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「あなたがたの〔家族〕が祝福を受けるように，
あなたがたの家族の中で，

わたしの名によって常に父に祈りなさい。」
3ニーファイ18：21
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結婚と家族の生活は神が定められたものです（教義と聖約49：15参照）。大管長会と十二使
徒定員会は結婚と家族について次のように述べています。「夫婦は，互いに愛と関心を示し合
うとともに，子供たちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負っています。『子供た
ちは神から賜

たまわ

った嗣
し

業
ぎょう

であり』とあります（詩篇127：3）。親には，愛と義をもって子供たち
を育て，物質的にも霊的にも必要なものを与え，また互いに愛し合い仕え合い，神の戒めを
守り，どこにいても法律を守る市民となるように教えるという神聖な義務があります。夫と
妻，すなわち父親と母親は，これらの責務の遂行について，将来神の御前で報告することに
なります。」1 

親と子供たちがこの末日に出遭う様々な誘惑と問題に打ち勝つには，家族が堅固で，安定
していなければなりません。この時代について，ゴードン・B・ヒンクレー大管長は次のよう
に述べました。「今，世界中で家族が崩壊しています。かつて父親と母親と子供たちをつない
でいたきずなが，あらゆる所で，解け始めています。……人々の心は張り裂け，子供たちは
涙に暮れています。何か方法はないのでしょうか。もちろんあります。」2

このコースが設けられたのは，いっそう優れた子育てを行い，強い家族を築くという必要
にこたえるためです。ここでは父親と母親が上手に子育てができるように，福音の教えと子
育てのスキルが紹介されています。親がそれらを学び，祈りの気持ちで応用するとき，そし
て，神をパートナーとして子育てに励むとき，神はその努力を祝福し，助けてくださること
でしょう（3ニーファイ18：20－21参照）。

この教師用ガイドと『親のためのリソースガイド』を併用してください。本書には，教師
が実り多いセッションを行うのに役立つ補足的な情報が記されています。

この序文および付録の内容の一部は，H・ウォレス・ゴダード著，アラバマ・コーオペラテ
ィブ・エクステンション・サービス発行の『育児の原則』（Principles of Parenting）教師用ガ
イドを基に編集されています。3

コースの実施
このコースは通常，20人以下の参加者を対象として，LDSファミリーサービスの専門家ま

たはワードやステークのボランティアが教えます。一般的に9回から12回のセッションを開き，
1回のセッションはおよそ90分です。『家族を強める――親のためのリソースガイド』には，グ
ループ集会で取り上げることのできる9つのテーマが記されています。参加者が最も必要とす
るテーマを選ぶことが可能ですが，最初の集会ではセッション1「子育ての原則と実践」を取
り上げてください。テーマによっては複数回のセッションに分けて教える必要があるでしょ
う。

コースの実施にあたっては以下の提案を考慮します。

• LDSファミリーサービスが主催してコースを実施する場合，参加費に関してはLDSフ
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ァミリーサービスの方針に従います。ステークまたはワードの主催でコースを実施す
る場合，参加費は資料代のみとします。出席を奨励するため，コースの開始時に参加
費を徴収しておきます。

• 可能な限り，夫婦そろって出席することを奨励します。出席者が学習する原則は夫婦
で理解し，応用するときに最大の成果が生まれるからです。親の一方が参加しなかっ
たり，無関心であったりすると，かえって原則を学んだことが不一致のもとになりか
ねません。片親だけしか出席できない場合，参加できない親は伴侶

はんりょ

がコースに出席で
きるよう支援するとともに，子育てに関する新しい情報を積極的に受け入れるよう努
力しなければなりません。

• セッションの度に出欠を確認し，各参加者の出席回数を記録してください（付録の102
ページ参照）。

• このコースを教えることに関する質問は，最寄りのLDSファミリーサービス事務局
に問い合わせてください。事務局の所在地および電話番号は，http://www.ldsfamil-
yservices.org に掲載されています。

コース開催の案内
コースを説明する際，このコースから親がどのような益が得られるかを伝えます。例えば，

家族内の一致が強まり，コミュニケーションが改善され，怒らずに対立を解決する力が増すな
ど，子育ての原則とスキルを学ぶことから得られる利点を箇条書きにすることは，セッション
で取り上げるテーマを羅列するよりも，はるかに親の参加意欲を高める効果があります。

このコースでは，子供が自分の考えを話したくなるような聞き方や，子供に対して怒って
いても，親が自分の考えを効果的に伝える方法を学びます。また，子供に責任ある行動を取る
ように教え，対立を解消し，自信を植えつけ，健全な発育を促す方法や，結果を課すことで子
供たちが責任ある行動を取れるように助ける方法を学びます。家族関係が永遠に重要であるこ
とや，親として成功するとはどういうことかについて理解を深めます。

このコースで学んだ原則とスキルを応用する親は，主の御
み

霊
たま

がとどまる家庭環境を築き，
より幸せで，仲むつまじい関係をはぐくむことができるでしょう。

このコースについて紹介する際には，付録の100ページにある情報を活用してもよいでしょ
う。

このコースを教えるための資格
良好な対人関係を築くためのスキルや子育てに関する豊富な知識を持っている成人であれ

ば，だれでもこのコースを教えることができます。効果的に教えるための鍵
かぎ

として，人の気持
ちに敏感であることや家族生活の神聖さを正しく理解していることが挙げられます。

このコースを教えるための最も大切な資格は，聖霊の導きを受けられるように自分自身を
備えることです。主は次のように言われました。「御霊は信仰の祈りによってあなたがたに与
えられるであろう。そして，御霊を受けなければ，あなたがたは教えてはならない。」（教義と
聖約42：14）ほとんどの人が，まとまりがないレッスンや，出席者の関心が薄くメッセージが
伝わらないレッスンを経験したことがあります。これと対照的に，御霊がとどまり，情報や印
象が頭に浮かび，言葉が口をついて出て来て，人々の心と思いに真理がを伝わったという経験
もあるでしょう。

効果的に教える
最も効果的に教えることができるのは，あなたが霊感を求めながら，自分の知識，考え，

経験，個性をクラスに持ち込むときです。時間を取って，自分の生活を思い巡らし，このコー
スの概念を教え，それを力あるものとするために自分の経験をどのように用いることができる



かを考えてください。心を込めて教えてください。そうすれば，参加者との交わりに大きな喜
びを見いだすことでしょう。

参加者一人一人が持っている豊富な経験は，このコースを教える教師にとって大きな強み
となります。教師は，参加者が自らの家族に対して責任を負っていることを認識しつつ，御霊
の導きに従って自身の知識や専門知識を分かち合います。教師の責任はコースの参加者に命じ
ることではなく，新たな可能性への扉を開くことであり，教師はそのことを理解していなけれ
ばなりません。各レッスンは，教師と参加者が意見や考えを分かち合い，助け合う，協力作業
です。

あなたが自分の知識，経験，理解を話すとき，参加者にも自分の経験や長所について考え
るよう勧めます。改善に役立つ原則に気づけるように助け，それらの原則を応用するスキルを
高められるように励まします。あなた自身もそれらの原則を実行するときに，教師としての能
力を伸ばすことができるでしょう。

教えるテーマについて参加者一人一人が何を学ぶ必要があるかを考えながら，レッスンの
準備をします。こう自問するとよいでしょう。「参加者は今日

きょう

，何を学ぶ必要があるだろうか。」
すると，一つか二つの主概念が思い浮んで来るでしょう。そこで，参加者が主概念を理解す
るのに役立つ補助概念を考えます。こうして主概念と補助概念を決めたら，それを提示する
のに最も良い方法を決めます。計画するに当たり，以下の教授技術や教授方法が役立つでし
ょう。

物語を使って原則を説明する

セッションの初めに，黒板に主概念または原則を黒板に書き出し，そのことがよく分かる
ような物語を話すとよいでしょう。物語は聞く人々の心を動かし，生活を変える力となるので，
効果的です。物語は抽象的な概念を分かりやすく伝えることができます。人生そのものが物語
の連続なので，人は物語やその中で学んだ原則を記憶にとどめやすいのです。

救い主は物語を使って力強くお教えになりました。物語を紹介するときは短く，またでき
るだけ簡潔にします。個人的な話が多すぎないようにします。個人的な話はあなたの家族のプ
ライバシーを侵害したり，ほかの人々の気分を害したりする恐れがあります。

あなたの家族があまりにも完全であるように思われると，参加者は自分の話を紹介しにく
くなります。そのような話が多すぎると，参加者は自分の生活を変えようとする意欲を失いま
す。適切であると思える場合に，成功談とともに，あなたが直面してきた問題や苦労した経験
を話すとよいでしょう。その際，経験を通して学んだ事柄を説明します。建設的な姿勢を示し，
改善するためにどのような努力をしたかを説明します。しかし，あまりにも多くの問題が明ら
かになると，参加者の信用を失い，あなたの教える原則には効果がないのではないかという思
いを抱かせてしまいます。

ロールプレー

原則を応用する方法を教えたら，ロールプレーを使ってその原則を実践する力を増すとよ
いでしょう。多くの場合，次のように言ってからロールプレーを始めると，最も効果的です。

「次のような状況では，普通はどういうことが起きるでしょうか。」だれかにそれを演じてもら
った後，参加者全員でその状況で親が犯す間違いについて話し合います。話し合いの後で，あ
なたは次のように言います。「もう一度ロールプレーをして，今度は，これまで話し合ってき
た原則を応用してみましょう。うまくいったことや，さらに改善が必要なところはどこかを見
てみましょう。」

この訓練方法は，親が原則を学び，行動を変えるのを助けるうえで効果的です。

• 一つの原則を教え，それを子育てにおけるある状況にどのように応用できるかを教
える。
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• その状況における典型的な対応の仕方をだれかにロールプレーしてもらう。

• ロールプレーを見た後，その内容や，親はこの状況や似たような状況で原則をどのよ
うに応用できるかを話し合う。

• 原則をより良く応用した例を，だれかにロールプレーしてもらう。

• ロールプレーを見た後，その内容について，さらに子育てを改善する方法について話
し合う。

• 原則を効果的に応用する方法に慣れるまで，ロールプレーと話し合いを繰り返す。1

上手にロールプレーできなくてもかまいません。ある分野ではうまくできても，ほかの分
野ではうまくできない場合もあります。今すぐ，完全にできるようになる必要はないことや，
時間をかけて改善していけばよいことにも気づくでしょう。よくできている点に気づいたら，
それを伝えてください。セッションを進めていく中で，ほかの参加者も同じ状況でロールプレ
ーしたいと感じるかもしれませんし，自分の置かれた状況をロールプレーしたいと思うかもし
れません。参加者は，習得する必要のあるスキルを理解できるようになるまで，原則を応用す
る練習を続けることができます。

参加者がロールプレーを行うことに不安を感じていると思われるときは，参加者に自分自
身の状況か，彼らが知っている夫婦の状況に原則を応用する方法について話し合ってもらうこ
とができます（うわさ話にふけったり，個人を特定できるような事柄を明らかにしたりするこ
とのないようにします）。

グループによる話し合いを促し，導く

グループによる話し合いは非常に有益な教授法です。話し合いを進める際，参加者の考え
や経験を重視していることや，教師がすべての問題の答えを知っているわけではないことを伝
え，問題の解決には様々な方法があることを伝えます。教えるときに御霊の助けに頼ります。
御霊は参加者にも霊感を与えることを心に留めておきます。参加者からの意見や提案を求めま
す。様々な考えを聞くことは参加者のためにもなります。

参加者の中には，すぐにクラスでの話し合いに気楽に参加できる人もいれば，控えめで，
自分の意見や考えをあまり述べない人もいます。このコースが最も有意義なものとなるのは，
各自に参加の機会があるときです。彼らの意見は，ほかの参加者にも益となるでしょう。すべ
ての参加者に敬意を示すことにより，クラス内に安心できる環境を作ってください。一人一人
の意見や経験を尊重していることを示し，だれもほかの人の意見をからかったりすることのな
いようにしてください。

以下の指針は，グループへの参加を促し，導くうえで役立ち，またクラス内に，参加者に
とって居心地のよい環境を作るのに役立つでしょう。

1． 安心して参加できるように基本となるルールを明確にしておきます。ルールには以下の
事項が含まれます。

• 守秘義務。クラスで話した個人的な事柄を，クラス以外では口外しないようにしてく
ださい。

• 簡潔さ。参加者は簡潔に意見を述べてください。

• 公平さ。どれほど頻繁に発言してもかまいませんが，ほかの参加者も同様に発言でき
るように注意してください。

• 忍耐と思いやり。新しいスキルを学び，自分のものにするには時間がかかるので，参
加者は自分と周囲に対して忍耐と思いやりを持ってください。

• 励まし。参加者は互いに励まし合って，コースで学んだ情報を家庭で実践してくださ
い。

教師のための指針
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• 赦
　ゆる

し。新しい行動について教わった後でも，だれでも失敗するものです。参加者は
自分と人を赦すことの大切さを理解する必要があります。＊

2． 一つの正解を求めるのではなく，様々な意見が出やすいような質問をします。例えば，
次のように質問します。「良い父親または母親であるために最も大切な資質は何でしょ
うか」でなく「……であるために大切な資質として，どのようなことが挙げられるでし
ょうか」と尋ねます。正解が一つではないことが分かると，人々は進んで自分の意見を
述べるようになります。

3． 一人一人の意見を尊重します。それぞれの意見を要約して黒板に書き，述べられたこと
を受け入れていることを示すとよいでしょう。機会あるごとに「すばらしい御意見です」
など，心からの賛辞を述べてください。意見が疑問の残るものである場合でも，発言し
た人に感謝を述べてください。

4． 一人が話し合いを独占する傾向がある場合，上手にほかの人にも質問を向けます。自分
の問題を長々と話そうとする参加者がいるため，この方法は必ずしも簡単ではありませ
ん。その意図は善良なものであるかもしれませんが，教える時間や，ほかの参加者が自
分の体験を話す機会がなくなってしまわないように注意します。よく耳を傾け，その気
持ちに配慮しながらも，ほかの参加者にも焦点を当てるようにします。次のように言う
とよいでしょう。「それはほんとうに大変な問題のようですね。是非，このクラスで学
ぶ原則やスキルがどのように役に立ったかを，後で教えていただけたらと思います。ほ
かに今の自分の状況や問題について話してくださる方はいますか。」あるいは「難しい
問題を提起してくださいました。これはこれから学ぶセッションで詳しく取り上げるこ
とにしましょう。」

5． 参加者から，容認できない行動を提案されることがあります。その意見を非難して恥ず
かしい思いをさせるのではなく，別の案を探せるように助けます。このように言っても
よいでしょう。「それは確かに大変ですね。あなたにとって特に役立つと思われるアイ
デアを後で幾つか紹介します。別の考えを持っている方もいるでしょう。」方法論につ
いてクラスで議論してはいけません。

6． 参加者が安心感を覚え，自分の価値を認められ，尊重されていると感じるなら，彼らは
子供の気持ちにもっと敏感になることができます。参加者が経験を話したときに，次の
ような質問をします。「この場合，もしあなたが子供さんの立場だったら，どのように
感じたと思いますか。」「子供さんはどのように感じていると思いますか。」「それが子供
さんにとって特につらいことだったのはなぜでしょうか。」質問する際，非難めいた調
子にならないように注意してください。同じ経験を子供の気持ちになって眺めるときに，
親はもっとよく子供を理解できるようになります。

7． 参加者の必要を見極めるのに役立つ質問をします。彼らの必要に関連づけて話し合いを
導きます。プログラムや学習経験を彼らの能力に応じて変えます。

8． 参加者が自分の不適切な行動や，効果的でない行動に気づけるように助けます。同じ状
況に対して別の方法で対処できないか話し合い，計画を立ててもらいます。

9． 適切なユーモアを交え，熱心に，快活に教えます。

10．講義の時間が続かないように，随所に様々な活動を入れてください。皆で話し合ったり，
物語を紹介したり，活動を行ったりして活気を保ってください。

11．毎回セッションの後に，参加者に感謝を述べてください。

予定どおりに進行する

話し合いが非常に活気に満ちた興味深いものになり，次の活動に移るのが容易でないこと
があるかもしれません。しかし，参加者が原則を理解し，応用する方法も分かったのに，同じ

* カラーの文字は，同じ内容が『家族を強める――親のためのリソースガイド』に掲載されていることを示しています。



話し合いを続けると，ほかの活動に必要な時間を浪費することになります。先に進むべき時が
来たら，話し合いの方向を変えるか，次の活動に移ってください。

進行予定を黒板に書き出しておくと，時間配分どおりに進めやすくなります。書き出す予
定表は細かくても，大まかでもかまいません。以下の例を参考にします。

7：00－7：15――これまでに学んだ概念と学習活動の復習

7：15－7：30――養い育てることの必要性とその方法

7：30－7：45――子供を養い育てるステップ

7：45－8：30――養い育てるためのスキルの練習5

あなたが次のテーマに移ろうとしているのに，参加者がまだ前のテーマについて話し合い
たいと感じているときは，進行予定を指して，こう言います。「皆さん，すばらしいアイデア
や考えをお持ちですね。後ほど，話し合う時間を取れると思いますので，今は次のテーマに移
りましょう。」参加者にとって前のテーマについて話し合いを続けた方がよいと感じたら，予
定を変えてもよいでしょう。

視聴覚教材の活用

概念を教えたり，参加者の意識を集中させたりするのに役立つと思われる場合，CD，DVD，
ビデオなどの一部を見せることができます。教会が承認したものを使用するよう奨励されてい
ます。参加者の関心を維持するには，短い作品の方がよいでしょう。著作権法に違反しないよ
う注意してください。使用に関して質問があれば，Church Intellectual Property Officeに電話

（1－801－240－3959）で問い合わせてください。

教えた内容を模範で示す

このコースの目標は効果的なスキルを教え，親がそのスキルを使って子供たちのために温
かく，思いやりにあふれた環境を作り出すよう励ますことです。クラスは優れた子育ての原則，
姿勢，スキルを教えるだけでなく，その手本を示す場でもあります。参加者である父親や母親
に対してあなたが思いやりをもって接することを通して，彼らも子供に対して思いやりを持ち，
柔和であるべきことを教えます。特に参加者が子育てに関して何かを変える必要がある場合，
彼らの心を気遣い，親身になり，思いやり深くあってください。また，優れたコミュニケーシ
ョンスキルを使ってください。中には，自分の話を親身になって聞いてもらったことのない人
もいます。あなたが彼らにいかに接するかは，教える事柄と同じくらい大切です。あなたの模
範は，参加者が家族に対する接し方を変えるきっかけとなるでしょう。

参加者が，不満や怒り，敵意を抱いたりする場合もあります。参加者がコースを通してど
れだけ学べるかは，あなたの対応で大きく違ってきます。あなたが思いやりを持って接するな
らば，よく耳を傾けるスキルや問題を解決するスキルの手本を示すことができます。参加者の
一人が怒ってクラスの進行を妨げたり，話し合いを支配したりすることのないようにします。

コースの開始と終了
以下の提案は，このコースを効果的に始め，また終えるのに役立つでしょう。

コースの開始

最初のクラスを円滑に進めるために，以下の事柄を実施するとよいでしょう。

• 参加者がよく知らない建物で実施する場合は，教室とトイレの場所が分かるように案
内を掲示しておきます。

• 参加者に配付する『家族を強める――親のためのリソースガイド』を準備しておきま
す。名札とペンを用意し，参加者に名札を作ってもらい，お互いの名前を覚えられる
まで使います。

x
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• LDSファミリーサービスがクラスを主催する場合は，質問がある場合に問い合わせが
できるように，事務局の電話番号を知らせておきます。

2回目以降のセッションでは，初めの15分から30分を，前回のセッションで学んだ概念や学
習活動の復習に充てます。

フォローアップと評価

最後のセッションの時間に，以下を行うとよいでしょう。

• 「プログラム評価用紙」（付録の103ページを参照）のコピーを配り，各参加者に記入
してもらいます。

• 参加者の努力と進歩をたたえます（付録の103ページにある修了証を利用するとよいで
しょう）。

注

1．「家族――世界への宣言」『リアホナ』2004年10月号，49

2．「将来に目を向けて」『聖徒の道』1998年1月号，79参照

3．“Parent Educator Training: A Guide for Instructors,”Principles of Parenting, Circular HE-711, Al-
abama Cooperative Extension Service，アラバマ州オーバーン大学

4．“Parent Educator Training,”8ページを基に概要を編集

5．“Parent Educator Training,”6ページを基に編集

xi
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「両親には，愛と義をもって子供たちを育て，
……また互いに愛し合い仕え合〔う〕ように教えるという

神聖な義務があります。」
「家族――世界への宣言」



セッションの目的
このセッションでは，親が以下を達成できるように助けます。

• 子供を育てるという神聖な役割を理解する。

• 子育ての基本となる福音の原則を理解する。

• 子供に関する社会通念の中には親を誤った方向へ導き，子供にとって有害な考え方が
あることを認識する。

• 子供を救いに導くために，聖約からどのような助けが得られるかを理解する。

• 福音の教義から，子育てがどの程度うまくいっているかを知るための目安を見つける。

家庭の崩壊から子供を守る
現代ほど，愛にあふれ，子育てを効果的に行える親が必要とされる時代はありません。ゴ

ードン・B・ヒンクレー大管長は1997年に次のように語りました。「世界中で〔家庭が〕崩壊
しつつあります。かつて父親と母親と子供たちをつないでいたきずなが，あらゆる所で，解け
始めています。……人々の心は張り裂け，子供たちは涙に暮れています。」1

サタンが家族を攻撃するのは，幸福と救いに関する創造主の計画の中で家族が重要な位置
を占めているからです。主はサタンの攻撃から逃れる方法を明らかにしておられます。「わた
しはあなたがたに，あなたがたの子供たちを光と真理の中で育てるようにと命じた」（教義と
聖約93：40），なぜなら「光と真理はあの悪しき者を捨てる」からです（教義と聖約93：37）。

ヒンクレー大管長は子供を強め，愛し，守ることが早急に求められていることについて次
のように力説しました。「わたしの願いは，もっとうまく語りたいのですが，子供を救うこと
です。あまりにも多くの子供たちが苦痛と恐れ，孤独，失意の中を歩んでいます。子供には日
の光が必要です。幸福が必要です。愛とはぐくみが必要です。思いやりと励まし，愛情が必要
です。家の大小を問わず，すべての家庭が愛という環境を子供に与えることができます。それ
が救いをもたらすのです。」2

幸せで，仲むつまじい家庭は親と子供にとって祝福です。そのような家庭は永遠の命を受
ける備えの場となります。まことに，「永遠の命とは，慈しみに満ちた天父，また自分の先祖
や子孫と，家族として生活することなのです。」3

子育てに関する社会通念
子供を育てるに当たって親が取る行動の多くは，子供に対する一般的な見方から影響を受

けています。具体的には次のようなものがあります。（1）子供は生まれながらにして悪である
（2）子供は生まれながらにして善である（3）子供は白紙のようなものである（4）子供は遺伝
的要因によって形成される（5）子供は周囲の環境を読み取り，自分の行動を決め，親から受
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けた価値観を変えたり捨てたりすることができる。

• 子供は生まれながらにして悪である。アダムとエバの堕落によって，子供は生来邪悪
な存在だと考える人々がいます。そのため，子供の中に潜む「悪魔を追い出す」には，
厳しい罰を与える必要があると信じています。このような考えを持つ親は子供に対し
てほとんど愛情を表現することがなく，思いやりを示すことは子供にとって害になる
とさえ考えています。子供を虐待する親は形こそ違え，このような考えを持っている
と思われます。4

• 子供は生まれながらにして善である。一方，子供は生まれつき善であって，正しい動
機を持っており「ただ腐敗した大人の社会のために堕落しやすいだけである」という
見方もあります。フランスの哲学者ジャン・ジャック・ルソーは，子供は「放ってお
けば，その子の持つ最大の能力を発揮するだろう」と言っています。このため，親は
子供に経験から学ばせ，その望みのままに行動させようとします。カール・ロジャー
スやアブラハム・マズローなどの人間性心理学者も同じような見方をしています。5

• 子供は白紙のようなものである。ジョン・ロックは，子供は白紙のようであって，善
でも悪でもないという見方を広めました。ロックは，子供の人格はほとんどその経験
によって形成されると考えました。ジョン・B・ワトソンやB・F・スキナーなどの行
動心理学者はロックに近い考えを示し，親は環境を管理したり，変えたりすることに
よって望むままに子供を訓練し，形成できるとしています。6

• 子供は遺伝的要因によって形成される。20世紀に広く知られるようになったこの見方
には，進化論，気質説，生物学説などの理論があります。これらの理論によれば，子
供は誕生したときから白紙以上の存在であって，幼いときから見られる個々の違いは
遺伝的要因からある程度まで説明できるとしています。ここから派生した多くの見方
は決定論的であって，個人の選択の自由が果たす役割を重視しない傾向があります。

• 子供は周囲の環境を読み取り，自分の行動を決め，親から受けた価値観を変えたり捨
てたりすることができる。スイスの心理学者ジーン・ピアジェなどが提唱するこの見
方は，周囲の環境を解釈する（場合よっては築き上げる）能力に焦点を当てています。
他の見方よりも個人の選択の自由を重視しており，人は遺伝的要因や環境要因からの
影響を変える力を持つとしています。しかし，この能力がどこから来ているかについ
ての説明は与えられず，親や子にとって何が善で何が悪かを知る助けにもなりません。
この理論の支持者は，子供は教えられた事柄を，自分なりに解釈して行動すると考え
ています。そのため，子供が親などから教わる価値観を捨てたり，変えたりすること
もあるのは当然であり，避けられないとしています。

これらの見方のほとんどは幾らかの真理を含んでいます。例えば，子供は純粋で罪があり
ませんが，人は堕落した性質を持っています。そして，環境，遺伝的要因，個人の選択の自由
などのすべてが，地上におけるわたしたちの生活に影響を及ぼしています。しかし，神から与
えられる知識がないと，これら一つ一つの見方はもちろんのこと，いくつかを合わせたとして
も，そこにすべての真理を見いだすことはできません。

最も重要なことは，これらの見方はいずれも，道義的な行動についてしっかりとした指針
を与えていないことです。自分の子供を生まれながらにして悪だと考える親は，子供の最も悪
い部分を探そうとし，そればかりに目を向けてしまいます。そのため，無邪気な行為を誤って
とらえ，大げさにとがめてしまいます。このような親は自分が子供を傷つけていても，親とし
て当然のことを行っていると考えます。なぜなら，自分たちの方が道徳的に優れていると思っ
ているからです。白紙のようだという見方は，子供があらゆる点で環境によって形成されると
考えるため，子供の選択の自由を無視するだけでなく，道徳的なしつけも行いません。生まれ
ながらにして善であると考える親は子供が自然に取るあらゆる行動を容認し，導くことも，し
つけることもほとんど必要ないと考えます。このような親は，かつては逸脱した，不適切な行

2

子育ての原則と実践



3

子育ての原則と実践

為とされていた行動を認め，受け入れます。

遺伝的要因に基づく資質が行動を決めると信じる親は，子供が自分の行動に対して全く責
任を取ろうとしない現代の風潮を助長しています。自分で環境や性格を築き上げていくという
見方を取る親は子供に理性的な選択をする能力があることは理解していますが，社会に受け入
れられているもの以外に，善悪を判断する基準を与えることができません。さらに，子供が仲
間の価値観に合わせて親の価値観を拒むとき，それはより高い段階に発達したととらえます。
この見方によれば，善悪の判断基準を決めるのは，周囲のだれかであって，自分ではないとい
うことになります。

学習活動――
自分が子供に対してどのような見方を抱いているかを知る
参加者に，子供に対してどのような見方を抱いており，それが子供に対する考え方や対応

の仕方にどのような影響を与えているかを考えてもらいます。参加者は自分が変えたいと考
えている行動を含めて，どのように子供と接しているか（良い点と悪い点の両方）を書き出
します。次に，自分の行動に影響を及ぼしていると思われる見方を書き出します。

福音の真理という光
末日聖徒は啓示を通して，人の内に秘められた神聖な属性や，親が子供を育てるべき方法

を知っています。大管長会と十二使徒定員会は家族に関する宣言の中でこう述べています。

「すべての人は，男性も女性も，神の形に創造されています。人は皆，天の両親から愛され
ている霊の息子，娘です。したがって，人は皆，神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいま
す。……

……『子供たちは神から賜
たま

った嗣
し

業
ぎょう

であり』（詩篇127：3）とあります。両親には，愛と義
をもって子供たちを育て，物質的にも霊的にも必要なものを与え，また互いに愛し合い仕え合
い，神の戒めを守り，どこにいても法律を守る市民となるように教えるという神聖な義務があ
ります。夫と妻，すなわち父親と母親は，これらの責務の遂行について，将来神の御

み

前
まえ

で報告
することになります。」7

聖文には，イエス・キリストの贖
あがな

いにより子供は純粋で，罪がないと記されています。預
言者モルモンは「幼い子供たちは，罪を犯すことができないので健康である。したがって，ア
ダムののろいは，わたしによって彼らから取り去られて」いると教えました（モロナイ8：8）。
しかし，「彼らが成長し始めると，彼らの心の中に罪が宿る」とも書かれています（モーセ6：
55）。デビッド・O・マッケイ大管長はこのように教えました。「人は二つの性質を持っていま
す。一つは地上の生活あるいは動物としての生活に関連するものであり，もう一つは神に近い
霊の生活に関連するものです。人の体は，その霊が住む幕屋にすぎません。」8 親は子供の内に
秘められた神性に気づき，彼らに義にかなった生活をし，善を選ぶように教える責任がありま
す（教義と聖約68：25参照）。

神の霊の子供は一人一人が唯一無二の存在です。霊が宿る死すべき体もまた，それぞれに
異なった遺伝子構造を持っています。このため，子供はそれぞれ独自の関心や才能，個性，欲
求や能力を持っています。親，きょうだい，その他の人々も子供が成長する過程で影響を与え
ます。

科学的な調査によれば，遺伝的特徴は「子供の気質と気性」に影響を及ぼします。それに
は「内向的，社交的，衝動的……，活発……情緒的……といった傾向」が含まれます。さらに，
子供はある程度，「その遺伝的要因に基づいて自分の環境を選び，部分修正し，さらには作り
出すことさえあります。」9 例えば，社交的な子供は友人と交わる機会を求めるのに対して，内
気な子供は多人数との交わりを避けます。両者とも，その行動パターンを強めていき，成人し
ても同じような傾向が見られる場合があります。
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環境や遺伝的要因は子供の発育に影響を与えますが，神の子供はそれぞれ選択の自由を持
っています。十二使徒定員会のニール・A・マックスウェル長老はこう教えました。「もちろ
ん遺伝子や環境，境遇などはきわめて重要で，わたしたちを形成する大きな要因となっていま
す。しかし，わたしたちの内には，自分から放棄しないかぎり自分でコントロールできる部分
があります。そこにあるのが，個性と個人の責任の本質です。」10

子供はそれぞれ異なるため，親はその違いに応じて対応しなければなりません。元気のよ
い子供を持った親は，より多くの心配事を抱え，規則を増やし，目を離すことができないでし
ょう。内気な子供はそれほど長い時間見守ったり，注意したりする必要はないかもしれません。
また，親が同じことを要求しても，子供はそれぞれの考えで違った受け止め方をします。例え
ば，気の弱い子供は親からの命令を脅しとして受け取ります。きちんと求めに応じはしますが，
無力感と恐れを抱いています。別の子供は同じ命令を攻撃としてとらえ，反抗的な態度を取っ
たり，不平不満をもらしたりします。

親は知恵を用いて子供に対処していく必要があります。ブリガム・ヤングは｢子供たちの気
質や気性を理解して，それに応じて対処してください｣と親に勧告しました。11

信頼型の子育て
子供が様々な気質や気性を持っているように，親たちの子育ての方法も様々です。その効

果にも差があります。どの方法が効果的か，あるいは効果的でないかを判断するために，様々
な子育ての方法を祈りの気持ちで研究するとよいでしょう。

子育てにおける三つのタイプ

子育てのあり方は，独裁型，放任型，信頼型の三つのタイプに分類できます。12

独裁型 「独裁的な親は一定の行動基準に照らして子供の行動と態度を型にはめ，コント
ロールし，評価しようとします。」このような親は子供の行動を指導するに当たって，「親の言
葉は正しいので子供は受け入れるべきだと思い込んでいる」ため，守るべきルールや親の期待
について子供と話し合うことはしません。親は子供の行動を厳しくコントロールすることを重
視し，温かい気持ちを表すことはほとんどありません。子供に自分の気持ちや考えを述べさせ
ることをほとんどせず，しつけに関しては特にそうです。13

放任型 放任型の親は普通，子供に対して温かい気持ちや愛情を表しますが，指導したり，
指示を与えたりすることはほとんどありません。そのような親は「罰を与えることなく，受
け入れ，肯定しようとします。……親の役目は子供が望むままに与えることだと考えて子供
に接し，子供の現在と将来の行動を形成する責任者として積極的な働きかけをしません。子
供の行動についてはできるだけ本人に決めさせ，コントロールすることを避け，規則に従う
よう子供に強く求めることはしません。」このような親は「親の権力をふりかざすようなこと
はせず」あいまいな方法で子供の行動を規制しようとします。子供との衝突を避けているので
す。14

信頼型 信頼型の親は独裁的な親と同様に，子供に大きな期待を寄せますが，同時に子供
を非常に温かい気持ちで包み込み，必要にこたえようという気持ちを強く持っています。愛情
があり，協力的なのです。子供を導くに当たっては，「進んで子供に意見を求め，話し合いを
通して互いの意見を伝え合い，親の方針についてその理由をきちんと説明します。」このよう
な親は「親子で意見が食い違うときは断固とした態度でコントロールしますが，規則でがんじ
がらめにするようなことはしません。信頼型の親は毅

き

然
ぜん

と，また一貫して子供の行動を指導し，
家事の手伝いなど，家族の務めを果たさせます。規則に従わせるためには子供と衝突すること
をいとわず，自分の価値観をはっきりと述べ，親の示す規範を尊重するように子供に求めます。」
心理学者のダイアナ・バームリンドは数十年にわたる研究の中で，親から信頼されて育った子
供は対人関係に自信を持ち，親しみやすく，自制心があり，協力的で，最後までやり遂げると
いった人格を身に付ける可能性が高いことを発見しました。15
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このコースで教える子育ての原則は信頼型に最も近く，聖文と教会指導者の教えと一致し
ています。

この標準によれば，親は説得と忍耐と愛によって子供を教え導きます（教義と聖約121：
41－44参照）。自分たちが決定した事柄について喜んで子供と話し合い，その理由を説明しま
す。また，御

み

霊
たま

に導かれたときには，進んで子供を叱責し，必要な導きを与えます。

学習活動――自分の子育ての方法を知る
参加者に，自分が行っている子育ての方法について考えてもらいます。その方法は上に挙

げられた3つのタイプ（独裁型，放任型，信頼型）のどれかに該当しますか。それとも3つ
を混ぜた方法ですか。その方法は子供の個性に合ったものですか。その方法は福音の原則に
反していませんか。何らかの形でその方法を変える必要がありますか。参加者に，変える必
要があると思われる点を書き出してもらい，それをもとに子育ての方法を改善する努力をす
るように励まします。

