病気はとても感染力が強いと 

考えていたので，らい病にかかった人は町にいたり人に近づいたりすることができなかった。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•イエスを見たらい病人はどうしましたか。（ルカ17:13)彼らはイエスがどなたであるか知っ 

ていて，イエスを信じていたと思いますか。 

•イエスは病気を治すために何をするように言われましたか。（ルカ17 ：14) 

•感謝するためにイエスのもとに戻ったのは何人でしたか。（ルカ17:15-16)イエスはらい病 

人について何と言われたでしょうか。（ルカ17 ：17-19) 

•なぜ9人のらい病人は戻って来てイエスに感謝することをしなかったのでしょうか。 

•もしあなたが10人を助けたにもかかわらず，一人しか感謝をしに戻って来てくれなかったらど 

んな気持ちがしますか。 

•わたしたちは天の御父に，どのようなことを感謝したらよいでしょうか。教義と聖約59:7を 

読むか，または一人の子供に読ませる。受けた祝福一つ一つについて御父に感謝をすることは 

なぜ大切なのでしようか。 
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•どのように御父への感謝を示すことができるでしようか。 

用意したカードを子供たち一人一人に配る。どのようなことを御父に感謝するか子供たちに挙 

げさせる。子供たちの答えを黒板に書いてもよい。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.子供たちが教義と聖約59: 7を暗唱できるように助ける。この聖句を「御父への感謝を忘れな 

い」のカードの裏側に書かせる。このカードを目につく所にはっておくように言う。 

2.黒板に「感謝」と書く。「かんしゃ」の文字一つ一つで始まることで，感謝したいと思ってい 

ることを挙げさせる。わたしたちがすべてにおいて主に頼っていることを理解させる。 

3.次のような表を黒板に書く。 

感謝 

話す 示す 

両親 戒めを守る 

友達 奉仕をする 

食べ物 祈る 

衣服 

子供たちに，御父に具体的にどのようなことを感謝したいか言わせ，「話す」の下に書く。 

次に，その感謝の気持ちを具体的にどう示すかを考えさせ，「示す」の下に書く。感謝はロに 

出して言うことと行動に示すことの両方が大切であることを強調する。 

4.美しい風景や動物，植物の写真を見せて天地創造について復習し，万物を創造してくださっ 

た天の御父とイエスに対してどれほど感謝しなければならないかを話し合う。 

5.—人一人に紙と鉛筆を配り，親や友達，隣人，教師，監督などに感謝の手紙を書かせる。そ 

れを本人に届けるように言う。必要ならば教師の方で届ける。 

6.モーサヤ2 ：19-24を読み，ベニヤミン王が語ったことについて話し合う。わたしたちは天の 

御父がしてくださったことに対して十分なお返しをすることは決してできない。したがって， 

御父はいつでも感謝されて当然の立場におられるのである。 

まとめ 

証 天の御父とイエスへの感謝の気持ちを述べる。また子供たちの教師としてイエス•キリストの 

福音を教える機会があることへの感謝を述べる。 

読書課題 この課の復習として，ルカ17:12-19を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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無慈悲な僕 第 p p 課 

目的 子供たちの人を赦す気持ちをはぐくむ。 

準備 1.マタイ18 ： 21-35 ； 6 ：12，14-15 ；教義と聖約58 ： 42を祈りの気持ちで研究する。それから 

レッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」 

p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.その他の参照箇所——エペソ4 ： 32 ；教義と聖約64 ： 8-10 ；ジェームズ• E •タルメージ『キ 

リスト.イエス』385-387，389 

3.子供たちを參加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材——『聖書』人数分 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

子供たちに70の7倍を計算させる（黒板に問題を書いてもよい)。 

•答えは大きな数ですか。1からこの数字まで数えるのにどのくらい時間がかかるでしょうか。 

一人の子供にマタイ18 ： 21-22を読ませる。 

この数字が赦しについて大切なことを教えてくれていることを説明する。イエスはわたしたち 

に，いつも進んで人を赦すように言われた（「レッスンを豊かにする活動」の4参照）。 

マタイ18 ： 21-35から無慈悲な僕について教える（聖文中の出来事を教える方法については， 

「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。この物語は劇化するのによい。あなたか，または子供の一 

人が聖句を読み，ほかの子供たちに王，無慈悲な僕，仲間，ほかの僕の役を演じさせる。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•王は1万夕ラントの負債のある僕を， 初どうしようとしたでしょうか。（マタイ18:25)夕ラ 

ントが大きなお金の単位であることを説明する（夕ラントについての詳細は『キリスト•イエ 

ス』p.389参照）。 

•王の心が変わったのはなぜですか。（マタイ18: 26)王はこの僕に対してどういう気持ちを抱 

きましたか。（マタイ18:27)思いやりの気持ちを抱くとはどういう意味だと思いますか。 

•主人（王）に負債を許してもらった僕はどうしましたか。（マ夕イ18: 28)100デナリ（わず 

かなお金）を借りていた僕は1万夕ラントの負債のあった僕に何を頼みましたか。（マタイ18: 

29)1万夕ラントの負債のあった僕は，仲間の僕の頼みにどうこたえましたか。（マタイ18:30) 

事の次第に気づいた主人はどうしましたか。（マタイ18 ： 31-34) 

*わたしたちもこの無慈悲な僕や主人のようになることがあります。どのようなときにそうなり 

ますか。人を赦したとき，どんな気持ちがしますか。赦さないときはどうですか。 

•この負債のあった二人の僕の大きな違いから何を学ぶことができるでしょうか。 

•イエスはこの無慈悲な僕の話から何を教えようとされたのでしょうか。イエスは，赦しを受け 

るためにわたしたちが何をしなければならないと言っておられますか。（マタイ18 ： 35) 
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山上の垂訓のイエスの祈りの中で赦しについての言葉を覚えているかどうか尋ねる。『聖書』 

のマタイ6 ：12を開かせ，一緒に読む。14，15節も読む。 

•だれかから意地悪をされたときのことを思い浮かべるように言う。どのような気持ちがしまし 

たか。あなたは何をしましたか。イエスはそのようなときにどうするように言っておられます 

か。赦すのは簡単ですか。もっと人を赦せるようになるにはどうしたらよいでしょう。だれも 

人を傷つける権利はありません。だれか子供を傷つけている人を見たら，両親かほかの信頼で 

きる大人，または監督に話すように言う。 

•友達や家族の人に意地悪なことをした後で，謝ったのにその人が赦してくれないときはどんな 

気持ちがしますか。 

•わたしたちが何か悪いことをした後で悔い改め，主に赦しを求めたとき，主はどのようなこと 

をしてくださると言われましたか。（教義と聖約58: 42) 

•ぺテロが自分に対して罪を犯した人を何回赦せばいいのか尋ねたとき，イエスは何とおっしゃ 

いましたか。（マタイ18 ： 21—22)イエスはぺテロに何を教えようとされたのでしょうか（人 

を赦すのに回数に制限はない，ということ）。 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.各人に紙と鉛筆を配る。紙の両端に上から1から7まで番号をふらせ，赦しについての次の質 

問への答えを書かせる。7問とも「はい」か「いいえ」で答える。 

1.「赦してあげるけど，君のしたことは忘れないからね」というのは，ほんとうの赦しでし 

ょつかo 
2.あなたに意地悪をした人が何かで困っているのを見て喜ぶのは，ほんとうの赦しでしょうか。 

3.お兄さんやお姉さんからぶたれても怒らないのは赦しでしょうか。 

4.意地悪をした人に仕返しをしようとするのは赦しでしょうか。 

5.意地悪をした人とロを利かないのは赦しでしょうか。 

6.意地悪をした人の味方になってあげることは赦しでしょうか。 

7.今まであなたに意地悪をしてきた人について悪口を言うのは赦しでしょうか。 

答えを確認しながら赦しの意味と大切さについて話し合う。 

2.—人の子供に教義と聖約64 ： 8-10を読ませる。この節を幾つかの部分に分けて，一人ずつ説 

明させる。またクラスを幾つかのグループに分けて，この聖句の意味について話し合わせる。 

各グループから出た意見を発表させながら，わたしたちが人を赦すように戒められているこ 

とを理解させる。 

3.子供たちに教義と聖約64 ：10またはマタイ6 ：14-15を暗唱させる。 

4.子供たち一人一人に紙と鉛筆またはマーカーを配る。そして，紙に四角形を7つ描くように言 

う。次に7つの四角形をあと6セット描くように言う。そして，イエスが人を赦すように言わ 

れた回数は，今描いた四角形の数の10倍であることを説明する。つまり，どんなときにも赦 

すように言われたのである。 

5.「人をゆるせるように」（『子供の歌集』p.52)を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 イエスの教えに従って人を赦すことの大切さを証する。人を赦すとき，天の御父に赦していた 

だく資格ができることを子供たちに理解させる。 

読書課題 この課の復習として，マタイ18:21-35を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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良い羊飼い 第2C3課 

目的 良い羊飼いであるイエスを信頼するように子供たちに教える。 

準備 1.ヨハネ10 ：1-18 ；マルコ10 ：13 — 16 ； 3ニーファイ11：37-38を祈りの気持ちで研究する。 

それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスン 

の準備」p.vi，「聖文に基づいて教える」p.vii參照）。 

2.その他の参照箇所——マタイ19 ：13—15 ；ルカ18 ：15—17 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.『モルモン書』人数分 

c.視覚資料7-19「良い羊飼い」；7-24「キリストと子供たち」（『福音の視覚資料セツト』216) 

レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 これから，人が持っているある責任について話すことを子供たちに告げる。ヒントを一つずつ 

言い，分かった子供は前に出て来て教師に答えを耳打ちする。答えが正しければそのまま立って 

いて，間違っていれば席に着く。次のようなヒントを使う。 

わたしは外で働きます。 

わたしは自分に任されたものをとても心配しています。 

時々ほかの動物や強盗と戦わなければなりません。 

注意深くなければなりません。 

子供を守ります。 

迷った者を探します。 

わたしが見守る者たちはわたしの声を知っていて，わたしについて来ます。 

わたしは群れのために緑の牧場ときれいな水を探します。 

天使はこの責任を持つ人たちにイエスの誕生を知らせました。 

わたしは羊を守ります。 

全員が「羊飼い」という答えを出したところで，着席させる。今日，良い羊飼いであるイエ 

ス•キリストについて学ぶことを話す。 

聖文 視覚資料「良い羊飼い」を見せる。羊飼いがイエス•キリストの象徴であることを説明する。 

良い羊飼いは羊のために自分をささげるからである。『聖書』の時代，夜になって羊を囲い（お 

おかみが入らないように，上にいばらを置いた高いさく）に入れると，羊飼いは一人ずつ順番に 

囲いの入り口に横たわり，文字どおり囲いへの門となって羊を守った（ヨハネ10:7, 9)。おお 

かみなどの獣が囲いを越えて羊を襲うようなことがあると，羊飼いは命をかけて羊を守る。朝に 

なって羊飼いが羊を呼ぶと，それぞれの羊は自分の主人の声を聞き分けた。安全に暮らすには， 

良い牧場に連れて行ってくれる羊飼いから離れずにいる必要があったのである。 

ヨハネ10 ：1-6の良い羊飼いの話を子供たちに教える（聖文中の出来事を教える方法について 

は，「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。 
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話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•なぜ羊は自分の羊飼いに従うのでしょうか。（ヨハネ10: 4)「羊はその声を知っている」とは 

どういう意味だと思いますか。わたしたちはどなたの声を知らなければならないでしょうか。 

わたしたちはどのようにして救い主の声を聞き分けられるようになるでしょうか。 

•現代の霊的な盗人や強盗はだれでしょうか。（ヨハネ10:1)(羊飼いであるイエスから離れさ 

せようとする人や物を考えさせる。）なぜ羊は「盗人や強盗」によって迷うことがないのでし 

ょうか。（ヨハネ10:8)わたしたちはどうすれば悪の影響から身を守ることができるでしょう 

か。ほかにわたしたちをそのような影響から守ってくれるのはどのような人たちでしょうか。 

(聖霊，預言者，両親，良い友達，教師，監督） 

•イエスが良い羊飼いであられるのはなぜでしょうか。（ヨハネ10: 9-11)イエスが良い羊飼い 

ならば，わたしたちは何でしょうか。イエスが良い羊飼いであられることが分かると，なぜも 

っとイエスに従いたいと思うようになりますか。 

•良い羊飼いはどのようにして自分の羊に愛を示しますか。（ヨハネ10:11)イエスは御自分の 

命を捨てて，またそれを得る力をどなたから受けられましたか。（ヨハネ10 ：17-18。イエス 

は母親が死すべき人間であったので死ぬことがおできになった。また父である天の御父が不死 

不滅の御方であったので，再び命を得ることがおできになった。）「よい羊飼は，羊のために命 

を捨てる」とはどういう意味でしょうか。（ヨハネ10:11)イエスの犠牲により，わたしたち 

がイエスや天の御父と再び生活ができるようになったのはなぜでしょうか。 

イエスが良い羊飼いであられる一つの理由は，御自分から進んで犠牲となり，わたしたちのた 

めに命をささげてくださったことである。そのことを子供たちに理解させる。このためわたした 

ちは皆，復活し，また悔い改めてパプテスマを受けることにより罪の赦しが得られるようになった。 

良い羊飼いがどのように羊を守るかを，もう一つの物語で紹介する。視覚資料「キリストと子 

供たち」を見せる。イエスが子供たちを祝福された話（マルコ10:13-16参照）を紹介する。 

•なぜイエスの弟子たちは，子供たちを追い返そうとしたのでしょうカゝ。（ジョセフ•スミス訳 

マタイ19:13)弟子たちが子供を追い返そうとしたとき，イエスは何と言われましたか。（マ 

ルコ10:14)イエスは子供たちにどのようなことをなさいましたか。（マルコ10:16)あなた 

がもし子供としてその場にいたら，どんな気持ちがしたでしょうか。イエスがわたしたちを愛 

してくださっていることが分かると，イエスに従うのがなぜ簡単になりますか。 

•イエスはわたしたちに，神の国に入りたければ「幼な子のように」なりなさいと言われました 

(マルコ10 ：15 ；モーサヤ3 ：19 ； 3 ニーフアイ11：37-38)。「幼な子のように」なるとはどう 

いうことでしょう。天の王国に入るために，わたしたちはどんな人にならなければならないで 

しょうか。また，イエスがわたしたちに望んでおられるのは，どのような人になることでしょ 

うか。 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.子供たち一人一人に少なくとも30センチの長さのひもを渡す。そのひもをテーブルの上か床 

の上に，自分から見て縦方向に伸ばして置くように言う。それからそのひもを前方に動かさ 

せる。次に，逆に自分の方に向かって引っ張らせる。この実験は羊飼いが羊をどう導くかを 

説明している。イスラエルでは，羊飼いは群れの前を歩いて羊を導いた。もちろん，群れの 

後ろにいて羊を追う国もある。イエスは良い羊飼いとして先頭に立ち，わたしたちに従って 

来るように言っておられる。 

2.詩篇23篇を読んで話し合う。 
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3.クラスを小グループに分け，イエスがどのようにしてわたしたちに愛を示されたか（または 

引き続き示しておられるか）を考えさせる。（アイデアとしては，アダムの背きの代価を支払 

われたこと，わたしたちの罪のために苦しまれたこと，聖文を通して福音を教えてくださっ 

ていること，模範となられたこと，必要なときに助けを与えてくださること，などである。） 

これらのことは，イエスがわたしたちを愛してくださっていることを知るためにどう役立ち 

ますか。 

4.イエスがニーフアイ人の子供たちに祝福をお与えになった話を読み，話し合う（3ニーフアイ 

17 ：12-13’ 21 — 24)。 

5.信仰箇条の 初の3節のどれか，または全部の復習をする。 

6.子供たちがヨハネ10:11を暗唱できるように助ける。 

7.「救い主の愛」（『子供の歌集』p.42)を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 

Hkfcp̂ AEg 

イエスがわたしたち一人一人を愛し，御自分に従ってほしいと思っておられることを証する。 

イエスの愛を感じた体験や，イエスに従って祝福を受けた体験を話す。 

この課の復習として，ヨハネ10 ：1-18を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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やちめのレブ夕 第24•課 

目的 子供たちに什分の一やそのほかの献金を正直に納めるように勧める。 

準備 1.マルコ12:41-44;3 ニーフアイ24:10;教義と聖約119:4を祈りの気持ちで研究する。それ 

からレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準 

備」p.vi，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.その他の参照箇所——ルカ21：1-4 ；教義と聖約64 ： 23 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.硬貨（同じ金額のもの）を10枚（または黒板に硬貨を示す円を10個描く） 

c.紙と鉛筆を人数分 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

10枚の硬貨をクラスの子供たちに見せる。 

•このお金を欲しい人は手を挙げてください。 

•全部渡した後で1枚だけ返してくれと言われたら，進んで返しますか。なぜでしょう。2枚か3 

枚，あるいは全部返してくれと言われたらどうでしょう。 

天の御父がわたしたちに什分の一を納めるように命じておられることを説明する。それは，受 

けたものの10分の1を返すことである。また御父は，わたしたちに断食献金や宣教師基金への献 

金を通して地上での主の業の発展の力になるように望んでおられる。 

子供たちに以下のことを思い起こさせる。地上の万物は天の御父とイエスによって創造された。 

天の御父は，わたしたちが働いたり考えたりできるように，肉体と心を与えて祝福してくださっ 

た。地上で得られるものはすべて，天の御父からの贈り物である。教会に什分の一やその他の献 

金を納めることによって感謝と信仰，従順をわたしたちが示すことを，天の御父は望んでおられる。 

子供たちに「やもめのレブ夕」の話を教える（マルコ12 ： 41-44)(聖文中の出来事を教える 

方法については，「聖文に基づいて教える」p.vn参照）。御父とイエスが教会員に対して，教会で 

の必要を満たすために什分の一と献金を納めるように望んでおられることを説明する。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•金持ちは「さいせん箱」に向かってどうしましたか。（マルコ12: 41)やもめは「さいせん箱」 

に何を入れましたか。（マルコ12: 42。レブ夕は非常に少額のお金であることを説明する。）な 

ぜイエスは金持ちの献金よりもやもめのレブ夕の方を喜ばれたのでしょうか。（マルコ12 ： 

43-44) 

•天の御父は什分の一としてどれだけの金額を納めるよう命じておられるでしょうか。（教義と 

聖約119: 4。「利益」とは得た収入を意味することを説明する。紙と鉛筆を使って什分の一を 

どう計算したらよいかを説明する。）什分の一を正直に納めるとはどういうことでしょうか。 
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•天の御父は断食献金として幾ら納めるように言っておられるでしょうか。宣教師基金に対して 

はどうでしょうか。什分の一は率の決まった金額であるが，断食献金や宣教師基金はわたした 

ちの持っている金額と必要性に合わせて自由に額を決めることができることを説明する。ただ， 

天の御父は「惜しみなく」納めるように求めておられる。多く納めればそれだけ御父の業に対 

するわたしたちの決意の程を示すことになるからである。 

•ほかにどのような方法で御父の業を推し進めるための援助を行うことができますか。（出エジ 

ブト25:1-8;教義と聖約124: 26-27)年齢を問わず教会員は皆，神殿建設のために献金を 

するように求められている。今日，神殿は世界各地に建設されている。新たに神殿が建てられ 

る地区に住んでいる人は，神殿建設のために献金することによって大きな祝福を得ることがで 

己るo 

•なぜ主はわたしたちに什分の一を納めるように命じられたのでしょうか。完全な什分の一を納 

めたとき，どのような祝福を受けることができるでしょうか。（3 ニーフアイ24 ：10)天の窓が 

わたしたちに開かれるとはどのような意味でしょう。ほかの献金を納めるとき，わたしたちに 

どのような祝福がもたらされますか。 

第12代大管長であるスペンサー• W •キンボール長老の次の話を紹介する。 

「主はわたしたちがこの律法（什分の一）に従順であれば，天の窓を開くと言われました。そ 

れは，給料が増えるのかもしれませんし，お金の使い方が上手になるのかもしれません。あるい 

は健康になるのかもしれませんし，理解力が増して昇進するのかもしれません。主の助けによっ 

て望んだことを行えるのかもしれません。」(The Teachings of Spencer W. Kimball『スペンサ 

一• W .キンボールの教え』p.212) 

什分の一やほかの献金を納めることによって得られる 大の祝福は，霊的なものである。什分 

の一の律法に従い，断食献金や宣教師基金に対して惜しみなく献金する度にわたしたちの信仰は 

強まるのである。 

•あなたやあなたの知っている人は，什分の一やそのほかの献金を納めることによってどのよう 

に祝福されましたか。教師自身の体験を話す。子供たちにも体験があれば紹介させる。 

•什分の一はいつ納めますか。（年間いつでも納めることができるが，お金が入ったらなるべく 

早く納めるのがよい。）什分の一や献金はだれに渡しますか。（監督または副監督。監督は什分 

の一を教会本部に送る。本部では教会の指導者が，集まった什分の一を主の業のためにどのよ 

うに使ったらよいかを決める。断食献金と宣教師基金は地元で用い，余剰分を教会本部に送る。） 

•わたしたちが納めた什分の一はどのように使われますか（「レッスンを豊かにする活動」の2参 

照）。断食献金はどのように使われますか。（断食献金は教会の福祉プログラムを支援するため 

に使われる。） 

•「什分の一年末面接」とは何でしょうか。（毎年一度監督から受ける面接で，納めた什分の一 

や献金の記録を受け取り，什分の一が完全であったかどうかを監督に告げる。収入の10分の1 

を主に納めたならば完全であると言うことができる。） 

•進んで什分の一を納めることはなぜ大切ですか。（モロナイ7: 6-8)収入が少ない人でも什分 

の一を納めるように期待されていますか。なぜでしょう。 

スペンサー•W•キンボール大管長の次の言葉について話し合う。「収入が少ないのでとても 

什分の一なんて納められませんと言う人がいます。……什分の一を納められないほど貧しい人は 

いません。」（『スペンサー• W •キンボールの教え』p.212) 

•そのほかの献金を納めるのはなぜ大切なのですか。教会への献金について考えるときに，「や 

もめのレブ夕」の話がなぜ模範になるのでしょうか。将来，全財産を教会にささげるように求 

められる可能性があることを話す。しかし今は，献金しても生活を維持していけるだけの金額 

を納めるように言われている。 
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レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.子供たちをグループに分けて仮の家族を作り，おもちゃのお金（自分で作ってもよい）を渡 

して予算を立てさせる。予算に含めるのは，食費，家賃，公共料金（電気，水道，ガス），レ 

クリエーションである。それから什分の一とほかの献金をリストの 初に付け加えるように 

言う。什分の一は主のものであるので，いつも 初に取り分けるように言う。 

2.子供たち一人一人に什分の一の用途を言わせる。必要であれば，次のリストからヒントを与 

又る。 

教会堂や神殿，セミナリーZインステイテュート，宣教師訓練センター，家族歴史セン 

夕一の建設 

ワード/ステ一クの活動，教材や備品の購入 

教会堂の維持や公共料金の支払い 

宣教師の交通費や備品の支払い 

中央幹部の旅費その他の経費の支払い 

神殿や家族歴史事業へのコンピューターの導入 

教会機関誌の出版 

教会衛星中継放送の経費支払い 

聖典の翻訳と出版 

3.子供たち一人一人に紙と鉛筆を配り，外が見える場所に移動させる。数分間で目に見えるも 

のをできるだけたくさん書くように言う。席に戻ったら，書いたものを発表させる。それか 

ら，わたしたちが見たものはすべて天の御父が与えてくださったものであり，什分のーや献 

金は御父への感謝の気持ちを示すものであることを説明する。 

4.次はエズラ•タフト.ベンソン大管長の話である。この話を読んで，什分の一を納めるには 

信仰が必要であること，また什分の一の律法を守ることにより祝福が得られることについて 

話し合う。 

「10代のころの話ですが，わたしは父と母が話をしているのを立ち聞きしました。翌日の 

什分の一年末面接について話していました。父は銀行に25ドル借金があり，それはその週の 

うちに返さなければなりません。什分の一を計算してみると，あと25ドル余分に納めなけれ 

ばなりません。父は干し草用の起重機を持っていて，それを売ってお金にしようと思ってい 

ましたが，うまくいきませんでした。 

どうしたらよいのでしょう。銀行への支払いを先にして，什分の一は後回しにするのか， 

それとも什分の一を先に納めて，数日後に迫った銀行への支払いは何とかなるさと思うのか。 

両親はこのことについて話し合い，たぶん祈りもささげたでしょう。父は次の日に什分の一 

の面接に行くように決心しました。25ドルを支払った父は什分の一を完全に納めたことにな 

りました。そして馬に乗って家に帰る途中，近所の人に呼び止められました。「『ジョージ， 

起重機を売ろうとしているんだって？幾らなんだい？』 

父は答えました。『25ドルだ。』近所の人は言いました。『品物は見てないが，あんたが作っ 

たものなら大丈夫だ。25ドルの価値はある。ちょっと待ってくれ。家で小切手を書いてくる。 

ちょうど欲しかったんだ。』この教訓は決して忘れることはないでしょう。」(The Teachings 
of Ezra Taft Benson『エズラ•タフト.ベンソンの教え』pp.471 -472) 

5.次の話を紹介する。 

「5歲か6歳のころだったと思います。たくさんいた家族と一緒に夕食の食卓に着いていた 
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とき，みんなが什分の一の話をしていました。そしてわたしに，什分の一とは収入の10分の1 

のことで，主を愛している人が主にささげるお金であることを説明してくれました。 

夕食の後，わたしはそれまでためていたわずかばかりのお金を取り出し，主に対して幾ら 

什分の一を納めなければならないか計算しました。それから家の中で鍵のかかる唯一の部屋 

であるバスルームに行き，バスタブの傍らにひざまずきました。そして，手のひらに硬貨を3， 

4枚載せて差し出すと，受け取ってくださいと主にお願いしました。わたしは主が受け取って 

くださることを確信しました。でも，しばらく祈り続けていましたが，お金は手のひらに残 

ったままです。小さな心は傷つきました。主がわたしの申し出を受け入れてくださらなかっ 

たからです。主は両親からの，そして兄たち全員からの什分の一は受け入れてくださったの 

に，なぜわたしからの什分の一は拒まれるのでしょう。わたしは体を起こしながら，自分が 

ふさわしくないという思いでいっぱいでした。そして，そのことはだれにも言えませんでし 

た。主だけが知っておられたことでした。 

それから何日か後の初等協会で，教師が，今日は感じるところがあって，レツスンにはな 

いことを話しますと言いました。驚いたことに，彼女は什分の一の納め方について話したの 

です。でも，わたしが学んだことは什分の一の納め方よりもはるかに大切なことでした。主 

がわたしの祈りを聞いて，それにこたえてくださったのです。主はわたしを愛してくださっ 

ており，わたしを大切に思ってくださっていたのです。」（アリェル•リツクス“Coinsforthe 
Lord” Ensign「主にささげる硬貨」『ェンサイン』1990年12月号，p.47) 

6.「主の恵み，人にも分かたん」（『賛美歌』138番）を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証とチヤレンジ 什分の一を納めることの大切さについて証を述べる。天の御父とイエス•キリストへの感謝の 

気持ちを示す手段として什分の一があることは特権である。そのことへのあなたの気持ちを述べ 

る。什分の一を納めることによって信仰が強められた経験を話す。ワードのほかの会員を招いて 

証をしてもらってもよい。 

子供たち一人一人に献金票と封筒を渡し，お小遣いをもらったときは正直に什分の一を納める 

ようチヤレンジする。 

この課のレッスンの復習として，マルコ12 ： 41-44を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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10人のおとめのたとえ 

目的 子供たち一人一人に，イエス•キリストの再臨に向けて霊的な備えをするように勧めるc 

準備 1.マタイ25 ：1-13 ；教義と聖約45 ： 56-57 ； 63 ： 53-54を祈りの気持ちで研究する。それから 

レッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」 

p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。 

2.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.教材 

a.『聖書』人数分 

b.次のワードストリップ—— 

10人のおとめ=教会員 

油=霊的な準備 

花 婿 = イ エ ス • キ リ ス ト 

結 婚 = イ エ ス の 再 臨 

c.視覚資料7-25「再臨」（『福音の視覚資料セット』238) 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

