
  2010 年度　分かち合いの時間，ならびに聖
せい

餐
さん

会での発表の概要  

  わたしは救い主が生きておられることを知っています
「わたしは知る，わたしをあがなう者は生きておられる，後の日に彼は必ず地の上に立たれる。」

（ヨブ 19：25）    



分かち合いの時間，ならびに
聖
せ い

餐
さ ん

会での子供の発表に関する指示  

提案― 聖文から学ぶ
よう子供たちに勧めるこ
とで，子供たちが生涯に
わたって神の言葉を愛す
る心をはぐくむことができ
るようになります。聖典を
使い，聖文から学ぶよう子
供たちに勧めるための計
画を毎週立ててください。
聖典を持っていない子供
や文字を読めない子供も
いるでしょう。この概要
に書かれた学習活動と，
7，12，18 ページにある，
教えるための提案には，
聖文を用いて教えるため
のアイデアが含まれてい
ます。 

初等協会会長会および音楽指導者へ 

皆さんは今年，救い主イエス・キリストが子供たちに抱いておられる大いなる愛を，子供たちが実
感して理解できるように助けます。子供たちは聖霊の証

あかし

を通して，天の御父の計画においてイエス・
キリストが中心的な役割を担ってくださったためにキリストを信じる信仰を持てるのだということを
学びます。また，戒めを守り，奉仕し，福音を分かち合い，救い主の模範に従い，主の再臨に備える
ときに，自分の信仰がさらに強くなることも学ぶでしょう。

忠実に召しを果たしておられる皆さんに感謝しています。皆さんのために祈っています。また，皆
さんが子供たちを愛し，彼らにイエス・キリストの福音を教え，彼らが福音の原則に従って生活する
のを助けてくださることを確信しています。 

中央初等協会会長会

分かち合いの時間のための指示

    福音の原則を教える 

  本冊子を用いて，毎週分かち合いの時間の中で
行う15 分のレッスンを教える準備をします。毎週
行うレッスンの補助資料として，『フレンド』や『リ
アホナ』など，教会が承認しているその他の資料
を用いてもよいでしょう。以下の指針は，レッスン
を計画し行う際の助けとなるでしょう。

教える生徒を愛する―子供たちの名前を覚
え，子供たちの関心，才能，必要に気づくことによ
り，子供たちに愛を示します。

御
み

霊
たま

によって教義を教える―レッスンを準備
するとき，導きを祈り求め，教える原則に対する証

あかし

を強めるよう努力します。これは御霊によって教え
る助けとなるでしょう。

熱心に学ぶよう促す―この冊子は，教える内
容だけでなく，子供たちを教え，熱心に学ぶように
彼らを励ます方法を知る助けとなることを目指して
作られています。毎回レッスンの中で以下の 3 つ
の事柄を行うときに，いっそう効果的に教義を教
えることができるでしょう。   

 1.   教える教義を明確にする―  子供たちが学
ぶ教義を明確に紹介します。言葉と視覚教材
の両方を使って導入する方法を考えます（例とし
て，3月と7月の第 1 週のレッスンを参照）。    

  2.   理解を促す―  歌を歌う，ロールプレーをす
る，聖文を読むなど，子供たちを学習に参加さ
せる様々な教授法を用いて，子供たちが教義を
より深く理解できるようにします。

   3.   応用を促す―  子供たちが教わった教義を自
分の生活に当てはめる機会を与えます。子供た
ちが教義に関連した思いを表現したり，目標を
設定したりするための方法を考えます。    

本冊子には，1年の一部の週については完結した
レッスンを，そしてその他の週については完結した
レッスンではなく，教えるためのアイデアが掲載され
ています。これらのアイデアに皆さんのアイデアを
付け加えてください。本書のほかのレッスンを読む
ことにより，新たな方法が浮かぶこともあります。
5 週目の日曜日がある場合には，前に教えたレッス
ンの復習をしてください。皆さんはレッスンのため
の活動を計画し，準備する際に御霊の導きを得る
ことができます。

レッスンの準備は音楽指導者と一緒に行ってく
ださい。歌を歌うことは教えている教義を強調す
るうえで役立ちます。時には，レッスンの一部を教
えるのにクラスの教師とその生徒に手伝ってもらっ
てもよいでしょう。    

ゲストの話者を招待して初等協会へ参加しても
らうことを提案するレッスンもあります。そのよう
な人を招待する場合には，ビショップまたは支部
会長から事前に承諾を得ます。

レッスンには，教える力を向上させるうえで役立
つ，教えるための提案がついています。また，活動
がどのようなものか分かるように絵も含まれていま
す。教える技術を磨くことは大切ですが，生徒の
心の中で教義を確信させる御霊を招くのは，皆さ
ん自身の霊的な準備と証です。
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聖餐会での発表
  子供たち一人一人に

せりふを割り当てる必要は
ありません。

効果的な発表では
子供たちが様々な方法で

参加できます。  

提案― 『フレンド』や
『リアホナ』には，塗り絵，
物語，活動などの補足教
材資料があります。これ
らの資料を使ってレッス
ンを補ってください。 

  歌の時間    

初等協会における音楽は，敬
けい

虔
けん

な雰囲気を作
り，福音を教え，子供たちが聖霊の導きと歌がもた
らす喜びを感じるのを助けます。分かち合いの時
間に，音楽を教える時間を 20 分取ってください。
そうすれば新しい曲を教え，子供たちが楽しんで
歌うのを助けるのに十分な時間が得られます。

本冊子には，今年子供たちが学ぶ新しい歌が
載っています（28－29 ページ参照）。また，「初
等協会で音楽を活用する方法」（26－27ページ参
照）という項目や，子供たちに歌を教えるためのア
イデア（3，5，9，15 ページ参照）もあります。  

聖
せい

餐
さん

会での発表の指針

 聖餐会での子供の発表は，ビショップまたは支
部会長の指示の下に第 4 四半期に行われます。年
度の早い時期に初等協会を担当するビショップ
リックまたは支部会長会の顧問と会い，発表日の
予定について話し合います。最終的な計画が出来
上がった時点で，その顧問の承認を得ます。

分かち合いの時間の毎月のテーマに基づいて子
供たちが発表できるよう計画してください。年間を
通じ，発表の中で使う可能性も考えて，子供たち一
人一人の話や経験を記録に残しておきます。今年
のテーマについて子供たちが学んだことを分かち

合えるように準備するとき，会衆が子供の教える
福音の教義に注目できる方法を考えます。

発表の準備をする際には，以下の指針に留意し
てください。  

    •   練習のためにクラスや家族の時間を不必要に奪
うことのないようにします。

    •   聖餐会での発表で，視覚教材，衣装，映像メディ
アを用いることは適切ではありません。   

本冊子で使用されている資料  

本冊子では，全体を通じて次のような記号や略
称が使われています。  

『歌集』 『子供の歌集』

『教師，召し』 『教師，その大いなる召し』

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

2010 年度教科課程

総合教科課程

託児―『あなたがたの幼い子供たちを見なさ
い』；ひかり―『初等協会 1』；CTR 4－7―
『初等協会 2』；勇者 8－11―『初等協会 6』

基本的な教科課程

ひかり―『初等協会 1』；CTR 4－7―『初
等協会 2』；勇者 8－11―『初等協会 4』
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1  月 わたしたちは永遠の父なる神と
その御子イエス・キリストを信じます 
「わたしたちは，永遠の父なる神と，その御子イエス・キリストと，聖霊とを信じる。」（信仰箇条1：1）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―神はわたしの霊の御父です。

歌―
「主はわたしを愛してくだ
さる」
（本概要の 28－29 ページ）

  実物を用いたレッスン
「実物を用いたレッスンは

形のない原則を身近なところで
目にするものに関連づける。」
（『教師，召し』，164）

こうしたレッスンは子供たちが，
肉体に関連づけて
霊の特性を理解する
助けとなります。  

提案―  子供たちに教
える教義を明確にし，子
供たちがその教義を理解
し，生活の中で応用する
のを助ける方法を計画して
ください。子供たちに以
下のような機会を提供す
る方法を考えてください。
  •   教義について話す。
    •   教義に関する聖句を読む。
    •   教義を視覚化する。
    •   教義に関連した歌を歌う。
   •  教義に関連した，体を
動かす活動を行う。 

提案―分かち合いの
時間の準備をする際に，
導きを祈り求め，御霊の促
しを求めてください。御

み

霊
たま

により準備し教えると
き，教えている内容が真
実であることを御霊が確
認してくれるでしょう。

     教える教義を明確にする （実物を使ったレッス
ンを参照）―  異なる手袋を数枚子供たちに見
せ，それぞれの手袋が違うように，わたしたちの外
見も一人一人違うことを指摘します。わたしたちの
外見がどんなに違っていても，皆，身体の中に霊が
あり，その霊によって生きていることを説明します。
これを分かりやすく示すために，手袋をはめて指
を動かします。手袋はわたしたちの肉体，手はわた
したちの霊であると説明します。マラキ2：10 の
最初の 2 文をよく聞いて，「わたしの霊の父はだれ
ですか」という質問の答えを子供たちに見つけて
もらいます。「神はわたしの霊の父です」と黒板
に書き，この言葉を子供たちと一緒に読みます。
わたしたちは一つの大きな家族，すなわち神の家
族の一員であることを説明します。

理解を促す（歌を歌う）―  家族の写真を見せ，
天の御父がわたしたちを地上へ送ってくださったと
き，家族で生活するようにされたことを説明します。
子供たちに，手を挙げて，家族が何人いるかを指
で示してもらいます。天の家族と地上の家族につ

いて教える歌をこれから歌うことを子供たちに伝
えます。一人の子供に部屋を出てもらい，家族の
写真を隠す場所を残りの子供たちに選んでもらい
ます。部屋から出ていた子供を呼び，家族の写真
を捜してもらいます。その間，子供たちは「神の子
です」（『歌集』，2－3）を歌います。捜す子供が
写真から遠いときはほかの子供たちは座ったまま
動かずにいて，写真に近づくにつれて少しずつ立ち
ます。時間が許せば，ほかの子供と交代して同じ
ことを繰り返します。歌のメッセージについて話
し，家族の大切さについて証

あかし

します。

   応用を促す（鏡をのぞく）―  子供たちに交替で
鏡をのぞいてもらいます。鏡を見る度に，その鏡に
神の子が映っていることを思い出すように言います。
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子供は自分の描いた作品を
見るのが好きです。

ローラーボックスを作っておくと，
ほかのレッスンにも
再活用できます。
また，この活動は，

絵をセロテープでつないで
簡単な巻物を作る方法ででも

できます。

提案― ダリン・H・オー
クス長老は次のように述べ
ています。「わたしたちは
主の御霊と一致するため
に，心を一つにするため
に，また教義を教え学ぶ
のを助けるために，もっと
賛美歌を活用する必要が
あります。」（『聖徒の道』
1995 年 1月号，13）分か
ち合いの時間に音楽を活
用する様々な方法を学ぶ
ために，本概要に書かれ
た提案と活動を参照してく
ださい。 

理解を促す（聖文を読む）―  黒板に，「イエス
にバプテスマを施すヨハネ」「ニーファイ人に御

み

姿
すがた

を
現されたキリスト」「最初の示現」の 3 枚の絵をは
ります。子供たちを3 つのグループに分け，各グ
ループに次の中から一つの聖句を渡します。マタイ
3：16－17；3 ニーファイ11：6－8；ジョセフ・ス
ミス―歴史 1：17。グループでその聖句について

話し合い，次のことをほかのグループの前で発表し
てもらいます。（1）どのような出来事があったか。
（2）天の御父が何とおっしゃったか。（3）自分が
その場にいたら，どのように感じたか。一人の子供
にヨハネ 5：39 を読んでもらいます。聖文を読み，
祈るとき，イエス・キリストが神の御子であられると
いう証を得ることができると説明します。