子育てを成功に導く原則

大管長会と十二使徒定員会は父親と母親にとって子育ての指針となる9つの原則を宣言しま
した。「実りある結婚と家庭は，信仰と祈り，悔い改め，赦

ゆる

し，尊敬，愛，思いやり，労働，
健全な娯楽活動の原則にのっとって確立され，維持されます。」16 親はこれらの原則を様々な方
法で教え，応用することができます。

• 信仰 親は，子供がイエス・キリストを信じる信仰を持ち，その信仰を働かせ，強め，
福音の原則を個人の生活の指針とするように教えなければなりません（マタイ17：
20；へブル11：6；3ニーファイ18：20；教義と聖約68：25参照）。

• 祈り 子供は個人としてまた家族として祈ることを学ばなければなりません。子供は
幼いときから祈りの力について学ぶことができます（エノス1：1－5；モーサヤ27：
8－14；アルマ34：17－27；37：37；3ニーファイ18：21参照）。

• 悔い改め　親は，聖霊の導きと影響を受けられるように，自らの罪を認め，告白し，
捨てる必要があります。また，子供が生活の中でこれらの原則を理解し，応用できる
ように助けることができます（アルマ34：33；3ニーファイ9：22；モロナイ10：32－
33；教義と聖約6：9；58：42－43参照）。

• 赦し　親は，自分と伴侶
はんりょ

と子供の欠点を赦すことによって赦しの模範を示すことがで
きます（マタイ6：14－15；エペソ4：32；モーサヤ26：29－31；教義と聖約64：8－10
参照）。

• 尊敬 家族は互いに尊敬し合うことを学ばなければなりません。親と子供は互いに対
して最高の敬意を払いつつ，礼儀と優しさをもって接することを学ぶことができます

（マルコ9：42；教義と聖約121：41－46参照）。両親は互いに，また子供に対して批判的
な思いを持ったり，そうした言葉を口にしたりするのを避けるように努めなければな
りません。

• 愛 親はパウロやアルマ，モルモンが述べたように，忍耐，親切，優しさ，無私の心，
謙遜
けんそん

さをもって子供を愛さなければなりません（1コリント13章；アルマ7：23－24；モ
ロナイ7：45－48参照）。

• 哀れみ 両親は互いに，そして子供に対して哀れみを示すことができます。家族が試
練を受けるときにはともに悲しみ，困難な状況にあるときには家族を理解し，支える
ように努めるべきです（ルツ1：11－17；ゼカリヤ7：8－10；ルカ15：11－32参照）。

• 労働 家族で共に働くこと，特に親と子供が一緒に働くことは，子供にとって労働の
大切さを学び，達成感を味わう良い機会となります（教義と聖約42：42；58：27－28参
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照)。子供に達成感と自信を与えるため，個々の年齢と能力に合わせた仕事を計画して
ください。

• 健全な娯楽 家族は健全で楽しい活動に参加するときに強められ，新たな活力を得ま
す。

これらの中で最も大いなる原則は愛です（マタイ22：36－40；1コリント13：13；モロナイ
7：46参照）。親が子供のためにできる最も大切なことは，キリストが教えておられるような方
法で子供を愛することです。子供は自分が愛されていることを知り，心で感じるとき，親の教
えに耳を傾け，模範に従い，しつけに従うようになるものです。子供を育てるうえで，愛こそ
があらゆる行いを駆り立て，導くものとならなければなりません。

学習活動――子育てを成功に導く9つの原則
参加者に，個人と家族の生活の中でこれら9つの原則をどれほど実行しているかを考えて

もらいます。効果を上げていると思われる原則がありますか。具体的にどのようなことをし
ていますか。自分自身と家族を強めるためにどの原則にもっと力を入れたらよいでしょうか。
参加者に，一つの原則を取り上げて，それをもっとよく実践するための方法を見つけてもら
います。その原則をよく実行できるようになったら，家族にとって役立つ別の原則を選ぶよ
う勧めます。適切だと思われる場合は続けてこの方法で改善していくように励まします。

親の影響力に関する福音の標準

親としてどのようにその影響力を使うべきかについて，主は預言者ジョセフ・スミスを通
して，一つの標準を与えられました。

「いかなる力も影響力も，神権によって維持することはできない，あるいは維持すべきでは
ない。ただ，説得により，寛容により，温厚と柔和により，また偽りのない愛により，

優しさと純粋な知識による。これらは，偽善もなく，偽りもなしに，心を大いに広げるも
のである。

聖霊に感じたときは，そのときに厳しく責めなさい。そしてその後，あなたの責めた人が
あなたを敵視しないために，その人にいっそうの愛を示しなさい。

それは，あなたの誠実が死の縄目よりも強いことを，その人が知るためである。」（教義と
聖約121：41－44）

この標準によれば，親は説得と忍耐と愛によって子供を教え導きます。自分たちの決めた
ことについて喜んで子供と話し合い，その理由を説明します。子供が必要とする導きを与え，
御霊に導かれたときには子供を叱責します。叱責した後，自分が愛されていることを子供が分
かるように，親はいっそうの愛を示します。

聖約の力
親は子供を救いに導くために努力しますが，それを自分の力だけで行うわけではありませ

ん。天の御父は子供が祝福を受けられるように，神聖な聖約を授けておられます。男女が永遠
の結婚の聖約を交わし，その聖約の定めに従うとき，御父は彼らに永遠の命を授けると約束し
ておられます（教義と聖約132：20参照）。ジョセフ・スミス，ブリガム・ヤング，ジョセフ・
フィールディング・スミスは，神殿結婚の聖約によって結び固められた両親のもとに生まれ，
天の御父のもとに戻るために両親の薫陶を受けた子供は，いっそう大いなる祝福を受けると教
えました。17 ブリガム・ヤングは，この結婚の聖約のもとに生まれる子供は｢王国の正当な世継
ぎ〔となり〕，王国の祝福と約束をことごとく受ける世継ぎ｣となると語りました。18

子供が道から迷い出てしまうこともあります。十二使徒定員会のオーソン・F・ホイットニ
ー長老はこれらの迷い出た子供をあきらめることのないように，親たちに強く勧告しました。
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「子供の気まぐれや強情さに悩まされている親の皆さん，あきらめないでください。彼らを
見捨てないでください。まったく希望が失われたわけではないのです。羊飼いが御自分の羊を
捜し出してくださるでしょう。皆さんの子供になる以前は，彼らは主のもとにいたのです。彼
らが皆さんに託されるはるか以前からそうでした。しかも，主は人に勝る大きな愛をもって愛
していらっしゃるのです。子供は，ただ知らずに正義の道からさまよい出たにすぎません。神
は無知に対して慈悲深い御方です。完全な知識を持った人だけが，完全な責任を要求されるの
です。神はその僕

しもべ

の中で最も優れた者よりもはるかに慈悲深く，愛情に満ちた御方です。また，
永遠の福音はわたしたちの限られた小さな心で理解するより，もっと大きな救いの力を持って
いるのです。

預言者ジョセフ・スミスは次のように宣言し，この上ない慰めに満ちた教義を説いていま
す。『忠実な両親が受けた永遠の結び固めと，真理の大義における彼らの雄々しい奉仕に対し
て授けられた神の約束は，当人のみならず，子孫をも救う力があります。』中には迷い出る羊
がいるかもしれませんが，良い羊飼いの目は彼らに注がれています。囲いに連れ戻そうと差し
伸べられている神の御

み

手
て

に，遅かれ早かれ，彼らは気づくでしょう。現世か来世のいずれかで，
戻って来るでしょう。正義に対する負債は支払わなければなりません。自分の犯した罪のため
に苦しみ，つらいいばらの道を歩むことになるかもしれません。しかし，そのつらい道を通っ
て，罪を悔い改めた放蕩

ほうとう

息子のように，最終的には愛と赦しに満ちた父親の心と家へ戻るので
あれば，つらい経験も無駄にはならないでしょう。軽率で反抗的な子供のために祈り，信仰を
もって見守ってください。神の救いを見届けるまで，希望と信頼を捨てないでください。」19

大管長会のジェームズ・E・ファウスト管長はホイットニー長老の教えをこのように解説し
ています。

「この声明にある原則は，しばしば見過ごしにされますが，迷い出た彼らは完全に悔い改め，
『自分の犯した罪のために苦しみ』，『正義に対する負債を支払わなければならない』というこ
とです。……

……忠実な両親の結び固めの力は，キリストの贖いと，本人の悔い改めという条件が満た
されたときにのみ，道をそれた子供たちに及びます。悔い改めた反抗的な子供は，救いとそれ
に伴うすべての祝福を享受しますが，昇栄はそれ以上のことです。昇栄を受けるふさわしさを
完全に得る必要があります。だれが昇栄するかという質問は，主の憐

あわ

れみにゆだねなければな
りません。

どんなに反抗的で邪悪な罪を犯した人であろうとも，『悔い改めの力が及ばない』ほど重大
な罪を犯してしまった，という人はほとんどいません（アロンゾ・A・ヒンクレー，Confer-
ence Report，1919年10月，161）。裁きもまた主にゆだねるべきものです。主はこう言われま
した。『主なるわたしは，わたしが赦そうと思う者を赦す。しかし，あなたがたには，すべて
の人を赦すことが求められる』（教義と聖約64：10）。」20

同じ説教の中で，ファウスト管長は，「義にかなった両親の結び固めのきずなが子供との間
でいかに持ちこたえるのか」をこの世において理解することは恐らくできないであろうと語り
ました。さらに，道をそれた子供たちが天の御父のもとへ戻るために，幕のかなたにいる愛す
る先祖の影響力や「わたしたちが知らない多くの助けが差し伸べられる」であろうと教えてい
ます。21 預言者の言葉から，親が聖約を交わし，それを守るときに，子供たちを救う力は最大
限に発揮されることが分かります。

学習活動――聖約について復習する
聖約は行動の大切な指針となります。人はバプテスマと確認を受けるときや，神権を受け

るとき，エンダウメントを受けるとき，結婚するときに聖約を交わします。各々の聖約はそ
れを守るときに，家族関係において個人を強めてくれます。例えば，教会員は「悲しむ者と
ともに悲しみ，慰めの要る者を慰める」（モーサヤ18：9）というバプテスマの聖約を守る
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とき，利己心が消え去り，他人の欠点が気にならなくなります。

参加者に，主とどのような聖約を交わしているか，そしてそれらの聖約が子供たちとの交
わりにどのような影響を及ぼすと思うか書き出してもらいます。（10ページのリストをコピ
ーして配付するとよいでしょう。）

子育ての成功を測る指標
子育てをどの程度よく果たせているかを測る指標が欲しいと言う親がいます。ハワード・

W・ハンター大管長はこのように教えています。「立派な親とは，子供に愛を示し，犠牲を払
い，世話をし，教え，子供の必要を満たす人のことです。もしこれらのことをすべて行っても，
子供が不従順で世のものを追い求め，手に負えないようであれば，それでも，皆さんはなお立
派な親であると言えます。恐らくどのような環境のもとでどのような両親のもとに生まれて来
ようとも，親に苦労をかける子供もいるのではないでしょうか。同様に，どのような両親であ
っても，その生活に祝福と喜びをもたらす子供もいるでしょう。」22

ファウスト管長は，次のように教えました。立派な親とは「模範と勧告によって子供たち
に『祈ることと，主の前をまっすぐに歩むこと』（教義と聖約68：28）を教えるために，優し
く，祈りをもって，熱心に努めてきた人々です。たとえ不従順な子供や世俗的な子供がいたと
しても，これは真実です。……成功する両親は，それぞれの家族が抱える事情の中で最善を尽
くすために犠牲を払い，苦労している人々です。」23

子供を立派に育てている親は，子育てに失敗したと感じているかもしれない人々に配慮す
べきです。成功していると感じている親は，感謝すべきであって，ほかの親たちに大きな悲し
みを与えるような自慢は避けるべきです。ファウスト管長は次のように勧告しています。

「子供たちが反抗したり，親の教えと愛から迷い出たりしたという理由で，誠実で忠実な両
親が裁かれるとしたら，これほど不公平で冷酷なことはありません。慰めと満足を得させてく
れる子供や孫を持つ夫婦は幸いです。わたしたちが思いやらなければならないのは，不従順な
子供のためにもがき苦しんでいる，義にかなったふさわしい両親です。

友人の一人がよくこう言いました。『子供の問題をまだ経験したことがなければ，ほんの少
し待ちなさい。』」24

失敗したと感じている親に対して，スペンサー・W・キンボール大管長はこう助言してい
ます。「〔家族について〕難しい問題に直面したとき，努力することをやめたときに初めて，失
敗したと言えるのです。」25 問題が起き，たとえ間違ったとしても，それらの経験から学び，改
善するために努力している親は自分を責めてはなりません。親は自分の子供についてあきらめ
てはなりません。引き続き子供たちを愛し，子供たちのために祈り，彼らを助けるために知恵
を使ってあらゆる機会を活用すべきです。

ファウスト管長は，このような慰めを与えています。「悲嘆に暮れた両親は，不従順な子供
たちを，義にかなって，勤勉に，祈りの気持ちで教えてきました。わたしたちは皆さんに申し
上げますが，良い羊飼いが彼らを見守ってくださいます。神は皆さんの深い悲しみを知って，
理解しておられます。希望があります。エレミヤの言葉から慰めを得てください。『あなたの
わざに報いがあ』り，子供たちは『敵の地から帰ってくる』のです（エレミヤ31：16）。」26
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聖約はどのように行動を導くか
教会員は主と聖約を交わす機会がしばしばあります。以下のリストには，教会員が主と聖約を交わすときに実行するように

決意する事柄が挙げられています。これらの聖約を守る人は，聖霊を伴侶
はんりょ

とすることを含む数々の祝福を受けます。聖霊は
日々の生活で聖約を守る人々を強めてくれます。

これらの聖約に秘められた力は驚くほど大きなものです。バプテスマの聖約を守るだけでも，親は家族内に起こる多くの問
題を解決することができます。

バプテスマ
（2ニーファイ31：17－21；モーサヤ18：8－10；教義と聖約20：37；信仰箇条1：4参照）

• イエス・キリストの名を受ける。

• イエス・キリストの証人になる。

• 常に戒めを守る。

• 人々の重荷を負い，悲しむ者とともに悲しみ，慰めの要る者を慰める。

• 生涯を通じて神に仕える意思を表す。

• 罪を悔い改めたことを証明する。

聖餐
（3ニーファイ18：28－29；モロナイ4，5；教義と聖約20：75－79；27：2；46：4参照）

• バプテスマの聖約を新たにする。

• キリストの名を受け，いつも御子を覚え，御子の戒めを守ることを改めて決意する。

神権の誓詞と聖約
（モルモン書ヤコブ1：19；教義と聖約84：33－44；107：31参照）

• 神権の責任を忠実に果たすことにより，召しを尊んで大いなるものとする。

• 神の言葉を教え，主の目的を進めるために勤勉に働く。

• 従順である――福音の知識を得て，その知識に従って生活する。

• 人々に仕え，人々の生活に祝福をもたらすために働く。

神殿のエンダウメント
「エンダウメントの儀式では，各人が以下のような義務を引き受けなければなりません。すなわち，徳と貞潔の律法を厳密

に守り，慈愛にあふれ，寛容で情け深く，清らかな心を持つことを聖約し，約束します。さらに，真理を広め，人々の精神を
高揚させるために才能と財産とをささげ，真理のために献身し，王である主イエス・キリストを迎えるため地球を準備する業
に貢献することを目指してあらゆる努力を払うことを聖約し，約束します。」（ジェームズ・Ｅ・タルメージ，The House of
the Lord〔1968年〕，84）

日の栄えの結婚
• 伴侶を愛し，永遠にわたって伴侶と神に誠実であり続ける。

• 幸福な家庭生活を築けるように生活し，伴侶と子供の生活を祝福するために力を尽くす。

• 「生めよ，ふえよ，地に満ちよ。」（創世1：28）



セッションの目的
このセッションでは，親が以下を達成できるように助けます。

• 子供の発達段階に応じて，知識や技術を教えることの大切さを理解する。

• 幼年期と思春期における発達段階を理解する。

• 発達上の問題の兆候に気づく。

段階を追った成長
親から無理な期待を寄せられたために，発達段階で問題を抱える子供がいます。十二使徒

定員会のニール・A・マックスウェル長老はこう語りました。「神は訓練として，その子供た
ちに困難なことを求められることがあります。〔しかし〕主〔は〕道を備えずには何の命令も
下され〔ません。〕」（1ニーファイ3：7参照）1 天の御父が子供たちに不可能なことをお求めにな
らないように，この世の親も子供に不可能なことを求めてはなりません。

子供がどのような段階を経て発達するかを知らない親は，不可能なことを要求することが
あります。N・エルドン・タナー管長は，子供たちは「自分たちの生活を指導する責任をもつ
人々の期待に添った生活をしたいと考えている」2 と語りました。子供は親の期待に添えない
と，自分は落

らく

伍
ご

者
しゃ

であると考えてしまいます。そのようなとき，子供は，自分は標準以下であ
る，あるいは異常であると考え，価値のない者だと思い込んでしまいます。やがて，劣等感，
不安定，心配，うつ，人に共感できないといった影響が出てきます。

聖文には，人は人生において，段階を追って進歩を遂げることが示されています。霊と肉
体の発達にも同じことが言えます。ヨハネは，イエス・キリストが「最初から完全は受けず，
恵みに恵みを受け続け，ついに完全を受けられた」と記しました（教義と聖約93：13）。子供
の健全な発達には段階を追った進歩が欠かせません。子供は，身体的，知的，精神的に成長し
ていき，その準備が整った時期になると，歩く，話す，自分で食べるといったことができるよ
うになります。親は子供の準備ができていないときに無理やり何かをさせるのでなく，子供が
学び，進歩できるような安定した養育環境を整えることが大切です。

研究の結果から，身体的，また情緒的な能力はある一定の時期に発達することが明らかに
なっています。しかし，子供はそれぞれに異なっています。遺伝的要因，気性，親から受ける
訓練，環境など，すべてが子供の発達に影響を与えます。子供があることを学ぶのに多少人よ
り時間がかかっても，心配する必要はありませんし，少しばかり早くできたからといって，大
喜びすることもありません。このような違いは一時的であることが多く，長い目で見れば子供
の能力とは無関係です。それよりも大切なのは，子供がそれぞれ段階を追った発達を遂げてい
くのを楽しむことです。
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子供の発達を理解する



子供はだんだん進歩しながら
健全な成長を遂げていくのです。

あなたは親として安定した養育環境を整えることによって，
子供の成長を助けることができます。
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新しいことを習得する準備ができている状態

子供の成長と発達の過程で忘れてならないのは，本人に学ぶ準備ができているかどうかが
最も重要だということです。親が子供のペースに合わせて新しいことを学ばせようとするなら，
多くの問題を未然に防ぐことができるでしょう。親の期待に子供を合わせるのではなく，親が
子供一人一人の必要に合わせるようにしてください。

例えば，歩き始めるのは普通1歳前後です。親はその兆候を見て取ることができます。家具
などにつかまって立ったり，歩いたりするようになります。親は子供の手を取って立たせたま
ま一緒に遊びながら，1歩か2歩足を踏み出させます。このような遊びを通して，一人のときよ
りも，もっと早く歩けるようになります。これに対して，もし子供が自分で体重を支えられな
ければ，この遊びは役に立たないばかりか，子供をいらだたせ，体に害を及ぼすことさえあり
ます。準備ができていない状態で歩かせることは，長い目で見て子供のためにはなりません。
子供は準備ができれば歩き始めるものです。

トイレトレーニングは，心と体の準備ができてから始めるべきです。2歳までにしつけなけ
ればならないという考えは，非現実的で，不可能なことを子供に押しつけることになりかねま
せん。親からの簡単な指示を理解し，従えるようになったり，汚れたおむつを脱ごうとし始め
たり，親がトイレを使うときの様子を見てまねようとしたら，トイレトレーニングを始める準
備ができているというサインです。3歳を過ぎても，体の準備ができていないためにおねしょ
をする子供や，夜中にトイレに行かなければならない子供もいます。そのようなときに親が怒
ったり，いらいらしたりすると，望ましくない行動を助長することになりかねません。親はゆ
ったりとした気持で待つことが必要です。子供はやがて，きちんとがまんして，トイレででき
るようになるのです。

同じように，4歳の子供に補助輪なしで自転車に乗れるようにと期待するのも無理な話です。
この年齢の子供は，それほどバランス感覚が身に付いていないのです。6歳か7歳になれば，ほ
とんどの子供はちょうどいい大きさの自転車に補助輪なしで乗れるようになります。

子供がお手伝いに関心を示したときに家の仕事を手伝うことを教え，キャッチボールをし
たがるときにボールを投げてやり，自分で髪の毛をとかしたいと言うときに自由にやらせてあ
げるとき，最も良く教えることができます。そのときに，楽しみながらできるようにすると，
さらにうまくいきます。子供の努力を大いに褒め，励ましてあげるとよいでしょう。親があま
りに多くのことをあまりに早くから期待すると，子供は新しいことを学ぼうとする意欲をそが
れ，興味を失ってしまいます。

発達の段階
社会的および情緒的発達はおおよそ一定の年齢に段階を追って見られます。子供の健全な

発達には各段階を良い形で終えていくことが大切です。本セッションで取り上げる発達に関す
る情報は一般的な指針でしかありません。子供たちはそれぞれのペースで発達していきます。
早く進歩したからといって，それは後の人生での成功を約束するものではありません。子供を
一人の人間として理解し，愛情を注ぐ親は，子供が成熟した立派な大人へと成長するために，
最も良い助けができるでしょう。4

信頼することを学ぶ（乳児期）

思いやりのある親は新生児の空腹や苦痛の合図に気づき，その必要にこたえます。多くの
場合，赤ん坊は，泣くことで苦痛を知らせます。親は子供を抱き，愛情を示し，体と心の必要
にこたえることによって子供を助けることができます。子供が落ち着き，安心するまで慰め続
けます。

親が新生児の空腹や苦痛の合図に気づき，愛を込めてそれにこたえるとき，赤ん坊は信頼
することを学び，親が将来にわたって自分の必要にこたえてくれるという信頼を築いていきま
す。赤ん坊は親に愛着を感じ，自分の置かれている環境に安心感を抱きます。子供に対する親
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の愛も深まっていきます。

親が子供の必要にこたえてやらないと，子供は不安や心配を抱き，他人を信じる気持ちを
築くことが困難になります。むずかる子供を伴侶

はんりょ

に任せてしまう親は，子供に対して強い愛情
を持つことができません。

無関心な親を持つ子供は，往々にして自分は望まれていない，愛されていないと感じ，自
分を価値ある存在として受け入れることが難しくなります。このような感情を抱きながら成長
すると，人間関係がうまくいかず，常に人から認められていないと自分は価値ある存在だと感
じられなくなります。満たされない思いをほかで満たそうとして，テレビに夢中になったり，
過食や性的放縦，薬物の乱用などに陥ったりする場合があります。

自立を始める（1歳から3歳）

「魔の2歳児」という言葉は，しばしば子供が発揮する旺盛
おうせい

な自立心を表して使われます。
（自立を示す行動は2歳になるころまで見られないことが多い。）子供はこの時期から，排せつ
も含めて自制することや，周囲の環境への接し方を学び始めます。この時期には，走る，自分
で食べる，コップを使って飲む，おもちゃを引っ張る，ドアを開ける，家具によじ登る，手を
洗ってふくといったことができるようになります。2歳までの子供は概して頑固で，要求が多
く，欲しい物が手に入るまで待ったり，代わりの物で満足したりすることが困難です。どのよ
うな方法で育てられるかにかかわりなく，ほとんどの子供はこの段階を経て成長していきます。

この段階では，食事時，就寝時，トイレトレーニング時に自立心を発揮する傾向がありま
す。体の様々な部分に興味を示すことがよくありますが，これは正常なことです。この機会を
とらえて，生殖器の正しい名称を教えます。

両親が正しい姿勢で受け止めるなら，「魔の2歳児」を楽しむことができます。忍耐し，許
容範囲内でやりたいようにやらせることです。親子の力対決を避ける方法の一つとして選択肢
を与える（セッション8参照）ことができます。この時期は長くは続かないものですが，子供
にとって大切な時期であることを理解する必要があります。助けと理解という後押しを受けて，
子供は自制する感覚をはぐくんでいくことができます。この自制心は，生涯にわたって続く自
尊心と善意を築くうえで基本となるものです。

子供がけがをしたり，何かを壊したりせずに走り回り，探検できるように家の中を整えて
おきましょう。子供のあるがままを楽しみ，一緒に過ごし，ほかの子供と遊ぶ方法を教え，就
寝時に本を読んであげてください。しつけをするときは毅

き

然
ぜん

とした態度で接しながらも，愛に
あふれていなければなりません。この年代の子供に対して「だめ」と言うのに，理由は要りま
せん。普通は「お父さんが（お母さんが）だめって言ったから，だめなの」と言うだけで十分
です。

この段階で子供をしつけるとき，誤った行動に気づかないふりをしたり，行動の結果を経
験させたりすることが効果的です。

発達の初期段階であるこの数年間は，霊的な指導を始めるのに理想的な時期と言えます。

自主性が芽生える（3歳から6歳）

この時期の子供はエネルギーにあふれ，自分にはできるという満足感や周囲とかかわれる
ような事柄を学び，習得しようとします。この時期に抱く子供らしい空想の中には大げさで，
力を誇示するような攻撃的な内容も含まれ，空想をふくらませるあまり，結局はがっかりして
終わることもよくあります。空想を建設的に表現する手段やはけ口がないと，子供は無力感や
不安を抱き，不機嫌になることがあります。

ほとんどの子供は4歳までに，一人で階段を上り下りでき，ジャンプ，片足立ち，三輪車に
乗る，ボールをけるといったことができるようになります。協力して遊び，多くの質問をし，
空想遊びを始めます。
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この年齢の子供は空想的な話をして，その空想を信じ込んでしまうことがあります。時に
は不適切な行動を執り，親に反抗します。たたいたり，けったり，物を壊したり，汚い言葉を
使ったり，逃げ出したりします。両親が期待していることをはっきりと伝えながらも，厳しく
し過ぎることなく，子供にある程度の選択の自由を与えると，驚くほど聞き分けがよくなるこ
とがしばしばあります。

6歳ころには，ほとんどの子供は自転車に乗る，靴ひもを結ぶ，ボールをつく，バットで打
つ，100まで数えるといったことができるようになります。通常は活発で，意欲的です。感情
の起伏が激しく，愛情と怒りを様々な形で表現します。自分が中心であろうとする反面，自信
を失うこともあります。何でも思い通りにしたがります。何かするように言われると，反抗し
たり，理屈をこねたりすることがあります。

この時期の多くの子供は夜，怖い夢を見ます。両方とも欲しがって，二つのものから一つ
を選ぶことができません。自分のやり方でやりたがります。

明確な限度を設けて，その中で子供にやりたいことをさせながらも，毅然とした態度を崩
さず，忍耐と愛を持ち続けることによって指導してください。テレビ，手伝い，宿題，就寝時
刻などについてきちんとしたルールを決めます。態度や行動に問題があれば，選択とその結果
から学ばせながら，愛と思いやりのある方法でしつけます。子供と一緒に過ごし，本を読んで
やり，子供が家庭や保育園や幼稚園でしていることに関心を示してください。知らない場所を
探検したり，外で走り回ったり，ほかの子供と遊んだりする時間を作ってやります。

勤勉であることを学ぶ（6歳から12歳）

この時期は，小学校入学から始まり，思春期に差しかかるころまで続きます。勉強し，成
績を上げ，様々な技術を習得することを通して喜びを感じ，自信を深めていきます。より広い
社会へ出て行き，文化に触れる中で，ほかの子供と同じようにうまくできたときには，自分に
は能力があり，周りに受け入れられていると考えます。ほかの子供のようにうまくできないと
きは，劣等感を持つことがよくあります。この時期をどう過ごすかによって，後に大きな違い
が生まれます。勤勉に取り組む子供は生活の中の問題に対して楽観的であることが多く，勤勉
に取り組まない子供は自滅的な行動パターンに陥ることがあります。

8歳になると，基本的に善悪の判断ができるようになります。普通，字を書くことができ，
ユーモアのセンスを身に付けます。概して非常に活発であり，社交的であり，親友と呼べる友
達ができます。だれにでも挑戦しようとします。

この年齢の子供は一般に，進んで家事を手伝い，それによって自分に価値があることを感
じ，達成感を味わいます。命令されるのを嫌がりますが，通常は親から頼まれたことに従いま
す。

10歳になると，思春期直前期が始まり，穏やかで素直になり，人と良い関係を築きやすく
なります。社交的で，協調性があり，勤勉で，家庭ではよく手伝うようになります。親を大切
にし，友達の意見を尊重します。教会や学校でのグループ活動を好みます。

12歳になるまでに，多くの少女は思春期に入ります。概して，子供は家庭と学校で周りと
うまく付き合っていきますが，情緒にも行動にも浮き沈みがあり，子供の段階と思春期の段階
を行ったり来たりします。責任ある行動を執ることもあれば無責任なこともあり，規則に対し
て挑戦的な態度を取ってみたり，依存してみたりします。外見を気にするようになり，友達を
急に変えることがあります。

周囲の友達と同じように成長していることを自覚させてくれる，身体的な変化も重要です。
特に少女に多く見られますが，外見を気にするあまり，食習慣が乱れ，拒食症や過食症に陥る
子供もいます。ほとんどの子供が同性の友達と良い関係を保つことが大きな関心事であり，突
然友達関係が壊れたりすると，非常に傷つきます。
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親は，子供のすることに関心を持ち，よくできたことを認め，褒めることによって，子供
に達成への意欲を持たせることができます。子供と一緒に計画や活動に取り組んで，うまくで
きるように助けます。時間を取って子供の話に耳を傾け，問題を解決できるように助け，意見
の対立を解決する方法を教えます。できれば，子供の参加する行事に出席します。

家族のルールや期待される事柄，限度，褒美や罰を決めるときに，子供を交えて話し合い
ます。子供の仕事の分担を増やし，テレビを見る時間を制限すべきです。

この時期の子供たちがメディアから受ける影響については，特に注意する必要があります。
少女たちは，ファッション雑誌などの影響で，誤った美意識を持つことがあります。テレビゲ
ームの影響で，暴力や不道徳に引き寄せられる子供もいます。子供がメディアから得ている情
報や理解していることについて話し合い，間違っている部分を矯正する必要があります。また
子供の友達について知るように努め，友達を家に招くよう勧めます。親は子供の友達を批判し
てはなりません。

この時期の子供は，これ以降の年代に比べて，親からの助けを受け入れやすい傾向にあり
ます。子供が問題や心配事を抱えている場合は，親が助けを申し出ることのできるチャンスだ
ととらえましょう。養い育てることが大きな助けになります（セッション4参照）。しばしば子
供に愛を示し，励まし，成し遂げたことを褒めます。勤勉であるよう励ましますが，あまり多
くを背負いすぎることがないように注意してやります。現実的で達成可能な目標を立てさせま
す。その目標が，家族の大切な目標や家族の一員として期待されている事柄と矛盾しないよう
に配慮します。

家庭外では，適切な関心事を持ち，良い友達と交わるように励まします。子供のプライバ
シーを尊重し，子供がルールを守ることについて現実的な期待を寄せます。

自立と独自性を追及する（12歳から18歳）

思春期に入ると子供の体は急速に変化します。性に対する意識が表れてきます。ほかの人，
特に親と同等でありたいと思うとともに，他者，特に親から自立することを望みます。同時に，
安定した家庭から得られる安心感と慰めを大切にします。

この時期の子供は，自分が大人になっていくのを感じて，どこで，どのように社会に適応
していけるのだろうかと考え始めます。この時期に最も大切な課題は，大人の世界で自己意識
を確立し，自分の居場所を見つけることです。

14歳になるとほとんどの子供は自分と自分の体に不安を抱き，また人に受け入れられるか
どうかを気にするようになります。衝動的で感情が激しくなり，理想主義の傾向があり，あら
ゆるものを今すぐに手に入れたいと考えます。自己本位で，気まぐれで，理屈っぽく，以前よ
りも親と対立するようになり，親を時代遅れだと考えることが多くなります。

この時期にほとんどすべての子供は思春期に入っています。一部の少女は思春期を終えま
す。この時期の子供は，友達を基準にして，社会的に受け入れられる行動とは何かを判断しま
す。人前で親と一緒にいるところを見られるのを嫌がりますが，心の底では，両親を愛し，家
族とのつながりを感じています。

16歳になると，ほとんどの青少年は家族に対して心を許し，一緒にいることを心地よく感
じます。自分に対する不安は和らぎますが，なお明確な自我を追及して，価値観や信念を模索
し続けます。社会の標準と同年代のグループに敏感です。引き続き，規則に反発し，権威に疑
問を持ちます。

親は10代の子供が自立しようとしていることを知ると脅威を覚えることがありますが，子
供が自立を望むことを歓迎するように努めるべきです。コントロールを次第に弱め，自分の生
活に徐々に責任を持たせていかなければなりません。行動に限度を設け，容認できない行為に
ついては，その結果を引き受けさせるべきです。
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子供に自分で考えさせ，子供が持つ特質を批判したり否定したりせずに，あるがままを受
け入れるように努力します。子供が感情的になっているときにも，親は穏やかで一貫した態度
を保つように心がけます。

子供が自分から話してくるときは，いつでも耳を傾け，助け，子供が自分の生活を管理で
きるようにアドバイスします。子供が悲しみや落胆を感じているときには，それに気づけるよ
うに注意を払います。苦しみや問題によく耳を傾けます。仲間から受けているプレッシャーへ
の対処法を教えます。

子供からそばにいてほしくないと言われても，気分を害してはなりません。完全にとは言
わないまでも家族のルールに従うことを期待します。どのルールを重視するかを考えて，必要
であれば守らない場合の結果を引き受けさせます。

子供はこの時期に，不安な青少年から，自意識と目的と方向性を持つ，確信に満ちた若者
になります。自分は受け入れられている，自分には能力がある，将来への準備ができていると
感じるとき，自信を持ちます。

自分には能力がない，社会に受け入れられていないと感じている若者は，自分自身とその
役割，社会における自分の価値について困惑し，不安を持ちます。自立したい彼らにとって，
親は目障りな存在として映るかもしれません。そのような若者は，感謝の気持ちに欠け，不作
法で，反抗的な場合があります。徒党を組んだり，非行グループに属したり，十代の英雄たち
と一緒にいたりすることで，帰属意識を見いだそうとする若者もいます。

発達上の問題や社会的または情緒的問題の兆候
子供に以下のような様子が見られる場合，発達上の問題，あるいは社会的または情緒的な

問題がある可能性があります。そのような場合は，小児科医またはカウンセラーに特別な支援
を求める必要があるでしょう。

2歳まで

• 歩けない。

• 二語文が言えない。あるいは，最低15の単語を使えない。

• くし，コップ，スプーンなど，ごく普通の物の使い方が分からない。

• 車輪の付いたおもちゃを押せない。

4歳まで

• 前述の兆候がまだ見られる。

• 絶えずよだれを垂らしている。

• 言葉が不
ふ

明
めい

瞭
りょう

である。

• 簡単な指示を理解できない。

• 他人にほとんど関心を示さない。

• 母親から離れることが非常に難しい。

• ごっこ遊びをしない。

6歳まで

• 前述の兆候がまだ見られる。

• 三輪車に乗れない。

• 上手投げでボールを投げられない。

• 親から離れるときに泣き，しがみつく。
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• ほかの子供たちと交わったり，遊んだりすることに興味を示さない。