子供たちにクラスで旅行に行くことを想像させる。 

•旅行に行くにはどんな準備が必要でしょうか。 

•何を持って行きますか。 

次のように言う。「わたしたちはこれから旅行に行きます。 を持って行きます。」 

(何か一つ持って行くものを言う。）それから子供たち一人一人に同じ文を言わせるが，持って行 

くものは全部繰り返して言わなければならない。全員に言わせる。クラスの人数によっては何回 

か繰り返し行ってもよい。必要であれば答えるのを手伝う。 

わたしたちの生活の中で準備がとても大切な位置を占めることを指摘する。 

•旅行以外に準備の必要なことにはどのようなことがありますか。 

学校，食事，家庭の夕べなど，準備が必要なことについて短く話し合う。今日のレッスンでは， 

将来起こるすばらしい出来事のために霊的にどう備えるべきかを学ぶ。 

子供たちに10人のおとめのたとえを教える（マタイ25:1-13)(聖文中の出来事を教える方法 

については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。イエスがしばしばたとえをもって教えられた 

ことを指摘する。たとえとは，身近な事物を用い隠された霊的な真理を告げようとするものであ 

る。主は，そのたとえを進んで理解しようとする人々だけが真理を理解できるようにされたので 

ある（マタイ13 ：10-17参照）。この課のたとえはキリストの再臨，すなわちキリストが福千年 

の統治のために再び地上に戻って来られることを婚宴にたとえたものであることを説明する。婚 

宴は普通，夕方に行われたので，花嫁と花婿を迎える者たちはランプを手に持っていた。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 
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•10人のおとめはだれを表していますか。（マタイ25:1)花婿はだれを表していますか。（イエ 

ス•キリスト） 

•10人が全員イエス•キリストを信じていたことはどうして分かりますか。（マタイ25 ： 6-7o 
全員「迎えに出」て花婿を待った。）わたしたちはイエスを信じていることをどう表すことが 

できますか。 

• 5人のおとめが愚かなのはなぜですか。（マタイ25: 3)なぜほかの5人は賢いのですか。（マ夕 

ィ 25 ： 4) 

•花婿が来たときに何が起こりましたか。（マタイ25: 6-8)愚かな5人のおとめに準備が足りな 

かったのはなぜでしょう。イエスが来られるときのために，わたしたちはどのような準備をす 

ることができるでしょうか。 

•なぜ賢い5人のおとめは油を分けなかったのでしょうか。（マタイ25: 9)なぜ持っていた油を 

少し分けてあげることができなかったのでしょうか。ユダヤ人が用いていたランプは，注ぎ口 

が内側に丸く入り込む形をしていて，ほかのランプに油を移すことが不可能であることを指摘 

する（課末の絵を参照）。このたとえで賢いおとめが持っていた油は，彼女たちの義にかなっ 

た生活と従順さを表している。わたしたちは皆，自分で自分のランプに油を満たす。ランプは 

わたしたちの人生で，それを義と従順の油で満たすのである。天の御父はわたしたちの義にか 

なった行いに対して祝福を与えてくださるが，その祝福は不従順な者には与えられない。 

•準備のできていなかった5人はどうなりましたか。（マタイ25 ：10-12)準備のできていた5人 

はどうなりましたか。主の再臨のために今備えをするのが大切なのはなぜでしょう。わたした 

ちはどのようにしたらランプに油を満たすことができるでしょうか。 

ブルース.R•マッコンキー長老の次の言葉を読む。「わたしたちは神の戒めを守り，その律法 

に従うことにより，神にまみえる備えをする。……この末日に永遠に完全なものとして回復され 

たこの福音は，人々を人の子の再臨に備えさせるものである。」(The Millennial Messiah『福千 

年のメシヤ』p.572) 

子供たちにマタイ24 ： 36と25 ：13を読ませる。10人のおとめが花婿の来る正確な時刻を知らな 

かったように，わたしたちもイエスがいつ再臨されるかは分からない。 

•イエス•キリストが再臨されるときはどのような様子でしょうか。（教義と聖約45 ： 56 — 57 ； 

63:53 — 54)霊的な準備をしている人にはどのような祝福が用意されているでしょうか。（教 

義と聖約38: 30) 

この課のレッスンの復習または応用として「レッスンを豊かにする活動」の2を用いることが 

できる。 

レッスンを 

豊かにする活動 

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ’チ 

ャレンジに利用してもよい。 

1.以下のことを短く話して，子供たちが再臨について理解を深められるようにする。 

イエスがエルサレムで使徒たちのもとを離れられたとき，天使がイエスの再臨について 

告げた（使徒1：9-11)。 

再臨の時を御存じなのは御父だけである（マタイ24 ： 36)。 

イエスは力と栄光をもって来臨され，1，000年間地球を統治される（教義と聖約29:11)。 

わたしたちはイエス•キリストの再臨のために備えをしなければならない（教義と聖約 

33 ：17-18)0 

イエスの再臨への備えのできた義人は，その大いなる日にイエスとともにおり，御父と 

イエスとともに永遠に生活することができる（教義と聖約76 ： 62 - 63)。 
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第18課 

2.子供たち一人一人に課末のランプの絵を複写して配る。黒板に同じものを描いてもよい。次 

にそのランプに，油として満たすものを書かせる。あるいは言わせる。（例えば，証を述べる， 

福音を学ぶ，人に奉仕する，什分の一を納める，聖霊を伴侶とするにふさわしい生活をする， 

祈る，教会の召しを果たす，などである。）これらはすべて，あの5人の賢いおとめがしたよ 

うに，ランプの油を満たす行いであることを説明する。 

子供たちが書いたこととスペンサー•W•キンボール大管長のアイデアとを比較する。「わ 

たしたちの生活では，備えの油は義にかなった生活をすることにより一滴一滴蓄えられる。 

聖餐会への出席は一滴の油となって，年月を経て蓄えられていく。断食，家族の祈り，ホー 

ムティ一チング，食欲をコントロールすること，福音を宣べ伝えること，聖文の研究……こ 

うした献身と従順の一つ一つの行いは，滴となって蓄えられる。親切な行い，什分のーや献 

金の支払い，清い思いや行い，永遠の聖約の下での結婚……これらもわたしたちのランプの 

油となり，真夜中に油の燃え尽きたランプに補給することができるのである。」(Faith 
Precedes the Miracle『奇跡に先駆ける信仰』p.256) 

油を補給する方法として子供たちがまだ挙げていないものを挙げる。子供たちに挙げさせ 

てもよい。これらは救い主が来られるときまで後回しにできないものであることを指摘する。 

3.スペンサー• W •キンボール大管長の次の引用を読む。「10人のおとめは王国に属しており， 

皆等しく祝福にあずかる権利があった。だがそのうちの5人は雄々しくなく，大切な日が来た 

ときに備えができていなかった。この5人のおとめはすべての戒めに従った生活をせず，結局 

は備えができていなかったのである。彼女たちは婚宴の席から締め出されてひどく絶望した。 

このおとめたちと大差のない生活をしている現代の人々も，ひどい絶望を味わうことであろ 

う。」（『赦しの奇跡』p.12) 

4.「主の来られる時」（『子供の歌集』p.46)を歌うか，または歌詞を読む。歌った後で，「来たれ 

わが子よ，よき僕よ」とイエスから言われたときのことを想像してみるように言う。 

まとめ 

証 義にかなった生活をすることにより再臨への備えをすることの重要性について証する。ふさわ 

しい生活をして再臨という偉大な出来事に加わることがいかに大切かを話す。 

読書課題 この課のレッスンの復習として，マタイ25 ：1-13を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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タラン卜のたとえ 
^^ 

目的 自分と人のために才能を役立てたいという気持ちを子供に抱かせる。 

準備 1.マタイ25:14-30と教義と聖約60: 2 - 3 ; 82: 3を祈りの気持ちで研究する。それからレッス 

ンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi, 
「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.教材 

a.『聖書』人数分 

b.それぞれに才能を一つずつ書いた紙片を人数分以上用意する。書く才能としては次のよう 

なものである。「あなたには優れたバイオリニストになる才能があります。」「あなたには 

友達を作る才能があります。」「あなたには良い話し手になる才能があります。」「あなたに 

はすばらしいサッカー選手になる才能があります。」「あなたには平和を作り出す人になる 

才能があります。」「あなたには良い指導者になる才能があります。」「あなたには良い宣教 

師になる才能があります。」「あなたには人を楽しくさせる才能があります。」子供たちが 

クラスに入る前に紙片を畳み，部屋の中の子供たちが見つけられる場所にテープで止めて 

おく。特定の才能を特定の子供と結びつけることはしない。 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

部屋の中に子供たちへの特別なメッセージが隠してあることを話す。それを探して声に出して 

読むように言う。次にその子に，紙に書かれた才能を伸ばすにはどうするかを尋ねる。全員に話 

をさせ，聞いている子供たちにも考えさせる。このレッスンは才能を伸ばすことの大切さを学ぶ 

ものであることを説明する。 

第25課の「たとえ」の定義を復習する。次に，子供たちにマタイ25:14-30の夕ラントのたと 

えを教える（聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。た 

とえの中で，夕ラントとはお金の単位であるが，わたしたちの場合は人を祝福し助けるために伸 

ばす能力のことを指す。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•なぜ主人はそれぞれの僕に異なった金額を与えたのでしようか。（マタイ25:15)なぜあなた 

の才能は友達の才能と違うのでしようか。また，家族の才能とも違うのでしようか。天の御父 

はなぜ異なった才能をわたしたちに授けられたのでしようか。（教義と聖約46:12)御父が授 

けてくださった才能について感謝の気持ちを示すには，どうしたらよいでしようか。（教義と 

聖約46 ：11) 

• 5夕ラントと2夕ラントをもらった僕は，そのお金をどうしましたか。（マタイ25 ：16— 17) ニ 

人はどのようにして夕ラントを2倍に増やしたのだと思いますか。なぜ一生懸命に働くことが 

祝福となるのでしよう。 

•1ラタントをもらった僕は，そのお金をどうしたでしよう。（マタイ25:18)なぜ彼はそのよう 

にしたと思いますか。（マタイ25 ： 24-25)自分に与えられた才能を伸ばそうとしない人がい 

72 



るのはなぜでしょう。才能を伸ばそうとしないと，その才能はどうなりますか。 

•帰って来て報告を受けた主人は，5夕ラントをもらった僕に何と言いましたか。（マタイ25:21) 

2夕ラントをもらった僕には何と言いましたか。（マタイ25:23)才能を伸ばそうと努力するこ 

とによって，なぜ祝福が得られるのでしょう。あなたはほかの人の才能によりどのように祝福 

されてきましたか。 

•主人は5夕ラントをもうけた僕にも2夕ラントをもうけた僕にも同じ報酬を与えました。なぜで 

しょう。（マタイ25 ： 21,23) 

•主人は1夕ラントをもらった僕に何と言いましたか。（マタイ25 ： 26-27)なぜ主人はこの僕に 

腹を立てたのでしょう。主人はお金を隠しておいたこの僕に対して，どのような罰を与えまし 

たか。（マタイ25: 28, 30)才能を使うことが夕ラント（才能）を幾つ持っているかやどんな 

夕ラントなのかよりもはるかに大切なのはなぜでしょう。 

•なぜ主人は1夕ラントを10夕ラントを持っていた人に上げてしまったのでしょう。これは公平 

でしょう力、。なぜでしょう。使えば使うほど夕ラント（才能）は増えていくことを説明する。 

才能は使わないとなくなってしまう（マタイ25 ： 29 ；教義と聖約60 ： 2-3参照)。持っている才 

能が少なくても，それを 大限に活用する人にはあらゆる祝福が授けられることを理解させる。 

•イエスはこの夕ラントのたとえを用いて何を教えようとされたのでしょうか。主はわたしたち 

に才能や能力，機会（教会に所属することなど）を与えてくださっている。そしてそれらを， 

人生を豊かにし人を助けるために用いてほしいと願っておられる。また，与えられた才能を伸 

ばすことで主に感謝の気持ちを示すように求めておられる。 

•主は教会員であるわたしたちに，ほかにどのようなことを期待しておられますか。（教義と聖 

約 82 ： 3) 

•わたしたちは教会の中でどのようにして才能を分かち合うでしょうか。教会での責任や割り当 

てを受けることは，才能を伸ばすうえでどう助けになりますか（「レッスンを豊かにする活動」 

の5参照)。 

•授かった賜物や才能について，わたしたちはいつ，だれに対して報告をしますか。どんな報告 

にしたいですか。そのときに「良い忠実な僕よ，よくやった」（マタイ25:21)と言われたら 

どんな気持ちがするでしようか。 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活_ ャレンジに利用してもよい。 

1.子供たちに才能と呼べるものをできるだけたくさん挙げさせ，黒板に書く。その中に態度に 

関するもの，例えば「人の話をよく聞く」「人を愛する」「元気である」なども入れるように 

目“9 o 

2.全員に紙と鉛筆を配り，自分に与えられている才能を書かせる。ほかの子供には見せない。 

次に各人から，クラスのほかの子供一人一人の才能を言わせる。それが自分が書いたリスト 

になかったときは，付け加えるようにする。それから次の質問をする。 

•ほかの子が言ってくれた才能が自分のリストにない場合，それをどう伸ばしていきますか。 

•自分が 初にリストに挙げたものの中で，だれも指摘してくれなかったものがあった場合， 

それをどう伸ばしていきますか。 

才能のリストの中から一つを選び，これからの1週間にそれをどう伸ばしていったらよいか 

を考えるように言う。 

3.ヒーバー• J •グラント大管長の次の話を紹介する。 

「わたしが野球チームに入ったとき，わたしと同じ年齢か少し上の年齢の子がベストナイ 

ンで，年下の子が2軍，そのまた年下の子が3軍でした。わたしは3軍でした。わたしが3軍だ 
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った一つの理由は，投げたボールが次のベースまで届かないのです。もう一つは，体力がな 

くてうまく打ったり走ったりできなかったのです。ですからわたしがボールを拾うと，『お嬢 

ちゃん，ここまで投げて』とよく言われました。 

若い仲間たちは，わたしをいつも笑い者にしました。そこでわたしは，ユタ準州のチヤン 

ピオンになるチームに必ず入ってみせると心に誓ったのです。 

わたしは1ドルためて，野球のボールを買いました。そして，何時間も何時間もエドウイ 

ン.D.ウーリー監督の納屋でピッチングの練習をしました。腕が痛くて眠れない夜もありま 

した。それでも練習を続けたわたしは，チームの2軍に入り，やがてもっと強いチームに入っ 

てユタ準州を制した9人の一人としてプレーをすることになったのです。」(Gospel Standards 
『福音の標準』pp.342-343) 

4.次の言葉はヒーバー• J •グラント大管長が好んで用いたものの一つである。どんな意味かを 

子供たちと話し合い，暗唱するように励ます。 

「何事も続ければ簡単になる。それはそのものの性質が変わったのではなく，わたしたち 

の力が増したからである。」（『福音の標準』p.355) 

5.子供たちに，教会で受ける責任にはどのようなものがあるかを考えさせる。次に，子供たち 

に紙と鉛筆を配り，教会で受ける責任や割り当てを書かせる（幾つ書いてもよい）。それを箱 

か瓶に入れる。それから一人ずつ紙を1枚引いて書いてあることを読み，その責任を果たすこ 

とでどのような才能が伸ばせるかを話させる。挙げられた才能を黒板に書き，どれだけの才 

能を子供たちが挙げられるかを見る。 

まとめ 

証 神がわたしたちに授けてくださった才能を自分自身や人のために用いるときに，喜びがわいて 

くることを証する。与えられた才能をよく伸ばして天の御父のもとに戻れる喜びを味わいたいと 

願っていることを子供たちに話す。 

読書課題 この課の復習として，マタイ25:14-30を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 

注意——第27課の「レッスンを豊かにする活動」の中には，扶助協会会長会または監督会の一員 

に来てもらって，抉助協会の慈善奉仕について話してもらう活動が含まれている。この活動を採 

用するときは，依頼する人にあらかじめその旨を伝え，どのようなことを話してほしいかを説明 

しておく。 
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羊とやぎのたとえ 

目的 奉仕がイエス•キリストの裁きの時を迎えるための備えとなることを，子供たちに理解させる。 

準備 1.マタイ25 ： 31-46を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子 

供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii 
参照)。 

2.その他の参照箇所——『モルモン書』ヤコブ2 ：17-19 ；モーサヤ4 ：16，26;教義と聖約 

104 ：17-18 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.視覚資料7-26「 後の裁き」（ワシントン神殿壁画）；7-25「再臨」（『福音の視覚資料 

セット』238) 

レツスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

才能を伸ばすために先週1週間何をしたかを発表させる。 

子供たちに次の事例（または同じようなもの）を紹介する。次のような状況の場合どうするか 

を尋ねる。 

のどが渴いているのに水道に手が届かない子がいる。 

何週間も教会を休んでいる子がいる。 

貧しくて食べ物が十分にない人がいる。 

寒いのに暖かい上着を持っていない人がいる。 

病気やけがなどのために長い間家から出られない人がいる。 

•イエスならあなたに何をしてほしいと望まれるでしようか。上のような状況の場合，なぜ助け 

るべきなのでしようか。 

近の二つのレッスンでは，イエスが再臨のことを教えるために用いられたたとえを学んだ。 

今日のレッスンは3番目のたとえで，マタイ25章にある。これら3つのたとえは，イエスがこの世 

に来られてわたしたちを裁かれる時までどう備えをすべきかを教えている。 良の準備の一つが， 

奉仕である。 

マタイ25 ： 31 — 46の羊とやぎのたとえを教えながら，適当なところで視覚資料「 後の裁き」 

と「再臨」を見せる(聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•イエスが再臨されるときはどのような状態になると思いますか。 

•イエスは，地上に来られるときに，羊飼いが羊とやぎを分けるように国々を分けると言われま 

した（マタイ25: 32)。このたとえで羊はだれを表しているでしょうか。（マタイ25 ： 33-36) 
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やぎはだれを表していますか。（マタイ25: 33，41-43)なぜイエスは羊とやぎを分けられる 

のでしょうか。羊とやぎの大きな違いは何ですか。 

•イエスは御自身の右にいる人々が食物を恵み，服を着せてくれたと言われましたが，これはど 

ういう意味でしょう。（マタイ25 ： 37-40)「わたしの兄弟であるこれらの も小さい者」とは 

だれでしょう。 

•義人が行った奉仕はどのようなものでしたか。（マタイ25 ： 35-37)わたしたちは主の羊の中 

に数えられるために何をしたらよいでしょう。子供たちがどのような奉仕をしたらよいか考え 

られるように助ける。あなたが見た奉仕の例を紹介し，子供たちにも例を挙げさせる。 

•奉仕をした人にはどのような恵みがあるでしょうか。（マタイ25:34，46)奉仕をしようとし 

ない人はどうなるでしょうか。（マ夕イ25，41,46) 

•わたしたちはだれに奉仕すべきでしょうか。だれがわたしたちの奉仕により恩恵を受けるかを， 

どのようにして知りますか（マタイ25:40。モーサヤ4:16も参照）（「レッスンを豊かにする 

活動」の1参照)。 

•イエスはどのように人に奉仕なさいましたか。（イエスが病人を癒し，幼子を祝福し，5,000人 

の人々に食物をお与えになった例を聖典から読み，復習する。これらの事柄には民へのイエス 

の愛が表れていることを指摘する。）このイエスの奉仕の例は，あなたにとってどう役立ちま 

すか。 

•わたしたちは奉仕を通して，人々にどのような恵みを与えることができますか。あなたは人に 

奉仕することによって，どのような祝福を得てきましたか。奉仕をするとどんな気持ちになり 

ますか。奉仕をしてくれた人々にどんな気持ちを抱きますか。 

このレッスンで学んだことを生活に応用させるために，「レッスンを豊かにする活動」の4を用 

いてもよい。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.子供たちに次の物語を紹介して話し合う。 

「わたしも子供のころの思い出には事欠きませんが，日曜日の夕食が待ち遠しくてしかた 

がなかったのもその一つです。死ぬほどおなかがすいて家に帰ると，ローストビーフの何と 

も言えない香りが家中に漂っています。急いで食卓に着いて食事が出るのを待っていると， 

母親がよくこう言ったものでした。『トミー，食べる前にひとっ走りボブおじいさんのところ 

に行って，これを届けて来てくれない？』……わたしは急いでボブおじいさんの家に駆けて 

行きました。そして彼が弱った足でゆっくりと歩いて，ドアの所に出て来るのをやきもきし 

ながら待っていたものです。わたしが持って行った食事を手渡すと，ボブおじいさんは代わ 

りに先週の日曜日に届けた食事の皿を返してくれました。そしてわたしに，届けてくれたお 

礼にと言って10セントを差し出すのです。わたしの答えは決まってこうでした。「いいえ，受 

け取れません。お母さんにしかられますから。」するとボブは……「いいお母さんだね。あり 

がとうって言っといておくれ」と言いました。……もう一つわたしの心に残っているのは， 

ボブおじいさんのところに行った後で食べた日曜の夕食が，いつもより少しおいしかったこ 

とです。」（「長い孤独の境遇」『聖徒の道』1992年9月号，p.4) 

2.扶助協会の会長会か監督会の一人に来てもらい，扶助協会が行う慈善奉仕活動について説明 

してもらう。教会が困っている人々をどのように援助するかを，断食献金の使用も含めて話 

してもらう。 

3.各人に紙と鉛筆を配り，家や近所でできる奉仕活動を書かせる。その中から少なくとも一つ 

を今週中に行うように言う。 
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4.次の引用について話し合う。 

「すべての人々を裁く座には，賢明で公正な神が着かれる。……邪悪な人も一時は繁栄するこ 

とがあるだろうし，神に逆らう人もその罪のために益を受けることがあるように見えるかも 

しれない。しかし，その時が来ると，正義の法廷ですベての人は，『おのおのそのしわざに応 

じてJ (黙示20:13)裁かれるのである。一人として逃れることはできない。その日には自分 

の行為に対する罰を免れる人はいないし，また受けるべき祝福を受けそこねる人もいない。 

羊とやぎのたとえは完全な正義公平があることを改めて確信させてくれる（マタイ25: 31-
46参照）。」（スペンサー• W.キンボール『赦しの奇跡』p.315) 

5.箱などの容器をニつ用意し，一つには「羊」，もう一つには「やぎ」と書く。「羊」の箱をあ 

なたの右に置き，「やぎ」の箱をあなたの左に置く。紙片に善い行いや悪い行い，またどちら 

かはっきりしない行いを一つずつ書いておく。子供たちに1枚ずつ引いて読ませ，「羊」に入 

る行いか「やぎ」に入る行いかを判断させる。そして当てはまる箱に入れさせる。 

紙片に書く行いの例は次のようなものである。自分で作ってもよい。 

両親にほんとうのことを言う。 

悪いことをしても認めない。 

弟や妹とけんかをする。 

人の気分を害するようなことをしたときは「ごめんなさい」と言う。 

話をするときに部分的にしかほんとうのことを言わない。 

6.子供たちがマタイ25 ： 40を暗唱できるように助ける。 

7.「イエス様のように」（『子供の歌集』p.40)を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 

g冗*課趙 

イエスがわたしたちに奉仕することを望んでおられること，また奉仕すれば祝福が得られるこ 

とを証する。自分に与えられている奉仕の機会について，感じていることを子供たちに話す。 

この課のレッスンの復習として，マタイ25 ： 35-40を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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ラザ•をよみがえらせられる 
イエス•キリス卜 

第 課 

目的 イエス.キリストは神の御子であり，死を克服する力を持っておられることを子供たちに理解 

させる。 

準備 1.ヨハネ11：1-46を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供 

たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi，「聖文に基づいて教える」p.vii參照）。 

2.ルカ7 ：11-17 ； 8 ： 41-42，49ー56を復習する。 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.切ったばかりの若々しい小枝（または葉）と枯れたもの（絵や写真でもよい） 

c.資格資料7-27「ラザロをよみがえらせられるイエス」（『福音の視覚資料セット』222)； 

7-18「ヤイロの娘を祝福されるイエス」（『福音の視覚資料セツト』215) 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

子供たちに切ったばかりの小枝（または葉）と枯れたものを見せる。そして二つの違いを言わ 

せる。 

•わたしたちの手で枯れた枝を若々しい枝のようにすることができますか。 

•木から切り取った枝は，やがてどうなりますか。 

•死んだものに命を与えることのできる人はどなたですか。 

イエスには死を克服する力があることを説明する。イエスは何人もの死者をよみがえらせられた。 

ナインのやもめの息子（ルカ7:11 — 17)とヤイロの娘（ルカ8: 41 — 42，49-56)をイエスが 

よみがえらせられた話を簡単に紹介する。次に，ヨハネ11：1-46にあるラザロのよみがえりの 

話をする。適当なところで資格資料を見せる（聖文中の出来事を教える方法については，「聖文 

に基づいて教える」p.vii参照)。イエスは人を死からよみがえらせることによって，御自分が神の 

御子で死を克服する力があることを示された。ユダヤ人の習慣では，死人が出ると隣人や友人が 

集まって何日もその人の死を悲しむので，ラザロの死後もマル夕やマリヤのところには大勢の 

人々が集まっていて，イエスの行われた偉大な奇跡を目撃することができた。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•ラザロが病気だと聞いたイエスがベ夕ニヤを出られたのは何日後ですか。（ヨハネ11:6)イエ 

スが到着されたとき，ラザロの遺体は墓に入れられて何日目でしたか。（ヨハネ11:17)なぜ 

イエスはすぐにラザロのもとに行かず，長い間待っておられたのでしようか。（だれもが疑い 

なくラザロは死んだと認められるようにするため。そのラザロをよみがえらせれば，イエスが 

神の力と使命を持った存在であられるとの強力な証明になる〔ヨハネ11:4,15〕。） 

•到着されたイエスに，マル夕とマリヤは何と言いましたか。（ヨハネ11：21 — 22，32)イエス 

がラザロは生き返ると言われたとき，マル夕はどう考えたでしようか。（ヨハネ11：23-24) 

ラザロが死からよみがえる前から，マル夕にはどんな証がありましたか。（ヨハネ11:27) 
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•なぜイエスはラザロをよみがえらせる前に，天の御父に祈られたのでしよう。（ヨハネ11: 

41-42)イエスは人々に何を理解してほしいと思われましたか。（御自分が天の御父から遣わ 

されたこと。） 

•イエスはラザロに何と言われましたか。（ヨハネ11:43)何が起こりましたか。ラザロは何に 

包まれていましたか。（ヨハネ11:44) 

•この奇跡を目撃したマリヤやマル夕，そのほかの人々は，どのように考えたでしよう。あなた 

がもしその場にいたら，どう感じたでしよう。奇跡を目撃した後で，人々はどうしましたか。 

(ヨハネ11：45-46)ラザロが墓から出て来るのを目の当たりにしたら，あなたのイエスへの 

信仰はどう変わるでしよう。 

•なぜイエスはラザロをよみがえらせることがおできになったのでしようか。イエスが死人をよ 

みがえらせる力を持っておられることを知ってどう感じますか。イエスが神の御子であられる 

ことを知るのに，この奇跡がどう役に立ちますか。（ヨハネ11:4) 

•その後の出来事で，イエスに死を克服する力があることを証明したものは何ですか。（イエス 

の復活。よみがえったラザロはやがては死を迎える普通の体に戻ったのであるが，復活すると 

人はもう死ぬことはない。永遠に生きる。そのことを説明する。） 

•イエスは「わたしはよみがえりであり，命である」（ヨハネ11:25)と言われましたが，それ 

はわたしたちにとってどういう意味がありますか。 

イエスにはラザロの場合のように人を死からよみがえらせる力があっただけではなく，それよ 

りも偉大な力として，人を不死不滅の状態に復活させる力も持っておられた。地上に生を受けた 

人は一人残らず復活する。また贖罪を通して，イエスは御自身に従う人々に永遠の命を授ける力 

を持っておられる。イエスはわたしたち一人一人にとって，復活と永遠の命の源である。 

チャレンジ 来週までにラザロがよみがえったときの話をだれかにするようにチヤレンジする。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.子供たちにマリヤ，マル夕，ラザロ，それにラザロが死からよみがえったときにその場にい 

たユダヤ人にならせる。また，別の一人の子供にレポ一夕一にならせる。レポ一夕一役の子 

が一人一人に，何が起こったのか，何を見たのか，ラザロが墓から出て来たときにどう感じ 

たか，イエスに対してどう感じたかをイン夕ビューする。 

2.イエス•キリストが神の御子であられることを示す出来事（以下の例参照）を紙片に書く。 

別の紙片には，その出来事を述べた聖句を書く。 

出来事——イエスの誕生 

聖句——「きょうダビデの町に，あなたがたのために救主がお生れになった。このかたこそ 

主なるキリストである。」（ルカ2:11) 

出来事——イエスのバプテスマ 

聖句——「すると天から声があった，『あなたはわたしの愛する子，わたしの心にかなう者で 

ある。』」（マルコ1：9一 11) 

出来事——イエス，水上を歩まれる 

聖句——「舟の中にいた者たちはイエスを拝して，『ほんとうに，あなたは神の子です』と言 

った。」（マ夕イ14 ： 25- 27，32-33) 

出来事——イエス，生まれつき盲目の人を癒される 

聖句——「すると彼は，『主よ，〔あなたが神の子であられることを〕信じます』と言って， 

イエスを拝した。」（ヨハネ9: 32，35-38) 
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出来事——ぺテロ，イエスを証する 

聖句一イエスが自分をだれだと思っているのかとお尋ねになったのに対して，「シモン. 