第 2 週    ―イエス・キリストは神の御子です。

第 3 週および第 4 週―天の御父とイエス・キリストはわたしを愛しておられます。

    理解を促す （曲名当てクイズと歌）― 伴奏者
に，わたしたちに対する天の御父とイエス・キリスト
の愛について教えている歌の出だしの 2 音を弾い
てもらい，子供たちに歌の名前を当ててもらいます。
子供たちが正しく答えるまで，音符を一つずつ増や
していきます。皆で一緒に歌を歌い，わたしたちに
対する天の御父とイエス・キリストの愛について，
その歌が何を教えているか話し合います。子供た
ちの考えを黒板に書きます。それぞれの歌につい
て同じことを繰り返します。次のような歌を用いる
とよいでしょう。「天のお父様の愛」（『歌集』，16
－17），「感謝しますお父様」（『歌集』，15），「救い
主の愛」（『歌集』，42－ 43），「神の子です」（『歌
集』，2－3）     

応用を促す（絵を描く）―  子供一人一人に 1枚
の紙を渡し，天の御父とイエス・キリストが自分を
愛してくださっていると分かる一つの方法を絵に描

いてもらいます。前述の活動の中で黒板に書いた
考えを参照してもよいでしょう。絵をセロテープで
つなぎ，ローラーボックス（応用を促す〔絵を描く〕
―『教師，召し』，178 参照）に入れて見せたり，
巻物のようにして見せたりします。子供たちが絵を
見ている間，伴奏者に左記の歌の一つを演奏して
もらいます。

   理解と応用を促す（体を動かす活動に参加する）
― 天の御父がわたしたちに愛を示される方法
と，わたしたちが天の御父に愛を示すための方法
の例を幾つか別々の紙に書きます。書いた紙を容
器に入れ，子供に 1枚取ってもらいます。書いてあ
ることを声に出して読みます。わたしたちに対する
天の御父の愛を示している場合には，片方の腕を
高く挙げてもらいます。天の御父に対するわたし
たちの愛を示している場合には，両手を胸に当て
てもらいます。

音楽指導者へ    

子供たちが「主はわたしを愛してくださる」（本
概要の 28－29 ページ）を学ぶのを助けるため
に，以下の方法を取り入れてもよいでしょう。

ニーファイ人の子供たちを祝福される救い主の
絵を見せ，3 ニーファイ17：11－24 に書かれた話
を自分の言葉で子供たちに話します。歌の最初の

数節を子供たちに歌い聞かせ，「イエス様囲み」と
いう歌詞に合った動作を見せます（両腕で丸く輪
を作る）。子供たちに，歌いながら一緒に動作をし
てもらいます。歌の各節に合った動作を子供たち
に考えてもらい，その後，一緒に歌いながら動作を
します。  
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       教える教義を明確にする （信仰箇条を暗記す
る）―  信仰箇条第 3 条を黒板に書き，子供たち
に一緒に数回反復してもらいます。子供たちが分
からない言葉があれば，簡潔に説明します。（例
えば，「贖い」とは，わたしたちが悔い改めて，神
のもとへ帰れるようにイエスが行ってくださったこ
とです。）一つか二つ言葉を消して，再び言いま
す。同じ手順を繰り返して，子供たちが暗記する
のを助けます。

   理解を促す （物語を演じる）―   以下の話を聞か
せ，立って一緒に演じるように子供たちに勧めます。

「ある人が道を歩いていました（その場で足踏
み）。その人は深い穴に落ちました（座る）。何と
かして出ようとしましたが，出られませんでした
（出ようとするふりをする）。助けを呼びました
（静かに助けを呼ぶふり）。別の人が同じ道を歩
いていました。助けを呼ぶ人の声が聞こえました
（再び静かに助けを求める）。その人は穴にはし
ごを下ろしました。落ちた人は，はしごを上って穴
から出ました（はしごを上る身振りをする）。その
人は救われました。」穴に落ちたとき，そして救出
されたとき，その人がどのような気持ちだったと思
うか話し合います。わたしたちが間違ったことを

第2週および第3週―イエス・キリストの贖いにより，すべての人が救いを得られます。

     理解を促す （絵をみて，聖文を読む）―  「最後
の晩

ばん

餐
さん

」「ゲツセマネのキリスト」「十字架上の死」
「復活」の絵を部屋の壁にそれぞれ飾ります。絵を
指差して，これらは救い主の生涯の最後の1週間に
起きた出来事であり，これから一つの絵に関連ある
聖句を読むと子供たちに言います。聖句と一致す
る絵がどれか，心の中で考えてもらいます。ルカ
22：13－14，19－20を読みます。全員に，立っ
て，一致する絵の方を向いてもらいます。絵に描か

れている出来事について話します。残りの絵につい
ても同じことをします（「ゲツセマネ」―ルカ22：
39－ 44；「十字架上へのはりつけ」―ルカ23：
33－34，46；「復活」―ヨハネ20：11－18）。
「主はみ子をつかわし」（『歌集』，20－21）または
「イエス様を思うのは」（『歌集』，148）などの歌を
歌います。イエスはわたしたちが天の御父ともう一
度住めるように，わたしたちのために亡くなられた
ことを証

あかし

します。

2  月   イエス・キリストは
わたしの救い主，贖

あがな

い主です
「神はそのひとり子を賜わったほどに，この世を愛して下さった。それは御

み

子
こ

を信じる者がひとりも
滅びないで，永遠の命を得るためである。」（ヨハネ3：16）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―イエス・キリストはわたしの救い主および贖い主です。

歌 ―
「主はみ子をつかわし」
（『歌集』    ， 20 －21）  

提案― 自分が知って
いるものに関連づけると，
子供は教義をいっそうよ
く理解できます。毎回レッ
スンの始めに，前の週に
教わった教義を復習し，
その日に教わる真理に結
びつけるようにします。 

動作により学ぶ    
子供たちは体を動かすことで，

いっそうよく学び，
学んだことをいつまでも
覚えておくことができます。  
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    音楽指導者へ

   理解を促す  （絵を見て，場面を当てるゲーム）
―    子供たちをグループに分け，各グループに復
活に関連ある出来事の絵を1枚渡します。（例え
ば，「十字架へのはりつけ」「イエスの埋葬」「空に
なった墓」「マリヤと復活された主」「傷跡をお見せ
になるイエス」などの絵を用いる。）ほかのグルー

プに絵を見せないように言います。各グループが
2，3 のヒントを出し，ほかのグループが絵の場面
を当てられるようにします。正解を言い当てたら，
持っている絵をほかのグループにも見せます。イエ
ス・キリストが復活されたのでわたしたちも皆復活
するのだということを説明します。

  子供たちが「主はみ子をつかわし」（『歌集』，20
－21）を学ぶのを助けるために，以下のアイデアを
取り入れてもよいでしょう。

    • 歌いながら，「み子」という歌詞が何回出てくるか
指で数えさせる。    

    第 4 週―イエス・キリストは復活されました。わたしも復活します。

したり，罪を犯したりすることは，一人では出られ
ない深い穴に落ちるようなものであることを子供た
ちに話します。イエスの絵を見せ，次のように子供
たちに話します。穴に落ちた人を助けた人のよう
に，イエス・キリストは，わたしたちが天の御父のも
とへ帰ってともに住めるように，わたしたちを助け，
救うことがおできになります。

   応用を促す （聖句を読んで話し合う）―  子供
たちに，アルマ 7：11－12を読んで，イエスがわた
したちのためにされたことを探してもらいます。数
人の子供に見つけたことを述べてもらいます。子
供たちに次のように言います。わたしたちが傷つい
たり，悲しくなったり，怖くなったり，病気になった
りするとき，イエスが理解してくださることを子供
たちに伝えます。これらのことを乗り越えられるよ
うに主が助けてくださいます。黒板に次の文を書
きます。

わたしは救い主に感謝しています。なぜなら，
 。

救い主はわたしが  するように
助けてくださいます。

文章の空欄をどのように埋めるか，数人の子供に
聞くか，または全員自分の考えたことを隣の人に対
して述べてもらいます。  ｠

   理解を促す（聖典の話を復習する）―  聖典の
中には，贖いのおかげで祝福を受けた人々につい
て多くの話があると子供たちに話します。次のよう
な話を幾つか紹介します。例えば，息子アルマ（ア
ルマ 36：5－27 参照），パウロ（使徒 8：1－3； 
9：1－20 参照），エノス（エノス1：1－8 参照）
などの話です。話をした後，子供たちと一緒に復
習します。丸めた紙を一人の子供に軽く投げて渡
し，その話について覚えていることを一つ言っても
らい，紙を投げ返してもらいます。子供たちが話の
重要な内容ほとんどを言い尽くすまで続けます。
贖いについてあなた自身の証を述べます。

  子供たちは学習に
参加することを好む
分かち合いの時間の
計画を立てるとき，
学習に子供たちが

もっと参加できるようにする方法を
考えてください。

例えば，この活動は，
一人や二人ではなく，

少人数のグループで行います。  

提案―  子供たちは動
作や活動を通して学びま
す。話をするとき，子供た
ちに簡単な動作をさせて
参加してもらいます。活
動の後，活動やゲームを
敬
けい

虔
けん

な雰囲気で終わらせ
ることにより，次の学習へ
の準備をさせることがで
きます。例えば，歌の歌詞
をゆっくりと歌わせたり，
またはあなたの両手を前
に出して手の動きをよく見
るよう子供たちに言ったり
します。あなたが両手を
近づければ近づけるほ
ど，小声で歌います。子
供たちの敬虔な態度に感
謝を述べます。 



   教える教義を明確にする （言葉の順序合わせ）
―  次の言葉をそれぞれ別の紙に書きます。預言
者は，神に，よって，召され，ます。言葉の紙を 5人
の子供に渡し，言葉の順序が不同になるようにし
て 5人を皆の前に立たせます。残りの子供たちに
正しい順序に直してもらい，正しい文章を一緒に
読みます。

   理解を促す（聖文を読む）―  モーセ，リーハイ，
ジョセフ・スミスがどのようにして神から召された
かについてのヒントを用意します。例えば，モーセ
についてのヒントには，次のようなものが考えられ
ます。「わたしは燃えるしばの中から語られる神に
よって召されました。」「神はわたしに聖書の最初の
5つの書を書くよう召されました。」「神はエジプト
から民を導き出すためにわたしを召されました。」
これらの預言者になる子供を3人選び，それらのヒ
ントを残りの初等協会の子供たちに向けて与えるよ
うに言います。預言者がだれか分かった子供は手
を挙げます。皆で一斉に答えを言います。預言者

の名前が分かったら，その預言者についての聖句を
読みます（モーセ―出エジプト3：4－5；リー
ハイ― 1ニーファイ1：5－ 6；ジョセフ・スミス
―ジョセフ・スミス―歴史 1：16－17）。モー
セ，リーハイ，ジョセフ・スミスは皆，神から召され
たことを指摘します。すべての預言者は神から召
されていることを子供たちに教えます。

   応用を促す （話し合いと身振り）―   子供たちに
次の質問をします。「今

こん

日
にち

の預言者はだれです
か。」現在の教会の大管長の写真を見せ，大管長
が神から召されていることを説明します。現在の
預言者に従うにはどうしたらよいか，子供たちに各
クラスごとに話し合ってもらいます。各クラスから
一人ずつ代表で前へ出て来て，グループで話し合っ
た事柄のうち一つを身振りで示します。その動作
が何を表しているかほかの子供たちが当てます。
また，その方法で預言者に従うことが自分の生活
をどのように祝福するか，その子供に尋ねます。

    第 2 週―預言者はイエス・キリストについて証
あかし

します。

3  月 神は預言者を通して
語られます 
「神は……古くから，聖なる預言者たちの口によってお語りになった……。」（ルカ1：68，70）

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―預言者は神によって召されます。  

歌―
 「預言者にしたがおう」
（『歌集』    ， 58－ 59）  

提案―  子供たちは福
音の原則に関する自分の
知識を述べるときに，御
霊を感じます。学んだこと
を自分の言葉，絵，歌で
表現してもよいでしょう。 
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   理解を促す（絵を見て聖文を読む）― 分かち
合いの時間の前に，黒板にイエス・キリストの絵を
はり，その絵の上に次の預言者の絵を重ねて覆い

ます。イザヤ，バプテスマのヨハネ，ニーファイ，
ジョセフ・スミス。各クラスに次の聖句の一つを
割り当てます。イザヤ 9：6，マルコ1：6－8，
2 ニーファイ25：26，教義と聖約 76：20－24。