• 怒ったり，気分を害したりすると自分を抑制できない。

• 服を着ることや眠ること，トイレに行くことを嫌がる。

• 授業の妨げになるほど異常に動き回る。

• ほかの子供たちと仲良くできない。友達がいない。

• おねしょをしたり，ベッドを汚したりする。

• 太りすぎている。

• 繰り返し恐い夢を見る。

• 過度に攻撃的である（口論したり，手を出したりする）。

• 極度に怖がる。

8歳まで

• 前述の兆候がまだ見られる。

• 時計の読み方が分からない。

• 登校を拒否する。または学校の成績が思わしくない。

• 反抗し，横柄な話し方をし，素直でないことがよくある。

年齢不問

• 年齢に応じたレベルで話すことができない（語
ご

彙
い

が極端に少ない，文章を作れない，
正しく発音できない，どもる）。

• 年齢に応じたレベルで自分の身の回りのことができない。

• 人と良い関係を築くことができない（目を合わせられない，顔の表情が乏しい，人と
付き合ううえで必要な関心を示すことができない）。

• 授業についていけない。

• 年齢に応じたレベルで働いたり，余暇の活動に参加したりすることができない。

• 健康面や安全面で必要な習慣を身に付けることができない。

• 年齢に応じたレベルで読み書き，計算ができない。

• 年齢に応じたレベルで，歩く，這
は

う，座る，捕らえる，走ることができない。

• 物事に集中できない，耳を傾けていない，指示どおりにできない，整理できない，す
ぐに飽きる，忘れやすい。

• 落ち着きがない，体をくねらせる，授業中勝手に席を立つ，異常に走ったり登ったり
する，長々と話し続ける，質問に対して自分勝手に答える，人の話に割り込む，でし
ゃばる。

• かんしゃくを起こす，口答えする，大人から言われたことに逆らう。

• 怒っていることが多い，失敗を人のせいにする。

• 人をいじめたり，脅したりする，自分からけんかを仕掛ける。

• 物を壊す，盗む，規則を破る。

• 動物や人に残酷なことをする。

• 性的な行為を強要する。

• きちんと食事をしない，体重が増えない，異常に体重が減る。
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• けいれんを起こす，奇声を発する。

• 家や親から離れたとき，あるいはそのような状況を考えただけで，不安や苦痛を感じ
る。

• うつ状態に陥る（悲しむ，落ち込む，何をしても楽しめない，引きこもる，罪悪感を
持つ，自分には価値がないと考える，無気力，考えたり集中したりできない，体力が
ない，自殺を考える）。

• 不安な状態を示す（神経質，緊張，パニック，恐怖感，不運が差し迫っているという
脅迫観念，浅い呼吸，胸の痛み）。

現実的な期待
大管長会と十二使徒定員会は次のように教えています。「前世で，霊の息子，娘たちは……

神の計画を受け入れました。その計画によって，神の子供たちは肉体を得ることができ，また，
完成に向かって進歩して，最終的に永遠の命を受け継ぐ者としての神聖な行く末を実現するた
めに，地上での経験を得られるようになったのです。」5 ほとんどの人は進歩していきますが，
幼児，子供，青少年という段階を経てあなたは親として，子供が各段階で人生の様々なチャレ
ンジに備えられるように助けることができます。この間，指針とすべき原則は，現実的な期待
を寄せ，段階を追った成長を促すことです。自分の子供を独特な個性を持った一人の存在とし
て理解し，大切にしなければなりません。天の御父がすべての人に注いでおられる愛を子供に
してください。

子供の行動に適切に対応する

子供たちを一人の人間として大切にし，理解しようとする親は，子供の行動により適切に
対応でき，正しい原則を教える能力が増します。

子供は時々，指しゃぶりをしたり，何かによじ登ったり，大げさな話し方をするなど，親
の意に沿わない行動を執ることがあります。そのような行動は成長段階で自然に見られるもの
で，子供が成長するにつれてなくなっていくものです。子供が成長し，発達していくことを知
っていれば，このような行動を見ても，自分に非があると思ったり，心配したりせずに済み，
より効果的に対応することができます。

よくない行動をやめさせようとして子供に罰を与えたり，あざけったり，がみがみしかっ
たりすると，かえってそのような行動を助長してしまう場合があります。親が感情的になると，
子供の気持ちを傷つけ，反抗心を抱かせ，その行動に対して過度の注意と関心を向けさせてし
まうのです。例えば，指しゃぶりに対して極端に反応すると子供はますますやめられなくなる
ことがあります。これに対して，親がおおらかに対応したり，あるいは無視したりすると，子
供は必要がなくなれば指しゃぶりをやめます。

子供が年齢に応じた行動をするとき，必要以上にそれを褒めた場合も，子供はむやみにそ
れを繰り返すようになり，やりすぎて危険な場合もあります。例えば，よちよち歩きの子供が
何かに登ろうとするとき，親が「そうやっているときって，ほんとうにかわいいわ」などとも
てはやすと，子供がやりすぎてけがをしたりすることも考えられます。

十代の子供は家族との間に距離を置き，親に対して批判的になる場合がよくあります。そ
れを普通のこととして受け止めない親は，子供を自分の言うなりにさせようとして，子供から
反発され，反抗期をかえって長引かせます。これに対して，親が感情的にならずに軽く受け流
していると，子供は自然に思春期を通り過ぎていきます。一般的に，大人になるにつれて子供
は親を受け入れるようになるものです。
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学習活動――非現実的な期待を寄せないようにする
このレッスンで学んだ事柄を参考にしながら，自分が今子供に期待していることが，今の

子供の発達段階に合っているかどうかを，伴侶
　はんりょ

，あるいはほかの親と話し合います。子供に
期待している事柄が悪影響を及ぼす可能性のあるものを書き出します。子供の発達段階にも
っと適した対応をするにはどうすればよいかを話し合います。親として改めようと考えてい
る事柄を書き出します。それをこの1週間実行してもらい，次回のセッションで発表しても
らいます。

子供一人一人を知る

自分の子供は何が好きで何が嫌いか，どんな願いや恐れを抱いているかなど，自分の子供
たちを知るには，子供たちと一緒に時間を過ごすことがいちばんです。毎日，家族の祈りと聖
文研究を行うこともその一つです。ともに働きながら短い会話を楽しむこともできます。公園
を散歩したり，工作をしたり，ドライブやハイキングに行ったり，庭に植物を植えて世話をし
たり，ゲームをするなど，様々な活動を一緒に楽しむことができます。いちばんお金のかから
ないものが，いちばん楽しかったということがよくあります。

子供一人一人と過ごす時間を取り，その子供に一緒にやりたい活動を選ばせます。そのよ
うなときは，子供が興味を持っていることを会話の中心にします。

学習活動――一緒に行う活動を計画する
参加者に，家族全員で，あるいは子供一人一人と楽しめる有益な活動にはどんなものがあ

るか，できるだけたくさん考えてもらい，思いつくものをすべて書き出してもらいます。家
庭の夕べやほかの機会に，家族からもアイデアを出してもらうように伝えます。翌月，その
中から毎週1つか2つを選んで活動するように参加者にチャレンジします。

注

1．「レーマンとレムエルから得られる教訓」『リアホナ』2000年1月号，7

2．「正しい声に聞き従う」『聖徒の道』1978年2月号，66

3． ウィリアム・シアーズ，マーサ・シアーズ共著，The Baby Book: Everything You Need to Know about
Your Baby from Birth to Age Two（1993年），536

4． このセクションの情報の一部はエリック・H・エリクソン，Childhood and Society（ニューヨーク：
Norton，1963年），247－263；フランセス・L・イルグほか，Child Behavior（ニューヨーク：
Harper&Row，1981年），12－46；ルイス・バイツ・エイムスほか，Your Ten-to-Fourteen-Year-Old

（ニューヨーク：Dell，1988年）21－180，318－323を基に編集されました。

5．「家族――世界への宣言」『リアホナ』2004年10月号，49
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言葉と行いには力があり，傷つけることも，
助けることも，苦痛を与えることも，

心痛を癒
いや

すことも，疑念を抱かせることも，
信仰と勇気を与えることもできるのです。
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セッションの目的
このセッションでは，親が以下を達成できるように助けます。

• コミュニケーションが持つ価値と，有害なコミュニケーションの及ぼす影響を理解する。

• 子供との関係を悪くしているコミュニケーションの方法に気づき，それを改める。

• 家族の関係を強めるコミュニケーションのスキルと方法を学ぶ。

コミュニケーションの重要性
ここで言うコミュニケーションには，親子間で交わす言葉や，言葉以外の方法で表現される

あらゆる思い，感情，行い，望みが含まれます。そういった思いや感情を覆い隠すことは不可
能です。スペンサー・W・キンボール大管長はこのように述べています。「わたしたちの表情，
声の調子，しぐさ，考えは，わたしたちの本性を暴いてしまいます。」1 行いと言葉によって，
わたしたちは自分がどのような人物なのか，物事についてどう感じているのか，どのような人
格を身に付けてきたのかを伝えています。黙っているだけで，人々に何らかのメッセージを伝
えていることになります。もっとも，そのメッセージが正しく理解されるかどうかは分かりま
せん。

コミュニケーションがよく取れていない場合，それは実際に家族の問題があることを示して
いますし，問題を引き起こす原因にもなります。親と子の双方が怒り，いらいらしている場合，
非常に悪い方法でコミュニケーションを取っていることが多く，互いに耳を傾けようとせず，
それどころか否定的で傷つけるような言葉を投げ合っています。また，そのような言葉に対し
て，さらに不適切な言葉や行為で応じることがよくあります。時には，コミュニケーションを
改善する以前に，自分自身や人，ひいては人生に対する考え方や態度を改める必要がある場合
もあります。

コミュニケーションによって互いに傷つけ合うという悪循環を断ち切るために，親は子供の
言うことに耳を傾け，それに応じる方法を変えることによって，癒

いや

しをもたらす環境や雰囲気
を作り出すことができます。それによって，子供の心を変えることができるのです。

害となるコミュニケーション
以下に挙げるのは，子供を親から遠ざけてしまうコミュニケーションの例です。

• 説教する，道徳をくどくどと話す，上から押さえつけるような教え方をする，根掘り
葉掘り聞く。

「何度言ったら分かるの。あなた，頭，鈍いんじゃないの。」

「恥ずかしくないのか。自分が何をしたかよく考えなさい。」

「一体どうしてそんなことをしたの。」

愛あるコミュニケーション

セ ッ シ ョ ン 3
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• 問題を軽視する，なだめすかす，心のこもらない言葉で慰める。

「落ち着きなさい。お前が怒る必要はないんだから。」

「いいわ。あなたの気が済むようにしてあげるから。」

「きっと大丈夫。もっと大変な思いをしている人はたくさんいるから。」

• 裁く，とがめる，脅す。

「あなたの悪いところは……。」

「あなたってほんとうに何をやってもだめね。」

「もう一度やったら，ひどい目にあうぞ。」

• 責める，あらさがしをする，あざける。

「ぜんぶあなたが悪いのよ。」

「お前にはほんとうにいらいらする。」

「そうやってめそめそされるとほんとうにうんざりするわ。」

• 子供の気持ちを聞くべきときに，親が自分の気持ちを話す。

「あなたの気持ちはほんとうによく分かるわ。わたしがあなたくらいのとき，……。」

学習活動――害となるコミュニケーションを改める
以下の聖文をどのように応用できるかを参加者に考えてもらいます。

•「しかし，口から出て行くものは，心の中から出てくるのであって，それが人を汚すの
である。」（マタイ15：18）――どのような思い，態度，望みが家族とのコミュニケー
ションに影響を与えているでしょうか。

•「もし，言葉の上であやまちのない人があれば，そういう人は，全身をも制御すること
のできる完全な人である。」（ヤコブの手紙3：2）――特に子供から気に障るようなこと
をされたとき，子供を傷つけないために，あなたはどれくらい気持ちをコントロールでき
ていますか。

参加者に，自分が取っているコミュニケーションの方法の中から適切でないものを書き出
してもらいます。このリストによって，そのようなコミュニケーションの方法を繰り返さな
いという決意を思い起こすことができます。コミュニケーションを改善する最初の段階は，
親が自分の過ちに気づき，そうした悪い言動をやめることだということを伝えます。たとえ
子供が間違った行いをやめなくても，親としてコミュニケーションの方法を変える努力を続
けるように励まします。

キリストの模範に倣ったコミュニケーション
親がキリストの模範に倣って子供とコミュニケーションを取るとき，「愛と義をもって子供

たちを育て」「また互いに愛し合い仕え合い，神の戒めを守り，どこにいても法律を守る市民
となるように教える……義務」をもっと容易に果たすことができるようになります。2

子供の気持ちに敏感になり，思いやりを持ってコミュニケーションを取っていかないと，
どんなによい価値観や信念も子供たちには受け継がれません。子供たちが進んで親に話しかけ，
親の話に耳を傾けるどうかは，親が家庭でどのようなコミュニケーションの習慣を築くかにか
かっています。

救い主であり贖
あがな

い主であるイエス・キリストはわたしたちの模範です。「わたしは道であり，
真理であり，命である。だれでもわたしによらないでは，父のみもとに行くことはできない」

（ヨハネ14：6）。地上に生を受けた人の中で，唯一完全であられた主は，どのような人物にな
るべきか，どのようなコミュニケーションを取るべきかについて最高の模範を示されました。
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聖典にはイエスが人々に示された特質について記されています。

• とがめるに遅くある　姦淫
かんいん

の罪で捕らえられた女をとがめられなかった（ヨハネ8：
3－11参照）。

• 赦
　ゆる

す 御自分を十字架につけた者たちを赦してくださるように御父に願われた（ルカ
23：33－34参照）。

• 哀れみに満ちている ラザロの死を知ってマリヤとマルタとともに涙を流された（ヨ
ハネ11：33－36参照）。

• 家族に思いやりを示す 十字架上にあっても母親の世話を頼まれた（ヨハネ19：25－
27参照）。

• 悪に対して善で報いる 耳を切り落とされた祭司長の僕
しもべ

を癒された（ルカ22：50－51
参照）。

• 子供に愛を示す 子供たちを祝福された（マタイ19：14－15；3ニーファイ17：21－
24参照）。

• 人の行いを評価し，感謝する 御自分の足に油を塗った女を褒められた（ルカ7：
44－48参照）。

• 進んで人に仕える 人々に仕えることを教えるため弟子たちの足を洗われた（ヨハネ
13：4－17参照）。

• 喜んで犠牲を払う 世の罪を贖われた（マタイ26：35－45参照）。

信仰，希望，慈愛，愛，神の栄光にひたすら目を向ける，徳，知識，節制，忍耐，兄弟愛，
信心，謙遜

けんそん

，勤勉など，キリストのような特質を伸ばしていくにつれ，人は自然に効果的なコ
ミュニケーションを行えるようになります（教義と聖約4：5－6参照）。デビッド・O・マッケ
イ大管長はこのように教えました。「人は皆，ナザレのイエスの教えを日々の生活に取り入れ
ようと真剣に努力するならば，自分の性質が変化することに気づくでしょう。『新しく生まれ
る』という言葉には，多くの人が考えているよりも深い意味があります。」3 キリストの教えに
従うことによって，効果的でない，あるいは害となるコミュニケーションの習慣を改めること
ができます。神のような特質を身に付けていくと，自分の感情をコントロールして，ほかの人
の行動に対して，さらによい対応ができるようになります。子供が無作法で，規則に従わない
場合も，適切に対応できるようになるのです。

学習活動――あなたのコミュニケーションを評価する
参加者に以下の質問をし，その答えを考えてもらいます。ほかの参加者には話さないよう

にします。

• 子供たちは，あなたが子供たちの話に関心を持っていると感じていますか。

• あなたは，子供たちの活動や目標，達成したことに関心を持っていますか。

• 子供たちは，個人的な問題や必要としていることについて安心してあなたに話せると感
じていますか。

• 子供たちは，あなたから批判されたり責められたりせずに，デリケートな質問をあなた
にすることができますか。

答えがすべて「はい」の場合，親が義にかなった価値観や信条を教えるときに，子供は耳
を傾け，受け入れてくれることでしょう。上の質問に対する参加者の答えに対して，伴侶

　はんりょ

や
子供たちも同じように感じているかどうか，家族で話し合うように勧めてください。

人は決意をすると，計画を実行しようという意欲が強くなります。救い主の模範に倣って，
子供とのコミュニケーションにおいて改善したい事柄を一つか二つ書き出してもらいます。
実行しようとしている事柄を伴侶や子供に話すように勧めてください。
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家族間のコミュニケーションを改善する
コミュニケーションの問題は時間がたつにつれてますます深刻になります。多くの場合，

いつ問題が起きたのか，だれが原因だったのかを突き止めるのは難しく，非難することで，事
態は良くなるどころか，悪化の一途をたどります。親は非難することをやめ，コミュニケーシ
ョンのスキルを改善することに全勢力を傾けるべきです。

このセッションで学ぶコミュニケーションの原則とスキルは，子供が怒っていて，だれか
と話すことで気が紛れるときに特に役立ちます。心理学者のジョン・ゴットマンは「問題が起
きたときに子供とよくコミュニケーションが取れる親は，子供が感情をコントロールし，人と
良い関係を築けるように助けることができます。それによって，子供の人生を変えるような影
響力を及ぼすことができる」と指摘しています。4 親は効果的なコミュニケーションの原則と
スキルを学び，上手に応用することができます。心から求め，行うならば，子供たちとより頻
繁に交わり，より深く理解し合い，よい影響を与え合えるようになるでしょう。以下の原則に
従うなら，夫婦や親子のコミュニケーションを改善することができます。

悪に対して善で報いる

害となるコミュニケーションの悪循環を断ち切る効果的な方法の一つは，悪に対して善で
報いるというイエスの模範に倣うことです。子供が金切り声を上げても静かにこたえ，ぞんざ
いな話し方をしてきても丁寧に応じ，子供が理性を欠いているときにも筋道を立てて話し，子
供が家族のルールを破ったときにも愛をもって行動の結果を課します（セッション9参照）。

キリストのようになるとは，子供の不合理な要求をそのまま聞き入れることではありませ
ん。問題を避けて通るのではなく，本気で取り組むのです。親が忍耐して，愛を示し続けるな
らば，やがてはほとんどの子供が親に対して，良い反応を示すようになります。親が本気で良
い関係を築きたいと望んでいるのだと分かるまでは，なかなか言動を変えようとしない子供も
います。したがって親は，子供がどのような行動を執るかにかかわらず，適切なコミュニケー
ションを取る努力を根気よく続ける必要があります。

子供の良さに目を向ける

子供が適切な行いをしているときこそ，特に目を向ける必要があります。注目することで
彼らの良さをさらに伸ばすことができます。よい行いをしているときに子供に耳を傾け，話し
合うようにすると，健全な行動がさらに促され，子供は親の関心を引こうとして，良い行動を
繰り返すようになります。親の気に障るような，あまり良くない振る舞いをしても，それが人
に害を与えるようなものでなければ，気付かぬふりをしましょう。しかし，行動が攻撃的で，
ふさわしくない場合，行動の結果を課し，子供が不相応な注目を浴びないようにします（セッ
ション9参照）。

子供の話に耳を傾ける

子供は自分が大切にされ，尊重されていると感じていれば，普通，適切に振る舞うもので
す。親が子供に耳を傾け，気持ちを受け入れるときに，子供は自分が大切にされ，尊重されて
いることを感じます。子供は親から嫌われているのではないかと考えることがあります。しか
しそのような気持ちは，親と話をする機会があれば解消されます。

子供が親に怒りを抱いていても，責められることなくその気持ちを話すことができれば，
怒りはたちまち愛情に変わるものです。子供がつらい気持ちのときによく話を聞いてあげるこ
とは，傷ついた心に絆創膏

ばんそうこう

をはってあげるような効果があります。気持ちを無視されたり，否
定されたりすると，子供は失望し，混乱します。自分の気持ちを信じられなくなることさえあ
ります。特に幼い子供は親の助けなしには自分の感情を理解することはできません。

十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老は次のように勧告しています。「耳を傾けな
ければならないときとは，相手が話を聞いてほしいと思っているときです。物事がうまく運ん
だときの浮き立つような喜びから，試練に遭って意気阻喪しているときの苦しみまで，子供は
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生まれながらにして，自分の経験を話したがるものです。親も同じような熱心さをもって耳を
傾けようとしているでしょうか。子供に悩みを打ち明けられ，衝撃的な話を聞かされても冷静
な態度で率直に耳を傾けることができるでしょうか。彼らの言葉をさえぎったり，性急な判断
を下して対話の道を閉ざしたりせずに，話が聞けるでしょうか。親に信頼され，自分の気持ち
が理解されているという安心感があってこそ，打ち解けた話ができるのです。」5

親としていっそう効果的に耳を傾けるための原則は以下のとおりです。

関心を示し，話を聞きたいという態度を表す。子供の話すことに対して，言葉では関心を示
していても，冷淡で，落ち着きのない態度でいると，子供はあなたの態度を見て判断します。
自分のしていることをわきに置いて，子供の話に全神経を集中させます。立ったまま子供を見
下ろしていると，親の方に力があり，優位に立っているという印象を与えるので，同じ目線で
話した方がよいでしょう。身振りや態度からも子供の気持ちを読み取るようにします。あなた
の振る舞いや態度は，言葉よりも多くを語るのです。

子供から話を引き出すような質問をする。例えば，次のように言うとよいでしょう。「何か，
悩んでいるようだけど。話してみない。」｢あなたはどう思う。｣「もう少し話してくれない。」
押しつけがましい口調ではなく，助けたいという気持ちが伝わるように質問し，問いただされ
ているという印象を与えないように注意します。

子供の気持ちに気づき，それを言葉で表現する。親が子供の気持ちに気づき，それを言葉に
表すと，子供は安心します。自分以外の人が理解してくれていることが分かるからです。親は
次のように言うことができます。「郁夫君が誕生会に誘ってくれなかったから，嫌だったんだ
ね。」不安な思いを言葉に表す方法を知らずに大きくなってしまう子供がいます（子供の気持
ちに気づき，それを言葉で表現することについてはセッション4を参照）。

子供が言ったことを別の言葉で言い換え，積極的に耳を傾ける。子供が悩み事を相談したい
と思っているのに，ほんの一言二言

ひとことふたこと

聞いただけで理解したと思い込み，話を中断させて忠告を
与え始める親がいます。親が十分に耳を傾けないと，子供はがっかりしてしまいます。

話を遮
さえぎ

らずに，注意して耳を傾けなければなりません。会話が途切れたときに，子供が言っ
たことや，感じていると思うことを言い換えて，親が誤解している部分があれば子供に指摘さ
せます。親は子供を尊重し，共感しながら耳を傾けます。子供の言おうとしていることを曲げ
て解釈したり，子供が言っていないことまで付け加えたりしてはなりません。

このように相手の言ったことを別の言葉で言い換えることを，リフレクティブ・リスニング
（訳注――鏡で相手の心を映し出すように聞く方法）または，アクティブ・リスニング（訳注
――積極的に耳を傾ける方法）と呼びます。これは，以下の二つの例に見られるように，子供
の考えや気持ちに親が関心を寄せ，理解していることを示す効果的な方法です。

子供が部屋に入って来るなりテーブルに本を乱暴に置いて，親をにらみつけました。

親―――「わたしに怒っているのね。あなたにいやな思いをさせるようなことを何かしたかしら。」

子供が学校から帰って来ました。元気がありません。

子供――「今日の化学の試験はさんざんだったよ。すごく難しかったんだ。」

親―――「合格点を取れたかどうか，心配なんだね。」

学習活動――積極的に耳を傾け，別の言葉で言い換える
伴侶
　はんりょ

またはほかの親とともに，これまでに学んだ耳を傾けるスキルを練習します。一人が
子供の役を演じ，もう一人は親になって受け答えをします。積極的に耳を傾けることと，子
供が言ったことを別の言葉で言い換えるスキルを習得することに重点を置きます。5分から
10分練習したら交代します。熱心に耳を傾けてくれる人がいると，どのような気持ちにな
るか話し合います。スキルを磨くために互いにフィードバックを行い，相手の良かった点や
改善点，気づいたことや感じたことを伝え合います。家庭で練習する時間を計画してもらい
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ます。親にとっても子供にとっても違和感なく自然に感じられるようになるまで、練習を続
けてもらいます。

子供が親に腹を立てているとき，自己弁護せずに対応する。子供が親に対して怒っている
ときに耳を傾けるのは，特に難しいことです。親は子供に気に入られたいと望んでいるので，
非難されると脅威や拒絶感を覚え，自己弁護しようとします。

自己弁護することなく，理解しようとする姿勢で耳を傾けます。それに加えて，親につい
て子供が言っていることが少しでも当たっているなら，率直にそれを認める必要があります。
たとえ子供が大げさに非難しているとしても，一理あるはずです。（例えば，親はこのように
言うことができます。「お父さんが間違っていたよ。だから，怒ったんだね。そんなことはす
るべきじゃなかったね。」）もし親が自己弁護ばかりしようとしていると，最後は言い合いにな
ってしまうでしょう。たとえ親が言い合いで勝ったとしても，親子関係にはひびが入り，親は
子供の力になるチャンスを失ってしまいます。親が耳を傾けてくれ，親に自分の気持ちを話す
ことができさえすれば，子供は怒りを鎮めることができます。

七十人のH・バーク・ピーターソン長老の助言が役に立つでしょう。「話を聴くのは理解す
るためであって，必ずしも同意するためでは〔ありません。〕」6

学習活動――自己弁護せずに対応する
伴侶
　はんりょ

またはほかの親とともに，上手に耳を傾けるスキルを練習します。一人が子供の役，
もう一人が親の役を演じます。自己弁護せずに耳を傾けるスキルの習得に焦点を絞ります。
5分から10分練習したら交代します。怒っている自分の話を相手が優しく聞いてくれると
きどのような気持ちになるかを話し合います。スキルを磨くために互いにフィードバックを
行い，相手の良かった点や改善点，気づいたことや感じたことを伝え合います。親自身にと
っても子供にとっても違和感なく自然な形でこのスキルを使えるようになるまで，家庭で練
習を続けてもらいます。

気分を害しているときに，その気持ちを適切に伝える

親が最大の間違いを犯すのは怒っているときです。怒りの言葉は心を傷つけ，その傷はな
かなか癒されません。怒りを表す不適切な表現では，「あなた」という言葉がよく使われ，「ユ
ー（You）メッセージ」と呼ばれます。例えば，｢あなたはどうしてちゃんとできないの｣とい
った言い方です。このような言い方は相手を見下し，責めているため，子供は自分を弁護しよ
うとして反抗的になります。

より適切な方法は，子供の行動によって親がどのように感じるかを説明することです。例
――「決められた仕事ができていないと，わたしはがっかりするわ。」このような言葉は子供
の自尊心を傷つけることなく，問題に焦点を絞っています。これは「わたし」という言葉を使
うため，「アイ（I）メッセージ」と呼ばれています。「わたし」という語が含まれているから
です。この方が，子供はもっとよい反応を示します。親が子供に敬意をもって接するとき，子
供も同じようにしたいと感じるのです。

「アイメッセージ」は「ユーメッセージ」に比べて，より正確です。なぜなら，子供の行動
に対して自分が感じていることを率直に表現しているからです。（「……のとき，わたしはがっ
かりするの。」）「あなたが黙って車を持ち出すと，わたしはがっかりするし，とても気分が悪
いわ」と親から言われたら，子供は親に言い返しにくいでしょう。けれども，「あなたは正直
でないし，それにこそこそして，ずるいわ」と言われたら，親の言っていることは不公平だし，
言い過ぎだと感じて，言い合いになりかねません。さらに悪いことには，親が言ったことをそ
のまま信じ，親が決めつけたとおりの行動をしてしまうかもしれません。

｢アイメッセージ」に対しては，子供はもっとよい反応を示します。親が感情を込めて，
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「気に入っていた花瓶が床に落ちて粉々に割れて，わたしはとても悲しいわ」と言うのを聞い
たら，子供は自分のしたことを悔いて，何とかして償いたいと思います。一方，「あなたは，
まったくどじなんだから。自分のしたことを見てみなさい」と言われたら，まったく違う思い
を持つはずです。子供に対して尊敬を込めて接すると，子供はその尊敬を受け続けたいと考え
ます。一方，不当な扱いを受けた子供は，すぐに腹を立てるようになり，自分には価値がない
と考え，親の気持ちを思いやろうとしません。

学習活動――「アイメッセージ」を練習する
伴侶
　はんりょ

またはほかの親とともに，「アイメッセージ」を使う練習をします。以下の3つの文
章を並べて，アイメッセージを作ってみましょう。（1）自分の気持ち（怒り，いらだち，
心配など）を述べる，（2）なぜ怒っているかを説明する，（3）結果としてどのようなこと
が起こるかを説明する。例――「お母さんはね，リビングの床にこぼれているジュースのこ
とで怒っているの。だって，カーペットをクリーニングに出さなきゃいけないし，そうする
とすごくお金がかかるのよ。」一人が子供の役，もう一人が親の役を演じます。実際，子供
たちが起こしたことのある問題から題材を選ぶとよいでしょう。5分から10分練習したら
交代し，再び5分から10分練習します。スキルを磨くために互いにフィードバックを行い，
相手の良い点や改善点，気づいたことや感じたことを伝え合います。

子供に何を期待しているかを明確に伝える

子供が親の期待をはっきり理解していないことを知って，親が愕然
がくぜん

とすることがあります。
「アイメッセージ」とともに，親の期待をはっきりと伝える必要があります。例――「どこか
へ送って行ってあげても，ありがとうと言ってくれないと，感謝されているとは感じないわ。
何かをしてもらったら，いつもお礼を言うのが礼儀よ。わたしも『ありがとう』と言ってほし
いし，ほかの人も同じだと思うの。だから何かをしてもらったら，きちんとお礼を言ってくれ
るかしら。」

このことを娘に伝えた母親によれば，娘は成人してからも，母親から何かしてもらったと
きには必ず感謝の言葉をかけてくれると言っています。もちろん，子供たち全員がそのように
素直に従うわけではありません。繰り返し伝えることが必要でしょうし，後のセッションで取
り上げるほかの方法も実行するとよいでしょう。

学習活動――どのような行動を期待しているかを伝える。
「アイメッセージ」に続けて，子供にどのような行動を期待しているかをはっきりと伝え
る練習をします。例えば，洗面所の掃除をきちんとしない子供に対して親は次のように言い
ます。「洗面所を掃除したって言ったから見てみたけれど，まだ全然片付いていなかったわ。
そういうとき，お母さんはがっかりするの。見た目もきれいじゃないし，それに危ないわ。
せっけんやはさみが小さな子にも届くような所に置いてあるでしょう。鏡も汚れている。わ
たしが期待しているのは，洗面台の上の物を元の場所に片付ける，いらないものを捨てる，
洗面台と鏡をふく，床を掃いてぞうきんでふく，ということなの。」一人が子供の役を，別
の人が親の役を演じます。5分間練習したら交代して，もう5分間練習します。うまく言え
たか，言葉は適切だったかどうかについて互いにフィードバックを行います。

耳を傾けるのを難しくしている問題を解決する
以下のような不健全で非現実的な考えや態度の親は，子供の話に耳を傾けるのが難しい場

合があります。

• 子供が直面する問題を解決する責任は，すべて親である自分にあると感じている場
合。幼い子供は特に問題を解決するのに親の助けが必要です。大きくなっても，助
けが必要なときがあります。しかし，子供は皆，自分で問題を解決できるようにな
らなければなりません。人生のチャレンジや問題に直面し，それを解決しながら，
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自信を増していくのです。親は傍らにいて，子供の手に負えない問題が起こったと
きに助けの手を差し出せばよいのです。

• 良い親であることよりも，良い子供を育てることこそが親である自分の責任である
と感じている場合（セッション1から，親として成功するとはどういうことかを復習
する）。

• 子供を支配したがる親の場合。

• 子供を管理監督せず，指針や制限を与えないまま放任している親の場合。

• 失敗や，人前で恥ずかしい思いをすることを恐れる親の場合。

• 自分は常に正しいと信じ込んでいる親の場合。

• 子供から愛されることを求め，拒否されることを恐れている親の場合。

これらの問題について助けを必要とする親は，伴侶
はんりょ

と話し合い，導きを求めて断食して祈
り，神殿に参入し，必要であればビショップに相談し，専門家の援助を求めるべきです。

効果的なコミュニケーションの持つ力
使徒パウロは「言葉にも，行状にも，愛にも，信仰にも，純潔にも，信者の模範になりな

さい」と勧告しました（1テモテ4：12）。ピリピ人にあてた手紙の中でもこう教えています。
「あなたの生き方が，キリストの福音となるようにしなさい。」（欽定訳ピリピ1：27から和訳）
言葉と行いには力があり，傷つけることも，助けることも，苦痛を与えることも，心痛を癒す
ことも，疑念を抱かせることも，信仰と勇気を与えることもできるのです。より良いコミュニ
ケーションの方法を身に付けると，驚くほど好ましい影響を子供に及ぼすことができます。

七十人のL・ライオネル・ケンドリック長老はキリストの模範に倣ってコミュニケーション
を取ることの大切さについて次のように教えました。

「コミュニケーションの状態はその人の顔色に表れます。ですから，相手に何を伝えるかだ
けではなく，どのようにそれを伝えるかにも注意を払う必要があります。……

……キリスト教徒は，大声で叫ぶことなく愛のこもった話し方をします。人を傷つけるこ
となく，助けようとします。人と人の間に溝を作ることなく，結びつけようとします。……

……ほんとうの試しは，キリストが天の御父のすべての子供たちに抱いておられたような
感情を，わたしたちも心の中に持てるかどうかということなのです。相手の置かれている状況
に対してそのような関心を寄せることができれば，わたしたちは救い主と同じように人々と心
を通わせることができるでしょう。そして，黙って耐えている人々の心を慰めることができる
でしょう。……わたしたちが語りかける言葉によって，そうした人々の人生の旅路を明るく照
らすことができるようになるでしょう。」7

注

1． Conference Report，1954年4月，106

2．「家族――世界への宣言」『リアホナ』2004年10月号，49

3． Conference Report，1962年4月，7

4． ジョン・ゴットマン博士，ジョン・デクレア共著，Raising an Emotionally Intelligent Childから，ダニ
エル・ゴールマンによる前書き，版権 ©1997 John Gottman. Simon & Schuster, Incの承諾を得て掲載，
16－17

5．「耳を傾けて学ぶ」『聖徒の道』1991年7月号，22

6． ｢心の鍛練｣『聖徒の道』1990年7月号，92

7． ｢キリストのように心を通わせる｣『聖徒の道』1989年2月号，25－26参照
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「幼い子供を大切にし，
あなたの家庭に喜んで迎え入れ，

心を尽くしてはぐくみ，愛してください。」
ゴードン・B・ヒンクレー大管長
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セッションの目的
このセッションでは，親が以下を達成できるように助けます。

• 子供を養い育てることの大切さを理解する。

• 子供を養い育てるための様々な方法を知る。

• 「感情のコーチング」と呼ばれる，子供を養い育てるための5つの段階を学び，応用す
る。

養い育てることの必要性
ゴードン・B・ヒンクレー大管長は子供を養い育てるように両親を励ましてこう語りまし

た。「子供を愛の中で，主の薫陶
くんとう

と訓戒の中で育てましょう。幼い子供を大切にし，あなたの
家庭に喜んで迎え入れ，心を尽くしてはぐくみ，愛してください。」1

子供を養い育てるとは，愛と思いやりを込めて子供の必要にこたえることです。これには，
物質面，情緒面，霊的面で子供の成長に必要なものを与え，愛し，教え，守り，助け，支え，
励ますことが含まれます。