ぺテロが答えて言った，『あなたこそ，生ける神の子キリストです。』」（マタイ16 ：13-16) 

出来事——ジョセフ•スミスの見神 

聖句一御父が「これはわたしの愛する子である。彼に聞きなさい」と言われた。 

紙片を裏返しにしてテーブルか床の上にばらばらに置く。子供たちに一人ずつ2枚めくらせ, 

出来事と聖句を一致させる。一致しなかったらまた裏返しにし，次の子供の番となる。全員 

に回るまでに全部が一致したら，もう一度やり直す。 

3.子供たちがヨハネ11：25を暗唱できるように助ける。 

まとめ 

証 イエス•キリストが神の御子であり，死を克服する力を持っておられることを証する。救い主を 

愛していること，また贖罪によって復活と永遠の命が実現できることへの感謝の気持ちを述べる。 

読書課題 この課のレッスンの復習として，ヨハネ11：39-46を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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目的 イエス•キリストを常に心に留めておくためのしるしとして，聖餐の大切さを子供たち一人-

人に理解させる。 

準備 1.マタイ21：1-11；マルコ14 ：12 — 26 ；ルカ19 ： 29-38 ； 22 ：15 — 20 ；教義と聖約20 ： 77, 79 

を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教え 

るか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.その他の参照箇所——教義と聖約27章前書き；27:2;『福音の原則』23章 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.『教義と聖約』数冊 

c.紙と鉛筆を人数分（任意） 

d.視覚資料7-28「勝利の入城」（『福音の視覚資料セット』223) ； 7-29「 後の晩餐」 

(『福音の視覚資料セット』225) 

レッスン 

導入 

聖文と 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

クラスをグループに分け，だれか特別な客が来るときに行うことを考えさせる。家の掃除，ご 

ちそうの準備などが考えられる。行うことを各グループで演じさせ，ほかのグループはそれが何 

かを当てる。 

•救い主があなたの家に来られるとしたら，準備のために何をしますか。このレッスンでは，敬 

意をもって心から救い主の来臨の備えをする時について学ぶ。 

視覚資料「勝利の入城」を見せる。子供たちにイエスのエルサレムへの勝利の入城の話を紹介 

する（マタイ21：1-11；ルカ19 ： 29-38)(聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に 

基づいて教える」p.vii参照)。 

•人々はイエス•キリストが市に入って来ると聞いてどうしましたか。（マタイ21:8-9)人々 

はイエスに対してどんな気持ちを抱いていたと思いますか。もしあなたがその場にいたら，ど 

んなことを感じたと思いますか。 

•なぜ人々はイエスとともにエルサレムに向かって歩きながら「ホサナ」と叫んだのでしょう。 

(それがイエスをあがめて礼拝し，神の御子として認めていることを示すものであったから。） 

今のわたしたちは，どのようにして天の御父と御子を礼拝するでしょうか。（聖餐会に出席し， 

聖文を読み，賛美歌を歌い，祈り，聖餐を受ける。） 

マルコ14 ：12-26とルカ22 ：15-20から 後の晩餐について教える。視覚資料「 後の晩餐」 

を見せる。過越とは毎年人々が儀式として行った食事で，エジプトで滅ぼす天使が先祖の家を過 

ぎ越して，彼らの長子を殺さなかったことを記念したものであることを説明する（出エジプト 

12 ： 21 -30参照)。 

•この過越の食事を 後の晩餐と呼ぶのはなぜですか。（ルカ22:15-18)この食事のとき，イ 

エスは何をなさいましたか。（マルコ14 ： 22 — 24)なぜそうなさいましたか。（贖罪の大切さを 

教えるため。主はわたしたちが主と主の贖いを覚えていられるように，聖餐を定められた。） 
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•イエスはパンは何を象徴すると言われましたか0 (マルコ14: 22)ぶどう酒は何を象徴すると 

言われましたか。（マルコ14 ： 23 —24。わたしたちは今，ぶどう酒に代えて水を用いているこ 

とを説明する。）パンと水は象徴，つまりイエスの体と血を記念するものであることを子供た 

ちが理解できるように助ける。 

•この 後の晩餐は，わたしたちの聖餐とどのような点で似ていますか。イエスがパンを裂き， 

ぶどう酒を分け与えられたように，現在では神権者がその責任を果たしていることを説明する。 

この機会をとらえて，男の子たちはアロン神権を受けると，キリストの代理人として聖餐の儀 

式を執り行うようになることを理解させる。 

ぶどう酒の代わりに水を用いる理由を尋ねる子供がいたら，教義と聖約27 ：1-2を用いて説明 

する。 

•子供たちに教義と聖約20 ： 77，79を読ませる。この二つの聖句は何でしょうか。これはイエス 

が明らかにされた聖餐の祈りの言葉で，神権者は『教義と聖約』にあるこの言葉どおりに祈る 

ように指示されていることを説明する。 

•聖餐の祈りに対して「アーメン」と言い，聖餐を頂くとき，わたしたちは何を約束しますか。 

主はそのお返しに何を約束してくださいますか。いつもイエスのことを思い起こすことはなぜ 

大切なのでしょう。イエスをいつも覚えていられるように何ができるでしょうか（「レッスン 

を豊かにする活動」の3参照)。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活_ ャレンジに利用してもよい。 

1.第6課のパプテスマの聖約を復習する。聖餐の祈りの約束がパプテスマの聖約と同じであるこ 

とを説明する。わたしたちは聖餐を受けることによってパプテスマの聖約を新たにする。以 

下のワ一ドストリップを見せる。 

わたしは 

御子イエス •キリストの御名を受け， 

御子を覚え， 

御子が与えてくださった戒めを守ることを 

約束します。 

主は 

いつもわたしに御霊を授けてくださると 

約束してくださいます。 

2.子供たちに，自分の名前に特別な意味があるか尋ねる。ほかの人の名にちなんで付けてもら 

った名前の子に，どんな気持ちがするかを尋ねる。また特別な姓を持った子供がいれば，そ 

の家族の一員であることがどんな意味を持つかを尋ねる。それから，末日聖徒イエス•キリ 

スト教会の会員となってイエス•キリストの名を受けることの意味について，子供たちに話 

させる。教会員であるわたしたちの行動は，イエス•キリストの弟子としてふさわしいもの 

でなければならないことを話す。 

3.聖餐会において，また普段の生活においてイエスを思い起こす方法を考える。以下のような 

もの：^含まれる。 

聖餐会で—— 

イエスがどのようにして苦しみに遭われ，亡くなられたかを考える。 

聖餐の賛美歌の歌詞について考える。 

イエスの生涯の物語について考える（子供に具体的な提案を出させる）。 

イエスの教えの中でこれから取り組みたいと思うものについて考える。 

バプテスマの聖約について考える。 
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普段の生活で—— 

毎日イエス•キリストの名により天の御父に祈る。 

両親に従う。 

家族に親切にする。 

聖文を読む。 

戒めに従う。 

神聖な場所では敬虔に振る舞う。 

困っている人を助ける。 

教会の集会に出席する。 

この中の一つを紙に書いて，忘れないように1週間持っておくよう勧める。 

4.以下の質問をしながら聖餐の賛美歌の目的について話し合う。 

•なぜわたしたちは聖餐の祝福の祈りの前に賛美歌を歌うのでしょうか。 

•聖餐の賛美歌はわたしたちにどなたのことを教えてくれますか。 

聖餐の賛美歌の歌詞に毎週耳を傾けるように勧める。聖餐の賛美歌の一つを歌ってもよい 

し，テープを流してみんなで聴き，イエスについて考えるようにしてもよい。「主イエスよ， 

わが胸」（『賛美歌』80番）を用いてもよい。また，ワードの指揮者に依頼して，この賛美歌 

を次の聖餐の歌として選んでもらってもよい。 

5.「十字架を覚え」（『賛美歌』111番）を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 

e冗音課is 

イエス•キリストについて，またイエスがわたしたち一人一人に示してくださる愛について証 

をする。主を忘れないようにすれば正しい選択ができ，再び主とともに生活できることを強調す 

る。毎週聖餐を頂くときに救い主について考え，ふさわしい生活をするように励ます。 

この課のレッスンの復習として，マルコ14 ：12-26を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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ゲツセマネでのイエス•キリス卜 

目的 わたしたちの罪のために苦しみ，贖いの業を行ってくださった贖い主イエス•キリストに対し 

て愛を抱くことができるように助ける。 

準備 1.マタイ26 ： 36-46 ；ルカ22 ： 40-46 ；ヨハネ3 ：16 ；15 ：12-13 ；モ一サヤ3 ： 7 ；教義と聖約 

19 ：15-18を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供たち 

にどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照)0 

2.その他の参照箇所——2ニーフアイ9 ： 21-22 ；アルマ34 ： 9 ；教義と聖約76 ： 41-42 ；『福音 

の原則』12章 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.以下のワードストリップ 

贖罪とは何でしょう。 

なぜ贖罪が必要なのでしょう。 

わたしたちは皆，死ぬ。 

わたしたちは皆，罪を犯す。 

イエス•キリストはわたしたちの救い主であり，贖い主であられる。 

イエス•キリストには罪がない。 

イエス•キリストは死を克服する力を持っておられる。 

c.視覚資料7-1「イエス•キリスト」（『福音の視覚資料セット』240) ；7-30「ゲツセマネ 

で祈られるイエス」（『福音の視覚資料セツト』227) 

レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

先週のレッスンが，聖餐式での敬けんな気持ちを高めるうえで，どのように役立ったか話して 

くれる人はいないか尋ねる。 

導入 子供たちに以下のような状況にあることを想像させる（できるだけ臨場感があるような説明を試 

みる）。 

あなたは家族と一緒に親戚の家を訪問しています。ところが，両親に背いて，入ってはいけな 

いと言われていた部屋に入ってしまいました。そして，置いてあったとても大切な物を壊してし 

まいました。 

•どんな気持ちですか。 

•親戚の人から何と言われるでしょう。 

•壊した物を弁償するために何ができますか。 

•同等の物を買えるだけのお金を持っていないときはどうしますか。どのようにして支払いますか。 

父親はあなたを愛しているので，助けてくれることを説明する。父親は，あなたがほんとうに 

自分のしたことを悲しんでいて，これからは言うことを聞き，自分で出せるだけのお金で返済す 

る気持ちがあれば，足りない分を支払ってくれる。 

•どう思いますか。自分だけで弁償できると思いますか。お父さんが助けてくれて，どんな気持 
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ちがするでしょうか。 

この世に生まれたわたしたち一人一人は，御父のもとに戻るために助けが必要である。 

天の御父とイエス•キリストはわたしたちを愛しておられるので，計画を作り，わたしたちが 

自分の力でできないことを助けようとしておられる。今日のレッスンではその計画の一部につい 

て説明する。つまり，イエス•キリストが払われた偉大な犠牲についてである。この犠牲により 

主はわたしたちのために罪の代価を支払い，死を克服できるようにしてくださった。この犠牲を 

贖罪と呼ぶ。視覚資料「イエス•キリスト」を見せる。 

簡単な復習 子供たちに信仰箇条第3節を復唱させる。それからこの世での生活の目的と，救いのためにな 

ぜ贖罪が必要かを尋ねる。この復習では，「準備」の項に挙げたワードストリップを使う。 

「贖罪とは何でしょう。」（贖罪とはイエス•キリストが死を克服するために進んでわたしたち 

の罪のために苦しみ，十字架上で命をささげられたことである。） 

「なぜ贖いが必要なのでしょう。」（子供たちに天の御父の計画について思い起こさせる。わた 

したちはこの世に来て肉体を得ることを選んだ。わたしたちの肉体はいつの曰か死ぬ。） 

「わたしたちは皆，死ぬ。」（わたしたちには肉体の死に打ち勝って復活を可能にしてくださる 

救い主が必要である。） 

「わたしたちは皆，罪を犯す。」（罪を犯すと，天の御父のもとに戻る資格を失う。悔い改める 

ことによって罪の代価を支払ってくださる贖い主が必要である。） 

「イエス•キリストはわたしたちの救い主であり，贖い主であられる。」（イエス•キリストが 

御自分から進んで救い主，贖い主となられ，進んで命をささげられたことを強調する。） 

「イエス•キリストには罪がない。」（完全であるイエス•キリストは，救い主，贖い主となる 

ことのできる唯一の御方である。） 

「イエス•キリストは死を克服する力を持っておられる。」（イエス•キリストは罪のない御方， 

神の独り子であられるので，死を克服する力を持っておられる。） 

ヨハネ3:16を一緒に読む。わたしたちにすばらしい計画を与えてくださった御父とイエス• 

キリストに対してどんな気持ちを抱いているかを，子供たちに話させる。あなたの御父への愛と， 

いつの曰か御父のみもとに帰り，御父とともに生活したいという気持ちを伝える。 

聖文 視覚資料「ゲツセマネで祈られるイエス•キリスト」を見せる。そして，マタイ26: 36-46; 

ルカ22 ： 40-46 ；教義と聖約19 ：16-18にあるゲツセマネでの出来事を子供たちに教える（聖文 

中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。イエスは御自分の使 

命を理解しておられ，世の罪を贖うために大きな苦痛に耐えなければならない時が来たことを知 

話し合いと っておられた。 

応用のための質問 レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•イエスはゲツセマネの園で御父に祈られたとき，何を言われましたか。（マタイ26: 39，42， 

44)なぜイエスは，そうした苦痛に耐えなければならないことが分かっていたにもかかわらず， 

御父の計画に従おうとされたのでしょうカゝ。（御父に愛と信頼を寄せ，わたしたちを愛してお 

られたから。） 

•ゲツセマネの園で祈られたイエスの身にどんなことが起きましたか。（ルカ22 ： 44 ；モーサヤ 

3:7)イエスを励ますためにだれが現れましたか。（ルカ22: 43) 

•イエスはだれのためにゲツセマネの園で苦しみに遭われましたか。（教義と聖約19:16)イエ 

スは十字架上でも苦しみを受けられたが， 大の苦しみはゲツセマネの園であらゆる毛の穴か 

ら血を流されたときであったことを説明する。 
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マリオン• G. ロムニ一長老の次の引用を読む。「救い主は……わたしの個人的な罪の代価を支 

払ってくださいました。そして皆さん個人の罪，またこれまでこの世に生を受けた，あるいはこ 

れから生を受けるすべての人々の罪のために代価を支払われたのです。」(Improvement Era 
『インプルーブメント•エラ』1953年12月号，pp.942-943) 

•イエスの苦しみはどれほどひどいものだったでしょうか。（教義と聖約19 ：18) 

•なぜイエスは進んでそのような苦しみを受けられたのでしょうか。（ヨハネ15 ：12 —13)イエ 

スがあなた自身の罪のために苦しみを味わい，贖いの業を行ってくださったことを知って，ど 

のような気持ちがしますか。贖いの業に感謝していることをどう示せばよいでしょうか。 

•キリストの苦しみがわたしたち自身の罪の代価を支払うものとなるように，わたしたちの側で 

は何をしなければならないでしょうか。（悔い改め，パプテスマを受け，パプテスマの聖約を 

守る。）イエスの贖罪によりわたしたちが天の御父のもとに戻れるのはなぜでしょう。悔い改 

めなければどうなるでしょうか。（教義と聖約19:15-17) 

キリストの贖いを受け入れるには，罪を悔い改め，バプテスマと聖霊を受け，イエスの戒めに 

従う必要があることを子供たちに理解させる。これらを行えば，わたしたちは赦しを受けて罪か 

ら清められ，天の御父と永遠に生活できるようになる。 

信仰箇条 信仰箇条第3節について話し合い，子供たちが暗唱できるように助ける。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.以下に挙げるような聖句のリストを準備する（黒板に書いてもよい）。そして別の欄にそれぞ 

れの聖句のメッセージを書く。メッセージは聖句のリストと順番がばらばらになるように並 

ベる。一人の子供に聖句のリストを見て合うメッセージを探させる。探したら線で結ぶ。全 

員に順番が回るよう.にする。 

マタイ16: 21(イエスの犠牲は必要なことである。） 

ヨハネ3:16 (イエスは御父とわたしたちを愛しておられたので，地上に来られた。） 

ヨハネ10:17-18 (イエスには命を捨て，またその命を取り戻す力がある。） 

1ぺテロ1：19-20 (イエスは天でわたしたちの救い主になるように選ばれた。） 

1ヨノ、ネ1：7 (わたしたちの罪はイエス•キリストの贖罪により清められる。） 

教義と聖約20:29 (わたしたちは罪を悔い改め，イエス•キリストを信じ，パプテスマを受 

けることによってのみ救われる。） 

2.必要であれば図で説明しながら次の話を紹介する。 
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ある人が道を歩いていて穴に落ちました。穴は深くて自分では這い上がれません。大声で 

助けを呼ぶと，うれしいことに通りがかりの人が親切にも穴の中にはしごを降ろしてくれま 

した。そこで彼は穴から出て自由になることができました。 

わたしたちはこの穴に落ちた人と似ています。罪を犯すと穴に落ちたのと同じで，自分で 

は出られません。わたしたちの助けを求める声を聞いてくださったのがイエス•キリストで 

す。御父は，わたしたちが穴から脱出できるように，独り子を送ってくださいました。イエ 

ス•キリストの贖罪は穴にはしごを降ろすことにたとえられます。わたしたちはそのはしご 

があるので穴から出られます。穴に落ちた人は自分ではしごを上らなければなりませんが， 

わたしたちも罪を悔い改めて福音の原則と儀式に従うことにより穴から出て，贖罪の効力が 

及ぶようにしなければなりません。こうして，わたしたちでできることをすべて行った後は， 

贖罪の効力が及び，わたしたちは天の御父のもとに戻る資格を得るのです。 

3.モーサヤ14 ： 3-5とアルマ7 ：11 — 12を読む。贖罪を通してイエス•キリストが苦しまれたの 

はわたしたちの罪のためだけではない。主はわたしたちが受ける痛みや病気，悲しみに対し 

ても苦しまれた。したがって主は，わたしたちがこの世で経験し，苦しむすべてのことを完 

壁に理解しておられるのである。そして主は，愛と思いやりにより，問題やチャレンジを抱 

えるわたしたちを助けてくださる。 

4.子供たちがヨハネ3:16を暗唱できるように助ける。 

5.「主イエスの愛に」（『賛美歌』109番）を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 イエス•キリストがわたしたちの救い主であり贖い主であられることを証する。あなたがイエ 

スと御父を愛していること，死と罪を克服して御二方と再びともに住む方法を与えてくださった 

ことに感謝していることを述べる。 

読書課題 この課のレッスンの復習として，マタイ26 ： 36-46と教義と聖約19 ：16-18を家でよく読むよ 

つに言つ。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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裏切りと逮捕と裁判 

目的 子供たち一人一人がイエス•キリストへの証にますます雄々しくあれるように助ける。 

準備 1.マタイ26:14-16，47-27 ： 31とルカ22 ： 47-23 ： 25を祈りの気持ちで研究する。それから 

レッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」 

p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。 

2.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.次の言葉を別々のカードに書く——「神の御子」「救い主」「贖い主」「神聖な」「完全な」「全 

能の」「愛にあふれた」「創造主」「教師」「病を癒す人」「つばきを吐きかけられる」「裏切ら 

れる」「ぬれぎぬを着せられる」「打たれる」「なぐられる」「鞭打たれる」「縛られる」「あざ 

けられる」「いばらの冠をかぶせられる」「死刑を宣言される」 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.テープなど，カードをはりつけるもの 

c.視覚資料7-31「イエスを裏切る」（『福音の視覚資料セット』228) ； 7-32「イエスを否定 

するぺテロ」（『福音の視覚資料セツト』229) 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

用意した力一ドをばらばらに交ぜて，テ一ブルまたは床の上に伏せて置く。そして，カードに 

はイエスの特徴を表したものと，生涯の終わり近くでどのような仕打ちを受けたかが記されたも 

のがあることを説明する。子供たちは順番にカードを取って読み，二つに分けて重ねていく。一 

つはイエスの特徴，もう一つは生涯の終わり近くで受けられた仕打ちである。 

ゲツセマネの園での出来事を簡単に復習し，この課ではイエスがゲツセマネの園で祈られたす 

ぐ後の出来事について学ぶことを説明する。 

イエスへの裏切り，逮捕，裁判についての記述（マタイ26 ：14-16，47-27 ： 31とルカ22 ： 

47-23 ： 25)を紹介する（聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」 

p.vii参照）。イエスへの仕打ちを表す言葉に耳を傾けるように言う。イエスはそうした侮辱に抵抗 

するだけの力を持っておられたにもかかわらず，その苦しみを受けることが御自身の地上での使 

命を達成し，贖罪を完成させるものとなることを知っておられた（モーサヤ15: 5参照)。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と參照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•イエスを裏切ったのはだれですか。（マタイ26 ：14-16)ユダはどのようにイエスを裏切りま 

したか。（マタイ26: 48)ユダには何が起こりましたか。（マタイ27: 3 — 5) 

•なぜイエスは使徒たちに，御自身を弁護することをしないように言われたのでしょうか。（マ 

タイ26 ： 51-54 ；ルカ22 ： 49-51)イエスが耳を切られた兵士を癒されたのを見て，弟子たち 

は何を学んだと思いますか。なぜ使徒たちは逃げて，イエス•キリストのもとを離れてしまっ 

たのでしようか。（マタイ26: 56)その場にいたとしたら，あなたはどうしていたでしようか。 
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第18課 

•イエスは裁判の間，なぜ非難する人々に対してお答えにならなかったのでしょう（マタイ26: 

62-63 ； 27 ：12-14 ；ルカ23 ： 9) (「レッスンを豊かにする活動」の3参照）。あなたは神の子 

であるキリスト，ユダヤ人の王であるか，と問われたとき，イエスはお答えになった（マタイ 

26 ： 63 — 64 ； 27 ：11参照）。しかし，イエスは自己を否定したり助かろうと試みたりはなさら 

なかった。地上での使命を全うするためには十字架につけられなければならないことを御存じ 

だったからである。 

•「導入」で用いたカードのイエスに対する仕打ちの部分に注目させる。これらのカードに書い 

てあることを読んで，どんな気持ちがしましたか。人々がイエスに対して行った数々のひどい 

仕打ちについて，どう感じますか。あなたがイエス•キリストを信じているから，また教会に 

行っているからという理由で，人から不親切にされたことはありませんか。その人はどんなこ 

とをしましたか。 

•ぺテロはイエスを知っていることを何度否定しましたか。（ルカ22: 54-60)なぜべテロはそ 

うしたのでしょう。自分のしたことに気づいたぺテロは，どんな気持ちがしたでしょうか。 

(ルカ22: 61-62)ぺテロがまだ聖霊の賜物を受けていなかったことを指摘する。ぺテロは偉 

太な人物で，後に大管長となり，証のために命をささげた人である。どんなチャレンジの中で 

もイエス•キリストに対する証に雄々しくなるにはどうしたらよいでしょうか（「レッスンを 

豊かにする活動」の5参照)。 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.子供たち一人一人にイエスの特質や属性について特にすばらしいと思うものを挙げさせる。 

2.信仰箇条第1節，第3節を読む。これらはイエス•キリストが神の御子であられることと，そ 

の使命が重要なものであることを示したものである。 

3.「カヤパ」「ピラト」「へロデ」の名札を作り，3人の子供の首にかけさせる。そして，3人の指 

導者は国の中で異なった責任を持っていたことを説明する。3人をそれぞれ部屋の一か所に立 

たせ，残りの子供は一人一人の「統治者」が自分のことを説明するときにその人のところに 

移動する。あるいは3人が移動してほかの子供たちに話をするようにしてもよい。 

カヤパ——わたしの名前はカヤパである。わたしはユダヤ人の大祭司，すなわちユダヤ人の 

宗教指導者である。わたしはイエスを死刑にしたかったが，ローマの指導者から許可を得る 

必要があった。そこでピラトのもとに送ったのである。 

ピラト——わたしはポンテオ•ピラトである。わたしはローマの総督，すなわちユダヤの政 

治指導者である。ユダヤ人はわたしに，イエスに対して死刑の宣告をするように求めたが， 

イエスには何の罪状も認めなかった。そこで彼をへロデのもとに送った。 

へロデ——わたしはユダヤ人へロデである。ローマ人はわたしをガリラヤの王にした。ピラ 

トがイエスをわたしのもとに送ったのは，イエスがわたしの統治する地域で育ったからであ 

る。わたしはイエスという名のこの人間にぜひ会いたいと思っていた。うわさに聞いていた 

ので，奇跡を見せてほしかった。しかし彼は，わたしと話すことも，わたしの質問に答える 

ことも拒否した。そこでわたしは彼をピラトのもとに送り返した。 

ピラト——わたしはやはりイエスに死刑を宣告する理由を見つけることができなかった。し 

かし，民衆は死刑を要求し続けた。そこでわたしは，イエスに罪がないことを告げようとす 

るのをあきらめ，イエスを連行して十字架につけることを許した。 

3人の子供が席に戻ったら，イエスにとってこの3人の統治者の前に連行されて審問を受け 

ることがどのようなものであったかを話し合う。 

4.紙片に次のような，子供たちにとって対処の難しい状況を書く。（事例はクラスの子供に合っ 

たものにする。） 
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教会に行っているということで人に笑われた。 

麻薬やたばこを試してみるように誘う人がいる。 

ほかの子供をいじめる子供がクラスにいる。 

教会員でない友達から教会のことを説明してほしいと言われた。 

友達からトラブルに巻き込まれないようにするためにうそをついてほしいと言われた。 

順番に紙片を取って書いてあることを読むように言う。各事例について話し合い，どうす 

るのが正しいかを判断する。イエス•キリストに対する証に雄々しくあるのは難しいことも 

あるが、，雄々しくあればそれだけ祝福も大きいことを強調する。 

5.イエスについて述べた言葉が書かれたカード（教材として使ったもの）を各人に1枚か2枚ず 

つ配り，それを読んだときにどんなことを考えたかを話させる。（言葉は教師が自分で考えた 

ものでもよい0)子供たちにイエスが神の御子，救い主，贖い主などであられることをほんと 

うに知っているかどうか吟味してみるように言う。この知識があったためにどんな祝福を受 

けたかを話させる。 

6.クラスで「主の御名をたたえん」（『賛美歌』105番）を歌う。だれかを招いて歌ってもらって 

もよい。 

まとめ 

証 

s冗tf課)d 

イエス•キリストが神の御子であられることを証し，その証があなたにとってどれほど大切で 

あるかを述べる。イエスが進んで苦しみを受け命をささげられたために，わたしたちは復活し永 

遠の命を得られるようになった。そのことへの感謝の気持ちを述べる。 

この課のレッスンの復習として，マタイ26 ： 47-54を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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イエス•キリス卜の 
十字架刑と埋葬 

目的 

準備 1.マタイ27 ： 32-66 ；ルカ23 ： 26-56 ；ヨハネ10 ：17-18 ；19 ：13-42を祈りの気持ちで研究 

する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レ 

ッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。 

2.その他の参照箇所——マルコ15: 20-47 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.『モルモン書』1冊 

c.視覚資料7-33「十字架」（『福音の視覚資料セット』230) ； 7-34「イエスの埋葬」（『福音 

の視覚資料セット』231)；7-35「イエスの墓」（『福音の視覚資料セツト』232) 

