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目 的� 本書は，子供たちがイエス•キリストの模範に従って正義を選び，パプテスマを受け，末日 

聖徒イエス•キリスト教会の会員になれるように教えるための手立てとして書かれました。 

初等協会教師への 天父は，子供たちにイエス•キリストの福音を教え，福音に従った生活をするように助ける 

メッセージ という神聖な召しを教師であるあなたにお与えになりました。あなたは，子供たちに仕え，一 

人一人を「キリストのもとに来」るように招くとき，子供たちの人生に祝福をもたらすことが 

できます。子供たちが天父の祝福について理解し，福音の証を得ることができるように助ける 

のです。また，あなた自身も成長し，子供たちから教わることも多くあるでしょう。そして， 

初等協会で奉仕することにより大きな喜びがもたらされるのです。あなたは，初等協会の子供 

たちに仕えることにより，天父に仕えます（モーサヤ2 ：17参照)。 

福音の原則に従って生活し，聖文を研究し，神権指導者の勧告に従い，祈りを通して天父に 

近づくとき，あなたは教える子供たちについて聖霊から霊感を受けるでしょう。度 子供たち 

に証を述べることにより，この大切な召しを通して聖霊が働きかけてくださるようにしてくだ 

さい。そうすることによりあなたは御霊に導かれ，あなたが初等協会で行うすべてのことは， 

天父がその子供たちに望む事柄そのものとなるでしよう。 

クラスについて 本書の中扉にあるCTRの盾とCTR指輪（31362)は，幾っかのレッスンで用いられます。 

CTRとは，Choose the Right (正義を選べ）の頭文字です。CTR指輪は，レッスンや楽しい活 

動の中でしばしば採り上げられ，身に着けている人に正義を選ぶことの大切さを思い起こさせ 

てくれます。地元でCTR指輪を入手できる場合は，ワード/支部予算による購入を監督，支部長 

と相談してください。 

クラスの時間� 祈 り�

クラスの時間は祈りによって始め，祈りによって終わります。子供たちに交替で祈る機会を 

できるだけ多く与えてください。祈りの前に指示や提案を与え，また祈りの中に含めることを 

具体的に教えることによって，祈りがクラスの時間の中で意義あるものとなるでしょう。内容 

は，レッスンのメッセージに焦点を当てたものにします。 

レッスンを教える�

レッスンは細心の注意を払い，祈りをもって準備してください。子供たちがあなたの教える 

ことを喜んでよく理解し，あなたも御霊の導きを受けられるようにするためです。クラスでテ 

キストを読みながら教えることは避けるようにしましょう。自分の言葉で教えた方が子供たち 

はよく聞きます。 

レッスン資料はクラスに合ったものを選ぶようにします。各課の最後にある「楽しい活動」 

は，レッスンの中で適当と思われるときに行うようにしてください。レッスン資料や「楽しい 

活動」のすべてが子供たちみんなに合うとは限りません。クラスの子供たちが喜ぶと思われる 

活動を選んでください。年齢の低い子供がいるときは，歌や手まね遊びなどを使って注意を持 

続するようにします。子供たちが喜ぶようであれば，歌や手まね遊びは繰り返し行ってもかま 

いません。また小さい子にレッスンの概念を理解させるときは，カードよりも自分で描いたり 

雑誌などから切り抜いたりした絵を使う方がよいでしょう。 
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教えるに当たっては，『教師，その大いなる召し』（36123 300)が役に立ちます。 