教える教義を明確にする
活動を行うときには，
教える教義を

明らかにしてください。
そうすることで
子供たちが教義を
いっそうよく理解し，
応用する助けとなります。     

言葉のカードは，LDS.org で入手できます。



     第 3 週―預言者に従う人は安全です。

   理解を促す （体を動かす活動をする）―  モー
セの絵を見せ，モーセは民を安全な所へ導いた預
言者であると説明します。イスラエルの民はエジプ
トの王，パロの奴隷となっており，主はモーセに民
をエジプトから導き出すように命じられたことを説
明します（出エジプト3：10 参照）。出エジプト
14 章の話を紹介して，子供たちと一緒に動作をし
ます。例えば，「民はモーセに従い砂漠を横断し
（その場で足踏みをする），海へ着きました（腕を
波のように動かす）。民が後ろを振り返ると（後ろ
を向く），パロとその軍勢が追いかけて来るのが見
えました（太ももを手でたたき，走る馬の足音をま

ねる）。民は恐れました（怖がる様子を見せる）。」
出エジプト14：13を読み，さらに話を続けます。
「主はモーセにつえを上げるように命じられました
（つえを上げるまねをする）。すると，海が分かれまし
た（腕を広げる）。民はモーセに従い，乾いた地の上
を歩いて無事に海を渡りました（その場で足踏み）。
パロの軍勢は民を追って来ましたが，主がモーセ
に手を差し伸べるようにお命じになると，海は元ど
おりになり（腕を合わせる），パロの軍勢は海に沈
みおぼれました。民は預言者に従ったので，無事
だったのです。」

    第 4 週―神は預言者を通して語られます。

今月，子供たちが分かち合いの時間に学んだ教
義を復習するとよいでしょう。例えば，以下のよう
なことができるでしょう。  

    • 前回の分かち合いの時間に行った活動を繰り返
すか，さらに具体的な内容を採り上げます。  

    •   今
こん

日
にち

の預言者の写真を子供たちに見せ，「この人
がだれだか知っている人は手を挙げてください」

と言います。隣に座っている人に向けてその人
の名前を小声で言ってもらいます。数人の子供
に預言者について感じていることを話してもら
います。

    •   預言者に従うために自分にできることを身振り
で示しながら，「預言者にしたがおう」（『歌集』，
58－ 59）を歌う。    

各クラスごとに聖句を読み，どの預言者が証して
いるか，そしてイエス・キリストについて何と証して
いるかを子供たちが考えます。一つのクラスに，自
分たちが読んだ聖句の預言者の絵を指し，分かっ

たことを発表してもらいます。その預言者の絵を
はがします。ほかの 3人の預言者についても同様
にします。キリストの絵を指し，すべての預言者は
イエス・キリストを証していると述べます。

  これを学ぶために子供たちは
何をすればよいだろうか

活動を準備するときに
こう自問することで，

子供たちが参加することを通して
学べるようになります。
例えば，この写真は

モーセが紅海を分けた話を
子供たちが身振りで
示しているところです。  

提案―  子供たちに自
分の聖典を読んでもらうこ
とは，聖典の大切さ強調
し，御霊を招きます。可能
なら，少なくとも一つの参
照聖句を一緒に開くように
子供たちに勧めてくださ
い。その聖句のページ数
と節を提示し，あなたの
聖典を使ってそこを指差し
て見せることで子供が参
照聖句を見つけられるよう
になります。子供たちと一
緒に聖句を声に出して読
んでもよいでしょう。 

提案―今月は以下の
教授法を用いました。言
葉の順序合わせ，聖文を
読む，話し合いと身振り，
絵を見る，体を動かす活
動をする，今までの活動
の復習。ほかのレッスン
でもこれらの技法を活用
する方法を探しましょう。
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   理解を促す（聖文を読み，話し合う）― 黒板
に暗号を使って「神の力」と書きます（例えば，文
字の代わりにその意味を象徴する記号を用いま
す）。このメッセージを解読できる人がいるか尋
ねます。それぞれの記号が表す文字の換字表を
黒板に書き，子供たちはグループになってメッセー
ジの意味を解読します（答えを大きな声で言わな
いように忠告する）。答えを皆で一緒に読みます。

教義と聖約1：29 を読んで，ジョセフ・スミスは主
の助けがなければ金版に書かれた文字を読めな
かったことを説明します。ジョセフ・スミスがモル
モン書をどのように翻訳したかについて，知ってい
ることを子供たちに尋ねます。数人の子供に，モ
ルモン書について感じていることを述べるよう勧
めます。

    第 2 週―ジョセフ・スミスは神の力によってモルモン書を翻訳しました。

教える教義を明確にする（聖文を読む）―  子
供たちに，イエス・キリストは地上で生活していたと
きに御自分の教会を建てられたと言います。今

こん

日
にち

では，その教会を「初期の教会」と呼んでいます。
イエスが亡くなられてから間もなくして主の福音が
地上から取り去られ，長い年月の後，主はジョセ
フ・スミスを通して福音を回復されたことを説明し
ます。 4 枚の紙を用意し，それぞれに次の文を書
きます。

    1.  ジョセフ・スミスは聖書の次の一節を読みまし
た。「あなたがたのうち，  があ
れば，その人は，……神に，願い求めるがよい。」
ジョセフ・スミス―歴史 1：11）

    2.  ジョセフ・スミスは  ために，  
に入って行きました（ジョセフ・スミス―歴史
1：14）。

    3.   ジョセフは自分の真上に  の柱を見ました
（ジョセフ・スミス―歴史 1：16）。

    4.  天の御父はイエス・キリストを指して「これはわ
たしの  」と言われました（ジョ
セフ・スミス―歴史 1：17）。

　子供たちを4つのグループに分け，各グループ
に上記の言葉を書いた紙を1枚ずつ渡します。子
供たちは聖句を読み，空欄に入る言葉を探します。
紙の空欄に書き込むのではなく，答えを互いに小
声で言います。紙を別のグループに渡し，各グルー
プが答えを全部見つけるまで同じことを繰り返しま
す（答え― 1. 知恵に不足している者；2. 祈る，
森；3. 光；4. 愛する子）。    

   理解を促す―  天の御父とイエス・キリストが
ジョセフ・スミスに御姿を現されたことを子供たち
が理解できるようにするために，託児の手引き『あ
なたがたの幼い子供たちを見なさい』（88－
91ページ参照）に掲載されている活動，視覚教
材，指人形を使ってもよいでしょう。

4  月 イエス・キリストはジョセフ・スミスを通して
完全な福音を回復されました 
「わたしたちは，初期の教会にあったと同一の組織……があることを信じる。」（信仰箇条 1：6）  

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御霊を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

  第 1週―天の御父とイエス・キリストはジョセフ・スミスに御
み

姿
すがた

を現されました。

歌―
「イエス・キリストの教会」
（『歌集』，48）

  教える教義を明確にする
教える教義を明らかにしてください。

これは子供たちが教義をいっそうよく理解し
応用する助けになります。

子供たちが教義の言葉を理解し，
よく覚えておけるようにする方法を

検討してください。  

提案―グループに分け
ると，より多くの子供が参
加できます。全体の人数
を考え，子供たち全員が
活動に参加するには幾つ
のグループが必要か考え
てください（第 1 週参照）。
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音楽指導者へ

    第 3 週および第 4 週―イエス・キリストはジョセフ・スミスを通して福音を回復されました。

    子供たちが「イエス・キリストの教会」（『歌集』，48）
を学ぶのを助けるために，以下のアイデアを活用す
るとよいでしょう。

    •   子供たちに，家族に属しているなら立ち上がる
ように言います。部活やクラブ，教会などに属

しているか尋ね，同じように立ってもらいます。
属するとはどういう意味か子供たちに説明して
もらいます（大切な集団の一員である）。イエ
ス・キリストの絵を見せながら歌を紹介し，教義
と聖約115：4を一緒に読みます。

    •   歌を楽節ごとに紹介します。一つの楽節を子供
たちに歌い聞いてもらい，質問の答えを見つけて
もらいます。（例―わたしが属しているのは
何ですか。神の子供としてすることは何ですか。
わたしはどんなことをしますか。）次に，一緒に
その楽節を歌います。子供たちが歌を全部覚え
るまで続けます。

    • 子供たちを二つのグループに分け，一つのグ
ループは各楽節の最初の歌詞だけを歌います。
（「イエス様の」「神の」など）次にもう一つのグ
ループが続きを歌います。交替して，同じことを
繰り返します。    

この活動ではこの図と似た絵を
用いるとよいでしょう。

初等協会の人数が多い場合には，
少数のグループに分けて

この活動を行うとよいでしょう。
提案―天の御父とイ
エス・キリストは劇に登
場させないようにしてく
ださい。  

提案―教えるときに
は初等協会の歌を活用し
ます。子供たちが教わっ
たことを覚えておくうえで
役立ちます。「わたしたち
は音楽を通して素早く感
じ，学ぶことができます。
……一部の霊的な事柄
を学ぶ場合，ほかの方法
では非常に時間がかかっ
てしまうことがあります。」
（ボイド・K・パッカー，
『教師，召し』，46）

この絵は，LDS.org で入手できます。

教える教義を明確にし，理解を促す（パズル）
―   イエスが亡くなられてから間もなく，主の福音
が地上から取り去られて，後にジョセフ・スミスを
通して主が福音を回復されたことを子供たちに思
い起こさせます。回復とは，元に戻すという意味だ
と説明します。図のような，簡単な教会の絵を描き
ます（エペソ 2：20；4：11－13 参照）。キリスト
が地上におられたとき，御自身の教会をお建てに
なったことを説明します。背教につ
いて教えながら，絵をばらばらに
切ります。伴奏者に「光かがやく
春の日に」（『歌集』，57）を弾い
てもらい，子供たちは音楽を聴
きながら絵を元どおりに組み
立てます。 3 節を一緒に歌
います。

理解を促す（ゲストの話を聞く）―  ワードの会
員数人を初等協会へ招待し，回復にかかわった
人々の話をしてもらいます（例―ジョセフ・スミ
ス〔ジョセフ・スミス―歴史 1：8－20 参照〕，天
使モロナイ〔ジョセフ・スミス―歴史 1：29－35，
42－ 49〕参照〕，三人の証人〔「三人の証人の証

あかし

」
参照〕，バプテスマのヨハネ〔教義と聖約13 章参
照〕）。簡単な衣装を着てもよいでしょう。子供た
ちをグループに分けます。ゲストに自分がだれで
あるか発表してもらい，その人について知っている
ことを子供たちに話してもらいます。ゲストに自分
が話した人について証をしてもらいます。
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理解と応用を促す（絵を見て，歌を歌う）―   イ
エス・キリストのおかげで，わたしたちは過ちを犯
したときに悔い改めることができます。悔い改め
とは，罪を犯すのをやめて神に立ち返ることであ
ると説明します。悔い改めの中には，後悔する，赦
しを求める，過ちを正す，過ちを繰り返さないこと
が含まれると説明します。救い主がどのように助
けてくださるかを強調しながら，これらの手順に

ついて簡潔に話します。子供たちをグループに分
け，各グループに一つの事例を与えます。子供た
ちは事例を読み，悔い改めるには何をしたらよい
か話し合います。例えば，ある子供が怒って弟か
妹をたたきました。その子はどうすべきでしょう
か。悔い改める機会を与えてくださったイエス・キ
リストに対する感謝の気持ちを述べます。

第 2 週―わたしは悔い改めることができます。

  教える教義を明確にする（信仰箇条を学ぶ）
―   黒板にイエス・キリストの絵をはります。そ
の絵の下に 4つの階段を描きます。信仰箇条第 4
条を一緒に言います。子供たちに福音の第一の原
則と儀式を挙げてもらい，それを該当する階段に
書き込みます。指で数えながら，それぞれの原則
と儀式を言います。子供たちが信仰箇条の第 4 条
を暗記できるようにする方法を考えてください。

理解を促す（歌を歌う）―   「信仰」（『歌集』，50）
を歌います。 2 番の歌詞を4つに分けて書いた
カードを用意します。子供たちを4つのグループ
に分け，各グループにカードを渡します。各グルー
プは歌の該当する箇所で立ち上がって，自分たち
に割り当てられた言葉を歌います。カードを交換
し，各グループがひととおりの歌詞を歌うまで繰り
返します。従順になる方法を子供たちに身振りで
示してもらいます（これはグループまたは全体で
行ってもよい）。イエス・キリストを信じる信仰を
強めたあなた自身の経験を子供たちに話します。    