親は，子供が人生の様々なチャレンジに自分で対処できるように備えさせるうえできわめ
て重大な役割を果たします。適切に養い育てられた子供は，試練のときに耐え抜く方法を身に
付けています。親に与えられた最も大切な務めの一つは，子供を養い育てることです。

残念ながら，忙しいという理由で子供に必要な世話をせず，ほうっておく父親や母親がい
ます。両親，教育者，教会と地域社会の指導者は長年にわたって，親にほうっておかれている
子供の福利に頭を悩ませてきました。また，これよりもはるかに大きな問題が結婚生活の破

は

綻
たん

に関連して起きています。夫婦関係に問題を抱える父親と母親は，子供を教育し，落ち着かせ，
慰める余裕がない場合が多いためです。夫婦関係のひずみのために，多くの子供が苦痛や喪失
感を味わっています。たとえ両親が離婚していなくても，子供は他人の選択による結果に左右
され，さらに死すべき状態の，不完全なこの世界からも影響を受けています。これらの問題の
中には避けられないものもありますが，多くは防ぐことがきます。

聖文には，子供を養い育てることについて土台となる教義が記されています。詩篇の作者
は親子の神聖な起源をこう説明しています。「あなたがたは神だ，あなたがたは皆いと高き者
の子だ。」（詩篇82：6）パウロも同様に，人は「神の子である」と教えています（ローマ8：16）。
神は子供の世話を地上の両親に託しておられます。親は子供を神のもとに戻すという神聖な責
任を持っています。パウロは親に対して，「子供をおこらせないで，主の薫陶と訓戒とによっ
て，彼らを育てなさい」と勧告しています（エペソ6：4）。主は預言者ジョセフ・スミスを通
して同様の指示を与えておられます。「わたしはあなたがたに，あなたがたの子供たちを光と
真理の中で育てるようにと命じた。」（教義と聖約93：40）

セ ッ シ ョ ン 4

子供を養い育てる
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現代の預言者もこの聖文の真理を再度明言しています。大管長会と十二使徒定員会は厳粛
に宣言しています。「両親には，愛と義をもって子供たちを育て，物質的にも霊的にも必要な
ものを与え，また互いに愛し合い仕え合い，神の戒めを守り，どこにいても法律を守る市民と
なるように教えるという神聖な義務があります。夫と妻，すなわち父親と母親は，これらの責
務の遂行について，将来神の御

み

前
まえ

で報告することになります。」2

親は子供を養い育てるという神聖な責任を決して忘れてはなりません。ゴードン・B・ヒン
クレー大管長は親に対して次のように勧告しています。「子供を養い，愛し続けてください。
……どのような資産であろうと，子供以上に貴重なものはないからです。」3

子供を養い育てる方法

親は様々な方法で子供を養い育てることができます。以下はその例です。

• 救いに関する正しい教義を子供に教える。エズラ・タフト・ベンソン大管長は，モル
モン書に登場する，義にかなった父親たちが「『永遠の神の偉大な計画』すなわち堕落，
再び生まれること，贖

あがな

い，復活，裁き，永遠の命について」息子たちに教えたことを
強調しました（アルマ34：9参照）。またエノスは父が正しい人であったことを知って
いました。「父はわたしを父の言葉で，また主の薫陶と訓戒によって教えてくれたから
である」（エノス1：1）。4

• 聖文研究，祈り，家庭の夕べ，教会活動への参加を通して霊的な成長を促す。

• 子供に食物，衣服，住む場所を与える。

• キリストのような態度で子供に話しかけ，子供の話に耳を傾ける。

• 適切な行動を教える。

• 間違った行動に対する結果を課す。

• 愛，尊敬，献身を示す。

• 正しい模範を示す。

• 労働の価値を教え，働く機会を与える。

• 什
じゅう

分
ぶん

の一と貯蓄をはじめとする財政管理の原則を教え，それに従うようにしつける。

• 楽しく有益なレクリエーション活動を提供する。

子供が困難や問題に直面するときこそ，親が子供を養い育てる最良の機会となります。

試練のときに，子供を養い育てる
人は問題に直面するとき，話を聞いてくれ，助けや助言を与えてくれる友が必要です。ス

ペンサー・W・キンボール大管長はこう説明しました。「神がわたしたちの必要にこたえられ
るのは，普通の場合，別の人を通してです。」5 子供たちが困ったときに，最も必要なのは親か
らの助けです。なぜなら，親はほかのだれよりも子供の幸せを願っているからです。親は必要
とされるときに子供の味方となり，友とならなければなりません。子供の必要を満たすことは
親に与えられた機会でもあり，義務でもあります。子供の必要に親がどうこたえるかによって，
子供が抱く天の御父のイメージは大きく左右されます。御父から愛され，助けを受けられると
いう信頼感を子供が抱くうえで，親は大きな影響を及ぼします。

子供を養い育てる母親の役割について，十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老はこ
のように述べています。「……子供……が一日の業を終え，世の中の過酷な現実に傷ついて帰
るとき，愛ある女性はこう言います。『わたしのもとに来なさい。あなたを休ませてあげまし
ょう。』そのような女性はいずこにあっても，人生の嵐

あらし

から逃れる聖なる場所になれます。無
条件に養い愛する力のゆえに避け所となるのです。」6 この言葉は父親にも当てはまります。

ワシントン大学の心理学者ジョン・ゴットマンは119の家族を20年にわたって調査した結果，
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子育てに最も成功したのは，子供が苦しみや悩みを抱えて最も助けを必要としているときに，
適切な助けを与えることができた親であったということを発見しました。そのような両親は，
いずれも子供を養い育てるために5つのことを行っており，それによって子供のためにすばら
しい人生の基礎を固めていました。

ゴットマンは，彼らが行った事柄を「感情のコーチング」と名付けました。このような親
に養い育てられた子供は，自分の感情を理解してそれに上手に対処し，良い対人関係を築き，
問題を適切な方法で解決するすべを学んでいました。またほかの子供たちに比べて，肉体的に
健康であり，学校の成績が良く，友人関係も良好で，素行上の問題も少なく，考え方も積極的
で，精神状態も良好でした。7 ゴットマンの「感情のコーチング」の5段階とは以下のとおりで
す。8

第1段階――子供の感情に注意を払う

ゴットマンの研究において，上手に子育てをしている親は，子供の感情に気づき，適切に
対応することができています。感情は生活に欠かせない大切な要素です。自分の感情に気づい
てそれを受け入れている親は，子供の感情も容易に察知して受け入れることができます。つら
い気持ちを感じながらも，それに対処しようとする親の姿を見て，子供も自分の感情をコント
ロールできるようになっていく場合がよくあります。

子供が悩みを抱えているときは，何らかのサインを出すものです。例えば，親を困らせる
行動を執ったり，食事の好みが変わったり，自分の殻に閉じこもったり，学校の成績が下がっ
たり，悲しい表情を見せたりします。

子供が悩んでいることに気づき，心から心配するとき，親は子供に共感しているのです。
以下の事例が示しているように，他人の身になって考えるこの能力を持つことで，いっそう効
果的に子供を養い育てることができます。

優太
4歳の優太が，母親や二人のきょうだいと一緒にテレビを見ようと部屋に入って来ました。

いすの前に立ったまま，姉の恵子と話をしていると，兄の幸太がやって来て，優太の後ろに
あったいすを動かして，そこに座りました。それを知らずにいすに腰掛けようとした優太は，
思わず床にしりもちをついてしまいました。偶然の出来事に，優太以外は思わずみんな笑っ
てしまいました。みんなからばかにされたと思った優太は自分の部屋に駆け込むと，押し入
れに入って泣き出しました。しばらくして，母親がドアをやさしくノックして入って来まし
た。そして優太の横にひざまずくと，頬

　ほお

にキスしてからこう言いました。「みんなから笑わ
れて恥ずかしかったのよね。それがとてもいやだったんでしょう。笑ったりしてごめんなさ
いね。愛しているわ。」それから母親は立ち上がると出て行きました。

何年も後になって，優太はその出来事を回想して，幼いころのいちばん大切な思い出だっ
たと語っています。彼の家族は，お互いに愛情を表現することはめったにありませんでした
が，自分が最も必要としたそのときに，自分は理解され，愛されているのだと感じました。
彼は決してこのことを忘れませんでした。

学習活動――感情に気づく
次回までの1週間，参加者に様々な状況で自分がどのような感情を抱いたかを毎日記録し

てもらいます。記録することで，自分が様々な感情を抱いていることにもっと気づくことが
できます。1日の終わりにその日起こった出来事やそのとき感じた気持ちを思い起こして書
いてもいいですし，終日，何かを感じる度に書き留めてもかまいません。また，毎食後など
時間を決めて記録する方法もあります。感情を記録するだけでなく，その感情や思いの深さ，
関連する出来事についても記しておきます。自分の感情に気づき，表現し，解決できるよう
になった親は，同じことができるよう子供を助けられようになります。
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第2段階――子供の感情に気づき，子供との距離を縮めるチャンスを作る

子供が怒っているとき，話すのを避ける親がいます。拒否されるのを恐れているか，自分
のせいで怒っているのではないかと不安なためでしょう。多くの親は子供の悪感情が早く消え
去るようにと願います。しかし，こうした感情は何らかの助けがないとなかなか解消されませ
ん。子供が心の平静を失っているときこそ，親子のきずなを深め，子供を成長させるチャンス
だと考えるようにしてください。傷ついた子供の心を癒

いや

してやることは，親として最も満足を
味わえる責任の一つです。思いやりと愛にあふれる親が自分の気持ちに気づき，理解してくれ
るとき，子供は自分が理解されていると感じ，慰められます。

勝哉
よく晴れた暖かい土曜の朝のことでした。父親は生きる喜びを感じ，家族と一緒に1日を

過ごすのを楽しみにしていました。全員が週末の家事を済ませたら，子供たちを連れて町の
公園へピクニックに出かけようと考えていました。家族はこのような外出が大好きでした。
いろいろな活動をして楽しめるからです。子供たちにできるだけ早く家事を片付けるように
言ったとき，11歳の息子の勝哉がふくれっ面

　つら

をしていることに気づきました。勝哉は反抗
的な目で父親をにらみつけると，ぷいっと横を向いて部屋から出て行きました。父親は驚き，
心配になりました。いつもはとても誠実な子供だったからです。父親は勝哉のところに行き，
少し話してもいいかどうか尋ねました。

父――― 家事のことを話したとき，怒っていたようだけど，何か困ったことでもあるのか
い。

勝哉――（そっけなく）いや，ちゃんと全部やるから，気にしなくていいよ。

父――― 怒っているようだね。どうしたんだい。（積極的に耳を傾け，子供に話させようと
している）。

勝哉―― どうでもいいよ。家事を全部済ませさえすれば，お父さんは満足なんでしょう。
だからちゃんとやるってば。

父――― 確かに，家事は全部済ませてほしいけど，大事なのはそれだけじゃないよ。お父
さんにとっては，勝哉がどんな気持ちでいて，どうしていやな気分になっている
のかっていうことも大切なんだ。怒っているようだし，しかも，お父さんに対し
て怒っているみたいだしね。何があったのか教えてくれないか。（自己弁護するこ
となく，相手の気持ちが明らかになるように耳を傾けている。）

勝哉―― 父さんが作った，あのくだらない家事分担表が気に入らないのさ。だから怒って
るんだよ。どうしてぼくがいちばん大変な仕事をしなくちゃいけないのさ。不公
平だよ。

父――― そんなことはないさ。恵と歩以外は，みんな同じくらいの仕事になるように表を
作ったんだからね。二人はまだ小さいから外の仕事は無理だろう。

勝哉―― 違うよ。ぼくの仕事はみんなより多いよ。

父――― じゃあ，勝哉はお父さんがわざとお前にだけ大変な仕事を割り当てたって思うの
かい？（自己弁護せずに，耳を傾けている。）

勝哉―― そうだよ。

父――― じゃあ，説明してくれるかい。（勝哉は表を見せて，二人の兄弟よりも自分の名前
が多く書かれていることを説明する。父親は驚き，困惑した表情を見せる。）お前
の言ったとおりだね。お父さんが間違っていたよ。ごめんよ。すぐに作り直すか
らね。（自己弁護せずによく話を聞き，自分の過ちを認める。）

父親は仕事の分担表を作り直し，翌週は勝哉が仕事をしなくて済むように，分担から外し
ました。勝哉の怒りは収まり，機嫌も直りました。
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学習活動――どのような気持ちを抱いているかを尋ねる
第1段階の学習活動で，参加者は1週間，自分が感じた気持ちを記録するという課題を受

けました。今回の学習活動では，1週間，子供が抱いていたと思われる感情を記録してもら
います。支障がなければ，その記録を子供に見せ，正しく書かれているかどうかを聞いてみ
るように勧めます。前のセッションで学んだ優れたコミュニケーションスキルを使うように
勧めます。次回のセッションで，1週間の経過を発表してもらいます。

第3段階――子供の身になって耳を傾け，気持ちを確認する

子供が気持ちを打ち明けたら，セッション3で学んだ，耳を傾けるスキルを使って，子供が
言ったことを自分の言葉で言い換えます。前の例の父親と勝哉の会話を参考にするとよいでし
ょう。例えば，次のように言います。「友達が引っ越してしまったから，悲しいのね。」子供の
言葉や気持ちについて分からないところがあれば，もう少し詳しく話させます。しかし，問い
ただすような尋ね方では，子供は自分を守ろうとして口を閉ざしてしまうかもしれません。そ
れよりもただ観察して，感じたままを伝える方が効果的です。例えばこのように言います。

「成績のことを話し始めたら，ちょっと緊張しているように見えたけれど。」そして子供が続け
て話すのを待ちます。子供は思うとおりに話せて，自分の身になって批判せずに聞いてもらえ
ることが分かると，進んで話したがります。

愛子
7歳になる愛子が学校から帰って来ました。母親は娘がふさぎ込んでいるのに気づきまし

た。そこでその理由を確かめようとしました。

母――― 随分浮かない顔をしているわね。しかめっ面
つら

をして，なんだか肩もがっくり落ち
ているし。どうしたの。

愛子―― もう学校へ行きたくないの。

母――― 学校でいやなことがあったの。

愛子―― 学校じゃないの。理恵と亜紀よ。わたしのこと，嫌いなのよ。わたしの顔を見る
度に意地悪なことを言うんだもの。どうしてか分からないわ。わたしは何もして
いないのに。

母――― 理由は分からないけれど，二人からいじめられているのね。

愛子―― わたしが真衣と友達になったことが気に入らないっていうことは分かっているの。
真衣を自分たちだけの友達にしたいから，わたしとは付き合わせないようにして
いるのよ。

母――― それはつらいわね。二人のせいで，真衣と仲良くできなくなるんじゃないかって，
心配なのね。

愛子―― わたしがいちばん嫌なのは，二人から嫌われていることなの。どうしてわたしが
真衣と友達になることが気に入らないのかしら。二人だって真衣と遊べばいいの
に。わたしは二人に何もしていないのよ。（泣き始める。）

母―――（しばらく，何も言わずに抱きしめた後で）わたしがあなただったら，やっぱり同
じように傷つくし，悲しむと思うわ。どんなときも，仲間外れにされるのってつ
らいことよね。

愛子―― わたし，どうしたらいいのかしら。

母――― そうね，いい質問だわ。お母さんも考えてみないとね。あなたはどうしたらいい
と思うの。

愛子―― 二人と仲良くしようと努力してみたわ。でも，ただ，嫌な作り笑いをするだけな
の。もう無視してしまえばいいのかもしれない。真衣も，二人はひどいことして
いるんだから，無視するべきだって言ってたわ。真衣は今もわたしと友達だと言
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ってくれるし。でも，人から嫌われるのって，ほんとうに嫌よね。

母――― 難しいことね。

愛子―― わたしはみんなから好かれたいの。

母――― お母さんがいつも自分に言い聞かせているのはね，周りの人全員を喜ばすことは
できないっていうことよ。どこのだれが何をしたとしても，それが気に入らない
っていう人は必ずいるものよ。いちばん大切なのは，あなたが正しいと思うこと，
天のお父様があなたに望んでおられるだろうと思えることをして，お父様に喜ん
でいただけるようにすることよ。そうしていれば，ほかの人たちがあなたのこと
をどう思おうと，あまり気にならなくなるわ。

愛子―― これからもわたしからは仲良くしようとするけれど，たとえ意地悪されても気に
しないようにするわ。

母――― 大丈夫？

愛子―― 大丈夫だと思う。話したら気が楽になったわ。

母――― じゃあ，時々様子を教えてね。応援してるわ。

愛子―― ありがとう，ママ。

この例では，母親は学校のことで悩む娘の気持ちが少しでも楽になるように助けることがで
きました。その後も理恵と亜紀は愛子に対してひどい態度を執り続けるかもしれませんが，愛
子はそれまでとは違った受け止め方をすることで，前ほど傷つかずに済むでしょう。また，母
親が理解してくれ，支えてくれるのを感じるでしょう。人から認められたいと望むよりも，正
しいと感じることを行うことで，自尊心が高められることでしょう。

学習活動――耳を傾けるスキル
伴侶
　はんりょ

またはほかの親とともに，耳を傾けるスキルを練習します。一人が子供，もう一人が
親を演じます。子供は自分の問題について話し，親は耳を傾けるスキルを使って問題を理解
しようと努めます。5分間練習したら，交代してさらに5分間練習します。その後で，コミ
ュニケーションのスキルをどれほど上手に使えたか，お互いにフィードバックを行います。

第4段階――自分の感情を言葉で表現させる

子供は感じていることを言葉で表現できるものだと，親が思い込んでいる場合があります。
しかし，実際は気持ちをどのような言葉で言い表せばよいかを知らない場合も多いのです。親
としてできるのは，気持ちを言葉にする手助けをすることです。例えば，あいまいですっきり
しない気持ちを「悲しい」「怒っている」「不満だ」「怖い」「心配だ」「緊張している」といっ
た言葉にしてやるのです。子供は自分の気持ちを言葉で表現できるようになると，自分で感情
をコントロールしていると感じられるようになります。

感情を表現する言葉を教えるには，その感情を抱いているときが最も効果的です。友達が引
っ越してしまうのが寂しくて泣いている娘に，母親は次のように言うことができます。「ほん
とうに悲しいわね。とっても仲がよかったんですもの。」これを聞いて，娘は自分が理解され
ていると感じるだけでなく，自分の身に起こっていることを表現する言葉を獲得できるのです。

自分の気持ちを知り，言葉で表現することには「神経を落ち着かせ，動揺から早く立ち直ら
せる効果がある」9 とする研究結果も発表されています。以下の事例が示しているように，感情
を表現する言葉を知らない子供は，感情を行動で表したり，「うるさい」「ほうっておいて」な
どの不適切な，あるいはもっと悪い言葉を使ったりすることがあります。

達郎
最近，両親は達郎が怒りを爆発させた後で，達郎をカウンセラーのところに連れて行きま

した。7歳の達郎がすぐにかんしゃくを起こすので，何とかそれをやめさせたいと考えたの
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です。その前日の午後，達郎が友達の幸治の家まで車で送ってほしいと頼んだところ，母親
から断られたため，ひどく腹を立てて金切り声で叫び，母の悪口を言い，壁をけって暴れま
した。カウンセラーが達郎に，母親から断られたときどんな気持ちだったかを尋ねると，達
郎は「分からない」と答えました。いちばん好きなことをしているときはどんな気持ちかを
尋ねられても，同じ答えでした。さらに質問を重ねていくと，達郎は自分の感情を表現する
言葉を知らないことが分かりました。

もし達郎が自分の気持ちをはっきりと正確に表現できたとしたら，このようなことにはな
らなかったかもしれません。気持ちを表現する言葉を学んだからといって，子供がもっと責任
ある行動を執れるようになるかどうかは保証できませんが，自分の気持ちを言葉で表現できれ
ば，感情をそのまま行動に移すことは少なくなります。また，子供が自分の気持ちを伝えてく
れれば，親はもっと容易に子供を慰め，心の傷を癒すことができます。

学習活動――感情を言葉で表現する
伴侶
　はんりょ

またはほかの親とともに，感情を言葉で表現する練習をします。（43ページにある感
情を表す言葉の一覧をコピーして，参加者に配付するとよいでしょう）。一人が子供の役を，
別の人が親の役を演じます。子供役の人は問題のある状況を考えるか，以下の状況例から選
びます。親役の人は耳を傾けるスキルを使いながら，子供の感情を正しくとらえ，言葉で表
現します。5分間練習したら，交代してさらに5分間練習します。その後，上手に感情をと
らえ，言葉で表現できたかどうかを互いにフィードバックします。

状況例1

16歳の紀子は，父親か母親に相談したい一心で家に帰って来ました。うそをついたと，
友達の一人から非難されたのです。その友達のことで紀子が嘘をついたと言うのですが，紀
子がそんなことはないと幾ら言っても信じてもらえず，今後一切関わりたくないと言われて
しまいました。口論している場面を，周りの友だちにも見られてしまい，紀子は孤独と疎外
感を味わっています。彼女はどうしてこのようなことになってしまったのか理解できません。

状況例2

12歳の弘志は父親と一緒に週末を過ごしました。父親はその間中，弘志の母である別れ
た妻の悪口を言い続けていました。父親は弘志に，母親の話を聞いてはならないし，母親か
ら何か頼まれても一切聞き入れてはならないと言いました。家に帰った弘志の心は傷つき，
怒りや悲しみ，混乱で渦巻いていました。弘志は父親も母親も両方愛していたのです。

第5段階――行動に限度を設けて，問題の解決方法を学ばせる

親の助けを借りながら不快な感情に対処できるようになるにつれて，子供は感情をコント
ロールする力がついてきます。子供は，社会的・情緒的に適切かつ健全な方法で，嫌な思いや
感情に対処できるようになる必要があります。場合によっては，子供が問題を解決できるよう
に助ける際，不適切な行動にある程度の限度を設けて，制限する必要があるでしょう。

勉
12歳の勉は野球の試合で飛んできたフライを落としたために，チームは負けてしまい，

決勝に進むことができませんでした。グラウンドを出ようとしたとき，チームメートの一人
が「やってくれたね，へたくそ野郎」と叫びました。自分の失敗でいらついていた勉は，そ
の少年に向かって走って行くと，首と肩をつかんで，地面に押し倒そうとしました。観客席
にいた勉の父はすぐに走り寄り，勉を引き離すと，しっかりと抱きかかえてこう言いました。
「お前が傷ついて，腹を立てているのは分かる。でも，人を傷つけてはいけないよ。家に帰
って，どうしたらいいか話し合おう。」

この父親は叱ったり，説教したりせずに，心から耳を傾け，勉の気持ちを認め，この難し
い状況に違う方法で対処できるように助けました。それによって，勉との距離を縮めることが
できました。このような助けを続けることにより，勉は自分が理解され，大切にされていると
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感じ，もっと上手に気持ちをコントロールできるようになるでしょう。

問題の原因が分からない場合は，まず質問をしてその原因を明らかにし，解決方法を見つ
けてください。「なぜこんな気持ちになったのだろう」と質問するとよいでしょう。明らかに
他人のせいではない場合は，人を非難する言葉を口にさせないように注意します。

原因がはっきりしたら，次のように尋ねます。「どうしたらこの問題を解決できると思う。」
子供の答えによく耳を傾けます。また，幾つか提案をして，ほかの方法も考えてみるように助
けます。子供が幼い場合は，対話を導きます。年長の子供には，思いつくかぎり様々な意見を
出させる方法も役立ちます。親子で意見を出し合うときは，子供がどんな意見を出しても，ば
かげているとか，不適切だなどと言って切り捨てることがないようにします。少しでも批判す
ると，自由な意見が出なくなります。最終的にどの方法が適切かは後で話し合って決めること
ができるので，親は子供の能力を信頼していることや，必ず良い解決策を見つけられると信じ
ていると伝えます。できるだけ子供に責任を持たせて，親に依存している状態からだんだん自
立できるように助けます。

過去に，問題に上手に対処できた経験があれば，それを思い出させることが役立つ場合も
あります。そのとき，子供は問題に立ち向かうために何をしましたか。今ある問題にも同じ方
法を使うことはできませんか。問題解決についての提案がセッション7に記されているので，
参考にしてください。

第5段階の次の段階は，提案された解決方法を評価することです。親は子供に以下のような
質問をします。10

「その方法は，公平だろうか。」

「うまくいくだろうか。」

「安全だろうか。」

「あなたはどう感じるだろうか。」

「その方法はほかの人にどのような影響を与えるだろうか。」

「その方法はだれかの助けになるだろうか。それともだれかを傷つけるだろうか。」

「その方法はその問題に関係する人全員を尊重しているだろうか。」

それぞれの解決方法について検討した後，親は子供が最善の解決方法を選べるように助け
ます。親は自分の意見を伝えたり，導きを与えたりして，子供が親の知恵や経験を生かせるよ
うにします。親自身，以前同じような問題を解決した経験があれば，それについて話します。
そのとき何を選択し，何を学んだかを話して聞かせます。

親から見てうまくいかないだろうと思われる解決方法を子供が試そうとしている場合でも，
子供に害を及ぼし，深刻な問題を引き起こすようなものでない限り，その方法を選ばせてみま
す。人は失敗から非常に多くのことを学ぶものです。結果が出た後で，「だから言ったでしょ
う」とは言わずに，ほかの方法で解決できるように子供を助けます。

親は自分と子供との関係を銀行口座のようにとらえることができます。子供に対して適切
に接すること，子供の領域を尊重すること，子供の考えや気持ちに耳を傾けること，子供が抱
える問題を通して教え導くこと，愛を込めてしつけることなどによって信頼の残高を増やして
いきます。思いやり，愛，尊敬といった一つ一つの行いが信頼の残高を増やしていくことにな
るのです。問題解決の努力が失敗に終わり，子供が重大な間違いを今にも犯そうとしていると
き，十分な信頼の残高があれば親はそこから引き出すことができます。親にとって大切なこと
を子供に頼むことは，「引き出す」ことの一つです。例えば，もし息子がとても信用できそう
にない友達と週末を過ごしたいと言ってきたとき，両親の預金が十分にあれば，両親は行かな
いように頼むことができますし，息子は親の頼みを聞き入れるでしょう。
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学習活動――5つの段階を実行する
伴侶
　はんりょ

または，ほかの親とともに，養い育てるための第5段階（「行動に限度を設けて，子
供に問題の解決方法を学ばせる」）を実行する練習を行います。一人が子供の役，もう一人
が親の役を演じます。39ページの学習活動「感情を言葉で表現する」にある，状況例の一
つを使うか，自分で状況を設定します。5分間練習したら，交代してさらに5分間練習しま
す。それから，よくできた点や改善点について互いにフィードバックを行います。

次週までに子供の一人を選んで，5つの段階すべてを試してみるように参加者に勧めます。
その後で，できるだけ正確に子供との会話を記録しておくように伝えます。次回のセッショ
ンで，その経験を発表してもらいます。

子供の問題を助ける際の指針

問題を抱えている子供を助ける際に，親がどの程度まで関わるべきか分からない場合があ
ります。以下の原則を参考にしてください。

• 両親には子供を助ける責任があります（モーサヤ4：14－15；教義と聖約68：25；93：
40参照）。

• 善悪を判断できる子供は，選択の自由をどのように使うかについて責任を問われます
（2ニーファイ2：27；モロナイ7：12－17；教義と聖約58：27－29参照）。

• 子供は成人へと成長する過程で，自分のことは自分でできるようにならなければなり
ません。成人したときに彼らは自立して，自らの「社会的，情緒的，霊的，肉体的，
経済的」必要を満たせるようになる必要があります。11

子育てにおいて大切なのは子供が依存している状態から自立した状態に移行できるよう助
けることです。正しい原則を教えて自立を促し，義にかない，責任をもって自分を治められる
ように子供を助けます。子供の問題を親が肩代わりしてしまったら，親は不必要な重荷を負う
ばかりでなく，責任と自立を学ぶ機会を子供から奪ってしまうことになります。基本的には，
問題，不満，倦怠

けんたい

感，失敗をできるだけ子供に解決させ，必要な場合には，親が教師，指導者
として支援します。

時には，親が率先して問題解決に当たる必要があります。問題を解決する際，子供が幼す
ぎたり，経験不足だったり，未熟だったりする場合には，親が主導します。子供が親を脅した
り，財産を奪ったり，物を壊したりする場合，あるいは他人を脅す場合も，親の干渉が必要で
す。このような場合，子供を助けるには，真っ向から子供と向き合い，間違った行為をやめさ
せる必要があります。セッション3で説明した「アイメッセージ」を用いて話し合うとよいで
しょう。（両親がそろってその場にいるのであれば，「わたしは」ではなく「わたしたちは」を
使います。）そのほかに，選択させる方法（セッション8参照），または結果を課す方法（セッ
ション9参照）によって子供に責任を取らせることができます。

子供を養い育てるという業の永遠の価値
両親がこのセッションで提案されている内容を必要に応じて実行し，愛と親切と思いやり

をもって子供を養い育てるときに，子供は好ましい反応を見せるでしょう。子供を養い育てる
業は，早い時期から始め，それぞれの子供に合った方法で，生涯を通じて続けていく必要があ
ります。

ゴードン・B・ヒンクレー大管長は，子供を愛し，養い育てるに当たり，天の御父と一致し
て働くことの必要性を強調しています。「これらの幼

おさな

子
ご

は神の息子，娘であり，あなたは彼ら
の保護者であるということを忘れてはなりません。天の御父はあなたが親になる前からこれら
の幼子の親であり，親として彼らへの権利や関心を放棄しておられないことを忘れてはなりま
せん。」12
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感情を表現する言葉
愛
　

されてない

あきれている

あせっている

温かい

頭にきている

圧倒されている

ありがたい

憐
あわ

れみ深い

怒り狂っている

依存している

いまいましい

異様な

いらだつ

うたぐり深い

打ちのめされている

打ちひしがれている

うっとりしている

裏切られた

うるさい

うれしい

うんざりしている

影響を受けやすい

エネルギッシュな

臆
おく

病
びょう

な

怒っている

押さえつけられている

幼い

押しつけられている

恐れおののいている

恐れている

恐ろしい

穏やかな

落ち込んでいる

落ち着かない

落ちぶれている

劣っている

脅えている

思
　

いやりのある

重荷になっている

おろおろしている

愚かな

かき乱されている

賢い

がっかりしている

かっとなっている

渇望している

悲しい

悲しみに満ちている

我慢できない

かんかんに怒っている

感謝されてない

感謝している

感じやすい

感傷的な

感情を傷つけられている

関心のある

寛大な

感動している

感銘を受けている

傷ついている

気に入っている

気持ちが和らいでいる

気持ちよい

逆上している

狂喜している

興味がある

虚栄心が強い

競争に勝てる

仰天している

拒絶されている

緊張している

空虚な

屈辱を受けている

悔しい

敬虔
けいけん

な

元気な

厳粛な

謙遜
けんそん

な

幸運な

光栄に思っている

後悔している

好奇心がある

心が痛んでいる

心もとない

心を引かれている

孤独な

子供じみている

困っている

孤立している

混乱している

罪悪感を持っている

さえない

寂しい

幸せな

自意識過剰な

自己憐憫
れんびん

自信がある

自信がない

自制心を失っている

親しい

嫉
しっ

妬
と

している

失望している

自分の意見に固執している

じゃまされている

執念深い

衝撃を受けている

ショックを受けている

しょんぼりしている

思慮分別がない

神経質な

親身になっている

心配
　

な

信頼されている

信頼されてない

信頼に足る

優れている

すてきな

すばらしい

すまないと思う

世間知らずな

ぞっとする

備えができている

備えができてない

大事に思う

退屈な

怠惰な

大得意になっている

疲れ切っている

疲れている

つまらない

敵意を持っている

同情されている

動揺している

当惑している

取り残されている

取り乱している

取るに足りない

悩んでいる

慣れている

煮えくり返っている

煮えたぎっている

柔和な

ねたましい

熱心な

のぼせあがっている

敗北感を持っている

ばかげている

ばかだと感
　

じている

迫害を受けている

励みになっている

恥をかかされている

腹を立てている

反省している

控えめな

悲観的な

びっくりしている

必要とされている

風変わりな

不快な

復
ふく

讐
しゅう

心に燃えている

服従している

ふさわしい

ふさわしくない

不幸せな

不親切な

不適切な

不満な

憤慨している

平穏な

平和な

へそを曲げている

へとへとになっている

防御的な

ぼう然としている

誇りに思っている

保守的な

ほっとしている

まあまあ

まいっている

まじめな

満足している

見下されている

惨めな

魅了されている

む
　

かついている

無関心な

無邪気な

夢中になっている

無能な

無力な

恵まれない

役に立たない

役に立っている

野蛮な

憂うつな

勇敢な

有能な

愉快な

良い

陽気な

抑圧されている

欲求不満の

喜ばしい

喜びに満ちている

弱っている

落胆した

楽観的な

利己的な

利用されている

良心の呵責に悩んでいる

リラックスしている

霊感されている

冷淡な

ろうばいしている

わくわくしている

わずらわしい



子供は周囲の人，特に親兄弟からどのように扱われるかによって
自分に対する見方を決める傾向があります。
愛され，受け入れられている子供は，

自分には価値があるのだと感じるようになります。
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セッションの目的
このセッションでは，親が以下を達成できるように助けます。

• 子供にとって自信を持つことはなぜ大切かを理解する。

• 子供がどのように自信を深めていくかを理解する。

• 親として子供に自信を深めさせる方法を知る。

自信を植え付けることの必要性
自信にあふれた子供はよりよい人生を送っています。自信のない子供に比べて心身が健康

で，楽観的で，人付き合いが上手で，情緒的に安定しています。自信のない子供は不安感を持
ったり，人目を気にしたり，人付き合いが苦手だったり，不満や恐れを抱いたりする傾向が強
く，失敗しがちです。

希望どおりの就職を果たした24歳の女性がいます。愛ある家庭で育ち，その能力や達成し
た事柄について，いつも両親に褒められてきました。学校の成績は優秀で，多くの友達に囲ま
れ，学校でも教会でも多くの活動に参加してきました。彼女は半生を振り返ってこう言いまし
た。「何か新しいことに挑戦するときに不安を感じたことはありません。神と両親と親しい友
人たちをいつも身近に感じていたからです。全力を尽くすようにみんなが励ましてくれました。
幼いころの自分にとって，家で両親に褒められるのはとても大切でした。けれども大きくなる
につれて，褒め言葉はそれほど必要ではなくなりました。神がわたしを御存じであり，愛して
くださっていることを知ったからです。今では，神の計画に基づいて義にかなった生活を送る
なら，わたしにとって最も大切なことを成し遂げられることを知っています。」

親は皆，子供にこの女性がはぐくんできたような自信を持ってほしいと願っています。子
供にはたいてい，自信のある分野とない分野の両方があります。勉強はできても，人付き合い
や体力には自信がない子供もいますし，運動は得意でも，勉強が苦手な子供もいます。親は子
供が幸せな人生を送るうえで大切な分野で自信をはぐくめるように助ける必要があります。子
供の関心，才能，能力を認め，尊重しなければなりません。