レッスン 

導入 

簡単な復習 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

次の話を紹介する。 

ある寒い冬の日，飛行機がワシントンD.C.の橋げたに衝突し，凍るように冷たいポトマック川 

に突っ込みました。多くの人が亡くなりましたが，6人が飛行機の尾翼につかまって助けを求め 

ていました。そこにヘリコプターから浮き輪が投げ込まれました。水は冷たく，尾翼につかまり 

続けるのはとても大変なことでした。人々はg分の順番が来て浮き輪で安全な所に運ばれる前に 

死んでしまうのではないかと恐れました。 

ところが，浮き輪が降ろされる度にほかの人に譲る男の人がいました。そして全員が助け出さ 

れました。でも彼はついに力尽きて，尾翼につかまっていられなくなりました。そして，水の中 

に滑り落ちて死んでしまいました。 

•なぜこの男の人は浮き輪をほかの人に譲ったのでしよう。あなたがこの人のおかげで救われた 

一人だったら，どんな気持ちがしたと思いますか。 

この男の人がしたような，人のために命をささげる勇気と愛について，あなたの気持ちを述べる。 

今日のレッスンでは十字架上でのイエスの苦痛について学ぶことを説明する。イエスは過去か 

ら未来にわたってこの世に生を受けた人がすべて再び生きられるように，命をささげられた。そ 

れはわたしたちへの深い愛によるものである。 

アダムとエバが禁断の木の実を食べたためにエデンの園を追われた状況について思い起こさせ 

る。彼らの体は背きのために死を経験しなければならない体となった。わたしたちもアダムとエ 

バの子孫として，死を味わわなくてはならない。 

肉体の死が天の御父の計画の一部であり，御父はその大いなる慈悲により，独り子イエス•キ 

リストを遣わして死を克服された。キリストの死と復活により，わたしたちは皆，肉体の死から 

救われるようになっている。わたしたちは死ぬが，復活する（ヨハネ3 ：16 —17 ；ヒラマン14 ： 

15参照)。 
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イエスが命をささげてくださったので再び生きることができる，という証を，子供たち一人一 

人が強く持てるようにする。 



これまでのレッスンからイエスの苦痛や裏切り，逮捕，裁判について復習する。 

聖文 マタイ27 ： 32-66からイエスの十字架刑と埋葬について教える（聖文中の出来事を教える方法 

については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。ルカ23: 34, 39-43 ；ヨハネ19 ：19-22, 
25-27, 34，39も参照する。視覚資料を適当なところで見せる。 

以下は今日のレッスンのボイントとして押さえておくべき箇所である。 

1.シモンという名のクレネ人がイエスの十字架を運ぶ（マタイ27: 32)。 

2.イエス，二人の強盗の間の十字架にかけられる（マタイ27 ： 33-38 ；ルカ23 ： 32-33)。 

3.ピラト，称号を書き，十字架に付ける（ヨハネ19 ：19-22)。 

4.イエス，あざけられる（マタイ27 ： 39-44)。 

5.イエス，強盗に話しかける（ルカ23 ： 39-43)。 

6.イエス，ヨハネに母親の世話を願う（ヨハネ19 ： 25-27)。 

7.暗闇が地を覆う（マタイ27 ： 45-46)。 

8.イエス•キリストの死（マタイ27 ： 50-56)。ローマの兵士，イエスのわきを刺す（ヨハネ 

19 ： 34)o 

9.イエスの遺体が墓に入れられる（マタイ27 ： 57 — 61；ヨハネ19 ： 38 — 42)。 

10.墓に番人が置かれる（マタイ27 ： 62-66)。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•イエスの裁判の後，ピラトはどうしましたか。（マタイ27: 26)「十字架につける」とはどうい 

うことですか。（十字.架に手足を釘で打つか縛るかして処刑すること。）十字架刑とは苦痛の伴 

う，時間をかけて執行される処刑の方法で，奴隸や も身分の低い罪人に適用されるものであ 

ったことを説明する。 

•イエスが十字架につけられた場所を示す二つの名前は何ですか。（マタイ27: 33 ;ルカ23: 33) 

•イエスはだれと一緒に十字架につけられましたか。（マタイ27 ： 38 ；ルカ23 ： 33) 

•兵士たちはイエスに何を飲ませようとしましたか。（マタイ27: 34)苦みを混ぜたぶどう酒は 

感覚をまひさせ，痛みを和らげるためのものであることを説明する。イエスがこれを拒否した 

のは，意識のはっきりした中で贖罪の業を終えたいと思われたからである。 

•イエスは御父にだれを赦すようにお願いされましたか。（ルカ23: 34)イエスが兵士たちを赦 

されたのはなぜ重要なのでしょうか。わたしたちにとって人を赦すことはなぜ大切ですか。人 

を赦すとどのような祝福がありますか。 

•十字架につけられたイエスをあざけったのはどのような人でしたか。（マタイ27 ： 39 -44 )彼 

らはイエスにどのような言葉を浴びせましたか。イエスはそれにどうこたえられましたか。（1 

ニーファイ19:9)人から意地悪なことを言われたとき，どう応じたらよいでしょうか。 

• 二人の強盗はイエスに対してどんな態度を執りましたか。（ルカ23: 39-43)第2の強盗の言っ 

た言葉で，彼が悔い改め始めたことを示すのはどれですか。（ルカ23: 40-42)イエスの答え 

はどうでしたか。（ルカ23: 43) 

•イエスは十字架での苦痛の中で，母親に対してどう思いやりを示されましたか。（ヨハネ19: 
25-27)このことからイエスについてどのようなことが分かりますか。 

•暗闇が地を覆ったのはどのくらいの長さですか。（マタイ27: 45)イエスは何と叫ばれました 

か。（マタイ27: 46)神は御子をほんとうに見捨てられたのでしょうか。天の御父はイエスが 

独力で罪に打ち勝って死を克服できるように，しばらくの間御霊を取り去られたのである。 
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•「息をひきとられた」（マタイ27: 50)とはどういう意味ですか。（英文では「霊を放棄する」 

となっている。イエスが死を迎えるのはこの方法しかなかった。この聖句からイエスが自ら進 

んで命をささげられたことが分かる。）子供たちにヨハネ10 ：17-18を読ませる。なぜイエス 

は進んで命をささげられたのでしょうか。 

•イエスの死に伴ってどのような奇跡が起きましたか。（マタイ27 ： 51-53)奇跡を見た百率長 

はどう証しましたか。（マタイ27: 54) 

•アリマタヤのヨセフとはだれですか。（マタイ27: 57)彼はどうしましたか。（マタイ27: 58-

60) 

•パリサイ人はピラトに何を求めましたか。（マタイ27 ： 62-66)なぜ彼らは墓に番人を置くよ 

うに求めたのでしょうか。彼らの努力が何の効果もなかったのはなぜですか。このことから， 

人の力と神の力について何を学ぶことができますか。 

以下の質問をして，アダムとエバの背きと，救い主の必要性がどのように関連しているか子供 

たちに理解させる。 

•アダムとエバはどのようにしてエデンの園で御父の戒めの一つに背きましたか。（善悪を知る 

木の実を取って食べた。）この背きの結果どのようなことが起こりましたか。（園を離れなけれ 

ばならなかった。死すべき体となり，子供をもうけられるようになった。彼らと子孫はすべて 

死を味わうことになった。これは御父の計画の一つである。） 

•死ぬとわたしたちの霊と肉体はどうなりますか。（霊が肉体から離れ，霊界に行く。霊を失っ 

た肉体は普通は埋葬される。）霊と肉体が再び結合できるように，わたしたちにできることは 

ありますか。（ない。死すべき人間であるわたしたちには霊と肉体を結合させる力はない。） 

•この希望のない状態から救ってくださったのはどなたですか。なぜイエスしかわたしたちを救 

うことがおできにならなかったのでしょうか。（イエスには罪がなかった。またイエスは御父 

の肉における独り子で，死を克服する力があった。）あなたと家族が復活できるように助けて 

くれる人がおられることを知って，どんな気持ちがしますか。 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.模造紙か黒板に次の聖句を列挙する。この聖句の一つ一つにはイエスが十字架上で語られた 

言葉が含まれていることを説明する。それらを読ませ，その言葉からイエスのどのような力 

や人格がうかがえるかを言わせる。 

ルカ23 ： 34 (慈悲深く赦しの心がある) 

ルカ23: 43 (将来の出来事を預言する力がある） 

ヨハネ19: 26-27 (母親への愛と思いやり） 

マタイ27 ： 46 (御父への信頼） 

ルカ23: 46 (御父の御心への従順な姿勢） 

ヨハネ19: 30 (御父の計画を全うされた） 

2.イエスの死と埋葬に関する出来事の以下の登場人物（グループ）を黒板に書き，それぞれに 

ついて覚えていることを言わせる。そして，それぞれがどのような役割を果たしたかを理解 

させる。 

イエス•キリスト 

ピラト 

クレネ人シモン 

兵士たち 

あざけった人々 

二人の強盗 
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イエスの母マリヤ 

愛弟子ヨハネ 

百率長 

アリマタヤのヨセフ 

3.子供たちと信仰箇条第2節について話し合い，暗唱できるように助ける。 

4.「イエス様，本当に復活したの」（『子供の歌集』p.45)を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 イエスが十字架での死を通して払ってくださった大いなる犠牲に感謝する。この主の偉大な愛 

のためにわたしたちは復活し，御父と再び生活できることを証する。 

この課のレッスンの復習として，マタイ27 ： 34-50を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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イエス•キリス卜の復活 

目的 イエス•キリストが死人の中から復活されたことを，そしてわたしたちも復活できることを子 

供たちに理解させる。 

準備 1.マタイ27 ： 52-53 ； 28 ：1-15 ；ルカ24章；ヨハネ20章；使徒1：3，9-11；1コリント15 ： 

5 - 6 , 22を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちに 

どう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi，「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。 

2.その他の参照箇所——マルコ16章 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.次の言葉を1枚に一つずつ書いた紙片——「亜麻布」「香料」「園」「兵士」「石」 

c.視覚資料7-35「イエスの墓」（『福音の視覚資料セット』232) ； 7-36「マリヤと復活され 

た主」（『福音の視覚資料セット』233) ； 7-37「復活されたイエス•キリスト」（『福音の 

視覚資料セット』239) 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

「準備」の項で挙げた紙片を容器に入れ，子供たちに順番に引かせる。そして何が書いてある 

かを言わせ，イエスの埋葬とどう関連するかを説明させる。全員に回るように紙片の枚数を調整 

する。 

イエスがはりつけにされ，埋葬された後の安息日の朝の出来事である。子供たちに，イエスの 

死を悲しむ弟子たちと一緒にいるところを想像させる。彼らが望んでいたのは，イエスがローマ 

の支配から彼らを救い，力と栄光の王国を地上に築いてくれることだった。しかし，そのイエス 

が死んでしまったのである。子供たちに，これからその日曜日の朝にエルサレムで起こった出来 

事について紹介することを話す。 

適当なところで視覚資料を使いながら，マタイ27 ： 52 — 53 ； 28 ：1 — 15 ；ルカ24章；ヨハネ20 

章にあるイエスの復活の話を子供たちに紹介する（聖文中の出来事を教える方法については， 

「聖文に基づいて教える」p.vi滲照）。イエスは亡くなる前に御自分が死んだ後に生き返ることを 

何度か述べておられたが，弟子たちはそのほんとうの意味を理解していなかった。それまで復活 

を遂げた者はだれもいなかったし，イエスがどのようにして生き返られるのか見当がつかなかっ 

たからである。それで，天使からイエスが死人の中からよみがえられたことを聞き，また実際に 

復活された主の姿を見ても，何が起こったかをなかなか理解できなかったのである。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•マグダラのマリヤやほかの女たちは，なぜ日曜の朝に墓にやって来たのですか。（マルコ16:1) 

墓に行ったとき，だれと会いましたか。（ルカ24: 4)天使は女たちに何と言いましたか。（ル 

力24:5-6)復活するとはどういうことですか。（霊の体が骨肉の体と再び結合して離れなく 

なること。） 
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•空になった墓を見た女たちは何をしましたか。（ルカ24: 8-12)なぜ弟子たちは女たちが伝え 

た天使の言葉を信じなかったのでしょうか。（ルカ24 ：11；ヨハネ20 ： 9)あなたがもし弟子た 

ちの一人でこの知らせを聞いたとしたら，どんな気持ちがしたと思いますか。 

•ぺテロやほかの弟子たちは墓に行って何を発見しましたか。（ヨハネ
20:3

ー7。「もうひとりの 

弟子」とは恐らくヨハネであると思われることを説明する。）彼らはイエス•キリストが復活 

されたことをなぜ信じましたか。（ヨハネ20: 8) 

•天使からイエスの復活を告げられた後でもマリヤは悲しんでいました。なぜでしょうか。（ヨ 

ハネ20:11 — 13)マリヤがイエスの復活をはっきりと知ることができるように，どのようなこ 

とが起こりましたか。（ヨハネ20 ：14-16)なぜイエスは「わたしにさわってはいけない」と 

言われたのでしょう。（ヨハネ20:17) 

•イエスが復活された日に，ほかにだれが復活しましたか。（マタイ27 ： 52-53)あなたの家族 

の中でだれが復活するでしょうか。家族のほかにだれが復活するでしょう。（1コリント15 ： 22) 

•墓が空になっていることを説明するために，祭司長たちはどんな作り話を考え出しましたか。 

(マタイ28 ：11-15)なぜ兵士たちは天使を見たにもかかわらず，この作り話を広めることに 

同意したのでしょうか。（マタイ28:12，15) 

•イエスが復活された日，エマオへの道を弟子たちとともに歩まれたのはどなたですか。（ルカ 

24 ：13-16) 3人は歩きながら何を話しましたか。（ルカ24:17 — 27) 二人の弟子はイエスと話 

していて何を感じましたか。（ルカ24: 32)彼らの心を燃やしたのは何ですか。（聖霊）あなた 

やあなたの家族は，これまでどのようにして御霊による霊感を受けましたか。 

•イエスは復活した日の夜，何をなさいましたか。（ルカ24: 36-48)なぜ弟子たちはイエスが 

来られたときに扉を閉めていたのでしょうか。（ヨハネ20:19)イエスを見た弟子たちの反応 

はどうでしたか。（ルカ24:37)イエスは御自分が復活されたことを弟子たちにどう示されま 

したか。弟子たちは復活体について何を学びましたか。（ルカ24: 39-43) 

•トマスはなぜイエスの復活を信じなかったのでしょうか。（ヨハネ20 ： 24-25)トマスが 後 

にイエスに会ったのはいつですか。（ヨハネ20: 26)イエスはトマスにお会いになって何と言 

われましたか。（ヨハネ20: 29)イエスが復活されたことへのあなたの証は何によって強まり 

ますか。 

•復活の後，イエスはほかにだれとお会いになりましたか。（マタイ28 ： 9 ；1コリント15 ： 6) 

(復活後のイエスの現れをすべて復習するには，「レッスンを豊かにする活動」の1を使うとよ 

い。） 

•イエスは復活後，どれだけの時間を弟子たちと過ごされましたか。（使徒1:3) 

•イエスはどのようにして天に昇られましたか。（使徒1:9-11)何が起こったかを民に説明し 

に来たのはだれですか。このことから，イエスの再臨について何が分かりますか。 

レッスンを 

豊かにする活動 

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

ャレンジに利用してもよい。 

1.各人に次のヒントを渡し，みんなの前で読むように言う。クラスの子供たちに答えさせる。 

答えが出ないときは，質問を読んだ子供に聖句の参照箇所を言わせ，クラスの子供たちに答 

えを探させる。 

わたしは復活したイエスに 初に会った人です。わたしはだれでしょう。（マグダラのマリ 

ャ。ヨハネ20:1,16) 

イエスはわたしたちの前に御姿を現されました。わたしたちはイエスの足に触れました。 

わたしたちはだれでしよう。（ほかの女たち。マタイ28: 5，9) 
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わたしは空になった墓に入った 初の使徒です。わたしはだれでしょう。（ぺテロ。ヨハネ 

20 ： 6) 

わたしはぺテロとともに空になった墓に走って行った使徒です。わたしはその場でイエス 

が復活されたことを信じました。わたしはだれでしょう。（ヨハネ。ヨハネ20: 8) 

友達とわたしはイエスとエマオへの道を歩いていました。でも，イエスだとは気づきませ 

んでした。わたしはだれでしょう。（クレオパ。ルカ24:18) 

わたしたちが扉を閉じて集会をしているところにイエスが来られました。わたしたちはだ 

れでしょう。（弟子たち。ヨハネ20:19) 

使徒たちが復活されたイエスと 初に会ったとき，わたしはその場にいませんでした。わ 

たしはイエスにじかに会って手足の釘跡に触れるまで，イエスが死人の中からよみがえられ 

たことを信じませんでした。わたしはだれでしょう。（トマス。ヨハネ20: 24) 

天使が石の扉を転がしたのをわたしたちは見ていました。わたしたちは祭司長たちからう 

そを言うように買収されました。わたしたちはだれでしょう。（ローマの兵士。マタイ28:12) 

2.イエスが亡くなられたときに弟子たちが抱いたと思われる気持ちを黒板に書く——失望，悲 

しみ，寂しさ，絶望など。これを左の欄に書き，右側にはその反対の言葉——希望，喜び， 

うれしさ，信仰などを書く。そして，右の欄に書いたものが恐らく，主が復活されたことを 

知ったときに抱いたものであろうと思われることを説明する。復活がわたしたち一人一人に 

とってどのような意義があるかを話し合う。 

3.初等協会会長会の承認を得たうえで，家族を亡くした教会員を祈りを込めて選び，クラスに 

来て復活の意義について話してもらう。 

4.「イエス様，本当に復活したの」（『子供の歌集』p.45) ；「主はみ子をつかわし」（『子供の歌 

集』p.20)；または「主は生けりと知る」（『賛美歌』75番）を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 救い主の復活が大切な出来事であることについて，あなたの証を述べる。イエスのゲツセマネ 

の園での苦しみ，死，復活は地上の歴史の中で も偉大な出来事である。そのことを証する。 

読書課題 この課のレッスンの復習として，ルカ24章を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 

97 



わたしの羊を養いなさい 第 課 

目的 ほかの人が福音を理解して福音に添って生活できるよう助けることにより，子供たちがイエ 

ス•キリストへの愛を示せるようにする。 

準備 1.ヨハネ21：1 — 17とマルコ16:15を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖 

文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi，「聖文に基づいて 

教える」p.vii参照)。 

2.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.クラスに登録している子供全員に羊の切り抜きを準備する（課末の型紙を参照)。それに一人 

一人の子供の名前を書く （子供の名前を別々の紙に書いてもよい）。クラスが始まる前にその 

切り抜きを部屋のあちこちに置いておき，子供たちが見えるようにする。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.視覚資料7-38「イエスと漁師」（『福音の視覚資料セツト』210) 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう 

部屋の中を見渡していつもと違ったところがないか尋ねる。羊は迷い出た羊なので，自分の名 

前が付いた羊を見つけて自分のところに持って来るように言う。だれも取らないで残った切り抜 

きについてはレッスンの後の方で触れることを話しておく。 

一人の子供にロールプーレイングをさせる。その子を姓名の両方で呼んでこう言う。「(名前）， 

あなたは救い主イエス•キリストを愛しますか。」答えたらこう言う。「主の小羊を養いなさい。」 

子供の名前を呼び，この質問をすることを，あと2回繰り返す。そして子供が答える度に「主の 

羊を飼いなさい」と言う。同じ質問を何度もされてどんな気持ちがしたかを尋ねる。イエスが復 

活された後で，ぺテロがこれと似た経験をしたことを話す。 

テべリヤ（ガリラヤ）の海辺で弟子たちに御姿を現されたイエスの話をヨハネ21：1-17から 

紹介する（聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。適当 

なところで視覚資料を使って話を進める。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•ぺテロとほかの弟子たちはテべリヤの海で何をしていたでしようか。（ヨハネ21:3)彼らが魚 

をまったくとれないでいたときに，イエスはどうするように言われましたか。（ヨハネ21:5-

6)網が魚でいっぱいになったとき，なぜヨハネはそれがイエスだと分かりましたか。（ヨハネ 

21:6-7)ぺテロは何をしましたか。（ヨハネ21:7)なぜべテロはそうしたと思いますか。 

(イエスだと分かって，そばに行くのが待ち切れなかった。） 

•イエスはぺテロに何を尋ねられましたか。（ヨハネ21:15)なぜイエスはぺテロにこの質問を3 

度もなさったと思いますか。同じことを3度も聞かれたぺテロはどう思ったでしよう。（ヨハネ 

21：17)イエスが亡くなり復活された後のぺテロの責任は何だったでしようか。 
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•「わたしの羊を飼いなさい」とはどういう意味ですか。主の羊とはだれのことでしょう。（天の 

御父のすべての子供たち）イエスは羊に何を食べさせたいと思っておられたでしょうか。（福音 

の真理）イエスは使徒たちにどのような召しを与えておられたでしょうか。（マルコ16:15) 

この話し合いから，イエスが使徒たちに福音を宣べ伝えるように命じておられたことを子供た 

ちに理解させる。イエスは彼らに，漁師の仕事に戻るのではなく主の業を続けるのを望んでおら 

た。ぺテロは当時の大管長であり，教会を導きイエスの福音を広めるのは彼の責任であった。 

•現代においてイエスの羊に食物を与える羊飼いはいますか。それはだれでしょう（「レッスン 

を豊かにする活動」の2参照)。 

羊の切り抜きがまだ残っているようであれば，一人の子供に前の方に持って来させる。そして， 

羊に名前が書いてある子供の何人かは福音という食物で養ってくれる羊飼いを必要としているか 

もしれないことを説明する。 

•どのようにしたらわたしたちは羊飼いになって，イエスの羊を養うことができますか。（良い 

模範を示す，クラスをお休みしている人の家に訪問する，彼らと学校で親しくなる，教会や福 

音の立場を守る，困っている人のために奉仕する，など。）家族や友人が福音の原則をもっと 

理解できるように助けるため，わたしたちには何ができるでしょうか。なぜ人を助けるとイエ 

スの福音に従うことになるのでしょうか。 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.大きな模造紙（または黒板）の上に「わたしの羊を飼いなさい」と書く。子供たちがイエス 

に愛を示すために羊を飼う方法にはどのようなものがあるかを話し合う。黒板または模造紙 

に子供たちの答えを書いていく。必要であれば以下のアイデアを用いる。 

教会に出席し，丁寧な言葉を使い，戒めを守り，正直になり，よく祈り，聖文を研究し， 

学んだとおりの生活をし，両親や法律に従うことにより良い模範となる。 

教会員であるなしを問わず証を述べる。 

誘惑に遭っている人がいたら，正しい選択ができるよう助ける。 

福音を知らない人に福音について話す。 

主に近づくために祈り，聖文を研究する。 

子供たち一人一人に紙と鉛筆を配り，次のように書かせる。「わたしは により良い 

羊飼いとなります。」下線の部分に良い羊飼いとなるためのそれぞれの計画を書くように言う。 

2.黒板に監督や教師，ステーク会長，ホームティーチャー，訪問教師，宣教師，預言者，使徒， 

初等協会会長など，教会の責任を列挙する。子供たち一人一人に責任を一つずつ選ばせ，そ 

の責任を受けた人がどのように救い主の羊を養うかを述べさせる。教師や友人，家族からの 

助けによって福音をさらによく理解できるようになった経験を話させる。あなたの体験を話 

してもよい。 

3.紙片に以下のような事例を書く。すべて強い教会員になれるようにだれかを助けることので 

きる状況である。紙片を1枚ずつ引かせ，黙読させる。そして事例を演じるように言う。ほか 

の子供たちはどんな事例かを当て，その状況の中でイエスの羊をどう養うべきかを話し合う。 

順番に全員に当たるようにする。 

クラスの何人かがレッスンのときにうるさくしています。 

友達の中で良くない映画を見ようとしている人がいます。 

ある友達が，店からお金を払わずにチョコレートを取って来ようと言います。 

グループの一人が知恵の言葉を破るように誘います。 
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4.人に福音について紹介するのも，人が福音の中で成長するのも，その人と友達になることが 

きっかけとなることが多い。子供たちに友達としてどのような人が理想かを挙げさせ，その 

ような資質をはぐくむにはどうしたらよいかを話し合う。 

よく考えて準備したうえで，子供たち一人一人にその子の持つ良い性格を短く述べる。そ 

して，なぜ友達になりたいか，理由を話す。 

5.次の聖句が今のわたしたちにどう当てはまるかを，子供たちに説明させる。 

マタイ24 ：14 

マタイ28 ：19一20 

教義と聖約4:1-4 

教義と聖約15: 6 

教義と聖約31：3-5 

6.「イエス様のように」（『子供の歌集』p.40)を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 教会員であるわたしたちには，ほかの人が福音について知り，福音の中で成長できるように助 

ける責任がある。そのことを証する。人に福音を伝える機会があることについて，あなたの気持 

ちを述べる。 

読書課題 この課のレッスンの復習として，ヨハネ21：1-17を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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イエス•キリス卜の使命 第 3 5 課 

目的 子供たちがイエス•キリストの使命を理解できるように助ける。 

教師へ——この課はイエスの前世，現世，来世における生涯を概観するものである。そして子供 

たちにイエスの使命をさらに完全に理解させることを目的としている。概観であることから，質 

問は広範なものとなっている。したがって話し合うときにはあまり具体的で詳細な方向に行くの 

ではなく，救い主の導きと教えの各場面でのハイライトに焦点を絞るようにした方がよい。 

準備 1 .モーセ1：33 , 39 ； 4 ： 2 ；ルカ24 ： 27 ；ヨハネ3 ：16 ；15 ： 9 —13 ；1コリント10 ： 4 ；モーサヤ 

13 ： 33 ； 3 ニーファイ11：7-10 ；エテル3 ：14 ；教義と聖約138 ： 30 ；ジョセフ•スミスー歴 

史1：17を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにど 

う教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.その他の参照箇所——『福音の原則』3,11，43章 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.ワードストリップ（以下の表を参照） 

c.視覚資料7-1「イエス•キリスト」（『福音の視覚資料セット』240) 

注意——レッスンの中で次のような表を作ることができる（黒板に書いてもよい）。「イエス•キ 

リストの使命」と上の方に書いた模造紙をはり，次にその下に3つの主題を横に並べて書く。そ 

して，イエスの使命の各場面について話し合いをしながら，子供たちに該当するワードストリッ 

プをはらせる。 

キリストの前世での生活 

救い主となることを申し 

出る 

地球を創造する 

『旧約聖書』のエホバ 

預言者たちに啓示を 

授ける 

キリストの現世での生活 

福音を教える 

病人を癒す 

教会を組織する 

わたしたちの罪を贖う 

わたしたちのために命を 

ささげる 

キリストの来世での生活 

霊界を訪れる 

復活する 

ニーフアイ人を訪れる 

預言者ジョセフ•スミス 

を通してこの教会を 

設立する 

今日の教会の指導者たち 

に啓示を与える 

わたしたちを愛し， 

助ける 

再臨する 
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レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 自分の役割を示す言葉（息子，娘，孫，生徒，サッカー選手など）をできるだけたくさん挙げ 

させ，黒板に書く。黒板の別の欄には（ワードストリップを用いてもよい）イエスの役割を示す 

言葉を書く （『聖句ガイド』の「イエス•キリスト」の項参照)。あなたの方で子供たちになじみ 

のない称号（模範者，裁き主，岩，仲保者）をまず書き，次いで救い主や贖い主，創り主など， 

子供たちがよく知っているものを挙げていく。これらの名前がどなたのことを表すものかが分か 

った人は手を挙げるように言う。 

聖文 視覚資料「イエス•キリスト」を見せる。イエスはたくさんの驚くべきことをわたしたちのた 

めに行ってくださったが，それはイエスが地上におられたときだけでなく，この世にお生まれに 

なる前でも亡くなられた後でも同じであった。イエスがこれらのことを行われたのは，わたした 

ちのための御父の救いの計画を全うするためである。その計画が救いの計画と呼ばれるのは，そ 

の計画により，またイエスの助けを得て，わたしたちが御父やイエスと再び生活できるからであ 

る（モーセ1：39参照）。子供たちにヨハネ3 ：16を読ませる（聖文中の出来事を教える方法につ 

いては，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•イエスがこの世にお生まれになる前に行われたのはどんなことですか。 