5  月 福音の原則と儀式は
わたしをイエス・キリストへ導きます 
「わたしたちは，福音の第一の原則と儀式とは，第一に主イエス・キリストを信じる信仰，第二に
悔い改め，第三に罪の赦

ゆる

しのために水に沈めるバプテスマ，第四に聖霊の賜
たま

物
もの

を授けるための
按
あん

手
しゅ

であることを信じる。」（信仰箇条 1：4）  

  この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―イエス・キリストを信じる信仰は，従順なときに強められます。

『子供の歌集』から選曲し
て歌います

黒板を使う   
黒板は教えるための

効果的な道具になります。
福音の原則を教える助けとなる
簡潔な絵を用います。 

提案―少人数のグルー
プで活動することは，より
多くの子供に参加する機
会を与えます。子供たち
は分かち合いの時間にす
でにクラスごとのグループ
になって座っています。こ
れらのグループを少人数
のグループとして活動に用
いることができます。クラ
スの教師は子供たちの参
加を図り，敬

けい

虔
けん

な雰囲気を
維持できるようにします。
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第 4 週―わたしは確認を受けるとき，聖霊の賜物を授かります。    

教える教義を明確にする（約束について学ぶ）
―    約束とは何かを実演するために，二人の子供
に前に来てもらいます。一人の子供は次のように言
います。「もしあなたが （わた
しの本を返してくれる）と約束するなら，わたしは 

（それを貸す）と約束します。」
もう一人の子供は承諾し，最初の子供と腕を組み
ます。聖約とはわたしたちと神との間で相互に交
わす約束であると説明します。黒板の一方に「神
が約束されること」，反対側に「わたしたちが約束
したこと」と書きます。バプテスマを受けるとき，
わたしたちは神に約束をし，神もわたしたちに約束
されることを説明します。 

理解を促す（歌を歌う）―  以下の約束と歌を書
いた別々の紙を前もって用意します。「御

み

名
な

を尊ぶ」
（「イエス・キリストの教会」〔『歌集』，48〕）；「いつ

も御子を覚える」（「イエス様を思うのは」〔『歌集』，
148〕）；「戒めを守る」（「いましめを守る人を」〔『歌
集』，68－ 69〕）；「御子の御霊を受ける」（「せいれ
い」〔『歌集』，56〕）；「また天に住む」（「神の子で
す」3 節〔『歌集』，2－3〕）。言葉を書いた紙を容
器に入れます。一人の子供に 1枚取ってそこに書
かれている約束を読んでもらいます。子供たちに
次の質問をします。「だれが約束をしていますか。
神様ですか，わたしたちですか。」黒板に書いた見
出しの正しいところに約束を書きます。子供たちは
歌を歌いながら，歌が終わるまで容器を回します。
歌が終わったときに容器を持っている子供が別の
紙を引きます。それぞれの歌を歌い，繰り返しま
す。約束について復習し，バプテスマの聖約の大
切さを証

あかし

します。

   教える教義を明確にする（絵を見て，歌を歌う）
― 子供が確認の儀式を受けている写真を見せ，
何をしているところか子供たちに尋ねます。次のよ
うに質問します。「聖霊の賜物とは何ですか。」聖
霊の賜物はいつも聖霊を伴

はん

侶
りょ

とする特権であるこ
とを強調します。「せいれい」（『歌集』，56）を歌
います。

理解を促す（質問をする）―メルキゼデク神権
者を初等協会に招待します。数人の子供たちに次
のような質問をさせます。「あなたは何という神権

を持っていますか。」「どのようにして神権を受けま
したか。」「どのようにしてバプテスマを受けた人を
教会員に確認するのですか。」「『按手』とはどんな
意味ですか。」「『聖霊を受ける』というのはどのよ
うな意味ですか。」「聖霊はどのようにしてわたしを
助けてくださいますか。」聖霊が助けてくださった
経験を述べるよう子供たちを促します。   

    第 3 週―バプテスマを受けるとき，わたしは神と聖約を交わします。

子供の参加により
視覚効果を上げる  

子供を実演に巻き込むことは，
子供たちの注意を引き，

学ぶ備えをさせるのに役立ちます。
例えば，この分かち合いの時間では

初めに子供たちが
約束の概念を実演します。  

提案―子供たちが福
音についての気持ちを分
かち合うことは御霊を招
きます。子供たちが感じ
る平安と愛の気持ちは聖
霊から来るものであるこ
とを理解できるように助
けてください。第 4 週の
分かち合いの時間は，子
供たちが聖霊からどのよ
うな助けを受けたかを述
べることに焦点を置いて
います。子供たちが自分
の経験を述べられるよう
に，敬

けい

虔
けん

な雰囲気を作る
ようにしてください。
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教える教義を明確にする（耳を傾けるのを学
ぶ）― 静かな声で次のように言います。「わた
しの声が聞こえる人は，指を鼻に当ててください。
わたしの声が聞こえる人は，手を頭の上に載せて
ください。」子供たちが静かな声に耳を傾けるよう
になるまで，体のほかの部分を使って同じように
続けます。最後に腕を組んでもらってもよいでしょ
う。子供たちが注意して聞いたので，静かな声で
も聞こえて，指示に従うことができたことを指摘し
ます。聖霊は静かな細い声でわたしたちに語りか
けられることを説明します。  

理解と応用を促す（体を動かす活動をする）
―   一人の子供に目隠しをして，部屋のほかの場
所に立たせ，次のように言います。「わたしを信頼

し，わたしの声を聞くなら，あなたの席へ戻れるよ
うに導きます。」小さな声で子供に指示を与え，自
分の席へ無事に着くよう導きます。次の質問をし
ます。「これは聖霊がわたしたちを導かれる方法
とどのように似ていますか。」ニーファイの弓が折
れた話（1ニーファイ16：18－32 参照）をして，
聖霊がリアホナにたとえられることを説明します。
本概要の中のほかのレッスンに提示された活動を
用いてもよいでしょう（3月第 3 週，または 8月第
4 週を参照）。リアホナが人々の信仰と熱意に応
じて指示を与えたように，聖霊もわたしたちがそ
の声に耳を傾けるとき，わたしたちの義に応じて
導いてくださることを説明します。

    第 2 週―聖霊は静かな細い声で語られます。

  教える教義を明確にする（信仰箇条を暗記する）
―  子供たちを3つのグループに分け，信仰箇条
第 1条を暗記できるように助けます。 1番目のグ
ループを指し，「わたしたちは永遠の父なる神と」と
言わせます。 2 番目のグループは，「その御子イエ
ス・キリストと」と言います。 3 番目のグループは，
「聖霊とを信じる」と言います。各グループがひとと
おりの語句を言えるように交代します。（年少の子
供たちには各語句の順番を指で示させてもよいで
しょう。）天の御父とイエス・キリストと聖霊は，神
会の御三方であると説明します。聖霊は骨肉を持
たない霊の御方であると子供たちに伝えます。

理解と応用を促す（聖文を読み，経験を分かち
合う）― 子供たちに，聖典を開いて，教義と聖約
130：22を一緒に読むよう勧めます。聖霊に肉体
がない理由を探すように言います。教義と聖約 8：
2を読みます。「思い」と読んだら子供たちは自分
の頭を指指し，「心」と読んだら胸を指差します。

聖霊がどのようにして思いと心に語りかけられる
か，例を挙げます（ガラテヤ 5：22 参照）。聖霊の
促しを感じたときのことを子供たちに話してもらっ
てもよいでしょう。

理解と応用を促す（聖霊の役割について話し合
う）―    子供たちを 5つのグループに分けます。
各グループに以下の参照聖句の一つを渡し，聖霊
がどのような方法でわたしたちを助けてくださるか
考えてもらいます。ヨハネ14：26（助け，教え
る）；2 ニーファイ32：5（なすべきことを示す）；
モーサヤ 5：2（わたしたちの心の中に変化を生じ
させる）；モロナイ 8：26（希望と愛を人の心に満
たす）；教義と聖約 20：27（キリストを証する）。
各グループで学んだことを発表するよう促します。 

6  月   聖霊はすべてのことの真理を
証
あかし

されます
「聖霊の力によって，あなたがたはすべてのことの真理を知るであろう。」（モロナイ10：5）

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―聖霊は神会における第三の御方です。

 歌―「せいれい」
（『歌集』，56 番）   

提案―聖文から福音
の真理を学ぶことは子
供にとって大切です。聖
文を読むとき，子供たち
が集中して耳を傾けられ
るよう助けてください。
年少の子供でも，聖句を
読むときに，一つや二つ
の特定の言葉を聞き取
ることができます。
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  第 4 週―わたしたちは聖霊の力によって，すべてのことの真理を知ることができます。    

理解を促す（話を聴く）― 何人かのワードの会
員に，聖霊がわたしたちを導き守ってくださること
について話してもらいます。個人的な経験，または
聖典や教会歴史の中から話をしてもらうとよいで
しょう（例として『歴代大管長の教え―ウィル
フォード・ウッドラフ』46－ 47）。子供たちをグ
ループに分け，子供のグループまたは話者を順番
に交替させ，各グループがすべての話を聞くように
します。移動する間，子供たちに「せいれい」（『歌
集』，56）をハミングさせます。

  理解と応用を促す（黒板を使う活動）― 黒板
を二つの欄に分けます。一つの欄の上に「大切な
決断」，もう一つの欄に上に「聖霊を招く」と書き
ます。子供たちに人生の中で行う大切な決断を挙
げてもらい，最初の欄に書き入れます。次に，これ
らの決断をする際に助けを受けられるよう，自分
の生活に聖霊を招くにはどうしたらよいかを挙げ
て，2 番目の欄に書き入れます。

第 3 週―聖霊はわたしたちを導き守ってくださいます。

状況に応じて
レッスンを修正する  
子供たちの年齢に応じて

レッスンを修正してください。
託児の手引きや
教会機関誌など，
ほかの承認された
教会資料に載っている
アイデアや活動を

使ってもよいでしょう。  

    黒板を使う
  黒板は教えるための
効果的な道具です。
子供たちを歓迎する，
質問を投げかける，

教える教義を明確に伝える，
考えを書き出す，

物語や概念を説明するために
使用できます

（『教師，召し』，162－163参照）。  

  提案― 聖霊を招く一つ
の方法は，福音の真理を実
践するために自分が何をす
るかを述べる機会を子供
たちに与えることです。
分かち合いの時間で毎回，
こうした機会を与えるには
どうしたらよいか考えてく
ださい。 

理解と応用を促す（ゲームをする，または経験
を分かち合う）―  モロナイ10：5を一緒に読
み，聖霊はわたしたちが真理を学ぶのを助けてく
ださることを証します。教会にいるとき，親切な行
いをするとき，祈ったり聖文を読んだりするときに，
温かい穏やかな気持ちを感じることがあ
ると子供たちに言います。この穏やか
な気持ちは，これらが真実で正し
いことが分かるように助けて
くださる聖霊の導きである
と説明します。子供たちを
クラスごとのグループに分
け，各グループに次の活動
の一つをさせます。（1）託
児の手引き『あなたがたの
幼い子供たちを見なさい』

（29，31ページ参照）にあるさいころゲームをします。
（2）聖霊が自分をどのように助けてくださったかを
述べます（まず，各グループの教師に経験を述べて
もらってもよいでしょう）。  
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     理解を促す（絵を見て話し合う）―   子供たち
に皮のサンダル（またはイエスがサンダルを履いて
おられる絵）を見せます。イエスはこのような履き
物を履いて善い行いをして歩かれたことを説明しま
す。黒板に以下の言葉を書きます。「イエスは，神
が共におられるので，よい働きをしながら，……巡
回されました。」（使徒 10：38 参照）子供たちと一
緒にこの聖句を繰り返します。以下の出来事を描
写する絵を部屋の周りにはります。「子供たちを祝
福されるイエス」（3ニーファイ17：21－24 参照），
「盲人を癒

いや

されるイエス」（ヨハネ9：1－17 参照），

「ヤイロの娘をよみがえらせられるイエス」（マタイ
9：18－19，23－25 参照），「5,000人に食物を
与えられるイエス」（ヨハネ 6：5－14 参照）。子供
たちに，サンダルを履いているつもりで，1枚の絵
のところまで歩いてもらいます。数人の子供に絵
の中のイエスが何をしておられるかを説明してもら
います。次の絵のところへ行く前に，「イエスは，神
が共におられるので，よい働きをしながら，……巡
回されました」という言葉を繰り返してもらいます。
それぞれの絵について同じことを繰り返します。