子供が自信を持てるように助ける
子供が自信を持てるよう親がしてやれることはたくさんあります。愛と敬意をもって接し，

子供が神を信じる信仰を持ち，個人の徳を伸ばせるように助けることができます。また，子供
の幸せにとって大切な分野で能力や適性を伸ばせるよう助けたり，奉仕活動に参加させたりす
ることもできます。

愛と敬意をもって子供に接する

子供は周囲の人，特に親兄弟からどのように扱われるかによって自分に対する見方を決め

セ ッ シ ョ ン 5



る傾向があります。愛され，受け入れられている子供は，自分には価値があるのだと感じるよ
うになります。条件付きで愛されている場合は，人を喜ばせるときしか自分の価値を感じられ
ません。虐待を受けている子供は自分に対して不安を持ち，また自分には価値がないと思い込
む傾向があります。

親は，子供に対する自分の言葉や行いが，どれだけ子供に影響を与えるかを十分に認識し
ていない場合があります。普段は愛情深い親でありながら，深く考えずにふと口にした言葉が，
子供に自信を失わせ，自分の価値に疑問を抱かせることがあります。批判めいた言葉をよく口
にする母親が，小学校入学前の息子にこう言いました。「あなたの鼻はおもしろい形をしてい
るわね。」それから50年近くたって家族が集まったとき，その息子は兄弟たちに，母親のその
一言
ひとこと

のせいで，ずっと自分の鼻に引け目を感じてきたと打ち明けました。兄弟たちは驚きまし
た。彼の顔でおかしい部分や変わったところなど何一つなかったからです。

七十人のH・バーク・ピーターソン長老は愛の力が人の人生を変えることについて確信を込
めて次のように述べています。「人からほんとうに愛されているという自信を持った人は不可
能と思われる山を征服します。刑務所などの施設や，時にはわたしたち自身の家庭にさえ，
愛情に飢えている人が大勢います。」1

反抗的な子供を愛するのは難しい場合もあります。このような子供の言動は親を怒らせた
り，がっかりさせたりします。親もつい否定的に応じてしまい，子供に「自分には価値がない」
と思わせたり，子供の反抗心をあおったりすることがよくあります。

イエス・キリストは受け答えの仕方を賢明に選ぶことによって，効果的に影響を与えられ
ました（ヨハネ8：11参照）。教会の指導者や専門家は，反対するのでなはく耳を傾け，説教す
るのではなく指針を与え，拒絶するのではなく愛と支持を伝えることによって，問題を抱えて
いる人を助けています。親も，たとえ子供が反抗しているときであっても，愛と敬意を伝える
ことができます。失礼な態度を執る子供に対しても思いやりをもって接することにより，子供
の心を和ませ，問題の山積する世にあっても平安と自信を見いだせるように助けることができ
るのです。

親子関係があまりうまくいっていなくても，少なくとも一方がその悪循環を断ち切り，怒
っている相手に進んで思いやりを示し，賢明な受け答えをするなら，その関係を修復すること
ができます。以下は親への提案です。

愛と敬意を伝える方法を見つける。親は，たとえ子供が無作法で，反抗的であっても，愛
と敬意を伝える方法を見つけなければなりません。これは，子供の間違った行為は容認しない
という態度と両立させることができます。実際，親は子供を愛し，心にかけているからこそ，
反抗的な子供を正そうと思うのです。ほかのセッションで，子供を愛し，しつける様々な方法
が採り上げられています。その中には，子供に耳を傾け，話し合うこと，子供を養い育てるこ
と，問題を自分で解決するように助けること，親の期待を伝えること，選択肢を与え，選択に
対する結果を課すことなど，様々な方法があります。これはすべて，怒りではなく愛に基づい
て行わなければなりません。親子の交わりの動機付けや，指針となる第一の原則は愛です。反
抗的な子供に対して親は様々な方法で愛と敬意を伝えることができます。

• 子供が良いことをしているのを目にしたら，次のように言って褒めます。「自分から手
伝ってくれて，ほんとうにありがとう。」「妹を助けてくれて，誇りに思うよ。」しかし，
褒めすぎると，心がこもっていないように聞こえ，効果が半減してしまうので注意し
ます。

• 愛情を表現します。「幸平，愛しているよ。お前が家族の一員でほんとうにうれしいよ。
そのことをいつも忘れないでおくれ。」

• 愛情を身体で表すことができます。時々肩や腕に手を置いて，愛情を込めて「おはよ
う」「お帰り」などと言葉をかけるとよいでしょう。このような愛情表現をして，たと
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え子供から嫌がられたとしても，気を悪くしたり，否定的な反応をしたりしないよう
にします。身体に触れ，言葉をかけることは，たとえ子供は認めたがらなくても，彼
らにとって大きな意味があるのです。

子供について否定的なことを決して言わない。これまで子供に否定的なことを言ってきた
親は，どんなに腹立たしくても，どんなに自分が正しいと思っても，今すぐにやめて，二度と
口にしないと決心すべきです。しかる必要がある場合は，否定的な言葉やさげすむような言葉
を使わず，罰を課すようにします。親から言われた否定的な言葉は，子供の記憶にいつまでも
残り，自分に対する見方や行動に影響を及ぼします。「何か一つでもきちんとできることはな
いの？」「ほんとうに鈍い子ね。」などといった思いやりのない言葉は，いつまでも子供の心に
残り，影響を与えます。たとえ善意から出た言葉だとしても「大介はがんばっているけど，信
也ほど能力はないね」のような否定的な意見は子供に害を及ぼします。

純一
純一は高校に進学してから，ほとんどの科目で落第点を取るようになりました。学校へ行

かずに家にいることも多く（両親は共働きで，日中は家にいませんでした），タバコや麻薬
に手を出し，万引きで捕まりました。中学1年生のときから教会へ行かなくなり，父親とは
口論が絶えず，やがて暴力まで振るうようになりました。

ビショップは愛と思いやりをもって純一に助けの手を差し伸べ，麻薬を断ち，生活を変え
るように励ましました。純一はその働きかけにこたえ始めました。タバコをやめ，両親との
言い争いをやめ，聖餐

　せいさん

会に出席し始めました。しかし，そんなある日のこと，自分の問題
で悩んでいた父親が，一瞬の怒りに任せてこう言ったのです。「下手な芝居はやめて，ほん
とうの自分に戻ったらどうだ。」純一は一言も答えませんでしたが，打ちのめされた思いで
した。その瞬間から，また以前の生活に戻ってしまいました。その後ビショップが何度会い
に来ても，彼の心を開くことはできませんでした。

子供によい模範を示す。親自身，努めて幸せであろうとすることが大切です。自慢や高慢
からではなく，自分を好きになろうと努力し，自分の能力や資質について話すときは，それら
を尊重する気持ちを忘れてはなりません。何か問題があって，そうすることが困難なときは，
それが子供たちに受け継がれないように，問題を解決する努力することが大切です。必要であ
れば助けを求めます。ある十代の少女は，自己嫌悪に陥っている母親が自身の欠点について話
すのを物心ついたころからいつも聞かされていたため，自分も落ち込むことが多くなりました。

「母がだめな人なら，その子供である自分がそれ以上によくなれるわけがないと考えるように
なりました。」親を嫌う子供は結局親に似た者になってしまうということがあります。たとえ
子供が親を拒否しているように見えても，親の姿は子供に非常に大きな影響を与えます。

子供に関心を示し，思いやる。前にも述べましたが，子供が反抗的で，親を拒絶している
場合，子供に関心と思いやりを示すことは難しいかもしれません。けれども努力する価値はあ
ります。ある父親は金銭的に余裕がなかったにもかかわらず，息子のためにアイスホッケーの
試合の入場券を買いました。彼の息子は麻薬を使用したために学校を中退していましたが，ア
イスホッケーが大好きな彼は，喜んで父親と一緒に行きました。息子は麻薬依存症の治療施設
から戻って来たばかりで，麻薬を断つために必死に努力していました。ともに過ごした時間は
二人の関係に新たな光をもたらしました。二人は共通の関心事について話し合い，互いに良い
気持ちを抱くようになりました。

学習活動――家族の関係を改善する
参加者は子供について起こりうる様々な問題について，祈りの気持ちで深く考えます。以

下の質問について考えます。

• 子供にどれほど愛情を感じていますか。

自信をはぐくむ
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• 子供と一緒に何かをすることは楽しいですか。

• 子供に才能を伸ばすよう勧めていますか。

• 子供が怒っているときに一緒にいるのは苦手ですか。

• 子供が悩んでいるとき，その気持ちを無視しますか。それとも気持ちが落ちつくように
何かしてやりますか。

• 子供に対して怒りや落胆を感じているとき，意地悪な言葉や皮肉，軽蔑
　けいべつ

するような言葉
を口にしてはいませんか。

• 子供が良いことをしたときに認めていますか。

• 見返りを期待せずに，頻繁に子供を褒めていますか。

伴侶
　はんりょ

またはほかの親とともに，子供にもっと愛と敬意を伝える方法を検討し，それを実行
するための計画を書き出します。これからの数週間でその計画を実行するように勧めます。
結果を評価し，必要に応じて方法を修正しながら行うようにしてください。

子供が神への信仰を持てるように助ける

子供は，天の御父と自分がしっかり結ばれていることを意識し，生活の中で御父から霊的
な祝福や約束，導きを受けられると感じるときに，大きな自信を得ることができます。イエ
ス・キリストは次のように教えておられます。「信ずる者には，どんな事でもできる。」（マル
コ9：23）信仰なくして自信を持つことはできません。また自信を持つには清く徳高い生活を
送る必要があります。

ゴードン・B・ヒンクレー大管長はこう語りました。「〔徳こそが〕後悔しない唯一の方法で
す。そこから得られる心の平安は，偽りのない唯一の平安です。」さらに，次のように述べて
います。

「近代の啓示は一つの約束について語っています。それは簡潔な戒めを通して与えられる比
類ない約束です。

ここにその戒めがあります。『絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。』またここ
に約束があります。……『そうするときに，神の前においてあなたの自信は増〔す〕……であ
ろう。

聖霊は常にあなたの伴侶
はんりょ

となり，……あなたの主権は永遠の主権となり，それは強いられ
ることなく，とこしえにいつまでも，あなたに流れ込むことであろう。』（教義と聖約121：
45－46）

わたしはアメリカ合衆国の大統領や他の国々の要人と話をする特権に何度もあずかってき
ました。そのような会見を終えるといつも考えることがあります。それは，著名な指導者を前
にしても自信を持って立っていたという満足感です。そして次にこう考えるのです。神の御

み

前
まえ

で，不安を抱くことなく，恥ずかしさを覚えず，当惑せずに，自信を持って立つことができる
としたら，それは何と不思議な驚くべきことだろうかと。これは徳高いすべての男女に与えら
れている約束です。」2

子供は，忠実で徳高い生活を身に付けることによって，このような自信を少しずつ培って
いきます。子供が主への信頼を深められるように助けるには，まず両親が信仰を表し，忠実で
徳高い生活を送るよう努力しなければなりません。両親が模範的な生活を送るとき，子供は最
もよく学びます。霊的な活動（家族の祈り，聖文研究，福音についての話し合い，教会の集会
への参加）を生活の中で実践し，「子供たちを光と真理の中で育て」なければなりません（教
義と聖約93：40）。
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学習活動――家族の中で信仰をはぐくむ
参加者に，家庭で行っている霊的な活動について伴侶

　はんりょ

と話し合ってもらい，それから以下
の質問について考えてもらいます。

• 子供の信仰と自信をはぐくむために，あなたがすでに行っている活動にはどんなものが
ありますか。

• それらの活動を引き続き行うには何が必要ですか。

• 子供の信仰と自信を増し加えるためには，どのようなことを変える必要がありますか。

• 信仰と自信を築き上げるうえで妨げとなる以下のような影響力が家庭内にありますか。
麻薬，アルコール，ポルノグラフィー，人を傷つける言葉や行い，有害で好ましくない
メディア。

• どうすればそれらの影響力を排除できますか。

• あなた自身が主への信頼を増し加えるにはどうすればよいですか。

• 子供を導くに当たって，子供に教える事柄をまずあなたが行っていますか。

• 子供を導くに当たって助けが得られるように，あなたは常に，また熱心に祈っていま
すか。

参加者に家族の信仰と自信を増し加えるためにできることを書き出してもらいます。

子供が徳を伸ばせるよう助ける

子供たちはキリストの光を与えられているので（ヨハネ1：9；モロナイ7：16；教義と聖約
93：2参照），責任を負う年齢に達すると，善悪を見分けることができます。自分の良心に照ら
して最善の判断に従うときに，人に依存することが少なくなり，自分自身や自分の判断力に対
する自信が増します。親や教会指導者の賢明な勧告に耳を傾けるように教えますが，子供は自
分で考え，自信をもって生活を管理できるようにもなる必要があります。この能力は，成熟し，
心の促しに耳を傾けられるようになるにつれて高まります。子供が自己を評価し，心の内にあ
るキリストの光に従って生活するよう助けることにより，親は子供の成長を促すことができま
す。

あるとき，律法学者とパリサイ人は姦淫
かんいん

を犯した女をイエスのもとへ連れて行き，法に従
って石で打ち殺すべきかどうか尋ねました。イエスは彼らのたくらみを暴いて，こう言われま
した。「あなたがたの中で罪のない者が，まずこの女に石を投げつけるがよい」（ヨハネ8：7）。
律法学者とパリサイ人は自分たちの行いを振り返ると，何も言えず，良心の呵

か

責
しゃく

を覚えて，
「ひとりびとり」出て行きました（9節）。

正しい行動を執っているとき，その人の自己評価は建設的になり，自分を認め，自信を持
つことができますが，間違った行動を執っているときは，一般的に自分を否定し，自分を尊ぶ
気持ちが薄れていきます。

次の例は自己評価がどのような結果に結びつくかを表しています。

誠一，芳美，龍太
誠一は難しい算数の問題を解いています。誠一は｢ぼくにはこの問題が解ける。このクラ

スでいい成績が取れる｣といった肯定的な自己評価をしており，さらに自信を深めていきま
す。

芳美はうそをついています。そのことを知らない友達は芳美のことをいい人だと思い，ハ
グまでしています。芳美は一時有頂天になっていましたが，今では良心の呵責を感じていま
す。芳美の自己評価は次のように否定的なものになっています。「わたしはうそをついた。
それは間違っていたわ。人からどんなによく思われていても，全部偽者だもの。」自信も自
尊心も失われつつあります。
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龍太の友達は身体に障害のある智也をからかっていますが，龍太はそれに加わろうとしな
いため，仲間外れになっています。龍太は傷つきながらも，自分は正しいことをしていると
知っています。自己評価は肯定的です。

子供から問題を打ち明けられたとき，親は子供が理解できるレベルで，子供自身の信念や
霊的なささやきについて考えるように励ますべきです。親は次のような適切な質問をすること
ができます。「そのことについてどう感じているんだい？」「その問題に対してあなたが取った
方法は正しかったと思う？」「それは正しいことだと友達が思っていることは分かったわ。で
も，あなたがどう思っているかを聞きたいの。」「どうするのがいちばんいいと思う？」

子供に自分の行動を評価させるときは，穏やかに行うべきであって，責めたり，非難した
りしてはなりません。

以下の例では，母親は，娘に行動の指針を与えるために，子供自身の信念についてよく考
えるよう促しています。

美由紀
14歳の美由紀と友達の由梨は明子を無視して，地域や学校の活動から仲間外れにしよう

としています。明子はのけ者扱いされて，傷ついています。事態を知った美由紀の母は，娘
に事情を聞きました。

母――――あなたと明子さんのことで心配しているの。どうなっているの？

美由紀――明子は自分が一番の人気者だと思っているのよ。だから，そうじゃないってこと
を教えてあげているだけよ。

母――――どういう方法で？

美由紀――由梨とわたしとで無視しているの。明子が近づいて来ても，話をしないの。それ
だけよ。

母――――明子さんがあなたの気に障るようなことを何かしたの？

美由紀――別に。ただ嫌いなのよ。学校では人気者かもしれないけど，ここじゃ，そうはい
かないわ。

母――――ねえ，教えて，美由紀。彼女にそういうことをしている自分をどう思っている
の？

美由紀――（自己弁護して）彼女は当然の報いを受けているのよ。だれかがちゃんと教えて
あげないとね。

母――――でも，彼女はあなたに何もしていないと言ったわよね。ただ嫌いだという理由だ
けでつらくあたることについて，あなたがどう思っているかを知りたいの。

美由紀――別に何とも思わないわ。もうそのことは話したくないわ。

母――――あなたがそう言うなら，いいわ。もう少し考えてくれない？あなたをとても愛し
ているけれど，あなたの言っていることに納得できないの。

次の日の夕方，美由紀は母親のところへ来て言いました。

美由紀――やっぱりお母さんの言うとおりだわ。自分のしていることについて，やっぱりい
い気持ちはしないわ。お母さんのおかげで自分を見詰めることができて，こん
な自分は好きじゃないって分かったの。正直に言うとね，わたし，明子がうら
やましかったの。彼女，学校で友達がいっぱいいるのよ。わたしも，その半分
でいいから友達がほしいって思ったの。だからって，意地悪していいっていう
ことにはならないよね。今日

きょう

，明子のところへ行って，謝ってきたの。そうし
たらすっきりしたわ。お母さんのおかげよ，ありがとう。

必ずしもすべての子供がこのように劇的な反応を見せるわけではありませんが，自分の行
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動を評価させることは，自分自身の信念や期待に従って生活するよう促すための有効な手段で
す。自分の行動を判断することは，親からの押し付けでないため，効果的であることが多いの
です。

親から厳しく，問いただすような態度で自己評価を迫られると，子供は自分の過ちを正し
く見詰めることができず，その代わりに過剰で不適切な親の言動に心を向けるか，あるいは不
必要に自分を責めたり，罪悪感を持ったりしてしまうかもしれません。

自分を過剰に責める傾向のある子供に自己評価を勧める場合は注意を払う必要があります。
そのような子供には十分に注意を払って指導しながら，自己を評価させます。自己評価は正確
なものでなければなりません。落ち込んでいるときに評価したり，望ましくない経験から得ら
れた，ゆがめられた考えに基づいて評価したりしてはなりません。

学習活動――子供が自分の行動を評価できるように助ける
参加者に，子供が直面している問題やチャレンジについて，また親としてどのように助け

られるかについて，祈りの気持ちで考えてもらいます。子供の行動を勝手に解釈し，一方的
に解決策を押し付けていませんか。そのため，子供の行動に何の改善も見られないというこ
とはありませんか。もしそうであれば，このセッションで学んだ方法を使い，子供自身が自
分の行動を評価できるよう助けてください。その際，責めたり非難したりしてはなりません。
伴侶
　はんりょ

またはほかの親とともに，どのようにするか話し合い，ロールプレーを行って何を言い，
行うことができるか練習してもらってください。

子供が能力や適性を伸ばせるように助ける

親から実現可能な高い期待を寄せられると，子供は物事を達成できるという自信をつけて
いくものです。子供がこのような自信をはぐくめるようにするには，失敗したときにばかにし
たり，とがめたりせずに，試行錯誤によって学べるように，親が愛情深い協力的な環境を整え
てやることが必要です。子供は，愛と支えを感じ，もう一度試してごらんと励まされるときに，
容易に失敗から学ぶことができるのです。また，たとえ間違いを犯したときでも天の御父は自
分を愛してくださることを知る必要があります。

親は子供の将来にとって大切な分野で能力や適性を伸ばしていけるように助ける必要があ
ります。子供は働き，勉強し，目標を達成し，ルールに従って生活し，人と上手に付き合って
いけるようになる必要があります。これらの分野で能力や適性を身に付けていくに従って，自
信を深めていくことができるでしょう。特に幼いときから，子供とともに働くことによって，
労働の価値を教えるべきです。親は心楽しく，忍耐強い態度で働き，子供が働くことを楽しい
と思えるようにします。達成感を味わえるような活動に参加するように励まし，才能や能力を
伸ばせるように助けます。単に子供に対する親の夢の実現のために，何かを続けさせることの
ないようにします。それが子供の幸せにとってさほど重要でない場合は特にそうです。そのよ
うな場合は親も子も挫

ざ

折
せつ

感を味わうことになるでしょう。

親は，子供が何か良いことや称賛に値することを行ったときに褒め，達成したことを認め
てやる必要があります。

以下は親が子供を褒める際の指針です。

• 心から褒める。子供はうわべだけの褒め言葉を見破り，受け入れません。

• 子供自身を褒めるのではなく，具体的に子供がしたことを褒め，それが親にどのよ
うな影響を与えたかを伝えます。例えば「あなたと一緒にこうしていられて，口論
せずに落ち着いて話せて，ほんとうにうれしいわ。お母さんにとって，これはとて
も大事なことなの」のように言います。反対に「おまえはほんとうにいい子だね」
のような，子供の存在そのものについての褒め方は避けてください。子供が自分は
良い子であると感じていない場合には，しらじらしく聞こえ，うまく操られている
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ように感じることがあります。

• 簡潔に話す。多くの言葉を費やすよりも短く伝えるほうが効果的です。親がむやみに
褒め続けると逆に子供は困惑してしまい，前向きに行動するつもりはあっても，否定
的な行動に出てしまいます。

• 適度に間を空ける。子供のあらゆる行いを褒めていると，言葉の重みが失われかねま
せん。反対に，まったく褒めなければ，子供は必要としている愛情に飢えることにな
ります。適度に間を空けて褒めるなら，より強い影響を与えることができます。ただ
し，親は子供が良いことをしたときは必ずそれを見逃さないようにしなければなりま
せん。

学習活動――能力や適性を伸ばす
伴侶
　はんりょ

またはほかの親とともに，子供の能力や適性を伸ばす方法について話し合ってもらい
ます。親は，子供が労働を学び，彼らにとって重要な課題を成し遂げ，学校で良い成績を取
り，運動能力を伸ばせるように助け，関心のある分野を見つけて，伸ばし，卓越するように
導くことができます。子供の能力や適性を伸ばすための計画を立て，書き出し，実行するよ
うに勧めます。何かを達成したときにはそれを認め，褒めることで，子供のさらなる成功を
支援するように親を励まします。

子供を奉仕活動に参加させる

奉仕活動を通して，子供は無私の精神を学び，ほかの人の幸福について考えるようになり
ます。スペンサー・W・キンボール大管長は奉仕の価値について次のように教えています。

「奉仕という奇跡の中にこそ，『自分の命を失う者はそれを得る』という主の約束がありま
す。

わたしたちは単に人生の指針を見いだすという意味で自分の命を『得る』のではありませ
ん（訳注――「命を得る」に相当する英語“find ourselves”には「自分の天分を知る」の意も
含まれる）。適切な方法で隣人に仕えるに従って，わたしたちの心が充実してくるのです。
人々に仕えるときに，わたしたちはいっそう意義ある存在となります。もっと中身の詰まった
人間になり，内側の誠実さが増すので，確かに自分の天分を見いだしやすくなるのです。」3

学習活動――奉仕の機会を与える
伴侶
　はんりょ

またはほかの親とともに，子供が奉仕活動をすることの必要性について話し合っても
らいます。家族一人一人にとってふさわしいと思われる活動を幾つか考え，その中から一つ
を選びます。その活動に子供と参加するための予定を立てます。

主を信頼する
子供は，信仰，徳，誠実さを増し加えることによって自信をはぐくんでいきます。両親は，

子供を愛し，敬意を示し，適性を伸ばすよう助け，人々に奉仕する機会を与えることにより，
子供に自信を植え付けることができます。

主を信じる信仰についてエズラ・タフト・ベンソン大管長はこう語りました。「わたしは心
から証

あかし

します。イエス・キリストは，希望と確信をもたらし，世に打ち勝つ力と人の欠点をし
のぐ力を与えてくださる唯一の御方です。そしてその恩恵にあずかるめには，主を信じ，主の
律法と教えに従って生活しなければなりません。」4

注

1．「毎日の愛」『聖徒の道』1977年10月号，503

2． Conference Report，1970年10月，66
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3．「小さな奉仕の業」『聖徒の道』1976年12月号，541参照

4．「イエス・キリスト――救い主，贖
あがな

い主」『聖徒の道』1984年1月号，9



「怒ったときに口から出てくる辛らつで
卑劣な言葉が残す傷は，

一体どれほど深い苦痛を人に与えるのでしょうか。」
ゴードン・B・ヒンクレー大管長
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セッションの目的
このセッションでは，親が以下を達成できるように助けます。

• 歯止めの利かない怒りが家族に破壊的な影響を与えることに気づく。

• 自分がどのように怒り出すかを認識し，怒りが引き起こす問題に対して責任を負う必
要があることを理解する。

• 怒りを抑え，打ち勝つ方法を学ぶ。

• 怒りが引き起こす問題を繰り返さないために計画を立てる。

怒りが引き起こす問題
ゴードン・B・ヒンクレー大管長はこのように教えています。「短気は愛情を損ない，愛を

けちらす悪癖です。」1 サタンは家族の中に怒りをかきたて，争いを起こそうとしています（2
ニーファイ28：20；3ニーファイ11：29；モロナイ9：3参照）。

父親
父親は，怒りが込み上げてくるのを感じました。15歳の息子俊介が部屋に入って来るな

り，「おれのいすに座るな。ばかやろう」と脅しながら，11歳の芳也の首をつかんでテレビ
の前のリクライニングチェアーからどかそうとしたのです。芳也は痛みに顔をしかめながら，
か細い声で言いました。「兄さんのいすじゃないよ。」芳也が立ち上がって場所を移ろうとす
ると，俊介が手の甲で芳也の頭をたたきました。俊介はいすにどっかりと腰掛けると，リモ
コンを手に取ってチャンネルをロック音楽の番組に変え，ボリュームを上げました。父親は，
数か月間ためてきた怒りが煮えたぎってくるのを感じました。額からは玉のような汗が吹き
出し，腕はけいれんしてぶるぶる震え出しました。もう我慢できないと彼は思いました。俊
介はまったく家族を大切に思わないばかりか，わたしにまでわざと逆らってくる。わたしが
そのような振る舞いを許さないのは知っているはずだ。かんかんになった父親はものすごい
勢いで俊介に向かっていくと，腕をつかんでひねり上げ，こう叫びました。「お前はいった
い自分を何様だと思っているんだ。自分のことしか考えないで，人のことなんてどうでもい
いと思っているだろう。」父親は俊介をいすから引きずり下ろしながらどなりました。「自分
の部屋に行きなさい。お前の顔なんか見たくもない。」俊介は腕を振りほどいて，ふてぶて
しく玄関のドアを開き，大きな音を立ててドアを閉めると外へ出て行きました。

数日後，父親は妻と二人でLDSファミリーサービス事務局のカウンセラーのもとを訪れ，
そのときの様子を話しました。「物事を正しく判断できないほど子供に怒りを覚えてしまう
んです」と父親は後悔した様子で言いました。「俊介とは，冷静に話すことができません。
後で悔やむようなことを言ってしまうことが時々あります。問題はますます悪くなる一方で
す。」

セ ッ シ ョ ン 6

怒りに打ち勝つ
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ほとんどの親は時に子供に対して怒りを覚えます。対処しなければならない問題に気づく
という点では，怒りを感じることにも意味があり，賢明な親は小さな問題が大きくなる前に適
切な行動を起こすことができます。問題の中には，複雑で，簡単には解決できないものもあり
ます。子供の反抗的で不作法な態度に，怒りを募らせることも度々ありますが，親は怒りに身
を任せ，やり返し，争いを大きくしてはなりません。

七十人のリン・G・ロビンズ長老は怒りを次のように説明しています。「それは心の中で犯
す罪であって，やがて憎しみの気持ちや行動へと発展していきます。また，それは高速道路で
ほかの運転者に怒りを向ける起爆装置であり，スポーツ競技場での激高した姿であり，家庭内
暴力となって現れています。」2 ゴードン・B・ヒンクレー大管長は怒りのもたらす悲しい結末
について警告を発し，こう尋ねています。「怒ったときに口から出てくる辛らつで卑劣な言葉
が残す傷は，一体どれほど深い苦痛を人に与えるのでしょうか。」3 世界のいたるところで，親
たちは怒りに任せ，言葉でも，肉体的にも，また性的にも子供を攻撃しています。政府機関か
らは，子供の虐待について毎年数百万にも上る報告がなされています。

怒りは「否定的な感情の中でも，人が最も陥りやすいもの」4 であると言われています。怒
る人はほとんど例外なく自分の怒りを正当化します。怒りをあらわにすることで，満足感と高
揚感を覚える人もいます。人をおびえさせることで，自分は強いと感じ，優越感を味わいます。
しかし，怒りには習慣性があります。怒りという誘惑に負け，怒りのとりことなる人は，怒り
によってむしばまれていくのです。

怒りの間違った処理方法は，攻撃，内在化，受動的攻撃の3つに分類されます。

攻撃――怒りを表す方法は様々です。物理的な暴力（たたく，ける，平手打ちする，尻を
たたく，髪や耳を引っ張る），感情的な言葉による虐待（どなる，悪口を言う，ののしる，脅
迫する，非難する，ばかにする，人を操る，品位を傷つける），性的虐待（近親相姦

きんしんそうかん

，性的い
たずら，セクハラ），支配と威圧などが挙げられます。

内在化――怒りを自分自身に向けると，自己否定，うつ症状，または自己損傷行為（飲酒，
麻薬の使用，自殺未遂，自分の身体を傷つける行為）へとつながります。

受動的攻撃――怒りが間接的な行動によって表現される場合もあります（遅刻，無責任，
頑固，皮肉，不正直，かんしゃく，不平，非難，引き延ばし）。

親が怒りにまかせて子供を脅して従わせ，その結果子供が行動を変えたとしても，それは
一時的なものでしかありません。脅迫されて従う子供は，後で反抗する場合が多いのです。

怒りの代償

怒りの代償は計り知れないほど大きいということが分かれば，親が子供に怒りをぶつける
ことは少なくなるでしょう。しかし残念なことに，多くの親は怒りの代償はさほど大きくない
だろうと考えて，子供に怒りをぶつけています。友人や雇用主，警察官あるいは尊敬する教会
の指導者に対して怒りを向けることは少なくても，子供に対してはすぐに怒りを爆発させる傾
向があります。しかし，長期的に見て，子供に怒りをぶつけることの代償は，怒ることによっ
て得られるかもしれない利点をはるかにしのぐ大きなものになります。代償として以下のよう
な事柄が考えられます。

• 御
み

霊
たま

を失う。

• 自尊心や家族からの尊敬を失う。

• 友情と援助を失う。

• 自信を失う。

• 罪悪感と孤独感を味わう。

• 人間関係がこじれる。
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• 自分自身と人を傷つける。

• 子供が，親に対して愛よりも恐れを抱く。

• 子供が反抗し，非行に走り，早い年齢で家を出る。

• 子供の成績が下がる。

• うつ症状，健康状態の悪化，耽溺
たんでき

，仕事上の問題などに見舞われる危険性が増す。

学習活動――怒りの代償を知る
怒りっぽい親は，怒りによって引き起こされる結果を否定したり，軽視したりしているこ

とがあります。これらの代償を十分に認識することで，怒りに打ち勝とうとする気持ちを強
めることができます。怒りの代償として上に挙げられている事柄を紹介してから，怒ること
で何を失っているかを参加者に書き出してもらいます。必要であれば，考える時間を数分取
ります。

参加者が書き終えた後で，怒りによって引き起こされる結果を忘れないために，そのリス
トに時々目を通すように勧めます。怒りを抑えられるようになり，リストに記された項目が
自分に当てはまらなくなったら，その項目を消していきます。そのようにすれば，自分の進
歩を確認できます。

怒りの原因
親が怒る原因は，恐怖を与えて子供を管理するため，上の立場にあることを親が実感した

いため，問題を避けて通るためなど様々です。自分の思いどおりにいかなかったときや，柔和
さ（つまり，相手のひどい言動に対する忍耐）が欠けているときなどに，高慢や利己心が原因
で怒りが生じることがあります。むしゃくしゃしたり，気持ちを傷つけられたり，落胆したり
したときに怒る人もいます。

人は，自分や人が脅威を感じたり，不公平だと感じたり，不当に扱われていると感じると
きに，怒りを覚えます。脅威には身体的なものと感情的なものとがあるでしょう。例えば，身
体を傷つけられる，屈辱を受ける，自分や人の評判が下がる，といったことは恐れの原因とな
ります。冒頭の例にあったように，父親は「子供の行動を管理できる立派な父親」という自己
イメージが崩れることに脅威を感じました。人から無能な親だと思われることを心配したので
す。

ゆがんだ認識

危険に対する認識はゆがんでいることがよくあります。他人の意図していることを勝手に
誤解して，怒りを募らせる場合が非常に多いのです。――「あの人はわたしを傷つけようとし
ている」「わたしのほしいものが手に入らないのは彼女のせいだ」「彼はわたしの気持ちなんて
どうでもいいと思っている。」「彼はわたしを利用している。」

ほとんど何も考えずに怒る人もいます。この種の怒りは突然こみ上げてくるため，抑える
のが難しい場合が多くなります。そのほか，絶えず脅されているとか，不当な扱いを受けてい
るとか，虐待されていると本人が考えていると，怒りがゆっくりと蓄積されていくことがあり
ます。ある状況から抜け出せないまま，極度にゆがめられ，誇張された思いに捕らわれている
と，怒りはさらに募ります。

人から脅威を感じて怒りを抱くと，体は行動に移る用意をします。血圧は上昇し，筋肉は
緊張し，呼吸は速くなり，頭は脅威や不当な扱いに応戦しようと集中力を高めます。このよう
な状態でいると，相手のちょっとした言動が発端となって怒りが爆発する可能性があります。
そのほか，怒りをかき立てられる様々な出来事が，一つまた一つと，時間をかけてゆっくり蓄
積されていくこともあります。怒りを引き起こす思いがふくらみ続け，やがて，普通なら気に
も留めないささいなことが発端となって爆発するのです。
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こういった心の動きに注目すると，怒りを抑える鍵
かぎ

が隠れていることに気づきます。つま
り，親が行動を起こすべき最善のタイミングは，ストレスを受けていることに最初に気づいた
ときです。自分が脅威を感じている事柄について明確に理解するために，情報を集めましょう。
より良く理解することで，危機意識は弱まり，怒りに発展する可能性が減少します。ストレス
を感じるような状況を前向きにとらえることによって，怒りを誘発するような否定的な考えを，
前向きで穏やかな考えに置き換えられるようになります。脅威や不公平に建設的に対処し，問
題をエスカレートさせるのではなく，解決に向けた働きかけができるようになるのです。

ストレスを感じたときは，リラックスして自分を抑制できるようになるまで，ストレスが
増すような状況をいったん回避します。その後，怒りを抱かずに状況を解決するように努力す
るのです。

怒りに打ち勝つ
以下の原則は，怒りに打ち勝つのに役立ちます。参加者に，自分にとって最も効果がある

と思われる原則を見つけて応用するよう提案します。

祈る

親は怒りを乗り越えられるように誠心誠意で祈る必要があります。詩篇の著者は，主が祈
る者を人生の嵐

あらし

から救ってくださることについて，次のように教えています。「彼らはその悩
みのうちに主に呼ばわったので，主は彼らをその悩みから救い出された。主があらしを静めら
れると，海の波は穏やかになった。こうして彼らは波の静まったのを喜び，主は彼らをその望
む港へ導かれた。」（詩篇107：28－30）断食と神権の祝福も，怒りに打ち勝つ助けになります。
変わるための個人的な努力に加えて，神権の祝福を受け，祈りと断食を行うべきです。