•救い主になることを申し出たのはだれでしよう。それはいつですか。（エテル3:14;モーセ 

4:2)イエスを救い主に選ばれたのはどなたですか。（ヨハネ3 ：16 ；アブラハム3 ： 27) 

•地球を創造されたのはどなたですか。それはいつですか。（創世1：1；モーセ1：33) 

•エホバすなわち旧約の主とはどなたですか。モーセやアブラハムのような古代の預言者に啓示 

を授けたのはどなたですか（イエス•キリスト。『聖句ガイド』の「エホバ」の項参照）。モーセ 

やほかのすべての預言者が証したのはどなたについてですか。（ルカ24 ： 27 ；モーサヤ13 ： 33) 

•イエスはこの世におられたときに何をなさいましたか。子供たちにイエスのこの世での教導の 

業の数々をできるだけたくさん挙げさせる。なぜイエスはそのようなことを行われたのでしよ 

うか。（ヨハネ15: 9,11) 

•イエスは死後に何を行われましたか。（1ぺテロ3 ：18-20 ；教義と聖約138 ： 30——イエスは獄 

にいる霊たちを訪れられた。）イエスは復活後何を行われましたか。（3 ニーファイ11：7-10 ； 

27 ： 8——アメリカ大陸のニーファイ人を訪れ，御自分の体をお見せになった。ジョセフ•ス 

ミス-歴史1：17——真理を回復するためにジョセフ•スミスのもとを訪れられた。教義と聖 

約115 ： 4一一わたしたちのために教会を組織された。） 

•イエスは今日，わたしたち一人一人をどう助けてくださるでしようか。（アモス3:7;マタイ 

28:20) (「レッスンを豊かにする活動」の2参照。） 

•わたしたちは皆，どのような偉大な出来事を待ち望んでいるでしようか。イエスは御自身の再 

臨について，どのような預言や約束を指示なさいましたか。（マタイ24 ： 30-31；教義と聖約 

29 ：11) 

•イエスがわたしたちのために行ってくださったすべてのことへの感謝の気持ちは，どのように 

示すことができるでしょうか。（ヨハネ15:10，12)感謝を示すためにどのような戒めを守る 

かを子供たちに考えさせる。 
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レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。， 

1.『聖句ガイド』の「イエス•キリスト」の項を読み，イエスの称号や役割を調べる。幾つかの 

称号を選び，話し合う。 

2.イエスがわたしたちを愛しておられ，今日の教会を導いておられることを子供たちに理解さ 

せる。第5代大管長ロレンゾ•スノーがソルトレーク神殿でイエスにまみえた話をする。 

ある晚，ロレンゾ•スノー大管長め孫娘の一人がソルトレーク神殿の中でスノー大管長と 

話をしていました。そして彼女が帰ろうとすると，大管長が廊下の所まで出て来ました。そ 

して突然こう言ったのです。「待って，アリー。おまえに話しておきたいことがある。ウッド 

ラフ大管長が亡くなられたときに主イエスがわたしに御姿を現してくださったのが，ちよう 

どこの場所なんだよ。」大管長はもう一歩前に出て，左手を伸ばしてこう続けました。「イエ 

スはここの床から約3フイ一ト離れた所に立っておられた。まるで金むくの台の上に立ってお 

られるようだったよ。」それからスノー大管長は救い主の御姿や美しい白い衣について話しま 

した。（リロ 1 • C •スノー An Eperience of My Father s Improvement Era「わたしの父 

の経験」『インプルーブメント•エラ』1933年9月号，p.677) 

3.次の聖句または同じようなものを探して，イエスがこの世におられたときに行われたことを 

復習する。 

マタイ5: 2 (福音を教えられた） 

マタイ14 ：14 (病人を癒された） 

マルコ3 ：14 (教会を組織された） 

2 ニーフアイ2: 6 — 7 (わたしたちの罪を贖い，わたしたちのために亡くなられた） 

マタイ28: 6-7 (復活された） 

4.「救い主の愛」（『子供の歌集』p.42)を歌う力、，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 イエス•キリストに対して，またイエスがわたしたちのために行ってくださったこと，これか 

ら続けて行ってくださることへの感謝の気持ちを述べる。地上でのイエスの生涯について学ぶ機 

会があることについて，どれほど感謝しているかを証する。 

読書課題 この課のレッスンの復習として，ヨハネ15 ： 9-13を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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五旬節の曰 

目的 子供たちが聖霊の賜物について学び，聖霊の導きの見分け方について理解できるように助ける。 

準備 1.使徒2:1-24, 32-33, 36-47;ヨハネ14 ： 25 — 27を祈りの気持ちで研究する。それからレ 

ッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi, 
「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.その他の参照箇所——『福音の原則』7，21章 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.黒板とチョーク 

c.視覚資料7-39「五旬節の日」 

レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 使徒たちと一緒におられたイエスは，使徒たちにたくさんのことをお教えになった。そして， 

主は御自分がぃつも使徒たちと一緒にぃられるわけではなぃことが分かってぃたので，彼らを助 

けるために特別な賜物を送ることを約束された。 

以下のヒントを読む。答えが分かった子供は立って，答えをあなたに耳打ちする。聖霊と答え 

られた子供はそのまま立ってぃる。 

わたしは真理を教えます。 

わたしは導き手です。 

わたしは慰めを与えます。 

わたしはイエス•キリストを証します。 

わたしは普通，あなたの思ぃや心に語りかけます。 

わたしは神会の一員です。 

わたしは霊体だけで，肉体を持ってぃません。 

黒板に「聖霊」と書く。子供たちとヨハネ14: 25-27を読む。ヒントの残りを読み，聖霊がわ 

たしたちのためにどのような働きをされるかを子供たちに理解させる。 

黒板に「五旬節」と書く。「五旬節」とはユダヤ人の祭りで，毎年過越の祭りの50日後に行わ 

れた。イエスは 後の晩餐で使徒たちに聖餐を配られたが，それは過越の祭りのときであった。 

その50日後，弟子たちは聖霊を受ける。黒板に「聖霊の賜物」と書く。 

聖文 子供たちに五旬節の出来事につぃて教える（使徒2:1-24, 32-33, 36-47)(聖文中の出来 

事を教える方法につぃては，「聖文に基づぃて教える」p.vii参照)。視覚資料「五旬節の日」を見 

せる。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 
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•五旬節の日，聖霊はどのようにしてイエスの使徒たちに降られましたか。（使徒2:1-4) 

•弟子たちに異言を話すカや異言を解く力を与えたのは何でしょうか。（使徒2: 4)聖霊による 

この霊の賜物は，今日の教会の伝動活動をどう助けていますか。（宣教師が外国語を修得する 

のを助けている。また異言の賜物は，たとえ宣教師の話す言葉がたどたどしくても，求道者に 

福音のメッセージを理解させる力を持っている。） 

•ぺテロがキリストの十字架刑と復活について証した後で人々は「心を強く刺され」ました。何 

がそうさせたのでしょうか。（使徒2: 33，36 — 37。聖霊）「心を強く刺され〔る〕」とはどうい 

うことですか。（強く残念に思い，悲しむ気持ち）聖霊はなぜそのような気持ちを起こさせる 

ことがおできになるのですか。 

•聖霊はどのようにしてわたしたちに何をすればよいかを教えてくださいますか。聖霊からの助 

けを受けていることは様々な方法で分かることを子供たちに説明する。平安な思いやこれが正 

しいという印象，聖文などがはっきり分かるようになること，聖文の中で問題への答えを見つ 

けること，教会で助けになる話やレッスンに接すること，などである。適当であると感じた場 

合は，聖霊の導きを受けた体験談を話す。 

•ぺテロは人々に，聖霊を受けるために何をしなければならないと言っていますか。（使徒2: 38) 

わたしたちは聖霊の賜物を得るために何をしなければなりませんか。 

•皆さんの中で聖霊の賜物を受けている人は何人いますか。バプテスマの前でも聖霊の促しを受 

けることは可能であるが，わたしたちは末日聖徒イエス•キリスト教会の会員として確認の儀 

式を受けるときに聖霊の賜物を授かる。義にかなった生活をしていれば，聖霊の賜物によりわ 

たしたちは聖霊を常に伴侶とすることができる（教義と聖約121：45-46参照）。 

• 3,000人のパプテスマの後で，彼らは引き続き聖霊の導きを受けるために何をしましたか。（使 

徒2: 42-47)(子供に聖文の中から答えを探させ，それを黒板に箇条書きにしてもよい。） 

•聖霊を常に受けるようにするには何をしなければならないでしょうか。（悔い改め，パプテス 

マを受け，聖霊の賜物を受け，義にかなった生活をし，聖霊の導きを求めて祈り，心を静めて 

耳を傾け，受けた導きに従う。） 

次の引用を子供たちに紹介する。 

「いつも御霊が与えられるようにお祈りしてください。……聖霊も天のお父様からの贈り物で 

す。……聖霊は小さく静かな声で，正しいことをするように皆さんにささやきかけられます。皆 

さんが善いことを行い，よい気持ちを感じるのは，聖霊が皆さんに語りかけられるからです。聖 

霊はすばらしい導き手です。聖霊はいつでも皆さんのそばにいて，助けを与えてくださるのです。」 

(『聖徒の道』1989年7月号，p.86) 
子供たちに自分や家族が聖霊の導きを受けた経験を話させる。聖霊の導きによく耳を傾けるこ 

とと，その導きに従うことを子供たちに勧める（「レッスンを豊かにする活動」の6参照)。 

レッスンを 

豊かにする活動 

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

ャレンジに利用してもよい。 

1.第11代大管長ハロルド.B.リーの次の話を紹介する。 

「8歳かそれ以下のころのことです。父に連れられて近くの農場に行きました。父が働いて 

いる間，わたしはその年齢の男の子がするような遊びをして忙しく過ごしていました。暑く 

てほこりっぽい日で，わたしは疲れるまで遊び続けました。さくの向こうには壊れかけた小 

屋がありました。わたしはひどく興味をそそられました。わたしの目にはその小屋はお城の 

ように見えたのです。探検したいと思いました。そこでさくを越えて小屋の方に行こうとし 

ました。そのときです。声が聞こえました。そしてわたしにこの重大な言葉を告げたのです。 

「ハロルド，そこに行ってはならない。」辺りを見回しました。「わたしの名前を呼んだのはだ 

れだ。」父は畑の反対側です。父からはわたしが何をしているか見えません。目に見える範囲 
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に声を出せる人はいません。そこでわたしは，目に見えない方が小屋の方に行かないように 

警告してくださっていることを覚りました。その小屋に何があったのかは分かりません。で 

もそのように若いときから，わたしは目に見えないながらもわたしたちに語りかけてくださ 

る方がおられることを知ったのです。」（『メキシコ地域大会報告，1972』pp.48-49) 

2.以下の文を別々の紙に書く。（「聖霊」についてのその他の引用聖句については『聖句ガイド』 

を参照する。）それを箱に入れ，子供たちに引かせる。書いてある聖句を調べて，聖霊につい 

て何が述べられているかを言わせる。 

ヨハネ14: 26 (聖霊は慰め主と呼ばれる。すべてのことを教え，物事を心にとどめさせて 

くださる。） 

ヨハネ15: 26 (聖霊は真理の御霊であられる。キリストを証される。） 

ヨハネ16:13 (聖霊はわたしたちをあらゆる真理に導き，未来のことを示してくださる。） 

使徒4 ： 31(聖霊は神の言葉を大胆に述べられるように助けてくださる。） 

使徒5: 32 (神は従順な人に聖霊を授けてくださる。） 

ガラテヤ5: 22 (愛，喜び，平和，寛容，慈愛，善意，信仰は御霊を通してもたらさせる。） 

3.以下の引用を読む。各人に複写を渡してもよい。 

「人はパプテスマを受けると，末日聖徒イエス•キリスト教会の会員として確認を受け，そ 

の短い儀式の中で聖霊の賜物を受けます。そしてそれから一生の間，男性も女性も幼い子供 

も，生活の指針となる霊感に満ちた導き，すなわち直接個人に授けられる啓示を受ける特権 

を得るのです。」（ボイド• K •パッカー “Personal Revelation ——Available to All" Friend 
「直接個人に与えられる啓示——すべての人に」『フレンド』1990年6月号，表紙裏） 

4.各人に以下の文を複写して渡す。 

義にかなった生活をすれば聖霊はわたしのために教えを施し，導きと慰めと守りを与え， 

危険を警告し，真理を証してくださる。 

5.聖霊の別名をできるだけたくさん挙げさせる。子供たちが考えつかないようであれば，次の 

名称を挙げる——聖なる御霊，神の御霊，主の御霊，慰め主，御霊（『聖句ガイド』の「聖霊」 

の項参照)。 

6.「せいれい」（『子供の歌集』p.56)を歌うか，または歌詞を読む。 

黒板に「静かな細い声」と書いて，そこに聖霊の導きの例を列挙してもよい。わたしたち 

はパプテスマを受けた末日聖徒イエス•キリスト教会の会員として，生活の中で聖霊の助け 

を得ることができる。そのことを強調する。義にかなった生活をして聖霊の導きに耳を傾け 

れば，導きや警告，慰めを受けることができる。 

まとめ 

証 イエスはわたしたちを愛しておられるので，助けや教え，慰め，導きとしての聖霊の賜物を授 

けてくださったことを証する。。 

読書課題 この課のレッスンの復習として，使徒2:1-8, 36-41を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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使徒べテロ 第 課 

目的 子供たちもべテロのように強い信仰を持つことができることを理解させる。 

準備 1.マタイ4 ：18 — 19 ；14 ： 22 — 33 ；16 ：13 — 17 ；17 ：1 — 9 ；ルカ22 ： 31 — 34，54 — 62 ；使徒

1ー9 ； 4 ： 6-20 ； 5 ：12-42 ；アルマ32 ： 21を祈りをもって研究する。それからレッスンを検 

討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に 

基づいて教える」p.vii参照）。 

2.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.教材一一『聖書』人数分 

レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 子供たちに，以下の物語をする間，よく耳を傾けるように言う。 

物語1——イエスが自分は間もなく殺されるとおっしゃったとき，一人の男がこう言いました。 

「主よ，わたしは獄にでも，また死に至るまでも，あなたとご一緒に行く覚悟です。」（ルカ22: 

33)この同じ男が，イエスが捕らえられて裁判にかけられるとき，群衆の中にいました。すると 

一人の女が近寄って来て，この人はイエスと一緒にいましたと言いました。するとこの男はそれ 

を否定してこう言いました。「わたしはその人を知らない。」そのすぐ後で，もう一人の男が言い 

ました。「あなたもあの仲間のひとりだ。」男はまた否定しました。3度目にだれかが同じことを 

言いました。すると，その男はまたこう言ったのです。「あなたの言っていることは，わたしに 

わからない。」(ルカ22 ： 54-62参照) 

物語2——ある日のこと，一人の男とその友人が生まれつき足の不自由な男のそばを通りかかり 

ました。その男が足の不自由な男にこう言いました。「ナザレ人イエス•キリストの名によって 

歩きなさい。」彼は足の不自由な男の手を取って起こしてあげました。足の不自由な男はすぐに 

癒され，「歩き回ったり踊ったりして神をさんびしながら」神殿に入って行きました。これを聞 

いた祭司長たちは，足の不自由な男が何の権能によって癒されたのかを癒した男に尋ねました。 

癒した男は，それを言うと投獄されたり殺されたりする可能性があることが分かっていたにもか 

かわらず，イエス•キリストの力によるものであることを宣言しました。祭司長たちは，二度と 

イエス•キリストの名によって教えないように命じました。しかしその男は，偽りのユダヤ人の 

祭司よりも神に従う方が大切であること，これからも続けてキリストの名により教えることを明 

言しました（使徒3 ：1—9 ； 4 ： 6 — 20参照)。 

二つの物語の男がぺテロであることを話す。十字架刑の前にイエスを知っていることを否定し 

たべテロは，まだ成長と学びの段階にあった。イエスが捕らえられ，ぺテロは恐れた。ところが， 

足の不自由な男を癒すころまでには，ぺテロは聖霊を受け，イエス•キリストへの証も強まって 

いた。それによって彼はどんなことが起ころうとも正しいことを行う強さを身に付けたのである。 

•証とは何でしようか。（イエス•キリストについての，また主の教会が真実であることについ 

ての個人的な知識）この課が子供たちの証を強めるものであることを説明する。 

聖文と 子供たちにべテロについての以下の出来事を教え，一つ一つ話し合う。子供たちが聖文を理解 

話し合いと し，生活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句 

応用のための質問 を読むのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 
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1.ぺテロはイエスに従った（マタイ4 ：18-19)。 

•イエスが御自身のことについてお告げになった後でべテロがイエスに従ったのはなぜでし 

ょう。イエスに従うために，ぺテロは何を犠牲にしましたか。わたしたちは何を犠牲にし 

なければならないでしょうか。あなたは救い主に従うことによりどんな祝福を受けてきま 

した力、 

2.イエスとぺテロは水の上を歩いた（マタイ14 ： 22-33)。 

•なぜイエスは水の上を歩くことがおできになったのでしょう。（マタイ14: 25)なぜべテロ 

はイエスと会うために水の上を歩けたのでしょう。（マタイ14 ： 28-29) 

•数歩踏み出したぺテロはどうなりましたか。（マタイ14 ： 30-31)なぜべテロの信仰は揺ら 

いだのでしょうか。ぺテロの信仰が揺らいだとき，イエスはどのようにぺテロをお助けに 

なりましたか。（マタイ14: 31)なぜわたしたちの信仰は時々弱くなるのでしょうか。イエ 

ス•キリストはわたしたちの信仰を強めるために何をしてくださるでしょうか。（聖霊や両 

親，教会の指導者，良い友人，聖文などを通して助けを与えてくださる。） 

天の御父やイエス•キリストがお命じになったことを行うとき，わたしたちは信仰を使う 

ようになることを子供たちに話す。そして信仰は使う度に少しずつ成長する。わたしたちは 

ぺテロのように，イエスの教えに従うに当たって信仰を行使することができる。そうすれば 

わたしたちの証も強まる。 

3.ぺテロはイエス•キリストが神の子であられることを証した（マタイ16 ：13-17)。 

•ぺテロはイエス•キリストのことをどう言っていますか。（マタイ16:16)ぺテロはそのこ 

とをどうして知りましたか。（マタイ16:17。御霊によって）わたしたちはどうしたらぺテ 

ロのようにイエス•キリストの証を述べることができますか。 

4.ぺテロは変貌の山でイエス•キリストとともにいた（マタイ17 ：1 — 9。第15課の「まとめの話 

し合いと応用のための質問」参照)。 

•変貌の山でイエスはどうなりましたか。（マタイ17:2)イエスとぺテロ，ヤコブ，ヨハネ 

にはだれが現れましたか。（マタイ17:3)弟子たちはだれの声を聞きましたか。（マタイ 

17 ： 5)なぜこの経験がイエス•キリストについてのぺテロの証を強めましたか。 

5.ぺテロとヨハネは足の不自由な男を癒し，投獄された（使徒3 ：1-9 ； 4 ： 6-20 ； 5 ：12-

42) 0 

子供たちにべテロとヨハネが足の不自由な人を癒す話をもう一度読ませる。話の続きを使 

徒5 ：12-42からする。 

•ぺテロとヨハネはどのようにして獄から出ましたか。（使徒5:19)天使は二人に何をする 

ように言いましたか。（使徒5: 20)教えたことで投獄された場所にもう一度行くというの 

はどんな気持ちでしょう。ぺテロとヨハネは正しいことを行う力をどこから得ましたか。 

わたしたちはイエス•キリストの福音を教えることで投獄されることはないが，ほかの方 

法で試しを受ける。あなたはイエス•キリストへの証のためにどのような試練を味わう可能 

性があるでしょうか（「レッスンを豊かにする活動」の4参照）。 

•ぺテロのイエス•キリストへの証はどのように強まりましたか。なぜわたしたちにはイエ 

ス•キリストへの強い証が必要なのでしょうか。この証はどうしたら得られますか。証を 

強めるにはどうしますか。（聖文を読む，主について学ぶ，戒めを守る，祈る，聖霊の声に 

耳を傾ける，教会に出席する，など。） 
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第18課 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.証には以下の事柄を知ることが含まれることを子供たちに理解させる。 

天の御父がわたしたちの霊の父として生きておられる。 

イエス•キリストは天の御父の御子であり，わたしたちの救い主であられる。 

ジョセフ•スミスは預言者であり，主はジョセフを通して末日に福音を回復された。 

『モルモン書』は神の言葉であり，完全な福音を含んでいる。 

末日聖徒イエス•キリスト教会は唯一まことの教会である。 

わたしたちは今日，預言者と使徒により導かれている。 

これらの真理についての証を得る方法を話し合う。 

2.信仰箇条第9節を説明し，子供たちが暗唱できるように助ける。 

3.ぺテロがイエス•キリストと一緒にいて証を強めた経験を子供たちに考えさせる（5,000人に 

食物を与えたこと，病人の癒し，ヤイロの娘の蘇生，など。）わたしたちはどうしたら自分で 

イエスが神の御子であられるのを知ることができますか。（聖文を学ぶ，祈る，戒めに従う， 

など。） 

4.教会を否定したり何か悪いことをしたりするように人から言われることがよくあるが，それ 

を子供たちに挙げさせ，どうしたらそうした誘惑に勝てるかを話し合う。必要であれば以下 

の例を用いる。 

だれかに教会に行かないように言われる。 

だれかに知恵の言葉を破るように言われる。 

だれかにうそをつくように言われる 

だれかに什分の一を使ってしまうように言われる。 

ぺテロのように強くなるには，イエス•キリストについて自分で証を得なければならない 

ことを強調する。 

5.第6代大管長ジョセフスミスが伝道から帰還するときに経験したことを紹介する。 

「ある日，ジョセフ.F•スミスと同僚たちが短い距離を旅して野営していると，酒に酔っ 

た男の一団が馬に乗ってやって来て，自分たちは行く手に現れるモルモンは殺してやるとの 

ろいの言葉を吐いて威嚇した。ジョセフの同僚たちの中には，その声を聞いて川の方に下り， 

身を隠した者もいた。男たちをやりすごそうとしたのである。このときジョセフは野営地を 

少し離れた所で薪を拾っていた。彼らに出食わしたジョセフはどこかに隠れようと思ったが， 

次の考えが心に浮かんだ。『なぜこんな連中から逃げなければならないんだ。』ジョセフはそ 

う考えると，薪を腕いっぱいに抱えて堂々とキャンプファイヤーの所に歩いて行った。する 

と男の一人が若い長老であるジョセフに銃口を向けて，荒々しい大きな声でこう言った。『お 

まえはモルモンか。』 

ジョセフ.F.スミスは何のためらいもなくその男を見詰めると，こう答えた。『そのとお 

り。正真正銘のモルモンですよ。』 

ジョセフが何の恐れも見せずに答えたので，男は度肝を抜かれてしまった。男はジョセ 

フ.F•スミスの手を握ると，こう言った。『握手しようぜ，若いの。自分の信じることをし 

っかり守れる男と会えてうれしいせ。』」（ジョセフ•フィールディング•スミス，The Life of 
Joserh F. Smith『ジョセフ• F •スミスの生涯』pp.188-189) 

6.子供たちが使徒5 ： 29を暗唱できるように助ける。 

7.「証」（『賛美歌』77番）を歌うか，または歌詞を読む。 
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まとめ 

証 イエス•キリストについて証をする。イエスについて学び，聖霊の証を受けるとき，イエスに 

対するわたしたちの証は生涯を通して育っていく。わたしたちには疑問に思うことがまだまだあ 

るが，聖文を学び，祈り，戒めを守るとき，証は強まることを説明する。 

読書課題 この課のレッスンの復習として，マタイ16 ：13-17と使徒5 ： 29-32を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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バルナパ，アナニヤ，サツピラ 

目的 思いと行いと言葉に正直であるように励ます。 

準備 1 .使徒4: 32-5:10を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子 

供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii 
参照)。 

2.その他の参照箇所——『福音の原則』31課 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材——『聖書』人数分 

レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 子供たちに次の話を読んで聞かせ，もし自分がチャーリーであればどうしたかを考えさせる。 

「チャーリーがお友達と野球をしていると，お母さんの声が聞こえました。『チャーリー，チャ 

一リー。』チャーリーはバットを置くと，上着を着て帽子をかぶり，家に向かって歩きだしました。 

『行くなよ。ゲームはまだ終わってないんだぜ。』ほかの子供たちが文句を言います。 

『今行かなくちゃだめなんだ。呼ばれたらすぐ行くって約束しているから。』チャーリーはそ 

う答えました。 

『聞こえなかったことにしたら？』男の子たちはそう言います。 

『でも，聞こえたよ。』 

『お母さんには聞こえたかどうか分からないよ。』 

『ぼくは分かっている。行かなくちゃ。』 

一人の男の子が言いました。『行かせてやれよ。残れったって無理なんだから。ママのエプロ 

ンにつかまってないと不安なんだってさ。呼ばれたらすぐ帰る赤ちゃんなんだよ。』」（N •エルド 

ン•タナー，Conference Report『大会報告』1977年10月号，p.65) 

•あなただったらどうしますか。 

わたしたちは毎日，正直か不正直かの選択を迫られることがある。生徒に，今日のレッスンで 

,はバルナパ，アナニヤ，サッピラの選びの結果について学ぶことを説明する。 

聖文 子供たちに使徒4 ： 32-5 ：10からバルナパ，アナニヤ，サッピラの話を紹介する（聖文中の出 

来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照）。イエスのようになる一つの 

方法は正しいことを言い，すべてにおいて正直になることであることを説明する。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•教会の指導者は，みんなが必要なものを得られるように何をしなさいと教会員に言いましたか。 

(使徒4 ： 34-35)持っているものをみんなに分けることについてどう思いますか。 
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•バルナパはどのように正直を実践したでしょうか。（使徒4:36-37)正直になるとはどういう 

ことでしょうか。（真実を言うこと，盗んだりごまかしたりしないこと，人をだまさないこと， 

など。）すべてにわたって正直なときはどんな気持ちがしますか。 

•アナニヤとサッピラはどういう点で不正直だったでしょうか。（使徒5:1-2)なぜサッピラは 

夫のうそに合わせてしまったのでしょうか。（使徒5:1 — 2, 7-8)彼女が正直であったらどう 

なっていたでしょう。 

•不正直になると，だれが傷つきますか。アナニヤとサッピラのように，すぐにはその結果が現 

れなくても，わたしたちは自分自身を傷つけている。また，他人をも傷つけることになる。 

•あなたが不正直な場合，どんな結果を招きますか。正直なときはどうですか。どちらの場合も， 

個人的な体験を紹介する。いつも正直でいることは簡単なことではないが，どんな状況であれ 

正直にならなければならないことを説明する。子供たちから正直に振る舞った経験を話させる。 

•あなたが真実を言っているといつも分かっておられる御方はどなたでしょう。正直になると天 

の御父に近づけるのはなぜですか。 

•ほかの人が正直になれるように，どうしたら助けられますか。 

•両親に対して正直であることはなぜ大切ですか。（両親から信頼されるようになるから。）なぜ 

あなたは両親に信頼してもらいたいですか。真実を言うことが時々勇気の要ることであるのは 

なぜでしょう（「レッスンを豊かにする活動」の6参照）。 

•全員が正直になると，世界はどう変わるでしょうか。 

第13代大管長エズラ•タフト.ベンソンの引用を紹介する。 

「正直な人になってください。うそを言ったり，だましたりすることはいけません。…… 

天のお父様が皆さんをこの時代に地上に遣わされたのは，皆さんがとても勇気のある子供だか 

らです。天のお父様は，この時代の世の中には悪が満ちあふれることを知っておられました。そ 

して，皆さんがそのような悪に負けず，信仰を保ち，従順に生きることもよく御存じでした。」 

(『聖徒の道』1989年7月号，p.88) 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.信仰箇条第13節を復習し，子供たちが内容を理解して暗唱できるように助ける。 