第２週―イエス・キリストはよい働きをしながら，巡回されました。

教える教義を明確にする（聖文を読む）―
  5 枚の紙を用意します。片面に以下の言葉の一つ
を書き，裏面に対応する参照聖句を書きます。「わ
たしの思い」（モーセ4：2）；「ではなく」（ルカ
22：42）；「父の」（3 ニーファイ27：13）；「みこ
ころが」（ヨハネ 6：38）；「成るように」（ヨハネ
4：34）。子供たちを 5つのグループに分け，各グ
ループに前述の紙を1枚渡します。どの聖句にも，
イエス・キリストがどのような生活をされたかについ
てよく似たメッセージが込められていると説明しま
す。子供たちが聖文に書かれていることを理解で
きるよう教師に手伝ってもらいます。学んだことを

グループごとに発表し，聖句の紙を黒板にはります。
子供に助けてもらいながら言葉の順序を正しく並
べ，その後一緒に文を読みます。

   応用を促す（紙の鎖を作る）―天の御父の戒
めを守られるイエス・キリストの模範に従うことが
できる方法を子供たちに提案してもらいます。
1枚の細い紙に思いついた一つのことを文字で書
き出すか，それを絵で表します。紙をつなげて，鎖
を作ります。従順な行いが増えるにつれて鎖が長
くなるように，わたしたちが主に従う度に信仰が強
くなると指摘します。

7  月   わたしはイエス・キリストの模範に
従うことができます
  イエスは言われました。「わたしに従ってきなさい。」（ルカ18：22）

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

  第 1週―イエス・キリストはいつも天の御父に従われました。

  歌―
「われに来よ」
（賛美歌 66 番）  

  教える教義を明確にする
活動をするとき，

教える教義を明確にしてください。
これは子供たちが

教義を理解し応用するうえで
役立ちます。     

提案―子供たちに動
作をさせることは，積極的
な参加と注意力を高める
ために役立ちます。全体の
人数に応じて活動を修正し
てください。例えば，人数
が多い場合には，第 2週
の活動で絵のところまで歩
くのではなく，足踏みをす
るだけに修正します。  

  提案―様々な教授法
を組み合わせて用いると
き，子供たちはより効果的
に学習します。例えば第
2 週では，子供たちは教
義を学び，教義に関連し
た絵を見て，体を動かす
活動を行います。    

言葉のカードは，LDS.org で入手できます。
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音楽指導者へ

    理解を促す（聖文を読み，歌を歌う）―  黒板に
二つのリストを無作為に書きます。一つはイエスが
わたしたちに従うように模範を示された聖句と，も
う一つはその聖句に関連した歌です。子供たちを
グループに分け，各グループに黒板に挙げた聖句
に関連する絵を渡します。それぞれのグループは
黒板に書いた聖句と歌の中から絵に合ったものを
選びます。グループごとに絵を見せてイエスの示さ
れた模範を説明し，ほかの子供たちを先導して一
緒にその歌を歌います。以下のような絵を使うとよ
いでしょう。

    •   「神殿における少年イエス」ルカ2：42－ 49
「子供の時から主を求め」（『歌集』，67）

    • 「イエスにバプテスマを施すバプテスマのヨハネ」
マタイ3：13－17，「バプテスマ」（『歌集』，54
－ 55）  

    • 「それゆえに，あなたがたは行って」マタイ28：19
－20，「ニーファイのように」（『歌集』，92－93）  

    •   「ニーファイ人を癒されるイエス」3 ニーファイ
17：7－ 9，「友達」（『歌集』，78－79）

わたしたちが従う唯一の完全な模範はイエス・
キリストであられることを証します。    

理解を促す（聖文を読む）― 紙でハート形を切
り抜き，「互いに愛し合う」と書きます。それを聖
典の中のヨハネ13：34 の箇所に挟みます。一人の
子供に聖典の中にあるハートを捜してもらいます。
イエスはこの聖句の中で，人に対してどのように接
してほしいと思っているかを教えておられると説明
します。子供たちに自分の聖典の中でヨハネ13：

34 を捜してもらい，聖句を一緒
に読みます。一人一人の子供に
聖句が書かれたハートのしおり
を渡し，この活動を家族で行うよ

う勧めてもよいでしょう。  

   応用を促す（歌を歌い，思いを分かち合う）―
 子供たちに一つかそれ以上の円を作ってもらいます
（もし場所が十分にない場合は，一列の子供たち
に後ろ向きになってもらいその後ろの列の子供と
向かい合わせにします）。 1本の糸にボタンを一
つ通し，両端を結んで輪になったものを各グループ
に渡します。子供たちは「共に愛し合え」（『歌
集』，74）を歌いながら，糸に通したボタンを動か
します。適当に音楽を止め，ボタン
を持っている子供に，人に愛を示
す方法を一つ挙げてもらいます。最
後に，人から愛を示されたときのこと
を数人の子供に話してもらいます。

    子供たちが「われに来よ」（『賛美歌』 66 番）を
学ぶのを助けるために，以下のアイデアについて考
えてください。  

    •   鼻に触る，手を握る，腕を組むなどの動作をし
ながら，子供たちに同じことをするように促しま
す。わたしたちはイエスが行われたことをするこ
とにより，イエスに従うことができることを述べ

ます。音楽のリズムに合わせて，片手の 2 本の
指でもう片方の手のひらを軽くたたいてもらい
ます。

    •   足跡の形の紙に歌詞を書いたものを用意します。
子供たちは教師が歌う楽節を後から歌いながら，
足跡を1枚ずつ黒板にはります。足跡が救い主
の絵に向かっていくようにはります。    

第 3 週および第 4 週―イエス・キリストの模範は，
わたしがどのように生活すべきか教えてくれます。

  音楽指導者は，子供たちが歌詞，音楽，視覚教材を関連づけて覚える際に，
歌の教義を学ぶことに参加してもらうことができます。

次の数週間にわたって，歌を覚えるまで，子供たちが一枚ずつ足跡をはがしていってもよいでしょう。   

足跡は，LDS.org で入手できます。
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理解を促す（絵を描く）― 子供たちをグループ
に分けます。各グループについている教師にイエ
スがだれかを癒されたときの話を聖典から読むか，
または自分の言葉で述べてもらいます。例―二
人の目の不自由な人（マタイ9：27－31），病人
（ヨハネ 5：1－ 9），10人の重い皮膚病の人（ルカ
17：12－19），役人の息子（ヨハネ 4：46－ 53）。

子供たちにその話の絵を描いてもらいます。皆の
前で絵を見せ，話をするよう，数人の子供に頼んで
もよいでしょう。話を聞きながら，イエスに癒され
た人々がどのように感じたかを子供たちに想像し
てもらいます。家族に描いた絵を見せて習ったこ
とを話すよう子供たちに勧めます。

      第２週―イエス・キリストは病人を癒
いや

すことがおできになります。

  教える教義を明確にする（言葉当てゲームをす
る）―  「奇跡」（きせき）の文字の数に合わせ，黒
板に 3 本の短い線を引きます。子供たちに何とい
う言葉か当ててもらいます。最初の文字を書き，再
び推測してもらいます。 2 番目の文字を書き，再び
推測してもらいます。奇跡とは神の力によって起き
る特別な出来事であると説明します。子供たちを
グループに分け，各グループに以下の言葉を書い
たカードを一式渡します。「奇跡は」「イエス・キリ
ストが」「地上を」「治める」「力を」「お持ちである」
「ことを」「示します」。各グループに言葉を正しく
並べ換えてもらいます（言葉のカードは，LDS.org

で入手できます）。

 応用を促す（聖典の話を聞く）―イエスが嵐
あらし

を
沈められた話（マルコ4：36－39）や，網を魚で
満たされた話（ルカ5：1－11）をあなた自身の言
葉で語ります。子供たちに話に合わせて動作をし
てもらいます（風や波の動きをまねる，空の網や魚
が入った網を引くなど）。それぞれの話をすると
き，イエス・キリストが地球を治める力を持ってお
られることを証

あかし

します。これらの奇跡が困ってい
る人々をどのように助けたかについて子供たちに話
し合ってもらいます。

8  月   イエス・キリストは神の御子，
そして奇跡の神です
「さて見よ，わたしは神である。奇跡の神である。……また，わたしは人の子らの信仰に応じて
でなければ彼らの中で業を行わない……。」（2 ニーファイ27：23）

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが
教義を理解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは
何をすればよいだろうか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―イエス・キリストは奇跡の神です。

『子供の歌集』から選曲し
て歌います

  少人数グループで
活動する

 少人数のグループで
活動することは，子供たちの
学習への参加を増やします。
分かち合いの時間，
子供たちはクラスごとの
グループに分かれて
座っています。

これらのグループを
少人数のグループ活動に
活用できます。     

提案―  子供は動作で
覚えます。話を述べるた
めに動作をつけるよう子
供たちに勧めます。話す
前に，子供たちと一緒に
動作を練習します。この
ようにすると，子供たちは
集中して話に耳を傾ける
ことができます。  
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  第 4 週―奇跡は信仰を持つ人々に訪れます。

理解を促す（聖典の話を聞く）―ワードの何人
かの会員を初等協会に招待し，以下の話をあたか
も実際にその出来事を見たかのように簡潔に話し
てもらいます。ラザロのよみがえり（ヨハネ11：1
－ 45）；ヤイロの娘のよみがえり（マルコ 5：21－
24，35－ 43）；やもめの息子のよみがえり（ルカ

7：11－16）；復活（ヨハネ20：1－18）。ワード
の会員は頭にスカーフをかけたり，長い衣を身に
着けたりするなど，簡単な衣装を着けてもよいで
しょう。イエス・キリストが死に打ち勝つ力を持っ
ておられること，わたしたちが皆復活することを証
するよう子供たちに勧めます。

    教える教義を明確にする（聖文を読む）― 黒
板に教義と聖約 63：9「しかし見よ，信仰はしるし
によっては生じないが，信じる者にはしるしが伴
う」を書きます。この聖句に書かれた「しるし」
は，「奇跡」という意味もあることを説明します。
子供たちに，立って聖文を声に出して一緒に読んで
もらいます。「信仰」という言葉を指摘します。奇
跡は必ずしも劇的なものとは限らず，わたしたちは
まず信仰を持たなくてはならない，そうすれば生活
の中で奇跡に気づくと説明します。また，たとえ信
仰があっても，悲しみや痛み，苦しみを経験するこ
とがあるが，神はわたしたちの必要を御存じで，
守ってくださると説明します。  

理解を促す（聖文の話を聞く）― モーセがパロ
に神の民をエジプトから解放するように頼んだとき
の話をあなた自身の言葉で話します（出エジプト
7－10 章）。話し始める前に，子供たちに災いを
表す音を出す練習や動作の練習をさせます。例え
ば，腕を動かしながら川の音を再現したり，ぶよが
付いた体をかく動作をしたり，牛のように鳴いたり，

はれ物ができたことを表現するためにうめいたりす
るなどです。話に注意して耳を傾けるよう促します。
教師が手を上げたら，そのときに話している災いを
表す音や動作をするように，そして教師が手を下ろ
したらやめるように言います。それぞれの災いに
ついて話し終える度に，パロはまだ民を解放しな
かったことを話します。パロは多くの奇跡としるし
を見ましたが，神を信じようとしませんでした。こ
の話を，信仰が奇跡を生じた例（エリヤとザレパテ
のやもめ女，ダニエルとライオン，ヤレドの兄弟，獄
中のニーファイとリーハイなど）と対比させます。
時間があれば，話に合わせた動作を子供に考えて
もらいます。  

   応用を促す（ゲストの話を聞く）―ワードの一
つか二つの家族を招待し，イエス・キリストを信じ
る信仰を持ったとき，奇跡によってどのような祝福
を受けたかを話してもらいます。（準備の時間が
取れるよう，余裕をもって依頼してください。）わた
したちが信仰を持つなら，生活の中で奇跡を見る
ことができると証します。   