根本的な問題を解決する

親は子供と話し合い，怒りの原因となっている問題を解決しなければなりません。ほとん
どの問題は穏やかに解決することができます。助けを得るために，セッション3（「愛あるコミ
ュニケーション」），セッション7（「対立を解消する」），セッション9（「行動の結果を課す」）
を活用します。問題に取り組むためには，子供に対して，雇用主や友達，教会の指導者に接す
るのと同じように敬意を込めて話すべきです。

怒りに対して責任を持つ

怒りっぽい親は，まずそのことを認め，それに対する責任を引き受けなければなりません。
怒りを克服できるのはその後です。子供にいら立つとき，どう応じるかは親の責任です。親は
怒りを抑え，より良い対処の仕方を習得することができます。

怒ることは自分たちの文化の一部だと言い訳する人がいます。例えば，子供への暴力につ
いて，自分の国ではそのような行為は一般的だと言って正当化する親がいます。しかし，天の
御父はそのような行為をお認めにはなりません。十二使徒定員会のリチャード・G・スコット
長老は，神の家族の一員となるには文化的な独自性を超越しなければならないと教えています。

「皆さんの天の御父は，皆さんをある特別な血統のもとに生まれるように選ばれました。そ
の血統を通して，皆さんは人種的なものや文化的なもの，習慣的なものを受け継いでいます。
その血統は豊かな受け継ぎを約束するとともに，大いなる喜びの基となります。しかしながら，
皆さんには，そうした受け継ぎの中に，主の幸福の計画に反するがゆえに捨てなければならな
いものかどうかを決める責任がゆだねられているのです。……

……恐れや強制の下では，どんな家族も長く維持することはできません。そんなことをし
ても，論争と反感を生むだけだからです。愛が幸福な家族の基盤です。」5

問題に気づき，それを認めることができれば，悔い改めて，問題を克服するための行動を
起こすことができます。
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怒りのサイクルを自覚する

親が慢性的に怒りを覚えているとすれば，怒りのサイクルに陥っていると考えられます。
このサイクルは4つの段階からなり，行動科学者によってその段階の呼び方は異なりますが，
基本的な要素は同じです。怒りのコントロールに関するスペシャリスト，マレー・カレンと
ロバート・E・フリーマン－ロンゴはこのサイクルを以下のように大別しています。6 怒りを抑
える最良の方法は，生理的な高まりが起こる前に，サイクルの早い段階で対処を試みること
です。

正常なふりをする段階　生活は平穏に営まれますが，怒りが隠れていて，生活の仕方や考
え方に影響を及ぼします。様々な出来事や状況が，すぐに習慣的でゆがんだ思考パターンを引
き起こします。そしてそのようなゆがんだ思いを合理化し正当化します。

怒りが増大する段階 ゆがんだ思いに意識を向けるにつれて，脅威や危険を感じ，怒りを
もって反応するようになります。「娘は親のわたしの言うことなんて，どうでもいいと思って
いる」とか「わたしはここで全

すべ

ての仕事をこなしているというのに，息子はまったく手伝わな
い」など，聞き慣れたテーマが心の中で繰り返されます。怒りを抱き始めていることを示す，
身体的な合図が見られます（緊張，硬直，圧迫感，心臓の激しい鼓動，速い呼吸，胃のむかつ
き，体のほてりや顔の紅潮）。怒りを爆発させることについて思い巡らし，その方法を考え，
怒りを増大させる常習性のある行為（薬物やアルコール依存，過食，過労）に陥ることもあり
ます。

行動で表す段階 どなりつけたり，品位を傷つけたり，身体的あるいは性的な暴行を加え
たりすることによって，ほかの人に対して怒りを爆発させます。また，自己を中傷したり，自
殺を図ったり，アルコールや薬物を乱用することで，怒りを内面に向けることもあります。

否定的な感情にさいなまれる段階 罪悪感を抱き，恥ずかしく思います。自分を守るよう
になり，自分が善良な人物であることを証明するために一般的に良いことを行い，それによっ
て怒りを覆い隠そうとします。短気を抑えようと決意しますが，決意が崩れると，再び「正常
なふりをする」段階に戻ります。

学習活動――怒りのサイクルを見つける
65ページの表「怒りのサイクルを自覚する」をコピーして参加者に配ります。参加者に，

空所を埋めるように伝えます。慢性的に怒りを覚えている人は，これによって怒りのサイク
ルを知ることができると伝えます。

怒りの記録をつける

怒りの記録をつけると，怒りのサイクルに対する意識が高まります。7 そうすれば，このセ
ッションで学ぶ原則を用いて，怒りを早い段階で絶つことができます。

学習活動――怒りの記録をつける
参加者に，これからの1週間で，怒りの記録を付けるように言います（66ページに怒り

の記録の記入例があります。未記入の記録用紙は67ページにあります。各参加者用に，記
入例を1枚，記録用紙3，4枚を用意します）。この練習は，様々な状況で怒ったときに，自
分がどのように考え，感じ，反応しているかを自覚する助けとなります。ある行動パターン
を変えるべきだと気づくかもしれません。また，より良い結果につながる考え方や行動に促
されるでしょう。

怒りをかき立てる思いを取り除く

ある行動に対して怒りを抱いたときは，その行動を別の観点から捕らえるようにします。
例えば，親に対して粗野な態度を執る子供は学校で嫌なことがあったのかもしれません。親に
逆らう子供は，自分は不良グループにしか受け入れてもらえないと感じてそうしているのかも
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しれません。親は心の平静を保ちにくい状況になっても，それを脅威と感じたり，怒って大げ
さに捕らえたりせずに，解決する必要のある問題，子供とさらに親しくなる機会だと考えるよ
うにします。

怒りの感情に対処するにはタイミングが非常に大切です。怒りのレベルが高まってくると，
理性を失います。感情がこのレベルまで達したら，その状況から離れて，気持ちを落ち着かせ
なければなりません。

スポーツ選手や音楽家が晴れ舞台で力を発揮する前に長時間練習するように，親も怒りを
かき立てるような状況で適切に対処するには準備が必要です。カリフォルニア大学アービン校
のレイモンド・ノバコは，怒りがわいてきたときにはそれに気づき，そのゆがんだ考えを，状
況を正確に理解し，対処するための「理性的な言葉」と置き換えることを提案しています。8

心を落ち着けて，次のような言葉を頭の中で考えます。「この問題をどう解決できるだろうか。
怒りを感じてきたが，どうすべきか分かっている。この状況を切り抜けられる。怒りを鎮める
方法も知っている。ユーモアのセンスを持ち続けることもできる。」

実際に怒りが込み上げてきたら，次のような理性的な言葉を心の中で自分に語りかけます。
「ここから抜け出すにはどうしたらいいだろう。怒ったところで何も得られないし，払いたく
もない代償を払うことになる。前向きに考えよう。最悪の事態は避けたいし，結論を急ぎたく
もない。今感じている怒りは，自分を見つめ直すべきときだというサインなのだ。論理的に解
決できるはずだ。敬意をもって相手と向き合おう。」

学習活動――理性的な言葉を活用する
参加者に，どのような状況で怒りが込み上げてくることが多いかを挙げてもらいます。そ

のような状況で怒りを抑えるのに役立つような「理性的な言葉」を書き出してもらい，それ
を使って実際の状況にどのように対処するかを練習します。怒りが込み上げてくる状況を思
い浮かべてから，その言葉を心の中で言います。新しい考え方が身に付くまで，毎日何回か
練習する必要があります。心の中で繰り返し練習することで，実際の状況で適切な対応がで
きるように備えることができます。

その場から離れる

行動を起こすのに最適なのは，ストレスが強くなってきていると感じたときです。自分の
怒りを監視する方法を学びましょう。怒りのレベルを測る温度計を思い浮かべてください。25
度で抑えが利かなくなるようであれば，そうなる前にその状況から逃れるのです。子供にこう
言います。「ちょっといらいらしてきたから，頭を冷やすのに少し時間をちょうだい。」ただし，

「あなたがお母さんを怒らせたのよ」などと言って，子供を責めてはいけません。

冷静になれる活動を見つける

気持ちを落ち着かせるためにできることとして，瞑想
めいそう

する，働く，ジョギングする，泳ぐ，
音楽を聴く，読書をするなど様々なことが挙げられます。怒りを爆発させたり，怒りを引き
起こした出来事についてじっと考えたりして気持ちを落ち着けようとはしないでください。
怒りを爆発させたり，思い悩んだりしていると，怒りはさらにエスカレートするからです。
原因となった出来事を心の中で何度も思い返していると，ほぼ間違いなく状況は悪化します。
同様に，たとえ心の中で自分を正当化したとしても，怒りを爆発させるならば状況は悪化し
ます。

感謝の念を持つことや，子供の良いところを見つけようとすることは，怒りを鎮めるのに
役立ちます。もう一つの方法は，十二使徒定員会のボイド・K・パッカー会長が勧告したよう
に，神聖な音楽を聴くことで好ましくない思いを退けるという方法です。「音楽が始まり，歌
詞が心の中に浮かび上がると悪い思いはこそこそと去っていきます。心の舞台はすっかり明る
い雰囲気になるでしょう。心を高める清い音楽により，卑しい思いは姿を消すのです。」9
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根底にある感情を伝える

恐れや恥ずかしさ，拒絶された，あるいは傷つけられたといった思いが，怒りという形で
表されることがよくあります。自分の弱さを見せるのを恐れて，ほんとうの気持ちを人に話す
のをためらう人がいます。

しかし穏やかな気持ちで，根底にある感情を打ち明けるとき，敵意だけでなく，ほんとう
に悩んでいることについても話せるようになります。真の問題について話し合うとき，争いの
解決はもっと容易になります。

多くの場合，怒るよりも正直であることの方がはるかに勇気を必要とします。親が心の中
の隠れた思いを打ち明けるとき，子供が自己弁護するのをやめ，すすんで問題を解決しようと
することに，親はしばしば気づきます。また，家族との関係も改善されます。

自分の怒りにつながる様々な感情に気づき，それを表現するのが苦手な人もいます。目に
見える子供の問題行動に対して親が感じる怒りの裏には，自分は親として失敗しているのでは
ないか，子供は立派にやっていけないのではないかといった心配や不安が隠されている場合が
あります。伴侶

はんりょ

とともに話し合い，自分が怒りを抱くほんとうの理由を見つけようとすること
が助けになります。心の中の隠れた気持ちに気づき，それを認めることができれば，怒りを表
すことなく，その気持ちを伴侶や子供と話すことができます。

麻紀
麻紀は，放課後の活動に参加する度に母親が怒るので，ひどく恐れていました。しかし，

母親は子育てのクラスに出席し始め，自分の怒りの原因である様々な感情について話してく
れるようになりました。「あなたのおばあちゃんは10代で妊娠して，わたしが生まれたの。
あなたが同じような問題を起こすんじゃないかと，とても心配で恐いのよ。あなたには絶対
にそんな目に遭ってほしくないの」と打ち明けてくれました。麻紀が純潔の律法を完全に守
っていることを話すと，母親は安心し，今後の活動を支援していく気持ちになりました。

学習活動――根底にある感情を見つける
参加者に，怒りを感じるとき，心の中に隠れている感情を認識し，それを言葉で表現して

もらいます。そうすることによって，怒りに対してより適切に対処する方法を身に付けなが
ら，より怒りを鎮められるようになります。

霊的に変わるように努める

キリストのもとに来るというプロセスには霊的な変化が伴います。そして，そのような変
化を経験すると，穏やかで愛にあふれた行動を執るようになります。十二使徒定員会のマービ
ン・J・アシュトン長老が説明しているように，真の改心を遂げるとき，わたしたちは「人に
接するときには忍耐と親切，寛容さが増し，人の役に立ちたいという気持ちになるのです。」10

こうして怒りの問題は姿を消していきます。

モルモン書には，改心して弟子となることによってもたらされる心の「大きな変化」，すな
わち「絶えず善を行う」性質について述べられています（モーサヤ5：2）。パウロは，御

み

霊
たま

の
実は「愛，喜び，平和，寛容，慈愛，善意，忠実，柔和，自制」であると述べています（ガラ
テヤ5：22－23）。モルモンが与えた次の勧告は，怒りっぽい性質を変えられずに悩んでいる
人々に応用することができます。「あなたがたは，御父が御子イエス・キリストに真に従う者
すべてに授けられたこの愛で満たされるように，また神の子となれるように，熱意を込めて御
父に祈りなさい。また，御子が御自身を現されるときに，わたしたちはありのままの御

み

姿
すがた

の
御子にまみえるので，御子に似た者となれるように，……熱意を込めて御父に祈りなさい」

（モロナイ7：48）。

人は霊的な変化を遂げると，怒りを感じることが少なくなり，もっと上手に怒りをコント
ロールする自信が持てるようになります。この霊的な変化を経験し，維持するために，以下の
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ことができます。

• 毎日聖文を読み，その教えを生活に取り入れる。

• 怒りの問題を含めて，生活のあらゆる面で助けを求めて毎日祈る。

• 悔い改めて，贖
あがな

いのもたらす癒
いや

しの力を求める。

• 必要に応じてビショップから助言を求める。

• 怒りの問題を乗り越えるため，個人的な目標を決める。一つの問題を乗り越えるため
に努力し，それを達成したら別の問題に取り組む。

• 主と同じ視点で周囲の人々を見ることができるように祈る。

• 神殿や教会の集会で主を礼拝し，聖約を新たにする。

学習活動――霊性を高める
参加者に，霊性を高め，救い主により近づくために実行することを書き出してもらいます。

必要に応じてビショップや伴侶
　はんりょ

と話し合いながら，このテーマについて深く考え，祈るよう
に勧めます。

再発を防ぐ

再発防止とは，思いと行動を変えることによって，また本人が見つけたその他の防止方法
を用いて怒りのサイクルを段階的に絶つことです。防止方法とは，怒りを増大させないための
手段です。再発防止と防止方法の実施には，家族や友人，職場の同僚，ビショップ，またはコ
ース教師の助けが必要な場合もあります。再発防止がうまくいくのは，怒りのサイクルにおけ
る最初の二つの段階，すなわち正常なふりをする段階と怒りが増大する段階においてです。人
は危険因子（怒りを引き起こす出来事や感情）を認識して，サイクルを絶ち，再発を防ぐよう
な応じ方を身に付けることができます。以下は，どのようにして再発を防ぐかの例です。

正常なふりをする段階 怒りの問題を認識したときには，健全な方法で対処します。怒り
を引き起こす原因が分かれば，危険性の高い状況を避ける，興奮を静める，小休止する，とい
った方法を用いて対処したり，逃れたりします。怒りの原因となる対立や問題の解決に積極的
に取り組みます。11

怒りが増大する段階 理性的な言葉を用いて，怒りの程度や激しさに歯止めをかけます。
否定的な思いを正し，代わりに理性的な言葉（「これは対処できる」または「ほかの解決策を
見つけられる」など）を思い浮かべます。怒りの奥に隠れている痛みを伴った感情を認め，そ
のような感情が正常なものであることを認めます。常習性のある行為（常習性のある行為をし
ている場面を夢想したり，怒りの感情を爆発させる方法を考えたりすることを含む）をやめま
す。問題について話し合うか，状況が変わらなければ，その問題について書きます。身体的な
活動によってエネルギーを発散し，好きなことを行うことによって自信をつけます。12 霊的に
再び生まれるように努めます。

学習活動――再発防止計画を立てる
68ページの概要を用いて，参加者に，怒りが再発するのを防ぐための計画を立て，記録

してもらいます。参加者用に用紙のコピーを用意してください。このセッションで提案され
ていることを再発防止計画にどのように応用できるかを話し合います。これから1週間，計
画の準備と実行に当たって，祈りをもって主からの助けと，家族と，信頼できる友人，ビシ
ョップからの助けを求めるように勧めてください。

神の平安
ジョセフ・F・スミス大管長は子供に怒ることなく，思いやりを持つことの大切さを強調し
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て，こう語りました。「子供に話すとき，怒りや非難の気持ちで荒々しく話してはなりません。
思いやりをもって話してください。……必要ならば一緒に涙を流してください。子供の心を和
らげ，あなたに対して優しい気持ちを抱かせてください。鞭

むち

や暴力を用いず，……分別をもっ
て，説得と偽りのない愛によって語りかけてください。」13

このセッションの原則と提案を実践するなら，怒りに支配されることなく，怒りを乗り越
えられるようになります。以下の例では，ある人が怒りをどのようにして乗り越えたかが紹介
されています。

「以前は出会う人すべてを傷つけたいような気分で歩いていました。怒りに満ちた人生を送
っていました。妻や子供たちと話をする度に怒りが込み上げてきました。人々はわたしを避け
るようになりました。わたしは自分を憎み，人々を憎みました。だれかれ構わず殴りたくなる
ことも度々ありました。ちょっとしたことが引き金になって，怒りを爆発させていました。わ
たしはついに助けを求めました。カウンセリングを通して，長い間苦しんできた怒りの問題を
打ち明けました。そしてこれまでとは違う考え方をすることや，人々を好意的に見ることを学
びました。祈り，聖文の研究，赦

ゆる

しといった福音の原則を自分の問題に当てはめました。する
と，自分に対して良い気持ちを感じ始めたのです。やがて怒りは消え去り，わたしは再び自分
自身を管理できるようになりました。今，わたしは家族と仲良く暮らしています。今では人と
楽しく過ごすことができます。人生を取り戻しました。」

使徒パウロは，神の平安は「人知ではとうてい測り知ることのできない」ものであると述
べています（ピリピ4：7）。怒りにもがき苦しんできた人は，安らぎを感じるようになり，こ
の感情から解き放たれることがどれほどの解放感をもたらすかを知るようになります。怒りに
よって縛られてきた親はこの問題から解放され，心の平安を味わうことができます。

聖霊の力強い影響力を忘れてはならず，また過小評価してもなりません。親として主の助
けを求めるとき，聖霊は怒りを抑え，乗り越えられるように，慰め，支え，導いてくださいま
す（ヨハネ14：26－27；教義と聖約8：2－3参照）。

注
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怒りのサイクルを自覚する
あなたの怒りを引き起こす典型的な状況を説明してください。（例えば，伴侶

はんりょ

と口論する，銀行口座の残高がマイナスにな
る，家の中が散らかっている。）

あなたの怒りをあおる思いを説明してください。（例えば，妻は自分のことしか考えていない，夫はまったく無責任だ。）

あなたの怒りの根底にある感情について説明してください。（例えば，見下されている，利用されている，無視されている。）

あなたが怒りを抱きつつあることを示す身体的な合図について説明してください。（例えば，手のひらに汗をかく，心拍数
が増加する，緊張する，いらだつ。）

あなたが行う自分の怒りをあおるような行動について説明してください。（例えば，気分を害した事柄にこだわる，それに
ついて話すのを拒む，アルコールを飲む。）

あなたがどのようにして怒りを行動で表すかを説明してください。（最もひどい行動も含めます。）

怒りを行動で表した後の，あなたの思いや感情，行動について説明してください。（例えば，解放感，罪悪感，悲しみ，悔
いる思い。）



怒りの記録の記入例
必要な情報 状況1 状況2

日付および怒りを引き起こした出来事または人物 10月19日　夫との口論 10月20日　子供たちの行儀の悪さ。

怒りの程度 軽い 厳しい 軽い 厳しい
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

怒りを増大させた思い 夫はばかだ。わたしのことなんて 子供たちは決して耳を傾けない。
どうでもよいと思っている。 わたしへの敬意がない。

怒りの根底にあった感情 愛されていない，無視されている， 利用されている，無視されている。
感謝されていない。

怒りにどのように対処したか 夫にどなりつけた。夫にばかと言った。 行儀よくできるまで自分たちの部屋
に行くように穏やかに言った。

怒りに対処する際に心の中で考えたこと 夫は罰を受けるに値する。 子供だから仕方ない。
夫はわたしを傷つけた。 わたしに逆らおうとしているのでは
わたしは夫に借りを返しているだけだ。 ない。

怒りを抑えるのに成功したか まったくできなかった 非常によくできた まったくできなかった 非常によくできた
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

役立ったと思われること 行ったことは何も役に立たなかった。 タイムアウトを取った。
状況を悪化させた。 散歩に出かけ，その後，

子供たちと話をした。

怒りを押さえつけたか，爆発させたか，解消したか 怒りを爆発させた後，感情を押さえつけた。 わたしの不満について徹底的に
話し合った。

次回，改善できること 相手の言動に左右されない。 なし。今回はうまくできた。
話す前に冷静になる。

マレー・カレン，ロバート・E・フリーマン－ロンゴ共著，Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger （マサチューセ
ッツ州ホルヨーク,  NEARI Press, 2004年），33－34を基に編集。ISBN# 1-929657-12-9



怒りの記録
必要な情報 状況1 状況2

日付および怒りを引き起こした出来事または人物

怒りの程度 軽い 厳しい 軽い 厳しい
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

怒りを増大させた思い

怒りの根底にあった感情

怒りにどのように対処したか

怒りに対処する際に心の中で考えたこと

怒りを抑えるのに成功したか まったくできなかった 非常によくできた まったくできなかった 非常によくできた
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

役立ったと思われること

怒りを押さえつけたか，爆発させたか，解消したか

次回，改善できること

マレー・カレン，ロバート・E・フリーマン－ロンゴ共著，Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger （マサチューセ
ッツ州ホルヨーク,  NEARI Press, 2004年），33－34を基に編集。ISBN# 1-929657-12-9



わたしの再発防止計画

正常の段階
怒りを引き起こすもの―― 怒りへの対処法，その状況から逃れる方法――

怒りの原因となる問題を解決するための行動――

怒りが増大する段階と怒りを断ち切る方法――

怒りを引き起こすもの―― 怒りへの対処法，その状況から逃れる方法――
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セッションの目的
このセッションでは，親が以下を達成できるように助けます。

• 意見の相違は避けられないことであるが，対立を解消する家族はより親密になり，強
められることを理解する。

• 家庭での対立に対処する方法を学ぶ。

• 意見の食い違いを穏やかに解決する方法を理解する。

対立を解消しないという問題
十二使徒定員会のM・ラッセル・バラード長老は，家族がサタンの最も好む標的の一つにな

っていると教えました。「〔サタンは〕父親と母親の間に不一致というくさびを打ち込もうとし
ています。また，親に反抗するよう子供をそそのかしています。……それで十分なのです。な
ぜなら，主の業をくじく最も確実で効果的な方法は，家族を弱め，家庭の神聖さを損なうこと
であるとサタンは知っているからです。」1

ある年配の女性は，家族の対立が解消されなかったことについて，深い悲しみを胸に抱き
ながら次のように回想しています。「残された最後の兄弟が亡くなり，葬儀に出席したとき，
子供時代の悲しい経験を思い出しました。それらの経験によって，3人の兄弟が家を去り，わ
たしにとってかけがえのない，回復された福音から離れてしまったのです。父は信仰心の篤

あつ

い
人でしたが，子供に多くを要求し，言い争い，家庭でも人前でも，厳しい言葉でしかりつけて
いました。兄弟は成長すると父に反抗するようになりました。敵意に満ちた，醜いその争いは，
やがてののしり合い，なぐり合うまでにエスカレートしていきました。兄弟たちは若くして一
人ずつ家を出て行き，両親のもとを訪れることはほとんどありませんでした。3人とも，父か
ら教えられた宗教とは一切関わりたくないと考えていました。」

対立の原因となるものは数多くあります。放任しすぎて，子供が手に負えなくなるまで好
きにさせておく親がいます。これに対して，厳しく制限しすぎて，子供に反抗心を抱かせる親
もいます。また，自立を望む子供の正常な欲求に過剰に反応する親もいます。道をそれ，わざ
と家族のルールや標準に背くような行動をする子供もいます。

それぞれの意見の相違や対立を上手に解消している家族はいっそう親しくなり，きずなが
強められます。しかし，対立を解消しないでいると，家族関係は崩壊し，家族は悲しみを被る
ことになります。

対立を解消する方法
救い主はニーファイ人を教えておられたとき，争いを好む人々を非難してこう言われまし

た。

セ ッ シ ョ ン 7

対立を解消する



「サタンは，主の業をくじく
最も確実……な方法は家族を弱め，

家庭の神聖さを損なうことであると知っています。」
M・ラッセル・バラード長老
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「争いの心を持つ者はわたしにつく者ではなく，争いの父である悪魔につく者である。悪魔
は互いに怒って争うように人々の心をあおり立てる。

見よ，……このようなことをやめるようにというのが，わたしの教義である。」（3ニーファ
イ11：29－30）

イエスは人々に，争いを解決してから主のもとへ来るようにと言われました。

「だから，あなたはわたしのもとに来るとき，またはわたしのもとに来たいと思うとき，兄
弟があなたに対して何か恨みを抱いていることを思い出したら，

あなたの兄弟のところに行って，まずその兄弟と和解し，それから十分に固い決意をもっ
てわたしのもとに来なさい。そうすれば，わたしはあなたを受け入れよう。」（3ニーファイ
12：23－24。3ニーファイ12：9も参照）

これらの教えは親にも当てはまるものであり，親は子供との間にこのような関係を築かな
ければなりません。大管長会と十二使徒定員会は家族の宣言の中で，救い主の方法によって子
供を立派に育てなければならないことを改めて強調しています。――「両親には，愛と義をも
って子供たちを育て，物質的にも霊的にも必要なものを与え，また互いに愛し合い仕え合い，
神の戒めを守り，どこにいても法律を守る市民となるように教えるという神聖な義務がありま
す。」2

対立を解消するための以下の原則について参加者とともによく考えてください。

キリストのような態度で親子の問題に取り組む

父親と母親は救い主の教えを自分の役割に当てはめながら，愛と，進んで対立を解消しよ
うとする意欲を示すべきです。一定の価値観と標準を保ちつつも，和解の精神をもって歩み寄
ります。子供を決して操らず，説得に努めます。親は，正しい原則を教え，家族の規則に従わ
なければいけない理由を論理的に教えるべきです。親は子供に，正しい選択をするように励ま
すべきであり，子供が反論するときには説得するべきです。従わない選択をしたときは，その
結果を課すべきであり（セッション9参照），重大な過ちを犯そうとしているときには優しく，
説得すべきです。

理解するために耳を傾ける

親が注意深く耳を傾けるスキルを使って，子供の怒りやいらついた気持ちを理解するなら
ば，多くの対立が避けられます。聖文は「柔らかい答

こたえ

は憤りをとどめ，激しい言葉は怒りをひ
きおこす」と教えています（箴言15：1）。自分が親に理解され，尊重されていると感じると，
子供の怒りは消えていくものです。また，耳を傾ける親は，自分自身の気持ちや見方が変化す
ることに気づくでしょう。

学習活動――理解するために耳を傾ける
子供が耳を傾けようとせず，言い争いになってしまったときのことを参加者に思い出して

もらいます。そのような状況で，子供と言い争うことなく耳を傾けるというロールプレーを
してもらいます。セッション3で学んだコミュニケーションのスキルを使うように伝えます。
一人が子供の役を演じ，もう一人が親になって耳を傾けます。5分間練習したら交代して，
両者とも耳を傾ける練習ができるようにします。その後，感じたことを話し合います。耳を
傾けてくれる人がいると，どんな気持ちになりますか。親が納得できないことを子供が求め
てくるとき，耳を傾けるのはどれくらい難しいことでしたか。次回までの間，子供の言葉に
耳を傾ける練習をするよう参加者に勧めます。子供が言い合いを始めそうなときは特に注意
して話を聞いてやるようにしてください。

論争を避ける

家庭内の対立を解消する基本原則の一つは非常に単純であるため，見過ごしにされること
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がよくあります。その原則とはキリストが説かれた，より高い律法に従って生活し，論争を避
けることです。親の教育を専門としている末日聖徒のグレン・レイサムは，不当に非難され，
ののしられても，論争を避けられたキリストの偉大な模範を次のように強調しています。「キ
リストは残酷で不法な攻撃を受けても，ののしり返さないという完全な模範を示されました。
つばきをかけられ，こぶしで打たれ，手のひらでたたかれ，排斥され，否定され，あざけられ，
十字架につけられたときでさえも（マタイ26：67－70：27：29，35），ののしり返さず，仕返
しもなさいませんでした。『天の使

つかい

たちを十二軍団以上も』遣わすこともできる御方が（マタ
イ26：53），『ののしりかえ』さなかったのです。イエスは誕生から死の瞬間まで，絶えずのの
しりを受けられました。イエスとともに苦しんでいた者たちさえ，主をののしったと記されて
います。『一緒に十字架につけられた者たちも，イエスをののしった』（マルコ15：32）。……
慈しみが増すほど，ののしられることが増え，ののしり返すことが減るようです。これこそ，
手に負えない子供に打ちのめされている親たちが見習うべき模範です。『ののしりかえしては
ならない。』」3

子供が論争を仕掛けてきても，親が言い返さないようにすれば，論争は瞬く間に終わって
しまいます。片方が乗ってこないかぎり，口論やけんかは起きません。レイサムはこのように
説明しています。「子供の問題行動に親がどのように対処するかを調査したところ，驚いたこ
とに，もし子供が激しく怒って反論しても，親が平静を保ち，共感を示し，率直であれば，
100例のうち97例までは，3度目の指示で〔親の期待を3度伝えた段階で〕子供は従います。」4

同じ調子で言い返さないと，子供が優位になり，話し合いの主導権を子供が握り，子供の
言いなりの家庭になるのではないかと心配になるかもしれません。しかし，そのようなことは
ありません。キリストは御自分を苦しめる人々の前に勇敢に立ち，決して逃げることなく，思
慮深く受け答えをされました。主は彼らを愛し，彼らの無知を知っておられたので，彼らを赦

ゆる

してくださるようにと御父に願われたのです（ルカ23：34参照）。

参加者はほかのセッションで，親の期待を伝える方法，子供に容認できる行動の中から選
ばせる方法，子供が従わない場合には事前に合意しておいた結果を課す方法について学びます。
子供が口答えをし，口論になりそうになったときは，親の期待を愛と思いやりをもって再度話
し，結果を課すことになると慎重に伝えます。親がそのように行えば，子供が口答えをするこ
とはほとんどなくなるでしょう。

子供は周囲から大きな影響を受けます。子供が最も求めているのは，親に関心を払っても
らうことです。グレン・レイサムによれば，「子供の態度を形成する最も大きな要因は親の関
心」です。5 子供が口答えをしても，親が感情的な応じ方をしなければ，子供は落ち着きを取
り戻し，適切な行動を執るようになります。

学習活動――論争を避ける
家庭で起こりがちな論争を言い争うことなく対処するにはどうすればよいか，伴侶

　はんりょ

やほか
の親と話し合ってもらいます。親の期待を，穏やかに，よく理解できるように伝えるには
どうしたらよいでしょうか。容認できない言動の結果を伝えるには，どうしたよいでしょ
うか。愛していることをどのように伝えることができますか。数分間を使って，何をどの
ように話すかを練習してもらいます。次回までの間，自分が考えた方法を試してみるよう
に勧めます。

子供をしかる際，聖文の指針に従う

親は子供を「聖霊に感じたときは，そのときに厳しく」叱責
しっせき

し，その後，子供が親の愛を
「再度確信できるように」，「いっそうの愛」を示す必要があります（教義と聖約121：43）。ジ
ェームズ・E・ファウスト管長は，聖霊に感じて厳しく責めるのは，｢ごくまれ｣にすべきであ
り，｢人を責める場合でも叱責するのはその人のためであるということを諭すような優しさが
なければ｣ならないと教えています。6 十二使徒定員会のニール・A・マックスウェル長老はそ
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のときにとは，「『遅れずに』とか『折よく』」7 という意味であることを教えて，相手に理解さ
せるためには，何か悪いことをしたらすぐに叱るべきだと教えています。この文脈において厳
しくは，怒りを込めて，あるいは力ずくでという意味ではなく，はっきりと明確にという意味
です。賢い親は，叱責した後に愛情を示し，適切に身体に触れて親愛の情を表し，時には子供
が楽しめる活動をします。

子供同士のけんかを中立の立場で仲裁する

子供は，親の注意を引き，親に味方してほしいがためにけんかをすることがあります。こ
のような場合，親はその間に立たされて，にっちもさっちも行かなくなることがあります。け
んかのきっかけや，子供たちの間で何があったのかを，完全に理解することは難しいでしょう。
そのような中でどちらかの味方をすれば，一方に受けるに値しない褒美を与え，もう一方をな
いがしろにしてしまうことになります。

親として最も良い助け方は，中立の立場をとり，子供に責任を持って問題を解決させるこ
とです。その際，以下の例に見られるように優れたコミュニケーションのスキルを使うとよい
でしょう（セッション3も参照）。

太郎と次郎
12歳の太郎と9歳の次郎がなぐりあい，大声を上げながら床で取っ組み合いをしている

ときに父親が部屋に入って来ました。次郎は泣き出し，太郎は次郎を赤ん坊みたいだとはや
したてています。父親は二人の間に割って入り，引き離しました。

父――― 二人ともどうしたんだ。

太郎―― 次郎が最初に手を出したんだ。

次郎―― いや，先に手を出したのはお兄ちゃんだ。

父――― そうか。二人とも相手が先に手を出したと言うんだね。（二人に問題を解決する責
任を与える）どうしたら解決できると思う？

次郎―― 太郎に，手を出さないように言って。

太郎―― 手を出さないようにだって。そっちこそ。ぼくのカードを取って，床にばらまい
たのはいったいだれだよ。ぼくのものに手を出さなければ，こんなことにはなら
ないさ。

父―――（中立の立場をくずさず，聞いたことを自分の言葉で言い換える）次郎，君は太
郎が最初に手を出したと言うんだね。太郎，次郎が最初に断りもなく君のカード
を持って行ったと言うんだね。

次郎―― ああそうだよ。じゃあ，ぼくのCDを黙って持って行ったのはだれだ。

父――― 二人とも，断りもなく相手の物を持っていったと責めているわけだ。じゃあ，も
う一度聞くよ。この問題を解決するにはどうしたらいいんだろう。

太郎――次郎に，もう少し大人になるように言って。

次郎――太郎こそ。

父―――（当然の結果を課すために備えさせる）二人ともけんかを続けたいみたいだな。ち
ゃんと話し合って，仲直りできるようになるまで，それぞれ自分の部屋に入って
いたほうが良さそうだね。

太郎――ぼくはもうできるよ。

次郎――ぼくもだよ。

太郎――次郎に，ぼくのものを借りるなら，ちゃんと聞いてからにしてって言ってよ。

次郎――太郎だって，ぼくのものを使う前にぼくに聞いたことなんてないじゃないか。太郎
だって聞かなくちゃ。



74

対立を解消する

父―――じゃあ，二人とも，何かを借りるときは，聞いてからにしてほしいと言うんだね。

太郎――そうだよ。

次郎――そうさ。

父―――お父さんもいい考えだと思うな。二人ともそれでいいかな。

太郎と次郎――いいよ。

この事例でうまく仲裁できたのは，父親が公平に耳を傾け，子供たちに一緒に解決方法を
決めさせることができたからです。子供たちが問題の解決策を見つけようとしたのは，行動の
結果を課されるのを恐れたためかもしれません。この事例では結果を課す必要はありませんで
したが，口論が続くようであれば，結果を課すことで口論を中断させることができます。

子供が欲しているものがあなたの手中にある場合は，交渉は必要ありません。例えば，サ
ッカーの試合を見に行く途中，車の中で子供たちがけんかを始めたら，車を止めて，仲直りす
るか，家に帰るか，どちらかを選ばせてもよいでしょう。たいていは，親が出しゃばりすぎず
に解決させるのが最も効果的です。