子供たちが御霊を通して福音のメッセージを聞き，それに応じられるように，度 短い証を 

述べてください。 

クラスの中の音楽�

音楽は教室に主の御霊を招きます。子供たちみんなで一緒に歌えば，子供たちはレッスンの 

概念をもっとよく心に留められるようになるでしょう。 

本書で2回以上用いられる歌の歌詞は，本書の巻末に掲載されています。1回しか用いないも 

のは，課の中に歌詞が出ています。歌の楽譜は『子供の歌集』（34831 300)に出ています。『子 

供の歌集』の録音版（英語）はカセットテープ：音楽のみ/歌詞つき（52538 300) ； C D ：音楽 

のみ/歌詞つき（50177 300)として出ています。 

クラスで歌う体験を楽しく意義深いものにするために，教師であるあなたが歌がうまくなけ 

ればならないということはありません。レッスンの準備の一部として，それぞれの歌を家でよ 

く練習しましょう。必要であれば，初等協会音楽指導者や伴奏者に援助を求めてください。 

特にクラスに小さい子供がいる場合は，歌に適当な動作をつけてもよいでしょう。また，歌 

うのではなく，歌詞を声に出して読んでもかまいません。 

信仰箇条�

信仰箇条は初等協会教科課程の中でも大切なものです。暗唱可能な子供たちには，レッスン 

で用いる信仰箇条のすべて，または一部を暗記をするように励ましてください。 

聖 文�

教師は毎週聖典を持参し，聖典から聖句を読んだり，聖文を使ってレッスンを教えたりして 

いる姿を子供に見せてください。自分の聖典を持っている子供には，毎週持って来るように言 

います。年齢が上の子には，レッスンの中で聖句を探したり読んだりする責任を与えてくださ 

い。また，聖文の価値について時 証をしましょう。 

教 材�

絵レッスンで使うほとんどの絵は番号が付いていて,付属の視覚資料の中に収められています。 

これらの絵はいつも本書とともに保管しておきます。『福音の視覚資料セット』（34730 300)に含まれ 

る絵については，その番号も記してあります。 

音楽「クラスの中の音楽」の項を参照してください。 

切り抜き絵レッスンの中の絵を切り抜いて使います。使ったものは本書に挟んで保管して 

おきます。 

食物レッスンの中で食物を用いるときは，あらかじめ親に連絡して，アレルギーなどの恐 

れがないかどうか確認しておきます。 

その他の資料紙片やチャート，配付物など，レッスンの中で提案されている簡単な教材を 

作る必要が出てきます。一度作った教材は，将来使うこともあるので保管しておきましょう。 

分かち合いの時間の発表�

あなたのクラスは時 ，全体の分かち合いの時間に福音についての短い発表をするように依 

頼されることがあります。そのときはレッスンの中から材料を探しましょう。レッスンの準備 

や提示のときに，分かち合いの時間の発表に使えるものはないか気をつけておきます。本年度 

の会の子供の発表から題材を選んでもよいでしょう。 

教師であるあなたの指示の下で子供に福音の原則を教えさせることは，子供たちにとってそ 

の原則を学び，分かち合う良い機会になるはずです。クラスの時間の一部を使って練習をして 

もかまいません。 
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分かち合いの時間の発表は，簡単で練習のあまり要らないものにしてください。以下の提案 