  第 3 週―イエス・キリストは死に打ち勝つ力をお持ちです。    

理解を促す
  子供たちは聖典の物語を演じることで，
よりよく記憶し，理解できます。  

  提案―子供たちは初
等協会で学んだことを人に
伝えるとき，教義をいっそ
う理解し，証

あかし

が強まります。
第 2 週は，学んだことを
家で話すように勧められ
ます。これは家庭で福音
について話し合う機会を
与え，家族を強めます。  
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  教える教義を明確にする（聖文を暗記する）
―  子供たちがヨハネ14：15を暗記するのを助け
るために，ハートの絵と十戒を表す絵を描きます。
子供たちを二つのグループに分けます。一つのグ
ループの前でハートの絵を掲げ，子供たちに，立って
「もしあなたがたがわたしを愛するならば」と言っ
てもらいます。もう一つのグループの前で十戒の
絵を掲げ，子供たちに，立って「わたしのいましめ
を守るべきである」と言ってもらいます。これを数
回繰り返します。年長の子供たちは同様にしてヨ
ハネ14：21の（「わたしのいましめを心にいだいて
これを守る者は，わたしを愛する者である。」）の
最初の部分について学んでもよいでしょう。

 戒めを身振りで示す（戒めを身振りで示す）
― 戒めを一つずつ書いた紙を用意します（例
―聖文を読む，慎み深い服装をする，知恵の言
葉を守る）。紙を容器に入れ，子供に 1枚選ばせ，
その戒めを守る一つの方法を身振りで示してもらい
ます。ほかの子供たちは何をしているか当てます。

「いましめを守る人を」（『歌集』，68－ 69）を歌い
ます。歌う間，先ほどの子供を中心に戒めを守る
方法を皆で身振りで示します。数人の子供に，こ
の戒めを守ることがどのような祝福となるか話すよ
う勧めます。  

   応用を促する（聖文を読み，話し合う）―「わ
たしの福音の標準」を見せ，子供たちと一緒に標
準を復習します。これらの標準に従うことはイエ
ス・キリストに愛を示すことだと説明します。以下
の参照聖句を別々の紙に書きます。出エジプト
20：7；出エジプト20：8－10；出エジプト20：
12；ヨハネ13：34－35；モーサヤ18：10；教義
と聖約 42：40－ 41。子供たちをグループに分
け，各グループに聖句の一つを渡し，一緒に読んで
もらいます。子供たちはその聖句がどの福音の標
準と一致するかを考え，その標準に従って生活す
るにはどうしたらよいかを話し合います。グループ
で考えたことをほかの子供たちに発表するよう勧
めます。

9  月   わたしはイエス・キリストを愛しているので，
主に従います
  「もしあなたがたがわたしを愛するならば，わたしのいましめを守るべきである。」（ヨハネ14：15）

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」   

第1週および第２週―戒めを守るとき，わたしはイエス・キリストに愛を示します。

  聖文を暗記する 
視覚教材を見ながら
聖文を暗唱することは，
子供たちが暗記するのを

助けます。   

提案―聖文を暗記す
ることは子供たちが福音
の原則を学ぶ助けになり
ます。聖文の言葉は慰め
と導きを与えてくれます
（『教師，召し』，171－172参
照）。第1週では，3つの
事柄が聖文を暗記するのを
助けてくれます。その 3 つ
とは，繰り返すこと，短い
語句，視覚教材です。  

塗り絵は，LDS.org で入手できます。
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    理解を促す（絵を描く）― 3 ニーファイ17：7，
9－12，20－24 の中でキリストが人々を癒

いや

し，祝
福された話をするか，年長の子供に聖典を朗読し
てもらいます。子供たちにその話の一場面の絵を
描いてもらいます。聖文を読むことでイエス・キリ
ストに対するあなたの愛がどのように深まったか証

あかし

します。  

   応用を促す（歌を歌い，聖文について話し合う）
―「子供の時から主を求め」（『歌集』，67）を
歌います。聖文を読んだり，聖文に耳を傾けたりす

ることにより，イエス・キリストについてもっと学ぶ
ことができると子供たちに教えます。次に，マルコ
10：13－16に書かれた，イエスが子供たちを祝福
されたときの話をします。幼い子供たちを祝福され
るイエスの絵を見せます。もし自分がそこにいたら，
どのような気持ちになったか想像してもらいます。
数人の子供に，自分の思いを述べるよう勧めます。
聖文で主について読むことにより，救い主をいっそ
う近くに感じることができると説明します。   

  第 4 週―聖文を研究するときにイエス・キリストへの愛が深まります。

    理解を促す（聖文を読み，話し合う）― 子供
たちを少人数のグループに分けます。各グループ
で以下の聖句を読んで話し合い，祈りについて救い
主が教えられていることを見つけます。 3ニーファ
イ18：19－20；教義と聖約19：28，38；88：63
－ 64。救い主が主の御

み

名
な

によって天の御父に祈る
よう教えられたことと，主の御名によって祈ること
で主をさらに近く感じられることを強調します。  

理解を促す（塗り絵）― 託児の手引き『あなた
がたの幼い子供たちを見なさい』の19 ページの
絵をコピーして全員に配ります。色を塗って家へ
持って帰り，家族に見せられるようにします。  

理解と応用を促す（祈りについて話す）―『子
供の歌集』から，「子供のいのり」（『歌集』，6－7）
または「おいのり」（『歌集』，18）など，祈りについ
ての歌を1曲歌います。祈るときに主に対する愛

がどのように深まるかということについて子供たち
に話します。黒板に 4つの欄のある表を書きま
す。最初の欄のいちばん上に「わたしたちの天の
お父様」と書きます。 2 番目の欄に「天のお父様
に祝福を感謝します」と書きます。 3 番目の欄に
「天のお父様に祝福をお願いします」と書きます。
最後の欄に，「イエス・キリストの御名により，アー
メン」と書きます。子供たちはクラスごとのグルー
プで，感謝している祝福を挙げます。次に各グ
ループに感謝している祝福を一つ発表してもら
い，それを 2 番目の欄に書きます。次に，天の御
父に求める祝福について，子供たちに各クラスの
グループで話し合ってもらいます。子供たちの意
見を3 番目の欄に書きます。祈りの各部分につい
て復習します。

 第 3 週―祈るとき，イエス・キリストへの愛が深まります。

  塗り絵
すべての子供が塗り絵が好き
というわけではありません。
1，2回色をつけるだけで終わる

子供もいるでしょう。
塗り絵の目的は，

学んだことを視覚的に表現し，
家へ持ち帰れる物を与えることです。  

提案―子供は教義を
どのように応用できるか
を述べると，メッセージが
心に刻み込まれ，御

み

霊
たま

を
招きます。教義を教えた
後，子供たちがその教義
を生活の中で応用する方
法を述べる機会を与えて
ください。  

提案―年長と年少の
子供たち両方が参加でき
る分かち合いの時間を計
画してください。例えば，
第 3 週の最初の活動は年
長の子供たち，2 番目の
活動は年少の子供たちに
向いているでしょう。
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    教える教義を明確にする（聖文を読む）―黒
板に専任宣教師の写真をはり，これから伝道につ
いての聖句を読むことを告げます。半数の子供
に，マタイ28：19－20 を，残りの半数には教義と
聖約133：37 を読むように割り当てます。その聖
句から伝道についてどのようなことが分かるか考
え，皆の前で話すよう勧めます。現在，伝道に出
ている家族がいる子供に，伝道についての気持ち
を述べてもらいます。

理解と応用を促す（伝道について話す）― 子
供たちに，立って「宣教師になりたい」（『歌集』，
91）を歌ってもらいます。天の御父は福音が世界
中に宣

の

べ伝えられるのを望んでおられること，そ
して子供たちが今から宣教師になる準備ができる
ことを伝えます。容器の中に，伝道に出る準備を
する方法を思い起こさせる物を入れます。例えば，
聖典，日曜日に履く靴，什

じゅう

分
ぶん

の一の献金票，紙の
ハートなどです。子供に容器の中から一つ選んで
もらい，宣教師になる準備をするために，それが
どのように役立つか述べてもらいます。

  第２週―福音を分かち合うことは，人々がキリストのもとへ来る助けとなります。

教える教義を明確にする（聖文を読み，絵を見
る）― 子供たちに，立って教義と聖約1：38 を
声に出して一緒に読むように言います。預言者はイ
エス・キリストの僕

しもべ

であると説明します。救い主の
絵と現在の預言者の写真を見せ，預言者に従うこ
とはイエス・キリストに従うことであると子供たち
に述べます。

応用を促す（歌を歌う）―「預言者にしたがお
う」（『歌集』，58－ 59）の 9 節を歌います。子供

たちをグループに分け，総大会で預言者や使徒か
ら学んだことを一つか二つ挙げてもらいます。一つ
のグループに，学んだことを身振りで示してもらい
ます。ほかの子供たちは何をしているか当てます。
各グループは同じことを行い，次のグループに交替
する前に，「預言者にしたがおう」の繰り返しの部
分を歌います。

10  月   教会の使命は，
すべての人をキリストのもとへ招くことです
「まことに，キリストのもとに来て，キリストによって完全になりなさい。」（モロナイ10：32）

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」  

  第 1週―預言者に従うことで，わたしたちはキリストのもとへ行くことができます。

  繰り返すことによって学ぶ  
子供たちは繰り返すことと

チャレンジすることによって学びます。
ここで子供たちは聖文を繰り返し，

言葉を正しく並べるという
チャレンジを受けます。  

提案―絵や視覚教材
を用いてアイデアを提示す
るとき，子供たちはいっそ
うよく学び，覚えておくこと
ができます（『教師，召し』，
175－176，180 －182 参
照）。子供たち自身も参加
を促す，効果的な視覚教
材の役割を果たしてくれ
ます。宣教師の写真を見
せる代わりに，専任宣教
師を初等協会に招待する
か，一人の子供に宣教師
の格好をしてもらってもよ
いでしょう。

言葉のカードは，LDS.org で入手できます。
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 第 4 週―神殿の業はわたしと家族がキリストのもとへ来るのを助けます。

    教える教義を明確にする（聖文を読む）― 黒
板にイエス・キリストの絵をはります。子供たちが
「まことに，キリストのもとに来て，キリストによって
完全になりなさい」（モロナイ10：32）を暗記する
のを助けます。聖句の言葉を一つずつ別々の紙に
書き，ばらばらにして黒板にはります。子供たち
に，聖句の箇所を聖典で開き，一緒に読むよう勧め
ます。一人の子供に，聖句の最初の言葉を見つけ，
黒板にはってある言葉を探してもらいます。再び
聖句を読み，別の子供が次の言葉を見つけます。
すべての言葉が順序どおりに並ぶまで繰り返します。
キリストのもとに来るというのは，キリストを信じる
信仰を持ち，キリストの戒めを守り，聖約を交わし，
間違いをしたら悔い改めるという意味だと説明し
ます。  

理解と応用を促す（事例について話し合う）―
   イエス・キリストの贖

あがな

いのおかげで，わたしたちは
過ちを犯したきに悔い改めることができると説明
します。紙で 4つの足跡を切り抜き，その足跡に
次の悔い改めの段階の一つを書きます。（1）後
悔する，（2）赦

ゆる

しを求める，（3）過ちを正す，（4）
過ちを繰り返さない。足跡の紙を床に置き，イエ
ス・キリストの絵の所まで並べます。数人の子供
に足跡をたどってもらいます。子供たちをグループ
に分け，悔い改めるために必要な事柄を表す事例
を各グループに与えます。例えば，「両親に従わ
ず，家の中でボールをけり，何かを壊す」などです。
悔い改めの各段階を応用するにはどうしたらよい
かについて話し合ってもらいます。

     理解を促す（歌を歌う）―「神殿に行きたいな」
（『歌集』，99）の 2 節を教えます。神殿の写真を
8 枚の紙で覆い，それぞれの紙に次の一つを文字
で書くか絵で描きます。ハート，開いているドア，
「聖約」という言葉，「従う」という言葉，「神聖な場
所」という言葉，「結び固め」という言葉，子供の
写真，家族の写真。これらは歌のヒントですと言
います。歌の一節を歌い，子供たちに注意して聴く
よう勧めます。その節に合うヒントはどれか尋ね，
一人の子供にその紙をはがしてもらいます。子供
たちと一緒にその節を再び歌い，意味を説明しま
す。子供たちにその節に関連した身振りをしても
らってもよいでしょう。歌の各節について同じこと
を繰り返します。写真を覆っている紙が皆取れた
ら，身振りをしながら，歌を全部歌います。子供た
ちに次のように言います。大きくなったら神殿へ行