2.黒板に「家」「学校」「近所」と書く。それぞれの場で正直な行動を取るにはどうするかを挙 

げさせる。子供たちが考えたアイデアについて話し合う。 

3.「正直」と「不正直」という言葉を黒板に書く。そして，マ一ビン• J•アシュトン長老の次 

の言葉を紹介する。「うそとは人をだます意図で行われるあらゆるコミュニケーシヨンを指し 

ます。……うそはたとえ言葉が発せられなくとも効果的に伝達されます。うなずくことや沈 

黙を守ることもうそになることがあるのです。」（『大会報告』1982年4月号，p.10)以下の状況 

一つ一つについて話し合い，それらの状況がどちらの言葉に も当てはまるか，子供たちに 

決めさせ，その理由を尋ねる。 

真実を述べる 

自分の仕事をする 

完全な真実を言わずに人を間違った方向に導く 

間違ったときは認める 

欺き 

うそ 

盗み 

真実を半分だけ言う 
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借りたものや落とし物を返す 

約束を守る 

4.子供たちに何か標識のようなもの（CTRの盾など）を描かせ，その中に「わたしは正直にな 

ります」と書かせる。そして，すべてにわたって正直になる目標を立てさせる。その紙の下 

の所にサインをさせる。 

5.黒板か模造紙にはしごを描き，「正直のはしご」と名前を付ける。そして簡単な人の切り抜き 

を作り，はしごのいちばん下に置く（黒板に描いてもよい）。それから次のような事例を紹介 

して，考えられる行動をすべて挙げさせる。そしてその中から，どれが 良の答えかを選ば 

せる。選んだ答えが「正直」であれば，はしごを1段昇る。 良の答えがいつも「正直」であ 

ることを指摘する。はしごのいちばん上の段に行けるだけの事例を用意する。 

a.あなたは友達がなくしたおもちゃを見つけました。 

b.お金の入った財布を見つけました。 

c.だれかのお菓子の入った袋がテーブルの上にあります。ほかにだれもいません。 

d.出席するのにお金のかかるパーティーに行くところです。「8歳未満は無料」と書いてあり 

ました。 

e.お店のレジの人が釣り銭を余分にくれました。 

f.友達がテストのときに答えを見せてと言います。 

g.友達がほかの人の悪口を言っています。 

h.帰宅時刻を両親と約束しましたが，友達がまだいいだろうと言います。 

6.次のような事例を作って，子供たちにロールプレーイングをさせる。あなたが事例を作る場 

合は，両親に対して正直になるか不正直になるかを選べるものとする。 

a.お母さんが弟の面倒を見てほしいと言っていますが，あなたは本を読みたいと思っていま 

す。宿題があると言えば，弟の面倒を見てとは言わないと思います。 

b.お母さんがいないとき，お母さんが大切にしていた皿を壊してしまいました。 

c.お父さんと，土曜日に仕事を手伝うことを約束しました。でも，あなたの友達は同じとき 

にパーティ一を計画し，あなたにも来てほしいと言っています。 

7.信仰箇条第4節を復習する。 

8.「おそれずぎをなせ」（『子供の歌集』p.80) ； 「いましめ守る人を」（『子供の歌集』p.68)； 

「勇者になろう」（『子供の歌集』P.85) ； 「わたしたちは，正直であるべきことを信じる」 

(『子供の歌集』p.149)または「正しくあれ」（『子供の歌集』p.81)を歌うか，歌詞を読む。 

まとめ 

証 

5 冗 rffeSs 

正直に行動することの大切さについて証する。すべてにおいて正直であるとき，聖霊が安らか 

な気持ちを授けてくださることを説明する。 

この課のレッスンの復習として，使徒4 ： 32-5 ：10を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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殉教者ステパノ 第 3 9 課 

目的 子供たちが神会についてさらによく理解できるようにする。 

準備 1.使徒6章；7 ： 54-60 ；教義と聖約130 ： 22-23を祈りの気持ちで研究する。それからレッスン 

を検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi，「聖 

文に基づいて教える」p.vU参照)。 

2.その他の参照箇所——使徒7 ：1-53 ；ジョセフ•スミス-歴史1：17 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.『教義と聖約』（合本）1冊 

c.視覚資料7-40「 初の示現」（『福音の視覚資料セット』403) 

レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 黒板に「殉教」と書く。一人の子供に前に出て来させる。 

•(子供の名前）ちゃんZさん，あなたは殉教者になりたいですか。 

•殉教者について知っている人はいますか。 

殉教者とは，信じることが強くて命までそのことにささげた人のことである。 

このレッスンは，天の御父とイェス•キリストと聖霊への証が強かったために殉教した人につ 

いての話である。 

聖文 使徒6，7章にあるステパノの話をする（聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に基 

話し合いと づいて教える」p.vii参照)。 

応用のための質問 レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•なぜ使徒たちは7人を補助として選んだのでしょうか。（使徒6:1-4)この7人は何と呼ばれま 

したか。（使徒6: 3，5-6)なぜ使徒たちはこの人々に手を置いたのでしょうか。（神権の権能 

を授けた。それはある特定の義務を果たすためにイェス•キリストから授かったものである。 

神権を受ける人は皆，頭に手を置かれた。） 

•ステパノは使徒や人々のために貢献できるどんな性格を備えていましたか。（使徒6:5，8)彼 

はどのようにして人々の生活に祝福をもたらしましたか。 

•なぜユダヤ人の指導者たちはステパノを議会に連行したのでしょうか。（使徒6: 9 - 1 2 )会堂 

司たちはうそを言ってステパノに罪を着せようとしましたが，それはどんなことでしたか。 

(使徒6 ：13-14)なぜ人々はその偽りの非難を信じたのでしょうか。 

•議会の人々に話をしていたとき，ステパノの顔はどうなりましたか。（使徒6:15) 

ステパノが議会に話したことを短く復習する（使徒7 ：1-53参照）。ステパノが説明したり証 

したりしていることは，神の祝福がイェラェルの民にあるということである。また彼は，民が神 

に従わず，預言者を迫害して殺し，メシヤを拒んで殺すと述べた。 
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•ステパノは天を見上げたときに何を見ましたか。（使徒7: 55)ステパノが御父とイエスについ 

て証をしたとき，一緒におられたのはどなたですか。（聖霊） 

•ステパノの周りの人々にはステパノが見た示現が見えましたか。彼らはどうしましたか。（使 

徒7: 57-59)石を投げつけられたステパノは何と言いましたか。（使徒7: 59-60)なぜステ 

パノは自分を殺そうとしている人々を赦せたのでしょうか。 

視覚資料「 初の示現」を見せる。 

•ステパノが見たのと同じ，御父とイエスの示現をほかに見た人がいますか。（ジョセフ•スミ 

スー歴史1：17) 

•ステパノとジョセフ•スミスの示現から，御父とイエスと聖霊についてどのようなことが分か 

りますか。（神会の方々について説明する。「レッスンを豊かにする活動」の4と5を使うとよい。） 

•わたしたちは御父とイエスが生きておられることをどのようにして知りますか。聖霊を受ける 

にふさわしくあるにはどうしたらよいでしょうか。戒めを守ることにより，聖霊を通して御父 

とイエス.キリストについての証が得られることを説明する。 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活_ ャレンジに利用してもよい。 

1.ヨハネ17 ： 20 —21を読み，御父とイエス•キリストと聖霊がなぜ目的において一つなのかを 

話し合う。父と母と子供が一つの目的の下に働いている姿を例に出してもよい。 

祈りの中で神会のそれぞれの御方が果たす役割について話してもよい。わたしたちはイエ 

ス•キリストの名により御父に祈り，聖霊を通して答えを受ける。 

2.ステパノのほかにも勇気ある忠実な人々が，御父とイエス•キリストへの証と信仰のために 

殉教している。聖典から次のような例を用いる。 

ジョセフ•スミスは示現について人に話したことから迫害を受けた。そして後にジョセフ 

と兄のハイラムが拘教した。 

初期の教会の弟子や使徒の多くが迫害を受け，何人かは殉教を遂げた（使徒12: 2)。バウ 

ロがそうであったし，ぺテロやマルコ，マタイも殉教したことが言い伝えられている（『聖句 

ガイド』の「パウロ」「ぺテロ」「マタイ」「マルコ」の項参照）0 

このような忠実な人々から何を学ぶことができるかを，子供たちに話させる。 

3.信仰箇条第5節を読む。ステパノは使徒たちを助ける者として召されたが，今の時代，教会の 

指導者がどのようにして人を召すかを話し合う。人は召しを受けると按手によって任命を受 

け，その責任を果たすための権能を授かることを説明する。子供たちが若い男性，若い女性 

となって神権定員会や若い女性のクラスで奉仕するとき，召されて任命を受けることを説明 

する。 

4.教義と聖約130 ： 22-23を読んで話し合う。御父とイエス•キリストは栄光を受けた骨肉の体 

を持っておられることを理解させる。わたしたちの体は御父とイエスに似せて造られている。 

聖霊は霊の御方であり，骨肉の体は持っておられない。 

5.次のワードストリップを掲示する。黒板に書いてもよい。 

神会 

天の御父 

イエス •キリスト 

聖霊 
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別の紙に神会を構成する方々について紹介した以下の言葉を書く。「栄光化された骨肉の体 

を持っておられる」の紙は2枚必要となる。 

天の御父—— 

わたしたちの霊の父 

イエスの肉体の父 

栄光化された骨肉の体を持っておられる 

わたしたちは御父に祈る 

イ エ ス • キ リ ス ト 一 一 

救い主であり贖い主であられる 

栄光化された骨肉の体を持っておられる 

世界を創造された 

死すべき体を持つ人を母親としてお生まれになった 

聖霊—— 

霊の御方であられる 

御父とイエスについて証をされる 

あらゆることの真理を明らかにされる 

常にわたしたちの伴侶となられる 

用意した紙を1枚ずつそれぞれの子供に取らせ，神会の御三方のそれぞれの役割について復 

習する。子供に書いてあることを読ませ，神会のどの御方について言ったものかを当てさせ 

る。そして，その御方の称号を書いたワードストリップの下にその紙をはらせる。 

6.「麗しき朝よ」（『賛美歌』18番）を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 

読書課題 

神会について証をする。神会についてのその知識がどれほど大切なものであるかを証する。天 

の御父とイエス•キリストと聖霊を愛していることを話す。 

この課のレッスンの復習として，使徒7 ： 54 - 60と教義と聖約130 ： 22 - 23をよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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ぺテ•とコルネリオ 

目的 天の御父は子供たちすべてを愛しておられ，すべての人にイエス•キリストの福音を学ぶ機会 

を得てほしいと思っておられる。 

準備 1.使徒10:1-11,18を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子 

供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii 
参照)。 

2.子供たちを參加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.教材 

a.『聖書』人数分 

b.視覚資料7-41「それゆえに，あなたがたは行って」（『福音の視覚資料セツト』235) 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

次の名前を黒板に書く——コルネリオ，天使，ぺテロ 

この3人の説明文を3人の子供に読ませる。残りの子供たちには，だれのことを言っているかが 

分かったところで手を挙げさせる。 

わたしは使いです。神のメッセージを伝えることに加えて，教えたり祝福したりします。神の 

王国を築くことで，命じられたことはすべて行います。今日，皆さんはわたしが持って来た特別 

なメッセージについて学びます。わたしは（天使）です。 

イエスがわたしについて来なさいと言われたとき，わたしはガリラヤの海で漁師をしていまし 

た。わたしは示現を受けました。これについては今日，勉強します。その示現により，すべての 

人に福音が伝えられるようになりました。わたしは（ぺテロ）です。 

わたしはローマの部隊の百卒長で，50人から100人の兵に司令を出します。わたしは異邦人 

(ユダヤ人以外）で初めてキリストの信者となりました。皆さんは今日のレッスンでわたしのバ 

プテスマについて学びます。わたしは（コルネリオ）です。 

使徒10:1-11：18からべテロとコルネリオの話を学ぶ（聖文中の出来事を教える方法につい 

ては，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。適当なところで視覚資料を見せる。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•なぜコルネリオは主から示現を受け，バプテスマを受けるのにふさわしかったのでしようか。 

(使徒10 ： 2)献身的な教会員になるにはどうしたらよいでしょうか。 

•天使からコルネリオへのメッセージは何だったでしょうか。（使徒10 ： 3-6) 

•ぺテロは示現で何を見ましたか。（使徒10:11-16)なぜべテロはこの示現を受けて悩みまし 

たか。（主はイスラエルの民にある種の肉は汚れているので食べないようにと言っておられた 

から〔レビ11章参照〕。）ぺテロは初めこの示現をどう受け止めていましたか。（使徒10:14) 

何が彼の心を変えたのでしょう。（使徒10 ：15) 
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•ぺテロがコルネリオに福音を教えることはなぜ異例なことだったのでしょうか。（使徒10 ： 28) 

この時点まで使徒たちはユダヤ人だけに福音を教えてきたことを説明する。ほとんどの教会員 

は，福音の教えを受けるのはユダヤ人だけだと考えていた。しかし，コルネリオはユダヤ人で 

はなかった。ぺテロは 後にその示現の意味をどう理解しましたか。（使徒10: 34-35)今日， 

福音はだれを対象に教えられていますか。（すべての国民） 

•なぜコルネリオは友人や親戚を全部集めてぺテロの話を聞こうとしたのでしょうか。（使徒 

10 ： 24-27)福音の原則の中で家族や友人に話したいものがありますか。 

•コルネリオは自分の問題への答えを見つけるのにどうしましたか。（使徒10: 30)あなたや家 

族は断食と祈りによりどんな経験をしましたか。主はどのようにして問題が解決できるように 

助けてくださいましたか。 

•人々はべテロが真理を述べていることをどうして知りましたか。（使徒10: 44-45)聖霊に真 

理を証していただくようにするには，わたしたちは何をしたらよいでしょう。（モロナイ10: 

4-5 ) 
•ぺテロが異邦人を教えていることを知った弟子たちやほかの使徒たちはどう思ったでしょう 

か。（使徒11:2-3)イエスは御自分の行動についてどう説明されましたか。（使徒11:4,17) 

弟子たちや使徒たちは，どのようにしてべテロの示現を受け入れましたか。（使徒11:18)こ 

のことから，天の御父の人間への愛について何が分かりますか（「レッスンを豊かにする活動」 

の5参照)。 

•福音を天の御父の子供たちに教えるにはどうしたらよいでしょうか。今，どのような働きがで 

きるか，また将来専任宣教師となるために，今どのような準備ができるかを話し合う。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.クラスを小さなグループに分けて使徒10 ： 36-43を読ませ，ぺテロがコルネリオと彼の友人 

や親戚に教えたことを列挙させる。それを黒板か模造紙に書く。以下の例を選んで用いる。 

イエス•キリストは万物の主であられる（36節）。 

イエス•キリストはパプテスマを受けられた（37節）。 

イエス•キリストは聖霊と力を得られた（38節）。 

イエス•キリストは善いことを行われた（38節）。 

イエス•キリストは人を癒された（38節）。 

イエス•キリストは命をささげられた（39節）。 

イエス•キリストは3曰目によみがえられた（40節）。 

イエス•キリストは，御自身が神により聖任されていることを証するよう，ぺテロにお 

命じになった。 

すべての預言者はイエスについて証した（43節)。 

イエス•キリストを信じてパプテスマを受ける人は，罪の赦しを受ける（43節）。 

2.初等協会会長の承認を得て帰還宣教師をクラスに招待し，天の御父のすべての子供たちに福 

音を宣べ伝えることの大切さを話してもらう。 

3.ハワード• W •ハンター長老の引用から取った次の話を紹介する。 

「幼い子供たちは天の御父にとってかけがえのない存在です。御父は彼らを，どこに住んで 

いようと，着ている物や姿がどうであろうと，同じ優しい心で見守ってくださいます。御父 

は黒いちぢれ毛のフィジーの子供，親切で明るい色の服を着たサモアの子供を愛されます。 

制服を着たイギリスの少年少女を愛されます。日本の子供を愛されます。日焼けをした南ア 
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メリ力の子供たちやレーマン人を愛されます。天の御父はどこの子供も愛されるのです。夜 

寝るときには，どこの国でも両親が子供とともにひざまずいて祈ります。アルプスの高地の 

羽毛のべッドからの祈りかもしれませんし，小さな小屋の中の薄いマットからの祈りかもし 

れません。でも，御父はすべての祈りを聞き，理解してくださるのです。」（Friend『フレン 

ド』1971年10月号，p.10参照) 

4.国が違えば伝統や習慣も違うが，天の御父がわたしたち皆を愛しておられ，わたしたちにみ 

もとに帰って来てほしいと願っておられることでは共通している。そのことを理解させる。 

以下に挙げる分野での国々の特徴について，組み合わせゲームを行う。ほかの例を用いて 

もよい。 

伝道地で，次に挙げるものを見たとしたら，どこで伝道していることになるか，組み合わ 

せを行う。 

身に付けるもの—— 

レイ スコットランド 

木靴 ハワイ 

キルト 日本 

着物 オランダ 

食べるもの—— 

エンチラダ アメリ力合衆国 

ピザ イタリア 

アップルパイインド 

ナン メキシコ 

見るもの—— 

ビッグベン オーストラリア 

カンガルー イギリス 

サハラ砂漠 エジプト 

闘牛 スペイン 

5.1978年にスペンサー• W •キンボール大管長が主から啓示を受けたとき，ぺテロの示現と同 

じような出来事があったことを説明する。その啓示とは，すべてのふさわしい成人男性や青 

少年男性が神権を受けることができ，その家族が神殿の祝福にあずかることができる，とい 

うものであった（『教義と聖約』の中の「公式の宣言ニ」参照)。 

6.「世界中の子供たち」（『子供の歌集』p.4)または「ニーファイのように」（『子供の歌集』p.92) 
を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 神がすべての子供たちを愛しておられ，皆が福音の教えを聞いてパプテスマを受け，聖約を守 

って再びともに生活したいと望んでおられることを証する。福音を知っていること，パプテスマ 

を受けていることを感謝する。 

読書課題 この課のレッスンの復習として，使徒10 ： 36-43と11：15-18を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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舌を制するように教えるヤコブ 

導入 クラスを小さなグループに分け，各グループにそれぞれ馬，自転車，散歩中の犬，車，ボート， 

そのほか同じようなものをどうコントロ一ルするか演じさせる。ほかのグループが何を演じてい 

るかを当てる。 

•それらのものをコントロールできないとどうなるでしよう。 

このレッスンでは，わたしたちがいつも身に付けているものをコントロールする方法について 

学ぶことを話す。それはわたしたちの体の一部分だが，手や足ではない。 

•それは何だと思いますか。 

ヤコブの手紙3 ： 3-5を読むので，その体の器官が何かを聞くように言う。 

•この聖句はわたしたちの舌について何と言っていますか。 

聖文 子供たちにマタイ5 ： 33-37 ；ヤコブの手紙1：26 ； 3 ： 2-13 ；1ぺテロ3 ：10の内容を教える 

(聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vU参照）。「偽りを語る」 

とは，ほかの人をだまそうとすることである，と説明する。舌は小さい器官ではあるが，努力し 

てコントロールしなければならないことを説明する。 
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目的 子供たちに思いと言葉をコントロールするように教える。 

準備 1.マタイ5 ： 33-37 ；ヤコブの手紙1：26 ； 3 ： 2-13 ； 5 ：12 ；1ぺテロ 3 ：10 ；出エジプト20 

7 ；モーサヤ4 ： 30を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の記事を子 

供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi，「聖文に基づいて教える」p.vii 
参照)。 

2.子供たちを參加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.紙を何枚か三角形に切る。頂点を下にした三角形の紙には次の言葉を書く一一うわさ話，う 

そ，言い争い，怒りの言葉，悪い冗談，人の悪口，のろいの言葉。頂点を上にした三角形に 

は次の言葉を書く一一思いやりのある言葉，褒め言葉，丁寧な言葉，真実，祈り，穏やかな 

&集。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.三角形の紙を黒板にはるためのテープなど 

レツスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

真実 

\うわさ話y 



話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•「舌を制する」とはどういう意味ですか。（ヤコブの手紙1:26)舌を制する人はなぜ全身を制 

することができるのですか。（ヤコブの手紙3: 2) 

•泉はなぜ甘い水と苦い水，塩水と甘い水の両方を出すことができないのでしょうか。（ヤコブ 

の手紙3:11-12)いちじくの木がオリーブの実を結び，ぶどうの木がいちじくの実を結ぶこ 

とはできないとヤコブが言っていますが，どういう意味でしょう。（ヤコブの手紙3:12)これ 

らの例によって，主はわたしたちに何を教えようとされたのでしょうか。 

•思いやりのないことやとげのある言葉を言い始めると，どのようなことが起きますか。そのこ 

とが，わたしたちが話す良いことにどんな影響を与えるでしょう。 

•何をどう語るかについて，イエスはどう命じておられますか。（マタイ5: 33-37)この戒めを 

守ることはなぜわたしたちにとって大切なのでしょうか。 

黒板の上下半分ぐらいの所に横線を1本引く。用意した三角形の紙をテ一ブルに伏せて並べる。 

子供たち一人一人に1枚ずつ取って読ませ，頂点が上向きであれば横線の上，下向きであれば横 

線の下にはるよう言う（「準備」の項にある図を参照)。 

*三角形の紙をはらせながら，紙に書いてある言葉について話し合う。線の上にはったものが肯 

定的で，下にはったものが否定的なのはなぜかを話し合う。だれかに思いやりのある言葉をか 

けたとき，どんな気持ちがしますか。だれかを褒めたとき，どんな気持ちになりますか。ほか 

の人について良いことを言うと，こちらも気分がよくなるのはなぜでしょう。 

•十戒には主のことについて語るときどうしなければならないとありますか。（出エジプト20 ： 7) 

天の御父とイエス•キリストについて語るときに敬虔になる必要があるのはなぜでしょう。こ 

の戒めを守るとなぜ御父やイエスに近づきますか。（第8課のスペンサー•W.キンボール大管 

長の話を引用してもよい。） 

•舌や行いを制するにはどうしたらよいでしょう。考えることや感じることが言葉や行いを決定 

することを説明する。思いをコントロールすれば言葉もコントロールできる。思いはどうすれ 

ばコントロールできるでしょうか。以下の提案について話し合う。 

「イエスならどうされるだろうか」と問いかける。 

好きな聖句を思い浮かべる。 

賛美歌や子供の歌を歌う（声に出せないときは心の中で歌う）。 

祈って助けを求める。 

自分が神の子であることを思い起こす。 

両親ならどうするように言うだろうかと考える。 

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

ャレンジに利用してもよい。 

1.ジョセフ•スミスについての以下の話を紹介する（朗読の上手な人にテープに録音してもら 

ってもよい）。 

ジョセフ.スミスは敵の手によって何度も牢に入れられました。何の証拠もないのにそう 

されたのです。ある晩，ジョセフは数人の仲間と一緒に，冷たくてひどい場所に閉じ込めら 

れていました。足には鎖が巻かれ，寝るのは固い床の上です。ジョセフたちは眠ろうとしま 

したが，見張り役の男たちが大声で話すので眠れません。彼らは教会員に対してどんなひど 

いことをしてきたかを，汚らしい言葉で互いに言い合っていました。 

その話を聞いていたジョセフは突然立ち上がり，男たちに向かってこう言いました。「黙れ。 

……イエス•キリストの御名によりおまえたちを叱責する。黙れ。わたしはそのような言葉 

レッスンを 

豊かにする活動 
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を二度と生きて聞きたくない。」見張りたちは銃を床に置き，ジョセフに赦しを請いました。 

その晚，男たちは二度と声を上げることはありませんでした。」（パーリー.P•プラット， 

Autobiography of Parley P. Pratt『パーリー-P-プラット自叙伝』pp.209 — 211参照） 

•周りのだれかが汚い言葉を使っていたらどうすることができるでしょうか。 

2.指輪か糸巻きに長いひもを通し，ひもの両端を結んで輪にする。その輪の中心に一人が入り， 

あとは全員ひもを持って輪になる。指輪または糸巻きを隣の人に次々に送っていき，教師が 

ストップと言ったときに指輪か糸巻きを持っていた人が，真ん中に立っている人のいい点を 

言う。終わったら，真ん中に立つ人を代えて続ける。教師の方で言葉を付け加えてもよい。 

人の良い点を指摘したとき，人からいいことを言ってもらったときにどんな感じがするかを 

話す。（クラスが小さいときは，一人一人にほかの子供のいい点を言わせる。） 

3.キンボール大管長の，農場に住む少年の話を紹介する。一つの良くない考えが鉄のくさびに 

たとえられている。 

ある日，畑から戻る途中，少年は鉄のくさびを見つけました（くさびがどんな形をしてい 

るか説明する）。彼は夕食に遅れると思ったので，くさびを元あった小屋に戻さずに，父親が 

門の所に植えたばかりのかしの木の枝と枝の間に置いておきました。少年は後で小屋に戻す 

つもりでした。でも忘れてしまいました。くさびは木の枝と枝の間に何年も置かれたままで 

した。そして木は次第に立派な大木に生長しました。 

ところが，それから年月がたったある風の強い日，氷混じりの雨がその大木のS本の枝の一 

つを折ってしまいました。すると木はバランスを失い，跡形もなく倒れてしまったのです。 

翌朝早く，少年から今では大人になった農夫が倒れた木を見に行きました。「1，000ドル出し 

ても倒れないようにしたのに。この木は村いちばん美しい木だった。」 

農夫は忘れていました。でも，くさびはそこにあったのです。木がどんなに大きく生長し 

ても，くさびのために弱くなってしまいました。普通なら嵐が来てもびくともしないのです 

が，何十年も前に置かれたくさびのために強度が失われ，その木は倒れてしまったのです 

(サミュエル• T •ウイットマン“Forgotton Wedge"「忘れられたくさび」，スペンサー. 