に従って，簡単で効果的な発表を計画しましょう。 

1.レッスンの中から物語や事例を選んで劇にする。 

2.子供に「イエス•キリストの教会の会員となる」（第7課）の表を見せて説明させる。 

3.間もなくバプテスマを受ける子供に気持ちを述べてさせる。8歳になってすでにバプテスマ 

を受けている子供がいれば，その子にバプテスマについて気持ちを述べさせてもよい。 

4.絵やカード，切り抜き絵を使ってレッスンの中の物語を子供が紹介する。 

5.子供に信仰箇条を暗唱させ，説明させる。 

家族との分かち合い�

初等協会で学んだことを家に帰って家族に話すように勧めてください。レッスンをさらに実 

りあるものとするために，時 親をクラスに招いて参加してもらうとよいでしょう。 

そして，親からの提案や意見があれば進んで受け入れ，初等協会が子供たちにとってさらに 

良いものとなるようにる、がけます。 

パプテスマの準備�

クラスに7歲の子がいる場合は，そのうち何人かは年内にバプテスマを受けることになるで 

しょう。あなたは初等協会の教師としてパプテスマを受ける子供の家族を助けるとともに，子 

供たちにもパプテスマへの準備をさせます。以下の提案を参考にしてください。 

1.できればクラスで最初の子供がパプテスマを受ける前に，バプテスマに関するレッスン 

(第11，13，21，32課)を行う。 

2.パプテスマの1週間前の日曜日のレッスンのときに，パプテスマの儀式の大切さに触れる。 

3.可能であれば，初等協会会長会ならびにクラスの出席できる子供たちと一緒にパプテスマ 

会に出席する。 

4.パプテスマについて，分かち合いの時間に子供に発表させる。 

子供を理解する�

イエス•キリストの福音を子供たちに教えるというあなたに与えられた召しは，監督会や支 

部長会を通して主から託された神聖な信頼です。あなたは，クラスの子供たちを生涯を通じて 

救い主に従うように導く大きな力を持っています。あなたの神権指導者は，天父からの霊感に 

よってあなたを召したのです。 

クラスの子供たちにいつも明るく接するようにし，愛を示しましょう。子供の才能や興味， 

能力を知ってください。レッスンの中で子供が読んだり書いたりしなければならないものは， 

子供の能力に合わせて変えてください。 

子供たち一人一人の話をよく聞き，一人一人にできるだけ注意を払うことにより，子供たち 

が自分自身に対して自信を持てるようにしましょう。 

本書のレッスンは，同年齢の子供だけ，もしくは4歳から7歳までの合同クラスを対象として 

書かれましたが，あなたのクラスの実状に応じて内容を変更する必要があるかもしれません。 

ただ，クラス構成に関係なく，子供の各年齢別の特徴を理解しておくことは，効果的なレッス 

ンのために大きな力があります。これによってあなたは子供の行動の理由が分かり，最も効果 

的な教え方が発見できるはずです。また，子供をよく理解すれば，クラスの雰囲気も明るくな 

ります。 

レッスンを準備するに当たって，以下の特徴をよく読みましょう。ただ，成熟の度合いが子 

供によって異なることも忘れないでください。以下はごく一般的な指針です。 

4歲児�

4歳は探求心のおうせいな年齢です。4歳児の言葉でよく出てくるのが，「なぜ」と「どうやっ 

て」です。4歲児は活発です。以下は4歳児の一般的な特徴です。 
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1.3歳のときと比べて走ったりジャンプしたり何かに登ったりするのが簡単になります。 

2.ボールを投げたりけったり，積み木で家を組み立てたりします。 

3.「そんなのできるよ。もっと違うのできるよ」とよく言います。 

4.ほかの子供と一緒に遊びますが，大勢のグループで遊ぶだけの社会性はまだ発達していません。 

5.一緒に遊ぶ人を必要とはするものの，遊びそのものは独りでします。グループで音楽に合わせ 

て遊んだりダンスをしたりしますが，ほかの子供がどうしているかには関心がありません。 

6.矢継ぎ早に質問をするのではなく，ほかの子供や大人と会話を継続することができます。 

7.体験の中心は家庭なので，話題のほとんどは家庭内のことです。この年齢の子供はよく教 

師に家族のことを話します。ほかの子供の話を聞くのではなく，自分の家の話をしようと 

します。家族に関するレッスンや活動を好みます。 

8.意識の中心は今であり，ここです。昨日や明日はあまり眼中にありません。しかし，将来 

の出来事については胸を躍らせます。ただ時間の観念が育っていないので，将来の出来事 

について「それ明日？」と尋ねます。 

9.昔話を聞くのが好きです。好きなお話を，一言一句たがわず繰り返し聞くのが好きで，聞 

いてからそれを演じようとします。 

10.少し助ければ祈れます。 

5歲児�

5歳児になるとしっかりしてくるので，頼りになります。家庭で自分に何が期待されているか 

を知っています。ほかの子供とよく遊びますが，スキップをしたり絵を描いたりして独りで遊 

ぶことも多いです。以下は5歳児の一般的な特徴です。 

1.大きな筋力が発達してきます。スキップをしたり，でんぐり返しをしたり，片足跳びをし 

たりします。そりや手押し車を引くのが楽にできるようになります。 

2.小さな筋力も発達して，物をはったり，絵を切り抜いたり，塗り絵をしたりします。線を 

はみ出すのが普通です。靴ひもを結べる子も多くなってきます。 

3. 4歳児よりもさらにしっかりして，自立してきます。家の手伝いをよくし，両親と一緒に働 

くのが好きです。 

4. 「これは何のため？」とか「これどうなってるの？」と聞くときは真剣です。自分たちで 

理解できる程度の言葉で，きちんとした正直な答えが返ってくることを望みます。 

5.教師が好きで，教師のそばに座るのを特権と考えます。絵を持ったりする責任を教師から 

与えられると喜びます。 

6.家族について，何人かで一緒に何かをしたり劇をしたりするのを好みます。 

7.物語を聞いたり話したりするのが好きです。同じ物語を何度も聞きたがります。繰り返す 

ことによって学びます。本のページを開くだけで，一言一句たがわずに物語を言うことが 

できます。 

8.普通は快活で思いやりがあり，愛情深く，人を助けようともしますが，自分のやり方が受 

け入れられないと争いを起こします。 

9.年長であることを示すために，新たな特権を得ることを望みます。 

10.注意力の持続時間は10分から12分ですが，それを過ぎると急に遊びを変えます。手まね遊 

びはもう幼すぎると考え，もっと大人の遊びをしたいと思います。 

11.よくほかの子供が遊んでいる物で遊びたがります。そのときは慎重に対処し，子供たちに 

順番を守ることを教えます。 

12.大きなグループよりも小さなグループを好みます。10人のグループで遊ぶよりは一人の親 

しい友達と遊びます。 

13.想像と現実の違いがまだよく分かりません。そのため，この時計は金でできているとか， 

ぼくのお父さんはどのお父さんより大きいんだよとか，ぼくが釣った魚はすごく大きいん 

だ，などと言います。これは子供の成長から考えると自然のことです。現実かどうかを区 

別するには時間がかかります。成長すればこうした言葉はなくなります。 
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14.何でも知ろうとします。天父は彼らにとって現実の存在なので，天父についていろいろと 