くのにふさわしくなるために，今から準備できます。
また，そのような準備によりイエス・キリストへ近づ
くことができます。   

  第 3 週―過ちをしたときに悔い改めることにより，
キリストのもとへ来ることができます。

  応用を促す
  子供たちは福音の原則を生活の中で

どのように応用できるかを示すときに学びます。   

提案―事例は，似たよ
うな状況で自分がどうす
るかを子供たちが考えて
話し合うのを助ける現実
に即した状況です（第 3
週参照）。事例研究は福
音の原則を応用する方法
を示すのに役立ちます
（『教師，召し』，161－162
参照）。

提案―「生徒に愛を示
すと，生徒は御

み

霊
たま

を受け
入れやすくなる。」（『教師，
召し』，31）一人一人の子
供について祈り，その子の
興味と関心を知り，その子
を名前で呼び，子供の話に
注意深く耳を傾けるときに
子供たちに対する愛を深
めることができます。  

足跡は，LDS.org で入手できます。

資料は，LDS.org で入手できます。
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理解を促す（劇に参加する）― 子供たちに次の
ように言います。ある日，ある人がイエスに「わた
しの隣り人とはだれのことですか」と尋ねました。
イエスは答えとして，人に奉仕する方法を教える話
をされました。数人の子供に，良いサマリヤ人のた
とえの登場人物，すなわち旅人，強盗，祭司，レビ
人，サマリヤ人，宿屋の主人になるように勧め，簡
単な衣装を着けてもらいます。あなた自身の言葉
で話を聞かせ（ルカ10：30－37 参照），子供たち
が演じるのを手伝います。子供たちに次のように
質問します。「この話では，わたしたちの隣り人は
だれだと教えていますか。わたしたちはだれに奉
仕すべきですか。」困っている人はだれでも，わた
したちの隣り人であることを指摘します。友達や家
族にはいつでも奉仕できるが，知らない人に対して
は，親や信頼できる大人と一緒にいるときだけ奉
仕すべきであると説明します。イエス・キリストが
すべての人を愛しておられ，わたしたちが互いに奉
仕し合うことを望んでおられることを証

あかし

します。

 応用を促す（家族に奉仕することを計画する）
―   子供たちに次のように言います。イエスはわ
たしたちに家族をはじめ，人に奉仕をするよう望ん
でおられます。紙を丸く切り抜き，各人に数枚渡し
ます。子供はそれぞれの紙に笑顔を描き，「奉仕の
ほほえみ」を作ります。これから1週間，家族のた
めにささやかな奉仕をするよう子供たちを促します。
奉仕の内容についてブレーンストーミ
ングをします（愛のこもったメッ
セージを置いておく，おもちゃを片
付ける，ベッドを整えるなど）。奉
仕をした場所に「奉仕のほほえみ」
を置くよう子供たちに勧めます。家族
も「奉仕のほほえみ」活動に誘うように勧めます。
奉仕の行いが家族にほほえみをもたらした経験に
ついて，翌週，初等協会で発表できるように子供た
ちを励まします。

11  月   人に奉仕するとき，
わたしたちは神に仕えています
「あなたがたが同

はら

胞
から

のために務めるのは，とりもなおさず，あなたがたの神のために務めるので
ある……。」（モーサヤ 2：17）

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

  第 1週および第２週―イエス・キリストは，人に奉仕する方法を教えられました。

聖典の話を
視覚化する
 日用品を使った
簡単な衣装は，
子供たちが
この聖典の話を
視覚化するのに
役立ちます。 

提案―  聖典の話は子
供の年齢に合わせて教え
る必要が生じる場合もあ
ります。第 1 週で良いサ
マリヤ人の話を教えると
き，見知らぬ人が助けを
必要としたり，助けを求め
たりした場合には，子供
はまず信頼できる大人の
助けを求めることが非常
に重要です。  

 提案―   分かち合いの
時間は，「神への信仰」プ
ログラムを進めるための
機会を提供します。第 1，
2 週の奉仕活動は，『神
への信仰』ガイドブックの
8－ 9 ページに書かれた
目標を達成する助けとな
ります。    

“That they might know thee 
the only true God, and Jesus Christ, 

whom thou hast sent.”
John 17:3

FAITH IN GOD
f o r  B o y s

提案―分かち合い

“That they might know thee 
the only true God, and Jesus Chris

whom thou hast sent.”
John J h 17:3

FAITH IN GOD

“That they might know thee 

the only true God, and Jesus Christ, 

whom thou hast sent.”

John 17:3

F O R G I R L S

ily.

par-

ather.

my part

ミ
ッ

」
家族
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理解を促す（奉仕の機会の例を見る）― 一人
の初等協会指導者に，部屋に入り，慌てた様子で，
困っていることが明らかに分かるような演技をして
もらいます。例えば，何かを落としてしまったり，抱
えている荷物が多かったり，泣いている赤ちゃんを
なだめたりするなどです。彼女を助けるために，
「助け手」となる方法を子供たちに提案してもらい
ます。良いサマリヤ人のたとえの中で，イエスはわ
たしたちにほかの人に奉仕するよう教えられたこと
を子供たちに思い起こさせます。助けが必要な子
供たちの写真を見せます。初等協会の手引きに付
属している視覚資料の絵を使うとよいでしょう。こ
うした状況で人を助ける方法について話すよう子供
たちに勧めます。あなたがモーサヤ 2：17の前半
を言い，後半を子供たちに言ってもらいます。 

理解を促す（隣人のための奉仕を計画する）
― 子供たちに，紙に手を載せて手形をなぞり，

自分の「助け手」に，家族が隣人に奉仕できる方
法を書いてもらいます。 1 週間の中で，家族と一
緒にその奉仕を行うよう励まします。子供たちが
奉仕できる方法を思い起こせるように，掲示板や壁
に「助け手」の紙をはります。  

理解と応用を促す（歌を歌う）― 一人の子供
に，教室の前へ来て，自分の手をあなたの手と比
べてもらいます。子供の手の方がずっと小さいこ
とを指摘します。次のような質問をします。「わた
しの大きな手はおもちゃを片付けることができま
す。あなたの小さな手はできますか。」子供たち
全員に教師と手を比べてもらい，小さな手でも，た
くさんの奉仕ができることを指摘します。「小さな
手」（『歌集』，126）を歌います。歌いながら，手を
組むように促します。「手」という歌詞を歌うとき，
両手を挙げ，次にまたすばやく組んでもらいます。   

  第 4 週―隣り人に奉仕するとき，わたしは神に仕えています。

    教える教義を明確にする（聖句を暗記する）
― 黒板に「あなたがたが同胞のために務める
のは，とりもなおさず，あなたがたの神のために務
めるのである」（モーサヤ 2：17）と書き，その意
味について話し合います。聖句を二つの部分に分
け，半数の子供たちに前半を（「あなたがたが同
胞のために務めるのは」），残りの半数の子供たち
に後半を（「とりもなおさず，あなたがたの神のた
めに務めるのである」）を言ってもらいます。数回
繰り返します。  

理解を促す（歌を歌う）―「お手伝い」（『歌
集』，108）を歌い，「手伝う」という歌詞を奉仕す
るという言葉に置き換えます。歌を繰り返します。
「お母さん」という歌詞をほかの家族に置き換えま
す（例―「お父さん」「お兄さん」「お姉さん」）。
歌いながら，その家族のためにできる奉仕を身振

りで表現するように勧めます。わたしたちが人に
奉仕するとき，神に仕えているのだということを子
供たちに思い起こさせます。  

応用を促す（奉仕の機会について話し合う）
―黒板に時計の絵を描きます。子供たちをグ
ループに分け，各グループに 1日の異なる時間を
割り当てます。 1日のうちいつでも家族に奉仕で
きると子供たちに言います。次のように言います。
「チクタク，チクタク，  時になりました。奉仕
の時間です！」その時間を割り当てられたグルー
プに，立って，その時間に家族に奉仕できる一つ
の方法を述べてもらいます。すべてのグループが
発表するまで繰り返します。

  第 3 週―家族に奉仕するとき，わたしは神に仕えています。

      教義を復習する
  楽しい方法で教義を
復習することは，
子供たちが

学んだことを思い出すのを
助けます。    

  提案―様々な方法で
子供たちを参加させると，
学習がいっそう楽しくなり
ます。子供たちをグルー
プに分けるとき，男女別，
服の色，誕生日が 1年の
前半と後半かによって分
けるなど，幾つかの異なる
方法を試してください。  

   理解と応用を促す（奉仕について報告する）
― 子供たちに自分の言葉で良いサマリヤ人の話を
再び語るように促します。思い出せるように，先週
使った衣装を使ってください。次に，先週行った「奉
仕のほほえみ」について報告する機会を与えます。
これを行う一つの方法として，右に示すような車輪
を作り，初等協会のクラスの名前を書きます。車輪
を回し，当たったクラスの一人か二人の子供が自分

がした奉仕について，またそ
の奉仕が自分や人をどの
ように幸せにしたかにつ
いて報告してもらいま
す。時間があるかぎり，
繰り返します。

資料は，LDS.org で入手できます。
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    理解と応用を促す（絵と実物を使って話し合う）
―プレゼントとして包装した 4つの箱を持って
来ます。それぞれの箱の中には，以下の出来事を
表す一つの絵または物と，それが表す祝福または
贈り物の説明が書かれた紙が入っています。  

    • 出来事―イエスの降誕；贈り物―「天の
お父様はわたしたちの救い主としてその独り子
を賜った。」

      •   出来事―山上の垂訓；贈り物―「イエ
ス・キリストは義にかなった生活の方法を教え
てくださった。」

    •   出来事―ゲツセマネの園で祈られるイエス；
贈り物―「イエス・キリストはわたしたちが
罪から救われることを可能にしてくださった。」

    •   出来事―復活；贈り物―「イエス・キリ
ストはわたしたちが復活できるようにしてくだ
さった。」

別々の子供にそれぞれの箱を開けてもらい，そ
の贈り物によってわたしたちがどのような祝福を
受けているかについて話し合います。    

応用を促す（文字を書くか，絵を描く）―人
に奉仕して愛を示すことにより，救い主に贈り物を
する方法について話し合います（マタイ25：40 参
照）。一人一人の子供に紙を渡し，自分が救い主
に贈るプレゼントを一つ書くか，またはそれを表
す絵を描くように勧めます。次に，紙を二つに折
り，プレゼントのように外側にきれいな模様をつ
けます。

 第 2 週―イエス・キリストは世の救い主です。

  教える教義を明確にする（誕生日について話し
合う）― 子供たちに次のように質問します。「自
分の誕生日を特別な方法でお祝いしたときのことを
考えてください。どんなことをしましたか。」数人の
子供に自分の誕生日について話してもらいます。
天の御父は時の初めから，世界の歴史で最も重要
な御方の降誕，つまり御子イエス・キリストがお生
まれになることについて，預言者を通して世の人々
に語ってこられたことを説明します。このメッセー
ジは非常に大切なので，預言者たちはキリストが来
られることを命がけで証したことを説明します。
子供たちに「イエス・キリストは預言者が約束した
とおりに地上に来られました」という言葉を繰り返
してもらいます。

   理解を促す（聖典の物語を演じる）―イエス・
キリストの降誕を教えた数人の預言者の絵を見せ
ます。子供たちをグループに分け，各グループに預
言者の教えの一つを描写する参照聖句を渡します。
グループごとに交替で物語を演じてもらい（『教
師，召し』，165－166 参照），ほかの子供たちはど
の預言者を演じているかを考えます。預言者の例
として，ベニヤミン王（モーサヤ 2：1，5－7；3：
5－8），アビナダイ（モーサヤ12：1，9；15：1－
2；17：1，8－10），レーマン人サムエル（ヒラマン
14：1－5；16：1－2）などが挙げられます。イエ
ス・キリストが確かに降誕され，主に関する預言が
成就したことを証します。