親の教育を専門とする学者の中には，けんかをしている子供たちを家から外に出して，仲
直りするまで家に入れないという方法を提唱する人がいます。親に注目されないと，けんかを
する意欲が低下するというのです。確かにそういう場合もあるでしょうが，子供は大人に注目
されたいだけでけんかをするのではありません。子供たちだけで解決させようとすると，強い
子が弱い子を精神的や肉体的に虐待するという結果になりかねません。親はベニヤミン王の勧
告に従うべきです。「あなたがたは子供たちが……互いに戦うのも，争い合うのもほうっては
おかないであろう」（モーサヤ4：14）。

学習活動――けんかを仲裁する
伴侶
　はんりょ

やほかの親とともに，家庭の中で子供同士がけんかをするのはどんなときか，ここで
学んだ方法をどのように応用できるか，話し合ってもらいます。この方法を使うと，どのよ
うな問題が起こる可能性があるでしょうか。その問題にどう対処すればよいでしょうか。次
回までの間，機会を見つけてここで学んだ方法を実際に使ってみるように勧めます。次回の
セッションでその経験を発表してもらいます。

問題解決のパターン
心理学者スーザン・ハイトラーの研究を基にした5段階のパターンを使って，上手に対立を

解消している家族があります。8 この方法が最大の成果を上げるのは，家族がこのパターンを
理解し，このパターンに従うことに同意している場合です。

第1段階――各自の考え方を明らかにする

対立している当事者それぞれが，問題をどのように解決したいか，意見を述べ合います。
その間，だれかが割って入ったり，攻撃したり，嘲

ちょう

笑
しょう

したりすることのないようにします。
通常，解決方法が導き出されるのは第4段階ですが，この第1段階で解決方法が明らかになる場
合もあります。

例
父親は家庭の夕べを定期的に開きたいと考えています。母親は家庭の夕べを開いてないこ

とにさほど不満を感じていません。15歳の武司は月曜日の夕べに友達とサッカーをしたい
と言っており，10歳の万理絵は家庭の夕べをしたいと思っています。

第2段階――ほんとうの不満や不安，関心事を探る

第1段階で家族一人一人が述べた考え方をさらに深く掘り下げます。なぜそのような考え方
をするのか，その根底にある不満や不安，また関心事についてよく考えます。
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家庭の夕べを開くことによって家族が祝福されることを確信していると父親は言います。
また，長年にわたってこのプログラムの大切さを教えてきた教会の指導者に従っていないこ
とに不安を感じているとも言います。

母親は家族の夕べを開こうとする度に口論になってしまった家庭で育ったため，自分の子
供たちを同じような目には合わせたくないと思っています。預言者の勧告に従いたいとは思
いますが，家庭の夕べが原因で，祝福よりも対立を招いてしまうことを恐れています。

武司は友達と一緒に過ごす時間の方が大切だと思っています。家族で霊的な活動をするこ
とには気が進まないと言います。

万理絵は預言者が望んでいることを実行したいと言います。

この段階で，家族の不安や関心事の中で，全員に共通したものを探します。

家族全員がお互いに関心を寄せており，幸せで，一致した家族でありたいと考えているこ
とが分かりました。家族を強める活動に参加したいという気持ちは少なくともある程度全員
が持っていますが，どのような活動にするかについては一致していません。

第3段階――ブレーンストーミングを行い，考えつくかぎり様々な解決方法を提案する

一人一人が解決方法を提案します。その際，聞く側は批判したり，ばかにしたりしてはな
りません。解決方法を考える際は家族全員の不満や関心事にこたえるにはどうすればよいかを
考えて，各自が自分にできることを提案して，全体の計画を決定します。どんなに非現実的な
アイデアであっても，提案はすべて書き留めます。自由に意見を出し合うことで創造的なアイ
デアが生まれ，そこから実行可能な解決方法が見つかるのです。

この家族は以下のような解決方法を提案しました。

•  毎週月曜日，サッカーに出かける前に家庭の夕べを開く。

•  家庭の夕べを開かないことにする。

•  家庭の夕べを開くが，嫌な人は出なくてよい。

•  日曜日の夜に家庭の夕べを開く。

•  霊的なメッセージを省いて，家庭の活動の夕べを開く。

•  家庭の夕べを開くが，霊的な活動への参加は自由にする。

第4段階――解決方法を一つ選ぶ

ブレーンストーミングが終わったら，家族全員が出した提案を一つ一つ吟味して，全員の
関心事にこたえる解決策を練ります。普通，解決策には家族全員の希望に応えるために複数の
要素を含む必要があるので，「単に……唯一の解決法を見つけるのではなく，解決法の山を積
み上げること」9 を考えるとよいでしょう。

子供の気持ちと同様に親の気持ちも大切です。例えば，両親は家庭の夕べで福音の原則を
教えるべきだと考え，子供はゲームだけをしたいと考えているとしましょう。双方の気持ちに
配慮したうえで，親は子供にとって興味深く，分かりやすい方法で，家庭の夕べの中に福音の
レッスンを取り入れることができます。

計画を立てた後は，それを実行するために全員の協力が必要だということを理解して，決
意を守れるよう約束してもらいます。

家族全員で様々な提案を検討した後，武司が月曜の夜にサッカーの予定があるときは日曜
の夜に家庭の夕べを開くことにしました。両親はいつも月曜日に家庭の夕べを開きたかった
のですが，息子が参加できる方を優先しました。

武司は自分がレッスンをしなくてよければ，家庭の夕べで福音の話し合いに喜んで出席する
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と言っています。母親はこの取り決めに満足しています。特に子供たちが同意してくれたの
で安心です。父親は集会の計画と司会を担当します。父親と母親，そして時々万理絵がレッ
スンをします。

第5段階――解決方法を実行する

家族は解決方法を実行しながら，修正が必要な点はないか考えます。場合によっては，ほ
かの解決方法を探す必要があるでしょう。

学習活動――問題を解決する5段階のパターンを活用する
5分から10分を割いて，参加者に伴侶

　はんりょ

やほかの親とともに，5段階のパターンを使って解
決できそうな家族の問題について話し合ってもらいます。このパターンを家族に紹介する方
法について話し合います。子供たちの協力を得る方法も考えます。次回までに，家族でこの
パターンを試してみるよう勧め，次回のセッションで，結果報告をしてもらうことにします。

新しい聖約
ジェームズ・E・ファウスト管長は，イエス・キリストが地上で教え導いておられたとき，

新しい聖約を人々に示されたことを指摘しました。それは，新しく，より高度な聖約であり，
人々にさらに高い律法に従うことを求めるものでした。人は（両親も含まれます）もはや報復
の律法（出エジプト21：24参照）に従うことなく，善を行う望みに従ってするように求められ
ました。それは，頬

ほお

を打たれるならほかの頬をも向け（マタイ5：39参照），敵を愛し，悪意を
もって自分たちを利用し，迫害する者のために祈るという教えでした（マタイ5：44参照）。人
は，他人に対してどのような行動を執るかについて聖なる御

み

霊
たま

のささやきを求め，それに従う
ことが求められるようになったのです。10

家庭の愛

トーマス・S・モンソン管長は，ある感動的な物語を通して，家族の一致を妨げる対立を解
消することの大切さを強調しています。

「家族の中に父親と母親がいて，息子や娘もいるというのに，思いやりのない言葉を口に出
してしまったために，互いに疎遠になっている家族があります。何年も前に，こうした悲劇が
危うくある青年の身に起ころうとしました。プライバシーを守るために，その名前を仮にジャ
ックと呼びましょう。

ジャックと父親は，長い年月を通じて口論が絶えませんでした。17歳のある日，二人は特
に激しくなじり合いました。ジャックは父親に言いました。『もう我慢できない。家を出て行
ってやる。絶対に帰って来るもんか。』そう言うと部屋に戻り，荷物を詰め始めました。母親
は必死で引き止めますが，怒り狂った息子は耳を貸しません。戸口で涙に暮れる母親を残して，
ジャックは出て行きました。

庭を通って，門を出ようとしたときです。父親の声が聞こえました。『ジャック，おまえが
出て行くのは，父さんが悪かったせいだよ。ほんとうに済まなかった。いいかい，帰って来た
いと思ったら，いつでも帰って来ていいんだよ。そうしたら，もっといい父親になれるよう努
力するよ。いつでもおまえを愛しているということを忘れないでおくれ。』

ジャックは何も言わずにバス乗り場へ行き，遠くの町まで行く切符を買いました。バスの
座席に座って長い間窓の外を眺めていると，父親の言葉が思い出されてきました。父親がした
ことはよほどの愛がなければできないことだと気づきました。父親は謝ったのです。帰って来
るように哀願した父親の言葉は夏の空に響いていました。『おまえを愛しているよ』と。

そのときジャックは，今度は自分がそれにこたえる番だと気づいたのです。自分の中に平
安を取り戻す唯一の道は，父親が示してくれたと同じ分別と善意，愛を自分が父親に示すこと
だと知りました。ジャックはバスを降り，帰りの切符を買って，家に向かいました。
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家に着いたのは真夜中過ぎでした。家に入り明かりをつけると，揺りいすに座ったままの
父親が頭を抱えていました。父親は頭を上げてジャックを見るといすから立ち上がり，二人は
走り寄って抱き合いました。ジャックはよく，『家で過ごしたその後の何年かが，人生でいち
ばん幸せな時期でしたね』と言います。

一晩で大人になった少年の姿がここにあります。拒絶した家族や崩壊した家庭に起因する
大勢の『失われた人々』の一人に息子がなる前に，感情やプライドを抑えて救い出した父親の
姿がここにあります。愛が家族を結びつけ，心の傷を癒

いや

す乳香となりました。愛はだれもが感
じているのに，それを表そうとする人はあまりにも少ないのです。……

……わたしたちの責任，つまり神聖な義務とさえ言えるものとは，教会から離れてしまっ
た人や家族の輪の中からさまよい出た人に助けの手を差し伸べることです。」11

救い主が示された新しい聖約に従い，愛と親しみを込めた方法でそれぞれの意見の相違を
解決するとき，家族はその交わりの中でいっそう大きな愛と平安と一致を得ることでしょう。
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セッションの目的
このセッションでは，親が以下を達成できるように助けます。

• 子供が責任ある行動を執れるように教える方法を理解する。

• 子供に期待していることを伝える方法を知る。

• 段階を踏んで子供を教える，という概念を理解する。

• 子供が責任ある行動を執れるよう選択肢を与える方法を知る。

適切な方法で教えることの重要性
親には，子供たちが神の戒めおよび家庭と社会の規則に従うことを教える神聖な義務があ

ります。1 主は親に対して，子供によく祈り，従順，勤勉であること，またキリストを信じる
信仰を持ち，罪を悔い改め，バプテスマを受けて聖霊の賜物

たまもの 

を受けることを教えるようにと命
じておられます（教義と聖約68：25－32参照）。主は，子供を正しく指導していなかった初期
の教会指導者を叱責されました（教義と聖約93：42－44，47－48参照）。親は「子供たちを光
と真理の中で育て」なければなりません（教義と聖約93：40）。なぜなら，「光と真理はあの悪

あ

しき者を捨てる」からです（教義と聖約93：37）。

適切な方法で子供を教えられていない親もいます。親は自分が育てられたのと同じ方法で
子供を育てようとする傾向があります。放任しすぎる親もいれば，規制しすぎる親もいます。
ほかのことに気を取られて，子供に教える責任を顧みない親も多くいます。偏った見方を持っ
ているために，子供は生まれつき善であるととらえて，しつけは必要ないと考える親もいれば，
生まれつき悪であるととらえて懲罰が必要だと考える親もいます。子供を望んでいなかったた
め，子供が生まれても教えようとしない親もいます。そのような親は，子供に精神的な虐待を
与えたり，育児放棄をしたりする場合が多く見られます。

主は両親が教える責任を真剣に受け止めるように望んでおられます。大管長会と十二使徒
定員会はこのように宣言しています。「夫と妻，すなわち父親と母親は，これらの責務の遂行
について，将来神の御

み

前
まえ

で報告することになります。」2

学習活動――正しくない養育方法に気づき，それをやめる
参加者に，子供にどのように接しているかを書き出してもらい，その接し方が子供に適切

な行動を教えるうえでどのような影響を及ぼすかを考えてもらいます。教訓と模範によって
子供に適切な行動を教えていますか。親自身，声高に非難する，うそをつく，家族を虐待す
る，粗野な言動をする，すべて自分の言うとおりにさせようとする，自分勝手，不正直など，
不適切な行動を執っていませんか。もし何らかの悪い見本を示しているなら，その行為に対
してどのような代償を支払うことになるのか，将来，子供の行動にどのような影響を与える

セ ッ シ ョ ン 8

責任ある行動を教える



「子供のためにあまりに多くのことをしすぎる親は，
やがてどうにも手に負えない子供にしてしまったことに

気づくでしょう。」
ニール・A・マックスウェル長老
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かを考えてもらいます。不適切な行動を直ちにやめると決心するように提案します。改めら
れる事柄を一つか二つ書き出し，全力を尽くして実行するように勧めます。

子供たちを教える
子供がまだ幼いときから教え始めるべきです。子供は生まれながらにして学びたいという

気持ちを持っています。誕生後，親子が交わりを繰り返し，「互いの独特のやり方」に合わせ
ることを学ぶことにより，親子のきずなが「何週間，何か月もの歳月をかけて強められていき
ます。」3 親子の関係は理想的な学習環境を作り出します。子供は話せるようになる以前から，
親の言動を吸収し始めます。話せるようになると，周囲の情報を得るために様々な質問をしま
す。親は子供が自然に持つ好奇心を利用して，子供がよい人生を送るために必要な事柄を言葉
と模範によって教えます。

人生の中で最も大切な時期は恐らく，将来についてまったく心配することなく過ごせる幼
年期と思春期でしょう。これらの形成期に子供は生涯を通じて自分の行動の指針となる価値観，
態度，習慣を身に付けます。親はこのすばらしい時期に，反抗心ではなく協調性をはぐくむよ
うな方法で，正しい価値と責任ある行動を教えます。

子供を教えるに当たって以下の原則が役立ちます。

模範によって教える

親にとって大きなチャレンジとなり，よい機会となる教え方の一つは，子供が親の勧めに
従いたくなるような方法で教えることです。デビッド・O・マッケイ大管長は模範が「教える
ための最も優れた，最も効果的な方法」であると説明しています。4

十二使徒定員会のデルバート・L・ステイプレー長老は模範によって教えることを高く評価
して次のように述べました。「ある賢者は，新しい教師の指針として，偉大な教師と言われる
人々に見いだされる大切な点を3つ挙げるように求められたとき，次のように答えています。

『第1に，模範によって教えること。第2に，模範によって教えること。第3に，模範によって教
えること。』」5 トーマス・S・モンソン管長は，イエスは「人を赦

ゆる

すことによって赦しについて
教え，人々を思いやることによって思いやりについて教え，御自身を与えることによって献身
について教えられました。イエスの教えは，すべて模範によるのです」と説明しました。6

管理ビショップであるH・デビッド・バートンビショップは，両親は義にかなった模範を示
すときに，子供を導くことができると語りました。「わたしたちはそれぞれ秩序をもって生活
しなければなりません。偽善が益をもたらしたことは過去になく，これからもありません。わ
たしたちは義をもって家族を導き，わたしたちの模範に従うよう励ますことが求められてい
ます。家庭の夕べを開き，聖文を学び，神権の祝福を与え，個人や家族の祈りを行ってくだ
さい。」7

十二使徒定員会のロバート・D・ヘイルズ長老は「数々の模範は懐かしい思い出となって，
現在の生活の指針になっています」と述べています。8 子供たちはあなたのどんな言動よりも
模範を忘れないでしょう。

学習活動――模範によって教える
子供たちにどう変わってほしいのか，親が望む具体的な行動の変化について，伴侶

　はんりょ

または
ほかの親とともに数分間話し合ってもらいます。子供たちに正しい模範を示し，影響を与え
るために，親自身の行動で変えるべき点を探し，実行しようと思う事柄を書き出してもらい
ます。

子供に責任を持たせる

多くの親は子供を甘やかしすぎており，かつて自分が責任を果たすことで能力を身に付け
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てきたという経験を忘れ，子供をかばい，必要な責任から逃れさせているのです。子供にほと
んど何も求めることなく，親が物を与えたり，何かをしてやったりするとき，子供は自立し責
任感を持とうという動機づけを失います。そのような子供は怠惰で，利己的で，わがままにな
る傾向があります。十二使徒定員会のニール・A・マックスウェル長老はこのように教えまし
た。「子供のためにあまりに多くのことをしすぎる親は，やがてどうにも手に負えない子供に
してしまったことに気づくでしょう。」9

七十人のジョー・J・クリステンセン長老は，甘やかしすぎる親は子供を弱め，価値ある教
訓を子供から奪うと説明しています。

「現代の多くの子供はわたしたち親が甘やかしすぎているために，ゆがめられた価値観の下
で成長しています。財政的に恵まれていようと，あるいはほとんどの人がそうであるようにそ
れほど豊かでなかろうと，わたしたち親は子供が望むものをすべて与えようとして，楽しみに
して待つ祝福，自分が持っていない何かを切望することから得る祝福を奪っていることが往々
にしてあります。わたしたちが子供に教えることのできる最も大切なことの一つは，拒否する
ことです。一般的に，即席の満足を与えていると子供は弱い人間に育ってしまいます。一生懸
命努力したことがないまま，まことの偉大さを身に付けた人が一体何人いるでしょうか。……

……子供の人格を形成するうえでは彼らの生涯のどこかの時点で，『地球は今もなお太陽の
周りを回っている』のであって，彼らを中心にしているわけではないと学ぶことが重要です。
そのためには，『どうしたら，自分たちがいることによって，世界をより良い所にできるだろ
う』と自問するように子供を訓練する必要があります。」10

クリステンセン長老は，子供は働くことを学ばなければならず，そうでないと，準備ので
きていないまま家庭を離れて外の世界に出て行くことになると警告しています。「家族の活動
においてさえも，働くことと遊ぶことの融合を考える必要があります。わたしが成長期にあっ
たころの忘れられない経験の幾つかは，屋根板の交換や塀の作り方，庭仕事を学ぶといった家
庭での活動に関連したものです。多くの子供たちにとってそれは労働というよりはむしろ少し
の作業を含んだ遊びと言えるでしょう。」11

幼いころから子供を親の傍らで働かせ，手伝いたいという気持ちが自然に芽生えるように
してください。子供の能力に応じて家の仕事を手伝わせます。

ブリガム・ヤング大学のキャスリーン・スロー・バーは，一緒に働くことによって家族は
強められ，固いきずなで結ばれると述べています。

「正しい心構えをもって一緒に働く家族には，日常の経験を通して互いをいたわる気持ちと
責任感がはぐくまれていきます。食事を作る，洗濯をするなど何の変哲もない仕事が，わたし
たちの仕える人々，一緒に奉仕する人々との結びつきを強めるのです。……

……家の手伝いを果たすことで，家族の輪に加わることを全員に意識させます。ごく普
通の雑事が家族に対する愛と，自分が家族の一員であることを表す毎日の儀式となるので
す。」12

親は子供に，人に仕えることも教えるべきです。七十人のデレク・A・カスバート長老はこ
う教えています。「賢明な親は，子供が小さいときから家庭で奉仕する機会を与えます。」13 で
きれば，親子が一緒に働き，奉仕することで，その仕事を楽しいものにしてください。

子供が多くの責任を果たすようになったら，十分な成果をあげられなかったときにも，そ
の努力に対していたわりの言葉をかけます。そのような場合にも，再度挑戦するよう励まし続
ける必要があります。トーマス・S・モンソン管長は次のように教えています。「わたしたちの
責任は平凡な人間から秀でた人間になることであり，失敗を土台にして成功に到達し，最上の
自分になることです。神の最大の賜物の一つは，もう一度やってみることの喜びです。失敗を
したらそれでもう終わりということではないのです。」14
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学習活動――責任ある行動を執ることを子供に教える
参加者に，子供たちが勤勉さを身に付けるのに十分な労働の機会を与えているかについて，
伴侶
　はんりょ

またはほかの親とともに話し合ってもらいます。子供たちは人々に奉仕する機会を与え
られていますか。子供たちは，与えられた責任に最善を尽くそうという思いを抱いています
か。さらに大きな責任を果たせるように計画を立てる必要があるかどうか話し合います。責
任を教えるための計画を書き出し，それを実行するように勧めます。

期待を明確にする

子供は親の期待をきちんと理解していると思い込んでいる親がいます。はっきりと伝えて
いないにもかかわらず，期待どおりにならないとがっかりするのです。

子供に用事を頼んだり，行いを改めるように伝えたくても，断られたり，拒否されたり，
子供の気分を害したりするのではないかと恐れて，それができずにいる親がいます。期待して
いることをはっきり言わないと，不満と怒りが蓄積されて，親子の間に壁ができてしまいます。
期待していることをはっきり伝えることで，ためらいや落胆を取り除き，親子の関係を強める
ことができます。

親の期待を子供に伝える際に注意すべき以下の原則について話し合います。

• 子供に何を期待するかを心の中で明確にする。必ず，期待する事柄が妥当なものであ
るようにします。前もって伴侶

はんりょ

と二人だけで話し合いを持ち，子供に期待する事柄，
それを子供に理解してもらう方法，子供が期待に沿わない行動を執るときの結果の課
し方について意見を一致させておきます。子供が期待に沿わないときや，悩んでいる
場合は，できるだけ夫婦そろって子供と話すようにします。

• 良いタイミングを見計らって期待を伝える。子供がストレスを感じていたり，怒って
いたり，ほかのことに忙しいときではなく，情緒的，身体的に安定し，期待を受け入
れる用意ができているときを見計らって，親の期待を伝えます。多くの場合，家族会
議や家庭の夕べは理想的な場となります。

• 前向きな態度で，具体的に話す。否定的な言葉や，具体的でない言い方（「部屋が散ら
かってるわね。片付けてちょうだい。」など）は避け，前向きに，具体的に話します。

「優輝，お皿を片付けたら，食器洗い機に入れる前に，1枚1枚水ですすいでね。そうす
ればお皿はもっときれいになるし，食器洗い機も長持ちするから。」

• 実際にやってみせる。子供の仕事を親がすべて取ってしまわないように注意しながら，
親が期待していることをやってみせます。上記の例の場合，子供が皿を水ですすぎ，
食器洗い機に入れ，カウンターをふけるように助けてあげるとよいでしょう。

• たくさん褒める。子供が責任を果たしたら，「よくできたね。ちゃんと言ったとおりに
できたね。」などと言葉をかけます。子供のしたことが親やほかの人々にとってどのよ
うに役立ったかを伝えてください。「お皿がきれいに洗ってあると気持ちがいいわ。家
がきちんと整理されていると心が安らぐわね。」

学習活動――期待していることを子供に伝える
前の学習活動では，責任を受け入れることを子供に学ばせるため，親としてどのように助

けられるかを考え，計画を立てました。ここでは，このセッションで習ったことを用いて，
子供に親の期待を伝える方法を伴侶

　はんりょ

またはほかの親とともに練習してもらいます。一人が子
供の役割を演じ，もう一人が耳を傾ける親を演じます。5分間練習したら，役を入れ替わっ
てさらに5分間練習します。期待を伝えてみてどうだったか，期待を伝えられてどのように
感じたか，互いにフィードバックを行います。両親がどちらも自信を持って子供への期待を
伝えられるようになるまで，必要であればさらに練習する機会を設けることを提案します。
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次回までの間，学んだことを子供に実行し，次回のセッションで経験したことを発表しても
らいます。

段階を踏んで責任ある行動を教える

主はわたしたちの霊的成長を導かれる際，まず乳である基本的な教義をお与えになり，そ
れによって備えをした後で，肉であるさらに大いなる光と知識をお授けになりました（教義と
聖約19：22参照）。同じように，子供たちに対しても，まず簡単な事柄が行えるように教え，
それを踏み石として，大人としてふさわしい振る舞いができるように備えさせていく必要があ
ります。他人を尊重する，礼儀正しくする，部屋を掃除する，庭仕事をするといった事柄を学
ばせるには，段階を踏んで徐々に進めていく必要があるでしょう。

子供の年齢と能力に応じて，やってほしい事柄を簡単で達成しやすい課題や作業に分けて
与えることができます。例えば，部屋全体を掃除する方法を教える前におもちゃを片付けるこ
とを教えます。親は忍耐と創意工夫によって，協力すること，手伝うこと，責任を果たすこと
を教えながら，成長段階で起こり得る多くの問題を防ぐことができます。

留美
4歳の活発な女の子留美は母と一緒に買い物に出かけました。留美はいつものように，棚

から商品を取り出して触り，母親からたしなめられるとかんしゃくを起こしました。留美に
責任ある行動を学んでほしいと思っている母親は，しかったり，脅したりしましたが，留美
はやめようとしませんでした。

母親は経験豊富な友達に相談した後，幾つかの段階に分けて教えるという新しい方法を試
してみました。最初の段階は愛と思いやりを込めて，問題について話し合うことでした。
「留美，買い物に連れて行きたいけど，あなたが棚から品物を取るとお母さんは悲しくなる
の。お母さんが棚に戻すと，今度はあなたが大きな声で叫び始めるでしょう。」次に，母親
は期待していることを明確に話しました。「でも，手伝ってくれるなら，買い物について来
てもいいわ。物を取ったり，騒いだりしたら，お家に帰らなければならないの。そして次か
らは一緒に行けなくなるのよ。お母さんが取ってと言ったものしか，取ってはいけないのよ。
じゃあ，あなたがちゃんと分かったかどうか確かめたいから，お母さんが今話したことを言
ってみてちょうだい。」留美が正しく答えると，母親は言いました。「品物を取ったり，大騒
ぎをしたら，どうなるんだったかな。」期待されていることを理解し，従わないときの結果
を理解していることが分かったので，母親は留美を買い物に連れて行くことにしました。

次の段階で，母親は留美を短時間の買い物に連れて行きました。留美が手伝いたいと思っ
ているのに気づいた母親は，その気持ちを良い方向へ導きたいと思い，留美に品物を選ばせ，
持って来てもらうことにしました。上手にできたときには，よく褒めてやりました。そのよ
うな短時間の買い物に何回か連れて行き，行儀良くできたので，もっと長い時間の買い物に
も連れて行くようにしました。2種類のシリアルのうちの一つを選ばせたり，いちばんおい
しそうなリンゴを選ばせたり，母親が品物をカートに入れる間，財布を持たせたりするなど，
役に立つ仕事を見つけ，任せることにしました。よく手伝いができたときは留美を積極的に
褒めました。

あるとき，留美がかんしゃくを起こしたので，母親はすぐに留美を家に連れて帰りました。
母親は怒ることも，いらいらすることもなく，ただこう言いました。「今日はお店でしては
いけないことをしてしまって残念だわ。今度お買い物に行くとき，あなたは家でベビーシッ
ターとお留守番ね。お買い物へ行くときに約束を必ず守れるなら，もう一度チャンスをあげ
るわ。」留美はそれから数週間，人前で行儀良くすることができました。

学習活動――段階を追って教える
これまでの学習活動の中から子供にとって行動を変えることが難しそうな事柄のうち一つ

を選びます。幾つかの段階に分けてその行動を達成させることができないか，またどのよう
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に分けたらよいかを，伴侶
　はんりょ

またはほかの親とともに話し合います。段階に分けたら，各段階
で子供に何を期待するかを決め，その期待を子供に伝える最良の方法を考えます。他の参加
者からのフィードバックや提案を受けたい場合は，自分の決めた内容を発表するように勧め
ます。

選択肢を与える

大人と同じように，子供も命令されるのを嫌がります。「今すぐ部屋を片付けなさい」と命
令すると，子供は反抗し，「後でやる」などという返事が返ってくるだけです。「午後，遊びに
行く前に脱いだ服をしまっておいてね。今，バスが来る前に片付ける？　それとも学校から帰
ってすぐにやる？」というように，二つの選択肢を与え，そのどちらかを選べるのであれば，
もっと簡単に言うことを聞きます。選択肢は限られていますが，子供は自分で選ぶことができ
るので，責任を持つようになります。

子供に選ばせるときは，どちらも親にとって受け入れられる選択肢を与えるべきです。例
えば，10代の子供に，「今，芝生を刈らなければ，明日の晩，車を使わせないよ」と言ったら，
子供は明日車を使わないことにして，今友達と出かける方を選ぶかもしれません。子供は自分
のしたいことをして，芝はそのままになってしまいます。つまり，親にとって受け入れられな
い結果となります。それよりも，このように言うとよいでしょう。「今日

きょう

，芝生を刈ってくれ
る？　もしそれが嫌なら，わたしが芝を刈るから，車庫の掃除をしておいて。」この場合，い
ずれの仕事も親にとって受け入れられるものであり，子供も選択することができます。

「今，芝生を刈らなければ，1か月間外出禁止だよ」というように，選択に罰を入れるべき
ではありません。「わたしの言うとおりにしなさい。さもなければ罰を与えるよ」という言い
方では，選択の余地はなく，不満を抱かせることになります。

以下は，様々な状況において考えられる選択肢の例です。

• 11歳の子供が夜更かしをするようになり，朝，起きられず，バスの時間に間に合いま
せん。そのため母親に学校まで車で送ってほしいと言っています。この場合，次のよ
うな選択肢が考えられます。「バスの時間に間に合うように起きなさい。できなければ
歩いて行きなさい。」（ただし，この選択肢は，学校まで歩いて行ける距離にあり，安
全な場合だけ使えます。）

• 8歳の子供はなかなか皿洗いに取りかかることができません。この場合，次のような選
択肢が考えられます。「今すぐにしてもいいし，今晩みんながテレビを見ている間にし
てもいいわよ。」

• 十代の子供が大音量で音楽を聴いています。この場合，次のような選択肢が考えられ
ます。「CDを聴きたければ自分の部屋でドアを閉めて聴くか，ヘッドフォンを使いな
さい。音がうるさすぎて話ができないから。」

責任ある行動をするように新たに求められても，子供は必ずしも積極的に取り入れようと
するわけではありません。最初は次のような言葉が返ってくるでしょう。「そんなの不公平だ
よ」「どうしてぼくがそれをしなければならないの」「ほかの子はそんなことやらされていない
よ」「わたしの気持ちなんて考えてないでしょう。だから，こんなことさせるんだわ。」親はこ
のような言葉に操られてはなりません。選択する事柄については一貫性がなければなりません。
以下の例を見てみましょう。

雅人
雅人は毎晩コンピューターの前に座ります。最近，自分に割り当てられた家の手伝いより

もコンピューターを優先するようになっています。数か月前の家族会議で，最初に手伝いを
済ませなければならないことに全員が合意したばかりでした。ところが，雅人はまたもや規
則を無視するようになりました。そこで，父親は彼に選択肢を与えました。
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父――― 雅人，手伝いが終わっていたら，今晩，コンピューターを使うことを許そう。あ
るいは，手伝いを明日したいなら，コンピューターも明日，手伝いが終わってか
ら使えるよ。

雅人―― コンピューターが終わったらするよ。今，時間がないんだ。

父――― そうかもしれないが，コンピューターを使っていいのは，手伝いが終わった後だ
よ。

雅人―― 今すぐオンラインにつながないといけないんだ。友達がぼくからの連絡を待って
いるんだから。

父――― それはそうだろうが，だからこそ，学校から帰ってすぐに手伝いをするのを忘れ
ないようにしないと。お前がいらいらしたり，怒ったりするのを見るのはお父さ
んもいやだからな。でも，自分の仕事はきちんと果たさなければいけないよ。憶
えているだろう。この規則は家族会議で話し合って，お前も従うと言ったはずだ
ね。手伝いを終えたら，コンピューターを使っても一向に構わないよ。

雅人―― そんなのずるいよ。手伝いは後でやるって言ったでしょう。今は，ほかにやらな
きゃいけないことがあるんだよ。

父――― そうだろうね。でも，コンピューターを使えるのは，仕事が終わってからだよ。

選択肢について何度も繰り返し話す必要があるかもしれませんが，そのときに怒ってはな
りません。親が本気だと分かれば，子供は同じことを言われるのにすぐに飽きて，親の言うこ
とに聞き従うでしょう。

選択肢を与える場合，親は自分の立場を守るためにやり返したり，口論したりしてはなり
ません。子供が反論し始めたら，「そうかもしれないね」などの短い言葉で子供の意見を認め
たうえで，もう一度選択肢を告げます。あらかじめルールについて話し合い，合意を取り付け
ていれば，すべてをスムーズに進めることができます。

選択肢を与えても子供が従わない場合は，あらかじめ決めておいた結果を課します（セッ
ション9参照）。この方法を適切に行うならば，子供も納得し，責任ある行動を学ぶことができ
ます。子供の誤った行いと不釣り合いの結果や，関連性のない結果を課したりすると，不公平
で，独断的で行き過ぎだと感じ，子供に怒りや反抗心を抱かせてしまいます。

学習活動――選択肢を与える
参加者に，子供に改めさせたい問題行動を選んでもらいます。次に，その問題を子供が解

決できるよう，親はどのような選択肢を与えられるかを検討し，書き出してもらいます。次
回までの間に，その選択肢を子供に与えて実際に試してみるように勧めます。

親子で活動する

子供に責任ある行動を教えるには，親子で活動するのが効果的です。親の傍らで働き，遊
ぶ子供は，親の教えと模範を自分の生活に取り入れるものです。親は，家族全員にとって意義
深く楽しい活動を計画します。親子が良い関係が築いていくなら，働くことさえも楽しく，満
足が得られる機会となるでしょう。

責任ある行動を教えることの価値
大管長会のジェームズ・E・ファウスト管長は，子供に責任ある行動を教えることの大切さ

を強調してこう語っています。「親が子供をしつけず，従順を教えなければ，親にとっても子
にとっても満足できないような形に社会が子供を変えていってしまうでしょう。……家庭に規
律と従順がなければ，家族の一致は崩れ去ってしまうでしょう。」15 神の戒めと家庭や社会の規
則を守るよう親が愛を込めて子供に教えるならば，家族はより平安と幸福に包まれることでし
ょう。
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子供が悪い行動をしたときに
その結果を刈り取らせない親は，

従順の価値を学ぶ機会を奪っているという点で，
子供にひどい仕打ちをしていることになります。
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セッションの目的
このセッションでは，親が以下を達成できるように助けます。

• 行動に結果を課すことの重要性を理解する。

• 「当然の結果」と「論理的な結果」の違いを知り，正しい行動に導くときに，それら
をいつ，どのように使い分けるのが効果的かを理解する。

• 「論理的な結果」を課す方法を知る。

• 結果の一つとして，タイムアウト（小休止）の使い方を理解する。

結果を課すことの重要性
子供は日々選択し，その選択の結果を身に受けることによって学習します。神の戒めを守

り，熱心に働き，社会の規則に従う子供は実りある生活を送り，人生で成功を収める可能性が
高くなります。怠惰で反抗的な子供は，人生で成功を収める準備ができないまま成人してしま
うことになります。いずれにしてもわたしたちは皆，自分の行動がもたらす結果を身に受けます。
義にかなった人は永遠の命を受けるのに対して，悔い改めない人は追い出されます（マタイ25：
46参照）。親は，結果を課すことにより，子供に責任ある行動を学ばせることができます。