W •キンボールによる引用，Owi/ere/jce import『大会報告』1966年4月，pp.70-71参照）0 

•よくない思いはどういう点でこのくさびと似ていますか。よくない思いを持つと，それは 

くさびのように心の奥深く入り込み，大きな問題に発展する。よくない思いはすぐに取り 

去らなければならない。 

4.箴言23 ： 7について話し合う。話し合いの中に「腹が立ったときは10数える」など，気持ちを 

コントロールする方法も含める。 

まとめ 

証 舌を制することは御父やイエス•キリストのようになるために実行しなければならないことの 

一つである。そのことを証する。良くないことよりも良いことを言うことによって主に近づくこ 

とができた経験を話す。ほかの人の経験でもよい。今週1週間言葉をコントロールするようにチ 

ャレンジする。 

読書課題 この課のレッスンの復習として，ヤコブの手紙3 ： 3-10を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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サウロの改宗 第 課 

目的 子供たちがイエス•キリストにさらに完全に帰依できるように助ける。 

準備 1.使徒7 ： 57-60 ； 8 ：1-3 ； 9 ：1ー30 ； 26 ： 9ー23 ；モーサヤ5 ： 2を祈りの気持ちで研究する。 

それからレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスン 

の準備」p.vi，「聖文に基づいて教える」p.vii參照)。 

2.その他の参照箇所——使徒22: 3 -21 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.水を入れたガラスのコップ 

c .視覚資料 7 — 42「ダマスコへの道のパウロ」 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

水の入ったガラスのコップを子供たちに見せる。 

•水は沸騰するとどうなりますか。（蒸気に変わる。） 

•水は凍るとどうなりますか。（氷に変わる。） 

水が蒸気や氷に変わる場合，それはまったく別のものへの変化である。わたしたちが改宗する 

ときもそれと同じことが起こる。 

•人がイエス•キリストの福音に改宗するとき，どのようなことが起こりますか。生活はどう変 

わりますか。 

「改宗」という言葉を黒板に書く。このレッスンではある人の奇跡的な改宗について学ぶこと 

を説明する。 

使徒9 ：1-20にあるサウロのイエス•キリストの教会への改宗について説明する（聖文中の出 

来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•サウロは教会員をどのように迫害していましたか。（使徒7 ： 57-60 ； 8 ：1-3 ； 9 ：1-2)教会 

員はサウロのことをどう思っていたでしょうか。あなたが信じていることについて，だれかか 

ら迫害されたらどう思いますか。どんな行動を取りますか。信仰について人にからかわれたり， 

いじめられたりしたことがあれば，子供たちに経験を話させる。 

•サウロはダマスコへの道で罪を悔い改めなければならないことを自覚しましたが，何が起こっ 

たでしょう。（使徒9: 3-6)示現の中でサウロが話をしたのはどなたですか。（使徒9: 5 )わ 

たしたちが悔い改めを必要とするとき，御父とキリストはどのようにしてそれを教えてくださ 

いますか。（聖霊の導き，両親や預言者の導き，聖文の教え） 

•使徒9: 5の「迫害する」は，欽定訳では「とげのあるむち棒をける」となっている。この「と 

げのあるむち」は，昔人々が動物を移動させるのに用いた棒である。動物はこの棒で突かれる 
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と，棒をけり返してくることがよくあり，そうすることによって，動物はいっそう傷つくこと 

になる。イエス•キリストはサウロに，彼の行いが彼自身を傷つけていることを言われたので 

ある。わたしたちも正義を敵に回して戦うと，自分がけがをしてしまう。真理を敵に回して戦 

う人は，どうして傷つくのでしょうか。できれば，自分自身の経験から適切な例を話す。 

•サウロは悔い改めてイエス•キリストのもとに戻るのに何をしましたか。わたしたちは罪を悔 

い改めるのに何をしなければならないでしょうか。以下の点を話し合う。（黒板に書いてもよ 

い。） 

罪を認めた（使徒9: 6)。 

赦しを求めて断食をし，祈った（使徒9: 9，11)。 

パプテスマを受けた（使徒9:18)。 

自分の誤った行動を正した（使徒9: 20)。 

人が変わって二度と迫害をしなくなった。 

サウロは心が悪に満ちていたのではなく欺かれていたことを説明する。彼は悔い改めてパプテ 

スマを受ける必要があった。 

•間違ったことをしたときに悔い改めることはなぜ大切なのでしょう。悔い改めるとどんな気持 

ちがしますか。 

•主はアナニヤに何をするように言われましたか。それは，なぜでしょう。（使徒9:10-12) 

(このアナニヤは不正直のために打たれて死んだアナニヤとは別人であることを説明する。）ア 

ナニヤはなぜ主が言われたことを行うのに恐れを抱いていたのでしょうか。（使徒9 ：13-14) 

•なぜ主はサウロを「選んだ者」（使徒9:15-16)と呼ばれたのでしょう。御父はサウロにどの 

ような仕事をしてもらいたいと思っておられたでしょうか。（使徒26 ：16，18)これらのこと 

から何を学ぶことができますか。 

•サウロはどのようにして目が見えなくなりましたか。（使徒9 ： 8 ； 22 ：11)アナニヤから祝福 

を受けたサウロはどうなりましたか。（使徒9:17-18) 

•サウロが改宗した後，民も弟子たちもサウロを信じなかったのはなぜですか。（使徒9: 21，26) 

なぜサウロは国を離れなければなりませんでしたか。（使徒9: 23, 29-30) 

•わたしたちが悔い改めると，天の御父は何をしてくださいますか。（教義と聖約58: 42)悔い 

改めてイエスに従おうとする人々をどのように助けることができますか。 

•イエス•キリストに対するサウロの証はどのようなものでしたか。（使徒9 ： 20 ； 26 ： 22-23) 

わたしたちは自分がイエス•キリストの福音に完全に帰依したことをどのようにして知ります 

か。（モーサヤ5: 2) 

第13代大管長エズラ•タフト*ベンソン長老の話を紹介する。「この大きな変化はイエス•キ 

リストを信じる信仰と御霊の働きによってのみ可能となるものですが，このプロセスが起こると， 

わたしたちは人が変わったようになります。……罪の生活を捨てて……清くなるのです。昔の生 

活に戻ろうという気持ちはなく，まったく人が変わるのです。」(The Teachings of Ezra Taft 
Benson『エズラ•タフト.ベンソンの教え』p.470) (「レッスンを豊かにする活動」の1を用いて， 

子供たちにベンソン大管長が述べている変化を体験するようにチヤレンジしてもよい。） 

レッスンを 

豊かにする活動 

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

ャレンジに利用してもよい。 

1.子供たちの年代で悔い改めの対象になると思われる行動を挙げさせる。うそをつくこと，力 

ンニングをすること，怒ること，汚い言葉を使うこと，両親に逆らうことなどが挙げられる， 

子供たちから挙がったものを黒板に書く。そして，「これからテストをします」と言う。一つ 

一つを指して，子供たちに「これは悔い改める必要がないだろうか」と自分に問いかけるよ 

うに言う。そして心の中で「必要がある」か「必要がない」かを答える。次に，サウロが悔 
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い改めのためにたどったステップを復習する。 

2.「悔い改めて神に立ち帰り」（使徒26: 20)の文字一つ一つを別々の紙に書き，テーブルか床 

の上にばらばらに置く。全員で正しく並べさせる。悔い改めて神に立ち帰るとき，わたした 

ちは改心することを説明する。 

3.信仰箇条第4節を復習し，子供たちが暗唱できるように助ける。 

4.初等協会会長会の許可を得て， 近の改宗者か帰還宣教師にクラスに来てもらい，キリスト 

を信じて悔い改め，パプテスマを受けることによって生活が変わった人の体験を話してもら 

う。福音の教えに添った生活をすることにより得られる喜びと幸福について証をしてもらう。 

5.一人の子供に出て来させ，黒板に分かれ道の絵を描かせる。もう一人の子供に，分かれた1本 

の道の先に自分が行きたい都市の名前を書くように言う。 

•分かれ道で間違ったと思ったらどうしますか。 

•今の所から目指す都市に行けますか。 

•行きたい都市に着くためには，今何をしなければなりませんか。 

•悔い改めと道を戻ることとはどのように似ていますか。 

6.「パプテスマ」（『子供の歌集』p.54)を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 

6冗音fels 

悔い改めが生活の一部となること，またイエス•キリストの福音に心から帰依することがどれ 

ほど大切であるかを証する。福音へのあなたの愛を分かち合う。 

この課のレッスンの復習として，使徒9 ：1-20を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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イエス•キリス卜を証するノ（ウロ 

一人一人の子供たちがイエス•キリストについて雄々しく証できるように助ける。 

準備 1.使徒13: 2-4;14章；16:16-34を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し， 

聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づい 

て教える」p.vii参照)。 

2.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

3.課末のパズルを複写したものを用意する。パズルをばらばらに切り離してしまう前に「ゆう 

力ゝん」という言葉をパズルの裏に大きな字で書く。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.紙と鉛筆を人数分 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

パズルのピースを子供たちに配る。ピースに書いてある各語句の意味について話し合った後で， 

ピースを組み合わせるように言う。できたら組み合わせたパズルの全体を裏返しにし，何が書い 

てあるかを見る。黒板に「勇敢」と書く。 

•「勇敢」とはどんなことですか。パズルピースの言葉が勇敢の意味を教えてくれていることを 

指摘する。 

•パズルピースのどんな言葉を覚えていますか。語句を書くか，または「勇敢」という文字の下 

にはりつける。 

サウロの福音への改宗を簡単に復習し，サウロがパウロと改名していることを指摘する。バウ 

ロはイエスに従う者たちへの迫害をやめた。そしてイエス•キリストの勇敢な使徒，宣教師とな 

った。 

子供たちに使徒13 ： 2 - 4 ；14章に記されているパウロとバルナパの伝道の経験について教え 

る。また，使徒16 ：16-34に記されているパウロとシラスの投獄の経験について紹介する（聖文 

中の出来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。子供たちに，パウロ 

とバルナバとシラスがどのようにして勇敢にイエス•キリストのことを証したかを聞くように言う。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•主はパウロとバルナバを召して何をさせようとなさったのでしょうか。（使徒13 ： 2-4) 

•パウロとバルナバがルストラで足の不自由な人を癒した後，群衆はパウロとバルナバのことを 

どう考えるようになりましたか。（使徒14:11-12)(以下のことを説明する。ゼウスとヘルメ 

スは，人々が崇拝していた偽りの神である。彼らは天の御父とイエス•キリストについて知ら 

なかった。）パウロとバルナパは，人々にイエス•キリストについてどのように教えようとし 

ましたか。 
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•パウロはアンテオケゃイコニオムのユダヤ人からどんな仕打ちを受けましたか。（使徒14 ：19) 

なぜパウロはそんな仕打ちを受けた後も福音を宣べ伝え続けたのでしょうか。 

•パウロとシラスがある女から悪霊を追い出したとき，なぜマケドニヤの人々は腹を立てたので 

しょうか。（使徒16:19)彼らはパウロとシラスに何をしましたか。（使徒16: 20-23) 

•牢獄にいたパウロとシラスは何をしましたか。（使徒16: 25)なぜ彼らは神に祈り，神を賛美 

したのでしょう。彼らのその行為は，ほかの囚人にどんな影響を与えたと思いますか。 

•地震で牢獄の扉が開いたとき，パウロとシラスはなぜ逃げようとしなかったと思いますか。 

(使徒16: 27-31)その行いがなぜ獄吏とその家族にとって祝福となりましたか。（使徒16: 

32-34)わたしたちにはイエス•キリストについてほかの人々に証したり教えたりする機会が 

どのようなところにあるでしょう力、。 

•子供たちに使徒14 ： 3 ；16 ：18，25, 31を読ませる。これらの聖句から，パウロがどこに行こ 

うともイエス•キリストについての証に雄々しかったことはどのように分かりますか。わたし 

たちがイエス•キリストに強い証を持っていることを人々に知ってもらうには，どうしたらよ 

いでしょうか。 

•わたしたちがイエスへの証に雄々しくあろうとするとき，どんなチャレンジがありますか。 

イエス•キリストについて強い証があることをほかの人に示す具体的な行動を考えて，今週1 

週間実行するようにチャレンジする。それを紙に少なくとも一つ書いて，見えるところにはって 

おく。パズルの中の言葉を書かせてもよい。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.以下のワードストリップを用意する。黒板に書いてもよい。 

イエス•キリストについて大胆に証した。 

「生ける神」について教えた。 

「神に祈り，さんびを歌いつづけた……。」 

牢獄にとどまり，獄吏を救った。 

獄吏に「主イエスを信じ」ることを教えた。 

次に以下の参照聖句を紙に書く——使徒14 ： 3 ；使徒14 ：15 ；使徒16 ： 25 ；使徒16 ： 28 ；使 

徒16 ： 31。 

ワードストリップを黒板にはり，聖句參照を子供たちに配る。聖句を一つずつ読んでどの 

ワードストリップと合うかを考えさせる。パウロはどこにいようと何をしていようと，イエ 

ス•キリストに対する雄々しい証人であったことを理解させる。 

2.パズルピースの言葉をもう一度読ませ，以下の状況でイエス•キリストへの証に雄々しくあ 

るにはどうしたらよいかを話し合わせる。以下の例または同じようなものを紙に書き，一人 

一人に1枚ずつ選んで読ませ，そのチャレンジにどう立ち向かうを言わせる。 

友達が，あなたが日曜日にプールに行かないことでからかいます。 

教会の標準に合わない映画に誘われました。 

友達が嫌らしい冗談を言います。 

店で友達が万引きをしました。あなたにもやってみろと言います。 

友達が教会について間違ったことを言っています。 

テストのとき，ほかの人の答案を見ようという誘惑に駆られました。 
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3.獄に捕らわれたパウロとシラスの話を子供たちに演じさせる。それからパウロ，シラス，囚 

人たち，獄吏，獄吏の家族にイン夕ビューをする。パウロとシラスにはなぜ獄に捕らわれ， 

獄ではどんなことが起こったのかを聞く。囚人には，パウロとシラスが祈って賛美歌を歌っ 

たら地震が起こって獄の扉が開いたが，そのときどう感じたかを聞く。獄吏には獄の扉が開 

いたときにどう感じたか，なぜ家族とともにパプテスマを受けたかを尋ねる。 

4.「おそれずぎをなせ」（『子供の歌集』p.80) ； 「正しくあれ」（『子供の歌集』p.81)；または 

「勇者になろう」（『子供の歌集』p.85)を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 イエス•キリストへのあなたの証を述べる。適切であれば，イエス•キリストへの証に対して 

雄々しくあることにより天の御父から祝福を得た体験を分かち合う。 

読書課題 この課のレッスンの復習として，使徒14 ：16-34を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 

勇敢のパズル 
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宣教師パウロ 第 • 課 

目的 一人一人の子供に，宣教師となって福音を分かち合う準備をするように勧める。 

準備 1.使徒22 ：17 — 30 ； 23 ：10 — 24, 31-33 ； 26 ：1-2, 22 — 29を祈りの気持ちで研究する。それ 

からレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準 

備」p.vi，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.その他の参照箇所——使徒19-26章（全文） 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.導入で紹介する表（黒板に描いてもよい。） 

レツスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 これまでのレッスンから，パウロについてどのようなことが印象に残っているか尋ねる。パウ 

ロが主により宣教師として，またイエス•キリストの特別な証人として召されたことを思い起こ 

させる（使徒13: 2; 20: 24参照)。彼は残りの生涯を伝道奉仕のために過ごした。 

『聖句ガイド』があれば地図6-7を開いて，パウロの伝道の旅を指でなぞらせる。（訪れた場 

所の名前を声に出して言わせる。）パウロが改宗したころ，福音について知っていたのはエルサ 

レムのユダヤ人と周囲の地域のわずかな人々であった。パウロは4回にわたる伝道旅行で，ユダ 

ヤ人と多くの国々の異邦人（ユダヤ人以外の人々）のもとに出かけて行った。異邦人は天の御父 

とイエス•キリストについてまったく知識がなく，偽りの神や偶像を礼拝していた。パウロは行 

く先々でイエス•キリストの福音を説いた。 
次のような図を黒板または模造紙に描く。 

•パウロは宣教師になるためにどのような備えをしましたか。 
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子供たちの答えを「パウロ」から「宣教師」への階段の一つ一つに書いていく。悔い改め，イ 

エス•キリストを信じる，パプテスマを受ける，聖霊の賜物を受ける，福音を学ぶ，福音に添っ 

た生活をする，などを必ず入れるようにする。 

聖文 第3回の伝道の後の出来事について教える（聖文中の出来事を教える方法については，「聖文に 

基づいて教える」p.vii参照）。これがパウロのエルサレムへの 後の訪問であることを理解させる。 

エルサレムで，イエスを信じない人々はパウロを殺そうとした。彼はローマ市民だったので，力 

イザリヤのローマ人指導者に保護を求めた。そこでパウロはローマの囚人となって保護され，裁 

判のためにローマに送られた。（パウロのローマへの旅については第45課で扱う。）パウロは裁判 

の機会をとらえて，イエス•キリストについて証をした。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•なぜユダヤ人はパウロに腹を立てましたか。（使徒22:17-21)イエスのことを信じない人々 

にイエス•キリストから示現を受けたことを，パウロは証していた。なぜパウロは安全だった 

のでしょう。（使徒22: 24, 29) 

•千卒長はパウロがユダヤ人の前にもう一度立って弁明できるようにしたが，ユダヤ人はパウロ 

の証のために再度パウロを殺そうとした。（使徒23:10)この迫害の時期に，パウロはどのよ 

うに信仰と勇気を示しましたか。あなたがパウロの立場であれば，どう感じたでしょう。 

•主はパウロをどう慰められましたか。（使徒23:11)自分は殺されないと分かったとき，バウ 

ロはどんな気持ちがしたでしょう。主は現代の宣教師をどう慰められますか。 

•ユダヤ人はパウロを殺すためにどのような計画を立てましたか。（使徒23:14-15)この計画 

からパウロを救ったのはだれですか。（使徒23:16)千卒長はどのようにしてパウロのユダヤ 

人からの脱出を助けましたか。（使徒23: 22-24)なぜ主はパウロを守られたのでしょうか。 

フェストが新しい総督になるまでの2年間，ローマ総督ペリクスがパウロを囚人としてカイザ 

リヤに保護したことを説明する。パウロはローマでの裁判を希望したが，ローマに向けてたつ前 

にフェストとアグリッパ王に自らの改宗談を語り，イエス•キリストについて証をした。 

•アグリッパ王に話すことについて，パウロはどう思ったでしょう。それは，なぜですか。（使 

徒26:1-3)パウロはアグリッパ王とフェストに何を教えましたか。（使徒26: 22 - 23) 

•フェストはパウロの証にどう反応しましたか。（使徒26:24)アグリッパ王の反応はどうでし 

たか。（使徒26: 28)アグリッパ王はなぜパウロの証を完全に受け入れてクリスチヤンになる 

ことができなかったのでしょうか。現代にあって人を改宗から妨げているものにはどのような 

ものがありますか。 

•パウロに王と総督の前で福音を説く勇気を与えたのは何だったのでしょうか。パウロがイエ 

ス•キリストの特別な使徒として，あらゆる機会をとらえて証をするように召されていたこと 

を指摘する。わたしたちはいつほかの人々に証を分かち合いますか。宣教師となるために，今 

どのように準備したらよいでしょう。 

エズラ•タフト.ベンソン大管長の次の話を紹介する。 

「プライマリーの男の子たちは，主のために専任宣教師になって働く計画を立て，伝道に出る 

日を待ち望んでください。女の子たちも，召されたときには，宣教師として働く準備をしてくだ 

さい。」（『聖徒の道』1989年7月号，p.87) 

「そうです。……今（9歳，10歳，11歳のときに）準備をしてください。肉体的に，精神的に， 

社会的に，そして霊的に準備してください。いつも権威に従順であってください。まだであれば， 

伝道資金を蓄えることを始めてください。什分の一を納め，研究と祈りによって福音への証を求 

めてください。」(Ensign『エンサイン』1985年5月号，p.37) 
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•福音を分かち合う段階のどこまで進みましたか。将来，どの段階に進めますか。 

「導入」で紹介した図と同じようなものを黒板か模造紙に描き，下に「あなた」，上に「バウ 

ロ」と書く。そして，パウロのような宣教師になるために何をしたらよいかを子供たちに出させ， 

階段に書いておく。イエスを信じる，パプテスマを受ける，聖霊の賜物を受ける，神権（男の子） 

を受ける，聖文を学ぶ，祈る，教会に行ぐ家でも学校でも，どんな所でも福音を守る，などを 

必ず入れるようにする。 

•主の優れた宣教師となるために，どのような才能や能力を伸ばす必要がありますか。 

•福音を宣べ伝える準備のために，聖文を研究することはなぜ大切なのでしょうか。 

準備をすることで福音を宣べ伝えるのに役立った体験（ほかの人の例でもよい）を紹介する。 

子供たちに，白分や家族がほかの人々に福音を伝える機会を得たときのことを話させる。改宗者 

の子供がいれば，宣教師やほかの人々がどのようにして福音を学ぶのを助けてくれたか，どのよ 

うに証を得たかを話させる。 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.全員に紙と鉛筆を配り，階段の絵を描かせる。自分の名前を階段の下に書き，階段のいちば 

ん上に「宣教師」と書く。そして一つ一つの段に宣教師となるためにこれまでしてきたこと， 

これからすることを書かせる。 

2.教義と聖約84 ： 88にある宣教師への主の約束を子供たち一人一人のために用意する。その約 

束について話し合い，家に飾っておくように言う。 

3.「宣教師になりたいな」（『子供の歌集』p.90) ； 「宣教師になりたい」（『子供の歌集』 

P.91)；または「われらは天の王に」（『子供の歌集』p.94)を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 天の御父とイエスは今，子供たちに福音を教える準備をしてほしいと望んでおられることを証 

する。その も効果的な方法が福音に添った生活をすることであると話す。 

読書課題 この課のレッスンの復習として，使徒23:10-24，31-33を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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パウロの•一マへの旅 

目的 聖霊を通してもたらされる御霊の賜物について，子供たちに理解を深めさせる。 

準備 1.使徒27 ：1-28 ： 9 ；1コリント12 ：1-11；信仰箇条1：7を祈りの気持ちで研究する。それか 

らレッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」 

p.vi,「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

2.その他の参照箇所——『福音の原則』22章 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『聖書』人数分 

b.『高価な真珠』または信仰箇条を複写したものを人数分 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

誕生日やクリスマスのときにもらった特別なプレゼントについて話す。子供たちにも話させる。 

•末日聖徒イエス•キリスト教会の会員になったときにもらうプレゼントは何でしようか。（聖 

霊の賜物） 

聖霊の賜物について知っていることを話させる。教会員は聖霊による導きを受けることができ 

るだけなく，ほかの霊の賜物も受けることができるのを理解させる。信仰箇条を見て，霊の賜物 

について書いてあるのはどれかを見つけさせる。子供たちの答えや第7節の言葉に合わせて，賜 

物を黒板に書く。そして，パウロのローマへの旅の話を聞いて，パウロがどのような賜物を得て 

それを人のために使うことができたかを考えさせる。 

先週の内容について簡単に復習し，なぜパウロが囚人としてローマに送られたかを思い出させ 

る。それから使徒27 ：1-28 ： 9にあるパウロのローマへの旅について紹介する（聖文中の出来事 

を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vU参照)。『聖句ガイド』の地図8を参照する。 

聖文の説明が終わったら，パウロはローマへの旅を続け，捕らわれの身で監禁されていたにも 

かかわらず，イエス•キリストの福音を2年間教え続けたことを話す。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•パウロは船の中の人々に何を警告しましたか。（使徒27:10)なぜパウロはこのことを知って 

いたのですか。（聖霊が示してくださったから。）百卒長は何を信じましたか。（使徒27:11) 

だれが正しかったですか。（使徒27:14, 20)預言者から警告の言葉が伝えられたとき，わた 

したちは何をしたらよいでしよう。それはどうしてですか。 

•船が沈むと思ったとき，人々はどんなことを感じたと思いますか。パウロは人々に何と言いま 

したか。（使徒27:21 — 22)パウロは全員が救われてローマに着けることをどのようにして知 

ったでしようか。（使徒27: 23-25) 

•船はどうなりましたか。（使徒27:40-41)兵卒たちは船が沈んだとき，囚人たちをどうしよ 

うと考えましたか。それはなぜでしょう。（使徒27: 42)なぜ百卒長はその意図を退けたので 
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しょう。（使徒27: 43)パウロへの百卒長の態度はなぜ変わったのでしょう。（使徒27:11,14, 

21，25, 31,43) 

•火をたいていたパウロの身に何が起こりましたか。（使徒28: 3)なぜほかの人々はパウロが死 

ぬのをただ見ていたのでしょう。（使徒28: 4-6)なぜパウロは蛇にかまれても命を救われた 

のでしよう力、。 

•パウロは病気の人々のために何をしましたか。（使徒28: 8-9)なぜパウロにはそれができた 

のでしょうか。（パウロには癒しの賜物があった。また彼は神権者であり，主の使命を果たす 

ために偉大な霊の賜物を受けた使徒であった。霊の賜物は人のために使うことが大切であるこ 

とを強調する。） 

•なぜパウロは未来の出来事を見たり，病気を癒したりできたのでしょうか。（パウロはパプテ 

スマを受けて教会員として確認を受けていたので，特別な霊の賜物を受けることができた。） 

すべての教会員が聖霊の賜物を授かることを理解させる。子供たちに1コリント12 ： 7-11を読 

ませ，賜物について話し合う。すべての教会員が人を祝福するために何らかの賜物を授かること 

を強調する。 

•パウロはローマへの旅の中でどのような賜物を使いましたか。なぜ天の御父はわたしたちに霊 

の賜物を授けてくださるのでしょうか。（1コリント12: 7;教義と聖約46: 9,12, 26) 

•自分がどんな霊の賜物を受けているかはどのようにして分かりますか。（自分がどんな賜物を 

得ているかを断食と祈りによって尋ねる。祝福師の祝福の中でも述べられている。生涯を通じ 

て戒めに従い，人に仕えるとき，自分に与えられた賜物が何かが分かる。） 

レツスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.1コリント12 ： 7-10にある霊の賜物の一つ一つを別々の紙に書く。それをプレゼントのよう 

に包装した一つの箱に入れる。子供に紙を1枚ずつ引かせ，どんな賜物かを言わせる。その賜 

物について短く話し合う。 

2.クラスを小グループに分ける。各グループに以下の参照聖句を一つずつ与える。（ほかの適切 

な聖句でもよい。）各グループはそれがどのような賜物かを考え，クラスに報告する。 

使徒3:1-8 (ぺテロとヨハネが足の不自由な人を癒した。）癒しの賜物 

使徒14: 8-10 (パウロが足の不_由な人を癒した。）癒しの賜物 

マルコ5: 25-34 (女が救い主の衣のすそに触れた。）癒される信仰 

ルカ2: 25 — 26，34-38 (シメオンとアンナがイエスについて預言した。）預言の賜物。預 

言の賜物について話すときは，イエスの誕生，使命，死，復活に関するほとんどの出来事が， 

預言の賜物を持つだれかによってあらかじめ告げられていたことを説明する。 

使徒9:1ー20 (パウロがイエス•キリストの福音に改宗した。）イエス•キリストが神の御 

子であられることを知る賜物 

使徒2: 4-18 (弟子たちが五旬節の日に聖霊を受けた。）異言の賜物と預言の賜物。 

•これらの賜物はわたしたちの生活にどのような恵みをもたらすでしょうか。 

3.サタンがこの霊の賜物と似たようなものでわたしたちを試すことを説明してもよい。例えば， 

パウロの宮殿の魔術師たちはモーセやアロンの起こした奇跡をまねることができた（出エジ 

ブト7:10-13)。わたしたちは義にかなった生活をして御霊を受け，欺かれないようにしな 

ければならない。霊の賜物は聖霊の賜物を通してわたしたちの人生に祝福をもたらすために 

与えられるものであることを理解させる（『福音の原則』22課参照)。 

133 

第18課 



4.子供たちを助けて信仰箇条第7節を暗唱させる。 

5.以下の話の中から，一つを紹介する。 

ジェーンの賜物 

「ある朝早く，ジェーン•グローバーとタナーおじいさん，それに孫娘は，カウンシルブ 

ラッフス近くの野営地を後にしました。野生の野いちごを集めるためです。おじいさんはす 

ぐに疲れて，幌馬車に戻って来ました。でも女の子たちはおいしそうな野いちごをたくさん 

集めて，かごの中に集めました。 

突然，朝の静かな空気を引き裂くような声がしました。インデイアンです。おじいさんの幌 

馬車を追いかけ，おじいさんの洋服を裂き，時計とナイフを奪って馬を追い払おうとしました。 

一人は小さい方の子をつかみました。その子は恐ろしくて泣いています。もう一人がジェ 

ーンをつかまえ，荒々しく引きずり始めました。逃げようと必死のジェーンは，やっとのこ 

とで助けを求める短い祈りをしました。 

すると突然，ジェーンは経験したことのないような力がわいてくるのを感じました。そし 

て静かにある言葉を話し出したのです。インデイアンは女の子たちをつかんでいた手を離し， 

ジェーンの言葉に耳を傾け始めました。驚いたことにジェーンは，インデイアンの言葉で， 

白人の友人を傷つけないように彼らの大霊が望んでおられることを，お願いですから思い出 

してくださいと言っていたのです。おじいさんと小さな女の子は驚いて声も出ませんでした。 

ジェーンの隊ではインデイアンの言葉を知っている人はだれもいませんでした。でもジェー 

ンは，まるで自分の言葉のように簡単に，しかも権威をもって話したのです。インデイアン 

はうなずくと時計とナイフ，それに奪った洋服を返し，全員と握手をすると，静かに帰って 

行きました。」（ルーシー• C •リ一デイング“Shining Moments” Children's Friend「輝やか 

しい時」『チルドレンズフレンド』1941年7月号，p.41) 