12  月   わたしは贖
あがな

い主が生きておられることを
知っています
「そして今，小羊についてなされてきた多くの証

あかし

の後，わたしたちが最後に小羊についてなす証
はこれである。すなわち，『小羊は生きておられる。』」（教義と聖約 76：22）

この冊子に提示されているアイデアに皆さんのアイデアを盛り込んでください。子供たちに教義を明らかにし，子供たちが教義を理
解し生活に応用できる方法を計画してください。次のように自問してください。「これを学ぶために子供たちは何をすればよいだろ
うか。子供たちが御

み

霊
たま

を感じられるようにわたしに何ができるだろうか。」 

第1週―イエス・キリストは預言者が約束したとおりに地上に来られました。  提案―  子供たちは視
覚教材によく反応します。
実物，黒板に描く絵，言葉
を書いたカード，フランネ
ルボード，指人形など，
様 な々視覚教材を使うよう
にするとよいでしょう（『教
師，召し』，89－90 参照）。    

    提案―子供たちは学
んだことを人に伝えると
き，よりよく覚えます。分
かち合いの時間または家
庭でこれを行う方法を考
えてください。    
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  第４週―わたしは再びイエス・キリストとともに住むことができます。

    理解を促す（聖文を読み，ロールプレーをする）
― 子供たちに，イエス・キリストがいつか地上
へ戻って来られるというすばらしいニュースを取材
してもらうと告げます。二人の子供にテレビのレ
ポーターまたは新聞記者のまねをして，各クラスに
質問をしてもらいます。各クラスに以下の一つか二
つの質問と参照聖句を与え，数分間準備してもら
います。「イエスの再臨のしるしは何でしょうか。」
（ジョセフ・スミス―マタイ1：28－29）；「主はどの
ように来られるでしょうか。」（マタイ24：29－31）；
「主はいつ来られるでしょうか。」（マタイ24：36，
42，44）；「主が来られるとき，義にかなった人は
どうなるでしょうか。」（教義と聖約 88：96－ 97）；

「主が来られた後，地上はどのように治められるよ
うになるでしょうか。」（信仰箇条 1：10；教義と聖
約 29：11；45：58－59）；「主が来られた後，動物
はどのようになるでしょうか。」（イザヤ11：6－9；
ホセア 2：18）レポーター役を演じる二人の子供が
交替で質問し，各グループに答えてもらいます。  

応用を促す（話し合いと歌）―イエスの再臨に
備える方法について子供たちと話し合います。義
にかなった生活をしていれば，恐れる必要はない
ことを強調します。家で再臨の備えについて両親
と話し合うように促します。「主の来られる時」
（『歌集』，46－ 47）を歌います。

      理解を促す（体を動かす活動に参加する）―
初等協会が始まる前に，いすの下に以下の言葉の
一つを書いた紙の踏み石をはっておきます。「バプ
テスマ」「確認」「祈り」「家庭の夕べ」「聖

せい

餐
さん

を取
る」「教会に出席する」「神殿結婚」。部屋の片側に
地球の写真，反対側にイエス・キリストの絵をはり
ます。地球の写真からキリストの絵へ向かって一
度でジャンプできるかどうか一人の子供に尋ねま
す。イエスと天の御父と再び一緒に住むためには，
段階を踏まなければならないことを説明します。
いすの下に踏み石があるかどうか探してもらいま
す。踏み石を見つけた子供に，一人ずつ前へ出て，
踏み石に書かれた行動をするとどのようにしてキリ
ストに近づけるかを話してもらいます。二つの絵の
間の床の上に踏み石を置きます。部屋を横切る踏
み石の道ができるまで続けます。一人の子供に踏
み石の上を歩いて，地球の写真から救い主の絵ま
で行くよう勧めます。イエス・キリストと再び一緒
に住むための道を歩き続けられるように，いつも正
しいことをするよう子供たちを励まします。

応用を促す（絵を描いて色を塗る）― 子供た
ちに別々の紙に自分の足をなぞり，それぞれの紙
にイエス・キリストと再び一緒に住むためにできる

ことを書くか，それを表す絵を描いてもらいます。
色を塗る間，伴奏者に「主の計画にしたがう」（『歌
集』，86－87）を弾いてもらいます。絵を家へ
持って帰り，家族に見せるよう励まします。  

  第 3 週―イエス・キリストはいつか再び地上へ戻って来られます。

     体を動かす
有意義な活動

 子供たちは有意義な活動に
参加することにより学びます。
子供たちはこの活動で，
キリストに近づくために

できることを表す段階を踏みます。
できるだけ多くの子供が
参加できる方法を
考えてください。  .   

提案―      教える子供た
ちに対する愛を示すため
に，子供が取った具体的
な行動を心から褒めます。
例えば，「よくできました」
とか「ありがとう」のよう
な一般的な褒め言葉では
なく，「家族について話し
てくれてありがとう」と言
うとよいでしょう。        

提案―      年長の子供と
年少の子供の両方が参加
できるように分かち合い
の時間を計画してくださ
い。例えば，第 3 週の最
初の活動は，年長の子供
たちを対象に行うのがよ
いでしょう。この活動を
年少向けにする方法を計
画してください。      

踏み石は，LDS.org で入手できます。
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提案―初等協会の歌
を楽しく有意義なものに
するために，音楽的に高
い技能や，美しい歌声を
持っている必要はありま
せん。

    初等協会で
音楽を用いる方法
  初等協会で音楽を用いる目的は，イエス・キリストの福音を子供たちに教えることです。初等協会の歌は，福音をさらに楽しいもの
にし，御

み

霊
たま

を招き，敬
けい

虔
けん

な学習の雰囲気を作り出します。

     前奏曲は敬虔な雰囲気を作り出し，子供たちが
福音を学ぶ準備をするのを助けます。子供たちが
部屋に入って来るときに音楽が流れているようにし
てください。  

  先に部屋に入った子供たちに，後から来る子供た
ちが部屋に入るときに，前奏曲を歌うよう勧めます。
例えば，あなたが手を開いているときは静かに歌い，

手を握っているときはメロディーをハミングするとい
う指示を伝えてもよいでしょう。

前奏曲には，子供たちが学んでいる歌を弾きます。
このようにすると，子供たちはメロディーに親しむ
ようになります。歌の題名を言い，子供たちにメロ
ディーをハミングして聞かせます。次に子供たちに
一緒にハミングしてもらいます。

音楽は，子供たちが初等協会に到着した次の瞬間から，子供たちを巻き込むことのできるものです。

提案―音楽は，子供た
ちが気持ちを落ち着か
せ，耳を傾けて学ぶ準備
をするのに役立ちます。
例えば，あなたの両手を高
く上げ，歌いながら手を見
るように子供たちに言いま
す。あなたの手が下がっ
てきたら，だんだん静かに
ゆっくり歌うようにします。
子供たちの敬虔な態度に
感謝の意を表します。

  福音の原則を教えるために音楽を用いる    

歌を学ぶだけでなく，福音の原則を学んでいるこ
とを子供たちが理解できるよう助けます（『歌集』，
iii 参照）。質問をしたり，または歌詞の中に特定の
言葉や語句が何回出てくるか数えたりするなど
（2月の「音楽指導者へ」を参照）簡単な活動を
通して，歌が教える原則に注意を集中させます。

子供たちは歌を通して証
あかし

を述べます（1月第
1 週参照）。姿勢を正し，最高の声で歌うことを子
供たちに思い起こさせます。上手に歌ったときに
は，子供たちを褒め，感謝してください。

敬虔な雰囲気を作り，御霊を招くために，前奏曲を用いる
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    子供たちと一緒に復習する歌を選びます。例え
ば，一人一人の子供に紙のハートを1枚渡し，自分
の名前と好きな初等協会の歌を書いてもらいます。
ハートの紙を「心の歌」というラベルをはった容器

に入れ，子供たちに歌う歌を選んでもらいます。初
等協会の歌は，慰め，導き，霊感の源となり，たい
ていの場合，どこでもどんなときでも歌うことがで
きることを子供たちに伝えます。

 家で練習する
歌を効果的に教えるには，教える人自身が

歌を覚えなくてはなりません。
子供たちに教えるときには，楽譜ではなく，
子供たちの顔を見ることができるように，

家で練習してください。

  歌を教える方法

    歌を教える方法を計画するとき，以下のように自
問します。「子供たちの注意を引くにはどうしたら
よいだろうか。」「子供たちが歌に含まれている福
音のメッセージを理解できるようにするには，どの
ような質問をしたらよいだろうか。」「子供たちを強
めるように，どのような証を述べたらよいだろう
か。」（『歌集』，149 参照） 

 新しい歌を教えるときには，歌詞を朗読したり暗
唱したりせずに，必ず子供たちに歌ってあげてくだ
さい。そうすることで子供は歌詞とメロディーを一
致させることができます。子供は歌を何度も聞い

て，繰り返して歌うことにより覚えます。歌を覚え
るのに，歌詞を読む必要はありません。例えば，子
供たちにこだまのように復唱してもらうのもよいで
しょう。歌を聞かせながら，耳もとに手を添えて，
短い言葉や節に耳を傾けさせます。次に合図を
送って，子供たちが同じ箇所を歌う番だと伝えま
す。このようにして二つの節を歌い，子供たちが覚
えるまで繰り返します。次の二つの節についても，
同じことを繰り返します。同様にして先に進み，全
体を覚えるまで続けます。

  学び，楽しむために，歌を復習する

  子供たちを参加させ，適切な動作を与えるために音楽を用いる

    歌いながら動作をすることは，子供たちがいっ
そう早く歌を覚えるのに役立ちます。また，子供た
ちの注意を引くことができます。神聖な歌に伴って
用いる動作は適切なものでなくてはなりません。
重要な言葉に簡単な手の動きをつけることは，たい
ていどの歌にも適切です（1月の「音楽指導者へ」
を参照）。例えば，「救い主の愛」（『歌集』，42－
43）を歌うとき，「愛」という歌詞を歌うときはいつ
も，手を胸の上に置くように子供たちに言います。  

『子供の歌集』の中には体を動かす楽しい歌が
載っています。あなたがそれらの歌を楽しんでくだ
さい。そうすれば，子供たちも楽しくなるでしょう。
例えば，以下のような歌があります。

      •   「体の歌」（『歌集』，129）を子供たちと一緒に
普通の速さで歌い，次に速度を速めて，子供た
ちについてくるようにチャレンジします。

    •「宣教師になりたい」（『歌集』，91）を歌います。
年少の子供たちに，馬に乗り遠くに住んでいる
人々にモルモン書を届ける動作をするよう促し
ます（飛行機に乗ったり，ガタガタ揺れる汽車
に乗ったりするまねをしてもよいでしょう）。     

提案―音楽を効果的
に用いることで，御

み

霊
たま

を招
きます。歌を歌い終えた
とき，次のことを子供たち
に思い起こさせてくださ
い。愛と平安を感じると
きには，聖霊が真理に気
づくのを助けてくださって
いるのです。

歌を覚え，練習に練習
を重ねます。

次のように自問します。
1. 子供たちの注意を引く
にはどうしたらよいだ
ろうか。

2 子供たちが歌に含ま
れている福音のメッ
セージを理解できるよ
うにするには，どのよ
うな質問をしたらよい
だろうか。

3. 子供たちを強めるため
に，どのような証

あかし

を述
べたらよいだろうか。

歌を教えるための
わたしの計画
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New song goes here

©2002 Tami Jeppson Creamer and Derena Bell 版権所有。
教会あるいは家庭における一時的または非営利目的の使用に限り，複写を許可する。

複写する際はこの注意書きを含めること。

主はわたしを愛してくださる
けいけんに 詞・曲：タミー・ジェップソン・クリーマー，デレナ・ベル

 1. む  か し む か し こ
   2. イ エ ス さ ま の

 ど も た ち イ エ ス さ ま か こ み
 お し え を ま な ん で － い ま す

 しゅ の ほ ほ つ た う な み だ あ  い を か ん じ
 りょ う し ん や せ ん せ い が た す け て く れ

 た  お な じ あ い を わ た し に も
 る   しゅ の あ い － の み う で に

 しゅ は く だ さ る    ふ れ な く て も
 つ － つ ま れ て    て ん へ も ど れ
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 わ か る の しゅ は い き て い ま す
 る よ う に  しゅ に し た － が う

 しゅ の た め    こ こ

 ろ さ さ げ る た し か

 に しゅ は あ い し て く だ さ る

  あ い し て く だ さ る
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