H・デビッド・バートン管理ビショップはこのように述べています。「さらに多くのものを
得るのに成功した親は，欲しがるものは何でも与えてきた子供の要求を拒めないことがしばし
ばあります。そのため子供は，懸命に働くことや，目標を達成して満足を味わうには長きにわ
たる努力が求められること，正直，思いやりなどの大切な価値あることを学ばないという危険
に陥るのです。」1

スタンフォード青年期研究センター（Stanford Center on Adolescence）のディレクター，
ウィリアム・ダモンは，多くの親の行動が，子供に自己中心的な考えを植え付け，無責任な行
いを助長していると指摘しています。2 このような親は子供の自尊心を高めようと褒めそやす
だけで，実際は何の行動も求めません。3 この実のない称賛は，怠惰で，無作法で，要求ばか
りする子供を作り出しています。放任主義の親は子供にほとんど何も求めず，反抗的な言動や，
義務を果たさないことに対しても，ほとんど，あるいはまったく，それに対する結果を課して
いません。

ジョセフ・F・スミス大管長は，子供に過ちの責任を取らせることの重要性について次のよ
うに教えています。「子供に対する愛情に関してわたしたちが無分別に甘やかしたり，思慮が
なかったり，浅薄であったりするために，子供がわがままな生活をしていたり，間違ったこと
をしたり，また義に関することよりもこの世に関することを愛するという愚かな道を歩んでい
たりしても，子供の感情を害することを恐れてそれを止めようとしないまま放置することのな
いように願っています。」4

セ ッ シ ョ ン 8

結果を課す
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拓也
10代の少年拓也は利発でしたが，非常に反抗的でした。父親は裕福なビジネスマンで，

日曜日には教会の集会を管理していましたが，拓也はその間も無謀な飲酒運転を度々繰り返
していました。拓也は飲酒運転で車を2台壊し，父親はその度に新しい車を買い与えていま
した。

拓也の父は息子が欲しがっているものを与えることは息子のためになると信じていまし
た。拓也は自分の行動の限界を試しているかのようでした。目的が見出せないまま，拓也は
戒めを破り，社会の規則を平然と無視し続けました。数年後，拓也は重罪を犯して刑務所に
入れられました。刑期を終えてしばらくして，彼は自殺しました。自殺の原因ははっきりし
ませんでしたが，拓也を知る人々は皆，彼がずっと子供扱いされ，過ちの結果を課されずに
守られてきたことを知っていました。

難しい時代に子供を育てるというチャレンジ

甘やかし，放任することで子供の行動に影響を与えようとしている両親がいます。拓也の
父親はそのような人でした。彼は拓也の望むものは何でも与えてやることこそ愛情を示す最善
の方法だと考えていました。求めに応じなければ，息子は怒るか，愛されていないと思うので
はないかと心配していたのです。しかし，拓也は父親から与えられれば与えられるほど，もっ
と多くを欲しがり，与えられたものに対する感謝の心をますます失っていきました。

拓也に必要だったのは，両親からほかの方法で思いやりを示されることでした。分別のあ
る大人に成長するには，限度や限界，責任を学ぶ必要があったのです。両親は適切でない要求
を拒み，悪い決断をした場合にはそれに応じた結果を課す必要がありました。

多くの親は息子や娘に関して様々な難しい問題を突きつけられます。多くの子供たちが選
んでいる道について教会の指導者や専門家たちも非常に心配しています。3ニーファイ第17章
に描写されている，幼子を祝福しておられる救い主について，十二使徒定員会のジェフリー・
R・ホランド長老は次のように述べています。

「このような感動的な瞬間に救い主が抱かれた思いを正確に理解することはできません。し
かし，あどけない子供たちの周りで常に荒れ狂っている破壊的な力について，救い主は確かに

『心が騒いで』『心の中で苦悩』されました。子供たちのために祈り，子供たちを祝福すること
がぜひとも必要であると感じられたのは確かです。

……誘惑と罪の大波が子供たちを襲……うように思えることがあります。現在猛威を振る
っている力の少なくとも一部は，個人の力では抑制できないように思えることがしばしばあり
ます。」5

多くの子供たちが，麻薬やアルコール飲料，ポルノグラフィー，性的な誘惑という波に絶
えずさらされています。これらは実に大きな誘惑です。親の導きを受けず，霊的な価値を教え
られず，誤った行動に対する結果を課されない子供たちは，その誘惑に負けてしまうのです。

自分の責任を理解している親は，愛と関心をもって指導し，規則を与え，しつけを行いま
す。そのような親が導く家庭のルールには意味があり，不適切な行動をすれば，それ相応の結
果が課されることになっています。このような環境で育つ子供は失敗から学び，行動の結果を
すぐには受け入れ難いことがあるにせよ，公平な結果を課せられていることを理解しています。

結果を課す
行動に対する結果を適切に子供に課す方法を知るため，以下の原則を両親に学んでもらい

ます。

子供の良い行動に気づき，褒める

子供には，親が自分に注意を向けるような行動を繰り返す傾向があります。末日聖徒で，
親の教育を専門とするグレン・レイサムは，次のように報告しています。「ほとんどの親は子
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供の適切で良い行動の95から97パーセントを無視しています。しかし子供が行儀良くしていな
いときは， 5倍から6倍注意を向けているのです。」6 親が子供の良くない行動だけに反応してい
ると，子供は悪いことばかりをするようになるでしょう。

親が子供の行動に関心を示し，ほほえむ，感謝を表す，背中を優しくたたくなど，肯定的
な信号を送っていると，子供はもっと良いことをしたいという気持ちになります。褒めるとき
は心から褒め，子供のしたことや，そのおかげで両親やほかの人々がどれだけ助けられたかを
具体的に伝えます。例えば，「いつも台所の片付けを手伝ってくれてありがとう。一緒に片付
けると楽しいし，あっという間に終わるわね」などと言います。（「あなたはほんとうに良い子
ね」というような）子供自身に対する褒め言葉は，誠意が感じられず，操られていると受け取
られる場合があります。

適切な「当然の結果」を子供に経験させる

「当然の結果は，行動に続いて自動的に起こります。例えば，試験勉強をしなければ，普通
は成績が下がります。スピード違反の切符を切られれば罰金を納めなければなりません。いく
ら抵抗しても結果は起こってしまうため，「当然の結果」からすぐに学ぶことになります。ス
ピード違反の罰金を子供に代わって払うなどして，「当然の結果」から子供を守ろうとする親
は，貴重な教訓を学ぶ機会を子供から奪うことになります。

ただし，「当然の結果」を理解できる年齢に達していない子供は危険な目に遭う場合もある
ので注意します。例えば，よちよち歩きの幼児は，熱いストーブに触れたり，川のそばを一人
で歩いたり，交通量の多い通りで遊んだりすることのないように守ってやる必要があります。

しかし，幼い子供にも小さな「当然の結果」を経験させることはできます。おもちゃを歩
道にたたきつければ壊れてしまうし，マジックインクにふたをしないでおけば使えなくなって
しまうというようなことです。子供にルールを教え，そのルールを破るときに「当然の結果」
が起こることを理解させておけば，そのような結果から良く学ぶことができるでしょう。

論理的な結果を課す

「論理的な結果」とは，子供の行動に対して納得できるような罰をあらかじめ決めておき，
子供がその行動を取ったときにはその結果を課すというものです。例えば夕食中に騒ぐ子供は，
静かに食べられるようになるまで食卓から離れさせるといったことです。「論理的な結果」が
最大の効果を上げるのは，以下のような場合です。

• 子供にとって納得できるものである。

• 子供を尊重している。

• 子供に代償を払わせるものである。

親は毅
き

然
ぜん

と，しかし優しく子供に結果を課します。怒りながら結果を課すと，子供にも怒
りを抱かせてしまいます。例えば次のようにするのです。（1）子供が度々夕食の時間に遅れま
す。両親はその子の食事を下げて，「明日の朝まで食事は抜きですよ」と言いました。（2）万
引きして捕まった10代の子供が家に電話をかけてきて，すぐに迎えに来てほしいと言います。
しかし両親は迎えに行かず，一晩拘留させることにしました。

いずれの結果も，子供にとって納得できるものであり（自分の悪い行いと関連している），
子供に代償を払わせています（遅れたために夕飯が食べられない，罪を犯したために拘留され
る）。いずれの場合も，子供はその結果を望んでいるわけではありませんが，親が意地悪な思
いや，裁きを下すといった態度ではなく，愛に満ちた毅然とした態度で結果を課すならば，子
供はそれを尊重します。結果というのは，良くない行いをしたときに自分の身に起こる事柄の
ことです。

子供が自分の務めを果たさないときにはテレビを見させないなど，あまり関連なさそうに
見える結果を課すこともできます。その場合は，労働と褒美を関連づけます。責任を果たすこ
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とで，テレビを見るという褒美が得られるのです。責任を果たさない子供は褒美をもらうこと
ができません。

結果を課すときに大切なのは，親は子供の行動をコントロールするのではなく，親自身の
言動をコントロールすべきだということです。親はしようとしていることを子供に言うべきで
あり，子供がどうするかについては（親は子供の行動をコントロールできないので）言うべき
ではありません。例えば，反抗的な10代の子供にはこのように言います。「家の車を使えるの
は，自分の責任を果たす人に与えられる特権だ。自分の仕事をやらないなら，車を使うことは
できないよ。」

どのような場合にも，愛と親切にあふれた雰囲気の中で結果を課します。教義と聖約121：
41－42で言われていることをよく考えてください。「いかなる力も影響力も，……維持するこ
とはできない，あるいは維持すべきではない。ただ，説得により，寛容により，温厚と柔和に
より，また偽りのない愛により，優しさと純粋な知識による。これらは，偽善もなく，偽りも
なしに，心を大いに広げるものである。」

春夫
春夫は楽しいことが大好きな男の子ですが，頑固で，衝動的なところがありました。両親

は春夫が幼いころから，この子は成長していくにつれて，自分たちを困らせるようになるだ
ろうと思っていました。両親は愛を込めて福音を教え，家族を大切にすることや，社会のル
ールを守ることを教えました。しかし，春夫は教えられたことをなかなか守ることができま
せんでした。9歳のときに，家から数キロ離れた町の店で，数本のペンとトランプを盗みま
した。母親に見つかって，説明するようにと言われた春夫は，自分が盗んだことを認めまし
た。

父親は，盗んだ物を返すために春夫を連れて店へ行きました。父親は春夫に，自分のした
ことを店主に話し，品物を返して謝り，どのようなことを求められても受け入れるようにと
言いました。罪の意識を覚え，悔いている様子で春夫は言われたようにしました。店主は熱
心に耳を傾けてくれ，春夫が自分の罪を認め，品物を返したことに感謝してくれました。店
主は春夫に大切なことを学んでほしいと言いましたが，それ以上のことは求めませんでした。
その後の2週間，両親は町へ行くときには春夫に家で留守番をさせ，自分のしたことをよく
考えるように言いました。そして，春夫が規則を守れることを証明できるように，また町へ
連れて行くと約束しました。

春夫はその後も，きょうだいとけんかしたり，タバコやアルコールを試したり，門限を守
らなかったり，学校を無断で休んだりと，数々の違反行為を続けました。両親はその度に，
彼が過ちから学べるように論理的な結果を課しました。そして，18歳近くになったとき，
春夫は悪いことをやめました。春夫は伝道へ行き，大学を卒業し，神殿で結婚して，立派な
父親になりました。春夫は機会あるごとに，両親が自分の行動に対して結果を課し，規律を
教えてくれたことに対して感謝の言葉を述べています。そのおかげで，責任ある，法律を遵
守する大人になれたからです。

学習活動――結果を課す
伴侶
　はんりょ

またはほかの親とともに，以下の状況について話し合います。例で挙げられている悪
い行為にふさわしい結果を考えます。結果を考える際には，悪い行動と直接関連のあるもの
が有効であると参加者に伝えてください。その後，出た意見をグループで話し合います。

例1

台所の床にミルクをこぼして遊んでいた3歳の娘は，あなたがそれをやめさせると，かん
しゃくを起こしました。

例2

8歳の息子が初等協会で騒いでいます。教師があなたに助けを求めに来ました。
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例3

14歳の息子が9歳の弟を最近ずっといじめていて，特にあなたが外出しているときに，
その行動がエスカレートするようです。弟はおびえて，泣きながらあなたのもとへ来ました。

例4

度々夜遅くまでボーイフレンドとデートをしている17歳の娘が，避妊薬を持っているの
を見つけました。

子供に責任を取らせる

子供が問題行動を起こしたときは，両親はその結果を課す前に，子供とその問題について
話し合い，どのようにして行動を改めるつもりかを尋ねることが賢明です。この質問が大切な
のは，これによって子供が責任を持って問題を解決できるように助けることができるからです。
どのような行動を執るかを自分で考えさせることによって，子供がその行いを改めるようにな
る可能性はより高くなります。子供がこうした話し合いをしたがらない場合は，親は結果を課
す必要があります。

結果から学ばせる

結果を課そうとする親に対し，子供は怒ったり，言い争いを始めようとしたりすることが
あります。そのようなときは，親は何も言わず，とにかく結果を課すようにすると，子供は最
もよく学びます。自分の問題行動と，それに対して課された結果の関係が明らかであれば，子
供は責任を感じ，その経験から学ぶことでしょう。しかし親が結果を課した後で子供と言い争
いを始めると，子供は親を言い負かすことばかりを考えて，結果を課された理由が分からなく
なってしまいます。同様に，どなったり説教したりしても通常は効果がなく，子供をもっと怒
らせるだけです。親はただ，子どもが結果から学ぶのを見守ることが大切です。

以下の例では，4歳児と両親のやりとりの中で，結果から学ぶことの意味と効果が分かりや
すく説明されています。

母――― さあ，お片付けの時間よ。もうすぐお友達が来ることになっているの。

息子―― いやだよ。ぼく，マンガを見たいんだ。

父―――（穏やかに）今すぐおもちゃを片付けないんだったら，お父さんが片付けてしま
うよ。もしお父さんが片付けてしまったら，次は何か特別なお手伝いをしないと，
おもちゃで遊べないよ。どっちにする。

息子―― お父さんが片付けて。

父は穏やかにおもちゃを拾い上げるとバッグに入れ，物置にしまいました。翌日――

息子―― ぼくのおもちゃは。

父――― 片付けたよ。

息子―― おもちゃで遊びたいの。

父――― 昨日，おもちゃを片付けてと言ったら，いやだと言ったよね。お父さんが言った
とおり，もう片付けてしまったよ。

息子―― 返してよ。遊びたいんだから。

母―――（子供の気持ちを尊重しながら）遊びたいでしょうね。大好きなおもちゃですも
のね。

息子―― 返して。返してよ。

母―――（同情しながら）悲しいわよね。（どうしたらよいか考えている様子で，間を置く）
おもちゃを返してもらうために，どんなお手伝いができるか考えてみたらいいん
じゃないかしら。どう？
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息子――（怒って叫ぶ）何もしたくない。すぐに返してよ。

父――― いいかい。大声を出したり，怒ったりせずに静かに話せるようになったら，どう
したらおもちゃを返してもらえるか，考えてみよう。でも，お父さんとお母さん
は，今しなければいけないことがあるからね。

両親は，その場から離れました。およそ1時間後，息子は父親のところへ来ると，おもち
ゃを返してもらうために，いつもよりもっとたくさんお手伝いをすると言いました。そして，
その日を境に，言われたときは，進んでおもちゃを片付けるようになりました。

この例から，あらかじめ決められた結果を課すことには，数多くの利点があることが分り
ます。

• 親は言ったとおりに行うということを，子供は学びます。

• 子供が無責任な行動をしたときは，その結果を受け入れなければなりません。

• 子供は，おもちゃで遊ぶなど，自分がやりたいことをするには，責任を果たさなけれ
ばならないということを，結果から学びます。

• 親は，終始穏やかな態度でいることで，問題を解決するために感情をぶつけて相手を
動かさなくても，冷静に協力しながら解決できることを子供に教えます。

• 親が穏やかな態度を保つならば，子供は自分の正しくない行動だけに意識を向けるこ
とができます。しかりつけたり，言い争ったりすると，子供は親の言動にばかり意識
してしまいます。

• 親が言い争いを避けることで，対立を抑え，それ以上激しく口論したり，感情的にな
ったりするのを防ぐことができます。

以下の例を読むとき，もし親が言葉で懲
こ

らしめていたなら，この若い女性は大切な教訓を
学ぶことができなかっただろうということが分かるでしょう。両親が娘を拒否せずに，愛を示
し，支えることができたおかげで，娘は自分の行いが招いた当然の結果に意識を向けることが
できたのです。

真里
17歳の真里は妊娠8週目に入り，これ以上両親に隠しておくことはできないと覚悟しま

した。堕胎することはもちろん，相手の悟と結婚することも論外でした。両親が激怒するこ
とは分かっていました。真里には，ひどくがっかりした両親から延々としかられ，厳しい罰
を受け，疎

　うと

んじられ，「だから言ったでしょう」という言葉を何千回となく聞かされる自分
の姿がありありと見えました。夕食が終わり，真里は恐怖に震え，もう少しで吐きそうにな
りながらも，勇気を奮い起こして言いました。「お父さん，お母さん，話があるの。わたし，
妊娠しているの。」

予想どおり，両親はショックを受け，怒り，落胆しました。どうしてこんなことをしたの
か。自分たちの教えは何の役にも立たなかったのか。真里には道徳心も原則もなかったのか。
悟と一緒にいる時間が長すぎるとあれだけ言って聞かせたのに，なぜ耳を貸さなかったのか。

しかし，次に起きたことは予想外でした。怒りや傷つける言葉に代わって，愛と慰めの言
葉が返ってきたのです。母親は涙をいっぱいためながら，真里を抱きしめて言いました。
「つらかったでしょう。こんなことになってほんとうに残念だわ。せっかく話してくれたの
に，ひどいことを言ってごめんなさい。どんな助けが必要なの。」父親は二人の肩を抱いて
言いました。「真里，お父さんとお母さんはお前をとても愛しているよ。お前が何とか乗り
越えていけるように，わたしたちはどんなことでもして助けるから。」真里は愛され，支え
られているという思いに圧倒され，わっと泣き出しました。

それから間もなくして，真里の心に新しい思いが浮かんできました。それまで何週間も両
親のこと，二人がどのような反応をするかということばかり考えて悩んでいました。言い争
い，非難，拒絶の日々が続くだろうし，もしかしたら家出しなければならないかもしれない
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とさえ考えました。でも，そのような心配はもうなくなりました。それよりももっと恐ろし
いことが待っていました。いったい自分は何をしてしまったのか。これからどうすればよい
のか。お腹の中の赤ん坊はどうなるのか。活発な教会員として得ていた平安と幸せはどこに
行ってしまったのか。そのようなことをあれこれ考えていると，両親について心配していた
ことは，もっとずっとたやすいことだったと分かりました。以前はただ，両親のことを意地
悪で，冷たく，思いやりに欠け，無神経で，執念深い人たちだと思い込み，非難さえしてい
ればよかったのですから。しかし今，それは間違いだったと分りました。今までは自分のこ
としか考えていませんでしたが，これから自分が立ち向かっていく現実は非常に厳しいとい
うことにようやく気づきました。それでも，自分一人で立ち向かう必要はないと分かっただ
けでも，幸せなことでした。

タイムアウト（小休止）を使う

子供に課す結果の一つとして，タイムアウトという方法があります。これは3歳から8歳ま
での子供に最も効果的です。タイムアウトとは，子供を混乱した状況から離して，違う場所や
別の部屋に行かせ，独りきりにさせる方法です。

聞き分けのない子供には特に効果的ですが，親への対抗意識の強い乱暴な子供には効果が
ありません。このような子供はいすに座らされたり，部屋に閉じ込められたりすることに我慢
できず，無理強いすると，物や家具を傷つけたり，壊したりするかもしれません。

タイムアウトを使うと，子供は，感情を抑え，暴力を使わずに問題を解決する方法を学べ
ます。この方法を用いるとき，親は「柔らかい答

こたえ

は憤りをとどめ，激しい言葉は怒りをひきお
こす」（箴言15：1）ことを心に留め，終始穏やかで優しい態度でいることが大切です。あくま
で，子供の行動の結果として，家族から離れた場所で過ごさせるようにすべきです。

怒りに任せて，罰としてお仕置き部屋に子供を引きずっていく親には，この方法は向いて
いません。怒りのままに行動し，子供を傷つけるような言葉を投げかける親は，無意識のうち
に不適切な行動を子供に教え込み，さらに強化しているのです。パウロは教会員に強く勧めて
こう語りました。「子供をいらだたせてはいけない」（コロサイ3：21）。

タイムアウトを効果的に使うために，親は以下のようにすべきです。

1．してほしい行動と，してはいけない行動を前もって子供に話しておきます。タイム
アウトとはどういうもので，どのように課せられるのかを子供に説明します。

2．子供が悪いことをしたときに，なぜ今タイムアウトを課せられるのかについて穏やか
に簡潔に説明します。悪い行為をすべて並べ立てるのでなく，最も悪い行為だけを選
んで話します。（「弟をたたいたから，3分間静かにお部屋にいてもらいますよ。」）

3．タイムアウトの間，自分がしたことと，どうしたらそれを直せるかについて考えるよ
うに言います。タイムアウトの後で，考えたことを話してもらうと伝えておきます。

（まだ論理的に考えることのできない子供には，タイムアウトを使わない方がよいで
しょう。）

4．タイムアウトは子供が静かになった時点から時間を計り，なるべく短い時間で終え
ます。子供の年齢と同じ分数（5歳児なら5分間）がよいでしょう。子供が静かになっ
たら，タイマーをセットします。

5．決めておいた時間，子供が静かにできたら，子供の所に行きます。それまでは子供
が親の注意を引こうとして泣いたり叫んだりしても，それに応じてはいけません。

6．部屋から出す前に，子供が考えた解決方法を尋ねます。場合によっては，同じこと
を繰り返さないように，子供にその行動を実際に演じさせることも有効です。それ
が納得のいく解決方法であれば，家族の所へ戻してやります。もし子供に問題を解
決する用意ができていないようなら，3，4，5を繰り返してもよいでしょう。
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7．子供がもうしないと決心したら，親の言うとおりにしてくれたことに対する感謝の
言葉をかけます。その後も機会を見つけて，子供の良い行動を認め，積極的に褒め
てください。教義と聖約121：43にあるように，いっそうの愛を示します。

タイムアウトに使う部屋は，子供の注意を引いたり，子供が壊したりするもの（テレビ，
玩
がん

具
ぐ

，書籍など）がない場所を選ぶとよいでしょう。そのような部屋がなければ，同じ部屋か
両親の目の届く隣の部屋で，タイムアウト用のいすに座らせることもできます。また，タイム
アウトの間，本を読ませたり，音楽を聴かせたり，散歩させたり，だっこしたりして，タイム
アウトの成果を上げている親もいます。子供一人一人の必要に合った方法を取ってください。

学習活動――タイムアウト（小休止）を使う
伴侶
　はんりょ

またはほかの親とともに，タイムアウトの使い方について話し合ってもらいます。ど
のような状況のもとで，タイムアウトを課しますか。子供がどのような行動を取ったときに，
タイムアウトを課しますか。悪い行動すべてに対してタイムアウトを使いますか。それとも
極端に悪い行動だけにしますか。だれが子供にタイムアウトを課しますか。どの部屋を使い
ますか。子供に何と言ってタイムアウトを課しますか。答えを書き出してもらいます。次回
までに，もしそのような事態が生じたら，タイムアウトを課してみるように勧め，次回のセ
ッションでその経験を話し合ってもらうと伝えます。

ルールと結果について親子であらかじめ話し合い，合意しておく

一般に，子供たちが家族の決まりとそれを破ったときに受ける結果を理解し，受け入れる
とき，より良い親子関係を築くことができます。家族会議，家庭の夕べ，個人面接などは，家
族のルールとその根拠，またそれを破ったときに受ける結果について子供と話し合う良い機会
となります。子供がルールに従うと約束した後でそれを破ったときは，親は子供にルールとそ
の結果を思い出させ，その結果としてやりたいことができなくなったときには，心からの同情
を伝えます。このようにすると，子供は結果を罰と感じることが少なくなります。以下の例を
読んでください。

母――土曜日の夜について約束したことと，それを破ったときに受ける結果を覚えている
わね。

娘――ええ，夜中までに帰らないと，次の土曜日の夜は外出できないわ。

父――それは，どういうことかな。

娘――来週の土曜日の夜は外出できないってことね。

母――そうね。あなたはコンサートに行く予定だったわよね。あなたが行けなくなってお
父さんもお母さんも悲しいわ。楽しかったでしょうにね。

一度，親子で話し合ってルールを決めたら，その後，それに違反したときには話し合いや
交渉は無用です。もしそんなことをすれば，自分の行動に対して責任を取らなくて済むように，
何らかの方法を講ずるように子供に勧めていることになります。通常は，事前に決めておいた
結果を課しますが，常識に照らしながら行うべきであって，関連した新たな情報が分かったと
きには調整が必要な場合もあります。

賢明に判断する

悪い行動でも，ささいなものに対しては結果を課しません。子供と話し合うだけで十分で
しょう。親の気に障るような行動であっても，人に害を与えるものでなければ無視するのがい
ちばんです。子供は，言われなくてもいずれはそういった行動をやめるものです。いちいち口
を出すとかえって悪い行動を助長することになります。
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学習活動――結果を課す
セッション8では，参加者に，子供に改めてほしい問題行動を挙げてもらいました。87ペ

ージ，学習活動「選択肢を与える」参照）。この学習活動では，それらの行動一つ一つに対
してどのような結果を課したらよいかを考えてもらいます。ただしその前に「期待されてい
る事柄をはっきりと伝える」「良い行動を教える」「ルールと結果について子供たちの同意を
得る」「子供の問題行動を目にしたときに親の心配を伝える」「子供自身が考えた解決方法を
尋ねる」「選択肢を与える」など，問題行動に対処するその他の有効な手段を使ったかどう
かについてまず話し合ってもらいます。その後で，問題行動に対して課すことのできる結果
を考えて，書き出してもらいます。次回までに，必要に応じて，書き出した中から結果を選
んで課すよう勧めます。

愛を込めてしつける
ジェームズ・E・ファウスト管長は，子供をしつけるときには愛が大切であり，個々の子供

の違いを認識する必要があることについて教えています。「子供の育て方は子供の個性によっ
て違ってきます。子供は皆それぞれ異なっており，一人の子供に合う方法だからといって，ほ
かの子供にも合うとは限りません。子供をいちばん愛しているその子自身の親以外に，しつけ
が厳しすぎるとか易しすぎるとか言えるほどの分別のある人はいないのではないでしょうか。
親にとってそれは祈りの気持ちで識別すべき事柄であり，しつけは罰よりも愛の心によって行
わなければなりません。」7

子供を育てるに当たって親に課せられている大切な責任は幾ら強調しても強調しすぎること
はありません。このコースを終えるに当たり，教えることと良い親であることの大切さを強調
したファウスト管長の言葉を読んでください。参加者にとって大いに助けになることでしょう。

「良い親であることは大きなチャレンジですが，これほど大きな喜びを与えてくれる機会は
ほかにありません。神を敬い，幸せで，社会に役立つような子供を育てること以上に重要な仕
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事は，この世にはほかにないのです。親にとって，両親を敬い，その教えを尊重する子供を持
つこと以上に幸福なことはないでしょう。それは親であることの祝福です。ヨハネは『わたし
の子供たちが真理のうちを歩いていることを聞く以上に，大きい喜びはない』と証しています

（3ヨハネ1：4）。子供を育て，教え，訓練することは，人生で直面するいかなるチャレンジよ
りも多くの知性，深い理解力，謙遜さ，力強さ，知恵，霊性，忍耐力，労力を必要とします。
これは，名誉や礼儀を重んじるという道徳の基礎が崩れている現代社会にあって紛れもない事
実であると言えるでしょう。良い家庭を築くためには正しい価値観が教えられ，規則が守られ，
標準が維持され，永遠に変わらぬ戒めがなければなりません。多くの社会では，道徳を教え尊
ぶことに関して親をほとんど支援していません。多くの社会で文化的な価値観が失われ，大勢
の若人たちは道徳が無意味なものだと思い始めています。

社会全体が腐敗し，道徳的標準がないがしろにされ，多くの家庭が破壊される昨今にあっ
て，次の世代すなわち子供たちを指導することに心を砕き努力することこそ，わたしたちの最
大の願いではないでしょうか。そのためにはまず子供たちの主要な教師を強めなくてはなりま
せん。最も重要な教師は親と家族であり，家庭こそ最も良い環境であるはずです。何とかして
家庭をもっと堅固なものにするよう努力し，周囲の不健康で腐敗した道徳から子供たちを守る
場所としなければなりません。家庭の中の調和，幸福，平安と愛は，人生のチャレンジに立ち
向かうのに必要な強い心を子供の内にはぐくみます。」8

注
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きよ

くなお努めん」『リアホナ』2004年11月号，98

2． Greater Expectations: Overcoming the Culture of Indulgence in Our Homes and Schools，（ニューヨー
ク：Free Press Paperbacks，1995年），19－20

3． 同上，22－24

4．『歴代大管長の教え―ジョセフ・F・スミス』，299

5．「子供たちのための祈り」『リアホナ』2003年5月号，85

6． What’s a Parent To Do?: Solving Family Problems in a Christlike Way，（ソルトレーク・シティー：De-
seret Book，1997年），116

7．「この世での最大のチャレンジ―良い親であること」『聖徒の道』1991年1月号，36

8． 同上，35－36
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家族を強める
子育てコース

作成／LDSファミリーサービス

このコースはどのように役立ちますか。
このコースでは，福音の観点から親に実用的な支援を提供します，参加者が以下を達成できるように助けることを目的と

しています。

• 子育ての指針となる福音の原則を理解する。

• 子供の発達について理解し，子供に現実的な期待を寄せる。

• 伴侶
はんりょ

や子供と効果的にコミュニケーションを取る方法を学ぶ。

• 多感な時期，悩み多き時期に，子供の人格を形成する方法を理解する。

• 子供に自信を持たせる方法を理解する。

• 効果的な子育ての障害となる怒りを克服する。

• 親子の対立を解消する。

• 責任ある行動を取れるように子供を導く方法を理解する。

• 行動の結果を課して子供をしつける。

• 主の御
み

霊
たま

が宿る，より良い家庭環境を作る。

参加対象者はだれですか。
このコースは，子供との関係に問題やチャレンジを抱えている親に特に役立ちます。両親がそろっている家族は夫婦で出

席することを強くお勧めします。そうすれば子育てのスキルをともに高め合い，子育てについての意見の食い違いを防ぐこと
ができます。独り親にとってもこのコースは大いに役立ちます。

コースの期間はどのくらいですか。
コースの期間は参加者の必要に応じて異なります。一般に，週1回のセッションが9回行われます。各セッションは約90分

です。

参加者にはどのようなことが求められますか。
すべてのセッションに参加してください。『家族を強める――親のためのリソースガイド』を受け取り，研究してください。

リソースガイドにはコースの内容と，子育てのスキルを高めるための学習課題が記されています。また，成果を評価するため，
コース終了時に無記名のアンケートに答えていただきます。情報はすべて極秘に扱われます。

コースへの参加費はいくらですか。
諸経費をまかなうために，参加費＿＿＿＿＿＿＿をお支払いいただきます。

コースの日程および開催場所を教えてください。
次回の「家族を強める」コースは，＿＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿＿より，＿＿＿＿＿＿＿＿＿にて開催されます。

コースへの登録や問い合わせの方法を教えてください。
LDSファミリーサービス事務局＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿または＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿までお電話ください。

コースはどのような人が教えるのですか。
LDSファミリーサービスの教師またはワードやステークのボランティアが教えます。



準備リスト
コースを成功させるには様々な細かい事柄に目を向ける必要があります。以下のチェックリストを参考にして，漏れ

のないようにしてください。

以下の物が用意されている。

□ マイクまたは音響装置 □ ホワイトボード用のペン

□ ビデオまたはDVD □ イーゼルパッド／ライティングパッド

□ 演壇 □ マジックペン

□ オーバヘッドプロジェクター □ 白紙

□ テレビとビデオまたはDVDプレーヤー □ 鉛筆

□ ホワイトボード □ その他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

□ 参加者に配付する資料はコピーして，ページ順を点検しておく。

□ 教室を予約しておく。

□ 参加予定の人数に対応できるように教室を準備しておく。

□ 予備のいすを用意しておく。

□ トイレが清掃されており，また見つけやすいことを確認しておく（分かりにくければ，案内の矢印を表示する）。

□ 前もって冷房または暖房を入れて，教室を適温にしておく。



「家族を強める」クラス名簿
クラス開始日： ______________________________________

場所： ______________________________________________ 教師： ________________________________________

氏名 電話番号 住所 子供たち 出席
の年齢 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



プログラム評価用紙
子育てワークショップに参加してくださり，ありがとうございました。あなたはこれまで，子育てを改善するための情報

やスキルを学ぶことに時間を注いでこられました。ワークショップが目標の達成に役立ってきたかどうかをお聞かせくださ
い。この評価用紙の各項目にご記入ください。無記名で結構です。だれが書いたかは分かりませんので，心配せずに，ご自
由に質問に答えていただければ幸いです。皆さんが出してくださる貴重なご意見を今後の子育てワークショップの改善に役
立てていきたいと考えていますので，ご協力をよろしくお願いいたします。

それぞれの項目について，コースで学ぶ前と比較した現在のあなたの状態を最もよく表している答えに○を付けてください。

現在の自分の状態： コース以前と現在との比較：

A. 子供に耳を傾けるための時間を取っている あまりできていない 普通 よくできている 悪くなった 同じ 良くなった

B. 子育てのストレスに対処している あまりできていない 普通 よくできている 悪くなった 同じ 良くなった

C. 子供に対して感情のコーチングを行っている あまりできていない 普通 よくできている 悪くなった 同じ 良くなった

D. 子供が責任を受け入れるように助けている あまりできていない 普通 よくできている 悪くなった 同じ 良くなった

E. 子供に愛を感じ，それを表現している あまりできていない 普通 よくできている 悪くなった 同じ 良くなった

F. 怒りややり返す気持ちを持たずに結果を課している あまりできていない 普通 よくできている 悪くなった 同じ 良くなった

G. 親子間の対立を解消している あまりできていない 普通 よくできている 悪くなった 同じ 良くなった

H. 子供がいっそう自信を深められるように助けている あまりできていない 普通 よくできている 悪くなった 同じ 良くなった

I. 子供に対して現実的な期待を寄せている あまりできていない 普通 よくできている 悪くなった 同じ 良くなった

1. この子育てコースのどの分野が最も役立ちましたか。

2. 親として改善するためにまだ助けが必要な分野はどれですか。

3. このコースの改善できる点を教えてください。

4. 教師の教え方で良かった点と良くなかった点は何ですか。

5. 幾つのレッスンを読みましたか。＿＿＿＿＿

レッスンがあなたにとって役に立ったかどうかを5段階で評価してください。
役に立たなかった 非常に役立った

1 2 3 4 5

6. 各レッスンの学習活動を行いましたか。＿＿はい＿＿いいえ

学習活動があなたにとって役に立ったかどうかを5段階で評価してください。

役に立たなかった 非常に役立った

1 2 3 4 5



事務局ディレクター 教師

日付

家族を強めるコース
修了証

殿

あなたは
LDSファミリーサービス

の
「家族を強める」

コースを
修了したことをここに証します。