•ジェーン•グローバーが受けたのはどんな賜物ですか。（異言の賜物）なぜ彼女はインデイ 

アンに彼らの言葉で話せたのでしょうか。（天の御父に祈った。賜物を求めた。） 

ジョンの癒し 

「11歳のジョン•ルースーフは〔教会員で，〕オランダのロッテルダムに住んでいました。 

ジョンは教会に行ったり，学校に行ったり，友達と遊んだりして，楽しい生活を送っていま 

した。ところが，何の前触れもなく激しい目の痛みに襲われたのです。そのため，目が見え 

なくなってしまいました。やがて学校に行くことも本を読むこともできなくなりました。遊 

んでいる友達の顔さえ分からなくなってきました。暗闇と苦痛の毎日でした。 

そんなある日，オランダの聖徒たちにジョセフ.F•スミス大管長（第7代大管長）が来る 

との知らせがありました。ジョンはそのことを長い間考えました。そして母親にこう言いま 

した。『預言者はこの世にいる人の中で も大きな力を持った方です。ぼくを預言者に会わせ 

てください。ぼくの目を見てくだされば必ず癒していただけると思います。』 

次の日曜日，集会の後でスミス大管長は小さな教会堂の中を，人々にあいさつをし，握手 

をするために後ろの席の方に進んで来ました。ルースーフ姉妹は目に包帯を巻いたジョンを 

伴い，愛する指導者であるスミス大管長にあいさつをしました。 

スミス大管長はジョンの手を取り，優しく包帯を取ると，ジョンの痛む目をのぞき込みま 

した。そしてジョンを祝福し，見えるようになると約束したのです。 

家に帰ったルースーフ姉妹は，ジョンの目を洗うために包帯を取りました。医者にそう言 

われていたのです。するとジョンが喜びで泣きながらこう言ったのです。『お母さん，治った 

よ。はっきり見える。もう全然痛くないよ。」("President Smith Took Him by the Hand” 
Friend「手を取ってくれたスミス大管長」『フレンド』1973年8月号，p.36) 

•ジョン•ルースーフが受けた霊の賜物は何でしょう。（癒される信仰）ジョンが癒されたの 

はなぜでしょう。（癒される賜物を求め，預言者の癒しの賜物を信じた。） 
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まとめ 

証 わたしたちは皆，天の御父から頂いた霊の賜物を持っていることを証する。受けた賜物に感謝 

する。適切であれば，与えられた霊の賜物を用いた経験（ほかの人を招待して話してもらっても 

よい）を紹介する。与えられている霊の賜物を見つけて使うことにより，わたしたちは人のため 

になることを行うことができる。そのことを証する。 

読書課題 この課のレッスンの復習として，使徒28:1-11を家でよく読むように言う。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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再び降臨されるイエス•キリス卜 

目的 子供たちにイエス•キリストの再臨のしるしについて理解させ，主に会う備えをさせる。 

準備 1.ジョセフ•スミス一マ夕イ1：1ー4，21 —55 ；使徒1：9-11；教義と聖約29 ：11；38 ： 30 ； 

101：24-25 ；133 ： 46-48を祈りの気持ちで研究する。それからレッスンを検討し，聖文の 

記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」p.vi,「聖文に基づいて教え 

る」p.vH参照)。 

2.その他の参照箇所——ジョセフ•スミス-マタイ1:5 —20;教義と聖約45:16-75 ； 88 ： 

87-101 

3.子供たちを参加させ，レッスンの目的を達成するのに も役立つ「話し合いのための質問」 

と「レッスンを豊かにする活動」を選ぶ。 

4.教材 

a.『高価な真珠』人数分 

b.『聖書』と『教義と聖約』を数冊 

c.色紙を切り抜いて作った4枚のいちじくの葉（下の型を使う）。黒板に描いてもよい。それ 

ぞれ次の言葉を書いておく——偽キリスト，イスラエルの集合，荒廃，天からの不思議な業。 

d.いちじくの木の枝を模造紙または黒板に描いておく。 

e.テープなど，接着に用いるもの 

f.視覚資料7-3「イエスの生誕」（『福音の視覚資料セット』200) ； 7-25「再臨」（『福音の 

視覚資料セット』238) ； 7-43「イエスの昇天」（『福音の視覚資料セット』236)；現代 

の預言者の写真 
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レッスン 一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

導入 視覚資料「イエスの生誕」と「再臨」を見せる。 

•この二つの絵は，地球の歴史の中でどのような大切な出来事を表していますか。 

•ベツレヘムでのイエスの誕生にはどのようなしるしがありましたか。（天使が歌った，新しい 

星が現れた，アメリカ大陸では暗闇のない夜があった，など。） 

•イエスがお生まれになったときにベツレヘムにいたとしたら，どんなことを感じたでしょう。 

•イエスがもう一度この世に来られるときの様子はどのようなものだと思いますか。 

イエスが再臨されるときは「主の大いなる恐るべき日」（教義と聖約2:1)であることを説明 

する。キリストの再臨には多くの奇跡が伴い，地上のすべての人がイエスが救い主であられるこ 

とを知る。義人にとってイエスの再臨は喜びの時である。地球に続けて住むことができ，イエス 

が統治され，平和で，サタンは縛られて人を誘惑する力を持たなくなるからである。それに対し 

て，邪悪な人々にとっては恐るべき日，悲しい日である。悔い改めていないので滅ぼされるから 

である（教義と聖約29: 9参照)。 

聖文 ジョセフ•スミス-マタイ1：1-4，21-25にある救い主の再臨の話を紹介する（聖文中の出 

来事を教える方法については，「聖文に基づいて教える」p.vii参照)。 

ジョセフ•スミスが行った大切な業の一つに『聖書』の新しい翻訳作業がある。ジョセフのマ 

タイ24章の翻訳には，イエスの再臨について『新約聖書』には書かれていない大切な真理が含ま 

れている。ジョセフ•スミス訳のマタイ24章はとても大切なので，ジョセフ•スミス-マタイと 

して『高価な真珠』に収められることになった。 

話し合いと レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

応用のための質問 活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読む 

のは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 

•主が御自分の再臨について語られたとき，再臨はどのような様子になると言われました力、。 

(ジョセフ•スミス-マタイ1：1)その様子は，主がベツレヘムでお生まれになったときとど 

う違いますか。 

•イエスの再臨がイエスの死と復活の後に起こることを理解した弟子たちは，何を知りたいと思 

うようになりましたか。（ジョセフ•スミス-マタイ1:4)なぜ弟子たちは再臨について知り 

たいと思ったのでしょう。わたしたちにとって再臨について理解するのはなぜ大切でしょうか。 

イエスは教会員，すなわち選ばれた人々に対して，再臨の前触れとなるしるしについて理解し 

てほしいと思っておられる。欺かれることなく主に会う備えをすることができるようにである。 

•なぜイエスは再臨のしるしをお与えになるのでしょうか。（ジョセフ•スミス-マタイ1：37， 

39)なぜイエスは再臨をいちじくの木にたとえられたのでしょう。（ジョセフ•スミス-マ夕 

イ1:38)(葉のついていないいちじくの木の絵をはる。黒板に描いてもよい。残りのレッスン 

の適当なところで，いちじくの葉を飾っていく。） 

•偽キリスト，偽預言者とは何ですか。（ジョセフ•スミス-マタイ1：21-22。真理を持ってい 

ると偽って主張することにより人々をキリストの真の教会から離れさせる人や宗教。） 

•偽キリストや偽預言者はどのようなことをするでしょうか。（ジョセフ•スミス-マタイ1:22) 

選ばれた人々はどうすれば欺かれなくて済みますか。（ジョセフ•スミス-マタイ1:37の 初 

の部分） 

常に生ける預言者の声に耳を傾け，その言葉に従えば欺かれることはない。そのことを強調す 

る。第4代大管長ウィルフオード•ウッドラフはこう述べている。「主はわたし，また教会の大管 

長として立つあらゆる人が皆さんを迷わせることはお許しになりません。」（『教義と聖約』の 

「公式の宣言一」参照） 
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•主が再臨されたとき，それがほんとうに主であられることはどうしたら分かりますか。主はど 

のような姿でしょう。（ジョセフ•スミス-マタイ1：25-26, 36 ；使徒1：9-11；教義と聖約 

133 ： 46-48) 

•イスラエルの集合とは何ですか。（教義と聖約45: 69)宣教師たちはどのようにして義人を教 

会に集めていますか。（ジョセフ•スミス—マタイ1:31)神から選ばれた民はイスラエルと呼 

ばれ，世界の至る所に住んでいる。イエスが再臨される前に，宣教師は世界中に出て行き，福 

音を教える。そして真理を受け入れてパプテスマを受けた人々はシオンのステークに集合する。 

わたしたちのワード（または支部）から出た宣教師はどこの国で伝道していますか。 

•「荒廃」とはどういう意味でしょうか。（天災，災害，悲惨な状況。）再臨の前にどのような荒 

廃があるとイエスは言われましたか。（ジョセフ•スミス-マタイ1：28 - 30)あなたはどんな 

荒廃を見聞きしましたか。 

•イエスの再臨の直前にどのような不思議なことが起こりますか。（ジョセフ•スミス-マタイ 

1：33) 

•イエスが再臨されるとき，地球はどのように清められますか0 (教義と聖約101：24-25)イエ 

スはどれだけの間，地上の主として統治されますか。（教義と聖約29:11) 

第2代大管長ブリガム•ヤングの次の引用について話し合う。 

「イエスは，地上から罪とその恐るべき結果を消し去られることでしょう。すべての目から涙 

がぬぐい去られ，すべての神の聖なる山にあって傷つくもの，滅ぼされるものはないのです。」 

(Journal of Discourses『説教集』11：124) 

•再臨はいつありますか。（ジョセフ•スミス-マタイ1：40, 46)なぜわたしたちはイエスの再 

臨に備えなければならないのでしょうか。（ジョセフ•スミス-マ夕イ1:47-50)イエスの再 

臨に備えなかった人にはどのようなことが起こるでしょうか。（ジョセフ•スミス-マタイ1： 

51-55) 

イエスの再臨が近づいていることが分かり，備えができるように，主がしるしを与えておられ 

ることを強調してまとめとする。備えをすれば恐れることはないと主が言っておられることを説 

明する（教義と聖約38: 30)。 

第13代大管長エズラ•タフト•ベンソンの次の引用を紹介する。 

「そうしたしるしや不思議が成就する時代にわたしたちが生を受けていることを皆さんは御存 

じでしょうか。……わたしたちには再臨の日時は分かりません。しかし，次のことは確信をもっ 

て言うことができます。わたしたちは今，主の大いなる日の近くにあると。」(The Teachings of 
Ezra Taft Benson『エズラ•タフト.ベンソンの教え』p.20) 
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第46課 

レッスンを 

豊かにする活動 

以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

ャレンジに利用してもよい。 

1.子供たち一人一人に次の言葉を複写したものを用意し，鉛筆と一緒に配る。文の前半と後半 

で合うものを線を引いて結ぶように言う。分からないものについては参考聖句を見るように 

させてもよい。 

2.子供たちが再臨に対してどれだけよく備えをしているかが分かるように，次のような質問を 

する。一つ一つの質問の後で少し間を置き，どれだけよく準備をしているか考えさせる。声 

に出して答えさせることはしない。 

もしも救い主があなたの家に来られるとしたら，あなたは…… 

使う言葉を少し変えたいですか。 

雑誌や本やビデオで隠したいものがありますか。 

テレビのチヤンネルを替えたりスイツチを切ったりしたいですか。 

聴いている音楽を止めたいですか。 

着ている洋服をもっと慎み深いものに替えたいですか。 

自分の行く所にはどこにでも一緒に行ってほしいですか。 

友達と一緒のところに来てほしいですか。 

今よりももっと聖典を読みたいですか。 

家族に対してもっと別の接し方をしたいですか。 

3.信仰箇条第10節を復習し，子供たちが暗唱できるように助ける。この第10節に書かれている 

ことはすばらしい出来事であり，イエスの再臨のときにわたしたちが待ち望むものであるこ 

とを説明する。 

4.新聞や雑誌を持参して，世界中に起こりつつある荒廃の例を探させる。 

5.第25課の10人のおとめのたとえを復習し，そのたとえがイエス•キリストの再臨のために何 

を準備するように言っているかを話し合う。 

6.再臨のために備える一つの方法として，次のエズラ•タフト•ベンソン大管長の引用を紹介 

する。 
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再臨 

御父だけが• 

イエスの衣は• 

偽キリストが• 

イエスが来られるのは• 

再臨は• 

悪人は• 

イエスが来られるとき• 

宣教師は• 

荒廃とは• 

太陽は• 

•太陽の輝きにも増して光り輝いておられる 
(教義と聖約133 ： 49) 

•空からである（使徒1:11) 

•義人にとって栄光の日である（教義と聖約2:1) 

•赤い色をしている（教義と聖約133 ： 48) 

•世界至る所で福音を宣べ伝える 
(ジョセフ•スミス一マタイ1：31) 

•多くの人を欺く （ジョセフ•スミス-マタイ1：22) 

•暗くなる（教義と聖約45: 42) 

•イエスの再臨の正確な日時を知っておられる 
(ジョセフ•スミス一マタイ1：40) 

•滅ぼされる（教義と聖約29: 9) 

•戦争や飢饉，疫病，地震などを言う 
(ジョセフ•スミス一マタイ1：28 — 29) 



「『モルモン書』には主の再臨に備える方法が書かれています。多くの箇所に，キリストが 

アメリ力大陸に来られる前の数十年間のことが書かれていますが，その時代のことを慎重に 

学ぶことによって，なぜ主の降臨に先立つ恐ろしい裁きの場において滅ぼされた人がいたの 

か，また一方ではバウンテイフルという地の神殿で主の手足の傷に触れることができた人が 

いたのはなぜか，などについて答えを得ることができます。」（『聖徒の道』1987年1月号，p.6) 
来年の教科課程が『モルモン書』であることを説明する。『モルモン書』を学ぶことにより 

救い主の再臨に備えるためのすばらしい機会が得られることを話す。 

7.「主の来られる時」（『子供の歌集』p.46)または「預言者にしたがおう」（『子供の歌集』p.58) 
を歌うか，または歌詞を読む。 

まとめ 

証 

読書課題 

戒めを守り義にかなって生きる人は主の再臨を待ち望むことができる。そのことを証する。イ 

エスの再臨のしるしに注目し，その栄光の日のために霊的に備えるように勧める。 

この課のレッスンの復習として，ジョセフ•スミス-マタイ1:46-55を家でよく読むように 

Bつ。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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第 課 

目 的 このレッスンは11歳男子に神権の祝福と責任を理解させることを目的として作成されているC 
クラスの子供でだれか 初に12歳の誕生日を迎える前にレッスンを実施する。 

準 備 

レッスン 

導入 

聖文 

話し合いと 

応用のための質問 

一人の子供に開会の祈りをしてもらう。 

光源となるものを見せる。 

•これが光を出すためには何が必要ですか。懐中電灯を準備しているのであれば，電池，白熱電 

球，スイッチがそれぞれ正しい働きをしなければ，光を出さないことを説明する。電球を準備 

しているのであれば，電球には品質の良いフィラメントが必要であり，電源とつながっている 

ソケットに電球をはめ込むことが必要である。また電気を流すためにスイッチを入れなければ 

ならない。 

クラスの男の子に席から立つように言う。男の子は将来，神権を受けられる。神権は電気より 

も大きな力を持っている。なぜならば神権は神の名によって行動する力と権能だからである。こ 

の力によって天の御父の子供たちはパプテスマを受け，教会のそのほかの儀式を受けることがで 

きる。しかし，少年たちがこの力を受け，神の御心にかなった方法で行使するためには，神権者 

にふさわしい人物になり，また正しく準備をしなければならない。 

適切な箇所で視覚資料を用いながら，「預言者ジョセフ•スミスの証」またはジョセフ•スミ 

スー歴史1:29-54, 59, 66-72からジョセフ•スミスが金版を受け，アロン神権に聖任された 

出来事を教える（聖文の物語の教え方については，「聖文に基づいて教える」pp.vii参照）。ジョ 

セフが金版を受けるまでに経験した事柄をクラスで簡単に復習するとよい。 

レッスンの準備に当たって，以下の質問と参照聖句を研究する。子供たちが聖文を理解し，生 

活に応用するうえで も役立つと思われる質問をする。教室で子供たちと一緒に参照聖句を読み， 

それについて話し合うのは，聖文に対する子供たちの洞察力を深めるのに役立つ。 
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神権はわたしたちの生活に 
祝福をちたらす 
(神権準備レッスン） 

1.『モルモン書』の序文またはジョセフ•スミス一歴史1：29-54，59，66 — 72に記されている 

「預言者ジョセフ•スミスの証」；教義と聖約13章および前書き；教義と聖約121：34-46を 

祈りをもって研究する。 

2.レッスンを検討し，聖文の記事を子供たちにどう教えるか決める（本書「レッスンの準備」 

pp.vi-vii,「聖文に基づいて教える」pp.vii-viii参照）。子供たちを参加させ，レッスンの目 

的を達成するのに も役立つ「話し合いと応用のための質問」と「レッスンを豊かにする活 

動」を選ぶ。 

3.教材 

a.『モルモン書』人数分 

b.『教義と聖約』 

c.懐中電灯，電球，カンテラなどの光源 

d.視覚資料7-1「イエス•キリスト」（『福音の視覚資料セット』240) ；「アロン神権を授 

けるパプテスマのヨハネ」（『福音の視覚資料セツト』407) 



•ジョセフ•スミスは 初の示現を受けてすぐに，金版を翻訳したり，神権を受けたり，教会を 

組織したりすることができなかったのはなぜですか。（ジョセフはこれらの準備ができていな 

かった。知恵と知識において成長する必要があった。） 

•主がジョセフ•スミスにお与えになった 初の大きな仕事は何でしたか。（わたしたちが『モ 

ルモン書』を入手できるように金版を翻訳すること。） 

•天使モロナイの 初の訪れを受けたとき，ジョセフは何をしていましたか（ジョセフ•スミス 

一歴史1:29-30)。ジョセフ•スミスは初めて金版を目にするまでに，モロナイの訪れを何回 

受けましたか（ジョセフ•スミス一歴史1：30, 44-49。4回）。モロナイは 初のメッセージ 

をその後3回繰り返して述べたのはなぜだと思いますか。 

•ジョセフは金版を翻訳する前に，ほかにどのような指示を受けましたか（ジョセフ•スミス一 

歴史1:53-54)。この指示によってジョセフは，その後行うことになったほかの偉大な事柄の 

ために，どのように準備することができましたか。あなたは将来のためにどのような準備をし 

ていますか。 

•末日聖徒のほとんどの若い男性は，12歳になると引き受ける特別な義務がありますが，それは 

何ですか。（アロン神権を受け，執事に聖任される。） 

•ジョセフ•スミスはどのようにしてアロン神権を受けましたか（ジョセフ•スミス一歴史1： 

68-70)。現代の若い男性はどのような手順でアロン神権を受けますか。（ふさわしいかどうか 

についての面接を受け，聖任する権能を持つ人から按手によって聖任される。） 

*男の子は神権を受けるためにどのような準備をしなければなりませんか。女の子は神権の祝福 

を受けるためにどのような準備をしなければなりませんか。（男の子も女の子も同じように準 

備する。祈り，信仰を持つ，両親や教師から福音を学ぶ，ふさわしい生活をする，戒めを守る， 

ほかの人々に奉仕する，お互いを尊敬する，正直になる。）（「レッスンを豊かにする活動」4参照） 

•執事には教会でどのような責任がありますか（教義と聖約20 ： 59)。執事はこれらの責任をど 

のようにして果たしますか。（聖餐をパスする，断食献金を集める，聖餐会で監督のメッセン 

ジャーとして働く，良い模範を示す。） 

•聖餐を 初にパスした人はだれですか。（イエス•キリスト）聖餐はなぜ神聖なのでしょうか。 

(イエス•キリストがわたしたち一人一人のためにささげてくださった犠牲を象徴する儀式だ 

から。） 

以下のジェフリー• R •ホランド長老の話を教師が読むか，一人の生徒に読ませる。「若いア 

ロン神権者の皆さんに，救い主の犠牲の象徴をふさわしい状態で，また敬虔な気持ちで準備し， 

祝福し，パスするようにお願いします。このような驚くほど若い年代に，何とすばらしい特権と 

神聖な信頼が与えられていることでしょう。天から皆さんに与えられる 高の賛辞だと言えまし 

ょう。わたしは皆さんを心から愛しています。 善を尽くして生活し，主の晩餐である聖餐の儀 

式に携わるときは，できるかぎり身だしなみを整えてください。」（「わたしを記念するため，こ 

のように行いなさい」『聖徒の道』1996年1月号，p.73) 

•わたしたちは皆，どのようにして神権を尊び，支持することができますか。（神権指導者から 

の召しを受け入れる，人々に奉仕する，教会指導者に対して尊敬の気持ちで話す。父親，兄弟， 

家族，そのほか神権者のために祈る。）（「レッスンを豊かにする活動」3参照）あなたがこれら 

のことをすることによって，父親や兄弟が彼らの神権を尊ぶのをどのように助けられるでしょ 

うか。あなたがたが神権を受けたり神権の祝福を受けたりする備えをするうえで，彼らからど 

のような助けを得られるでしようか。 

レッスンを 以下の活動を，レッスンのどの部分でも，また幾つでも使うことができる。復習やまとめ，チ 

豊かにする活動 ャレンジに利用してもよい。 

1.神権を通じてもたらされる以下の祝福をそれぞれ力一ドまたは紙に書いておく。 
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第18課 

命名と祝福を受ける 

バプテスマを受ける 

聖霊の賜物を受ける 

病気のときに祝福を受ける 

聖餐を受ける 

伝道に出る 

神殿で結婚する 

クラスを幾つかのグループに分けて，各グループにカードを1枚ずつ配る。カードに記され 

ている祝福について，個人としてまたは家族で経験した事柄をグループ内で分かち合うよう 

子供たちに勧める。 

2.教室をできるだけ暗くする。そして，深くて暗い洞くつを訪れた旅行者グループの話をする。 

グループのガイドは洞くつの奥へ一行を案内すると，電灯を消して，数分間待ってから，出 

ロの方向を指さすように言った。そして電灯をともすと，人々は様々な方角を指していた。 

教室を明るくしてから，ロバート• D •ヘイルズ長老の以下の話をする。「神権の力がこの 

地上になければ，悪魔ははばかることなく世界を席巻することでしょう。聖霊の賜物がわた 

したちに導きと悟りを与えてくれることはありません。主の御名により語る預言者もいませ 

ん。神聖な永遠の聖約を交わす神殿もありません。祝福を授けたり，パプテスマや癒しを与 

えたり，人に慰めを与えたりする権能もないのです。……光もなく，望みもなく，あるのは 

暗閨だけです。」（「神権がもたらす祝福」『聖徒の道』1996年1月号，p.35) 

3.ある家族が神権の召しを受けた父親をどのように支持したかを述べた以下の話を読むか，自 

分の言葉で話す。 

「〔もう何年も前に，総大会で〕わたしはエズラ•タフト•ベンソン長老の6人のお子さん 

と並んで席に着きました。一人がわたしの大学のルームメートだったからです。マッケイ大 

管長が席を立って次の話し手を発表したとき，わたしの関心はますます募りました。マイク 

に向かうベンソン長老を，わたしは尊敬のまなざしで見守りました。わたしはそれまでに一 

度もベンソン長老にお会いしたことがありませんでした。長老は180センチは軽く越す背丈の 

高い方でした。博士号を持ち，合衆国農務長官として国際的に知られており，主の特別な証 

人で，確信に満ち，落ち着いて見えました。世界中の人々に演説をしてきた方です。そのと 

き突然，だれかの手がわたしの腕に触れました。小さな女の子が体を寄せてわたしに言うの 

です。『パパのためにお祈りして。』 

わたしはちょっと驚いて考えました。『この列に伝わっているのだわ。それならわたしも隣 

に伝えなくちゃ。「ベンソン長老のためにお祈りして」と言うのかな。それとも「お父さんの 

ためにお祈りしてって言っているわよ」と言うのかな。』ぐずぐずしていられないと思ったの 

で，わたしはただ『パパのためにお祈りして』と耳打ちしました。 

見ていると，そのささやきは列を伝わってベンソン姉妹の席まで届きました。姉妹はすで 

に頭を垂れていました。 

わたしはあの日から，パパのためにお祈りして，家族の長である父親のためにお祈りをし 

て，というあの言葉を幾度も思い出してきました。地方部長として，あるいはホームテイ一 

チャーとして働くお父さんのために祈ってください。市民グループの責任者になったときや， 

仕事が順調なとき，サラリーがカットになったとき，お父さんのためにお祈りしてください。 

息子が伝道に行けるように，娘が大学に行けるように遅くまで働くお父さんのためにお祈り 

をしてください。お父さんが聖餐会で話をするときや，病気のお母さんがよくなるように祝 

福をするとき，お父さんのために祈ってください。……夜になってお父さんが疲れたり落胆 

して帰って来たりしたら，お父さんのために祈ってください。小さなことでも大きなことで 

も，なすこと全部についてお父さんのために祈ってあげてください。 
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あれから歳月が過ぎる間に総大会は何度も巡ってきました。わたしはベンソン長老が立っ 

て話される度にいつも『アメリカの各地に住むようになったお子さんたちは，今も一つにな 

ってお父さんのために祈っているに違いない』と考えるのです。 

そしてわたしは，21年前に大会のあの席でささやき伝えられたあの言葉が，家族にとって 

も大切なことなのだと考えるようになりました。どこにいても『パパのためにお祈りして』 

とささやく娘や息子を持つお父さんは，毎日のチャレンジと取り組んでいる間も，どれほど 

大きな力と信仰を持てることでしょう。」（「パパのためにお祈りして」『聖徒の道』1976年4月 

号，P.196) 

4.福音に添って生活しているならば，わたしたちは責任を受け入れ，神権の祝福にあずかるた 

めの準備を整えることができる。「わたしの福音の標準」（小冊子『わたしの達成の日』 

〔35317 300〕）の裏表紙を，一つ一つの項目について子供たちがどれほど標準に従って生活し 

ているかを少しの間考えさせながら読む。全項目を読み終えたら，絵や鍵の言葉，またはジ 

エスチャ一を使ってレッスンを復習するとよい。 

わたしの福音の標準 

1.わたしはパプテスマの聖約をおぼえ，聖霊のささやきに耳を傾けます。 

2.わたしは天の御父，人々，自分自身に対して，正直になります。 

3.わたしはよい友だちを見つけ，人に親切にします。 

4.わたしはつつしみ深い服を着て，天の御父と自分自身をうやまいます。 

5.わたしは天の御父によろこばれるものだけを読み，見ます。 

6.わたしは天の御父によろこばれる音楽だけを聞きます。 

7.わたしは天の御父とイエス•キリストの名を尊びます。わたしは神の名を汚したり， 

らんぼうな言葉づかいをしたりしません。 

8.わたしは心と体を清く神聖に保ちます。 

9.わたしは害になるものを取りません。 

10.わたしは安息日に，天の御父を身近に感じられることを行います。 

11.わたしは正しいことを選びます。わたしは過ちを犯した時も，悔い改められることを知っ 

ています。 

12.わたしは今，神殿に参入し伝道に出るにふさわしく生活します。 

13.わたしは天の御父がわたしのために用意された計画に従います。 

5.ゴードン• B •ヒンクレー第15代大管長の以下の話を紹介する。「この教会は大管長のもので 

はありません。この教会の頭は主イエス•キリストです。わたしたちは一人一人が〔パプテ 

スマのときに〕，その御名を受けています。わたしたちは皆，この偉大な業にともに携わって 

います。わたしたちは，天の御父の御業と栄光である『人の不死不滅と永遠の命をもたらす』 

(モーセ1:39)ための働きの中で，天の御父の助け手となるために召されているのです。皆 

さんの受けている責任も，わたしの受けている責任も，その重要性に変わりはありません。 

この教会に，小さな召しとか，つまらない召しなどはありません。わたしたちは皆，責任を 

果たしていく中で，人々の生活に影響を及ぼすのです。」（「主の御業」『聖徒の道』1995年7月 

号，P.76) 

6.「愛の言葉」（『子供の歌集』p.102)を歌うか，歌詞を読む。 
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第47課 

まとめ 

証 

家族と分かち合い 

の提案 

HTCrf 課 rf 

神権が回復されたこと，神権は神に代わって行動するための権能であることについて証を述べ 

るとよい。男の子たちは今から，神権を受けるためにふさわしくなるように生活し，生徒全員が 

神権のすべての祝福を受けるのにふさわしく生活するよう励ます。神権指導者を敬い，支持する 

ように勧める。 

物語，質問，活動などのレッスンの一部を家族と分かち合ったり，読書課題を家族と一緒に読 

んだりするよう，子供たちを励ます。 

本課の復習のため，家庭で教義と聖約121：34-46を研究するよう，子供たちに提案する。 

一人の子供に閉会の祈りをしてもらう。 
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救いの計画 
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