知ろうとします。祈りが好きで，助けがなくても祈れます。 

6歲児�

体をしっかりコントロールできますし，新たな技術を身に付けたり，すでに得た技術を完全 

なものにするだけのエネルギーがあります。例えば，緦跳びやまりつき，口笛，宙返り，自転 

車などができるようになります。小さな筋肉を使うのはまだよくできませんが，自分の名前を 

平仮名で書くことはできます。以下は6歳児の一般的な特徴です。 

1.注意力の持続時間が長くなります。次第に落ち着きがなくなっていくのは確かですが，興 

味のあるものについては，15分から20分間集中できるようになります。 

2.木登りや遊具を使った遊び，徒競走など，体全体を使う遊びが好きです。 

3.ゲームや競争が好きです。 

4.彼らにとって教師の意見は大切です。教師のそばに座るのが好きで，絵を持ったり，絵を 

図書館に返したりするのを好みます。 

5.物語を聞いたり，劇化したり，まねをしたりするのが好きです。大きい子の着る洋服を着 

たいと思っています。 

6.自分流のやり方を通せるかぎり，寛大で，愛情が深く，ほかの子ともうまくやっていきま 

す。でも，自分の主張が通らないと争いを始めます。 

7.パーテイ一が好きです。 

8.スキップや片足跳びなどができるようになり，これらの技能をゲームに使いたいと思って 

います。 

9.どういう行動が良くてどういう行動が悪いかに関心があります。 

10.天父とイエス•キリストへの信仰が高まります。家やほかのクラスで経験があれば，ほと 

んどの6歲児は独りで祈ることができます。 

7歲児�

7歳になっても，子供は親への依存心があり，親の愛や思いやりをうれしく感じます。しかし， 

家庭外での人や事物へのつながりが始まります。自分の好みがあり，自分で決断をすることを 

望みます。活発で，熱心で，周りの事柄に大きな関心があります。たくさんの活動を手がけ， 

好きな活動を繰り返ししたがります。以下は7歳児の一般的な特徴です。 

1.大きな筋力がよくコントロ一ルされるようになるので，動きにスピードが加わり，すば 

しっこくなります。 

2.小さな筋力も発達し，字も速く正確に書けます。 

3.体を動かすゲームが好きで，同じゲームを何度でもしたがります。 

4.元気いっぱいですが，疲れるのも早いです。したがって，休憩時間を取ることが大切です。 

5.よく落ち着きがなくなることがあります。 

6.物を集めたり，それについて話したりするのが好きです。自分やグループで作った物を自 

慢します。 

7.注意力の維持が長くなります。興味のあるものであれば，プロジェクトを完成することが 

できます。持続時間は20分から25分間です。ほとんどのレッスンで目先を変えることが必 

要 で す 。 • 

8.異性とのかかわりが少なくなってきます。 

9.人を支配しようとする気持ちが少なくなり，自分のやり方を通そうとしなくなります。 

10.さらに自立し，考え方が論理的になります。 

11.善悪の判断がよくできるようになり，正しくないことをしている人には批判的になります。 

12.パプテスマを待ち望みます。 

13.独りで祈ることができ，祈りの答えがすぐに得られることを期待します。 

14.断食日に少なくとも1食は断食できること，什分の一を納めることに誇りを持ちます。 
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P章害を持つ子供たち 救い主は，障害を持つ人 に対して憐れみの心を持つよう，模範を示してくださいました。 

を受け入れる際の 復活後ニーファイ人を訪れた救い主はこう言われました。 

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

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

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

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

たされている。」（3ニーフアイ17: 7) 

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

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

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

させようという熱意をもって当たることが大切です。 

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

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

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

ちから離れて休まなければならないときに備えて，子供の必要に対して敏感に対応することの 

できる人が付き添う必要があるかもしれません。 

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

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

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

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

霊を感じ，クラスの一員として立派に参加し，周りの人を助ける必要があります。 

以下の指針は障害を持つ子供たちを教えるうえで助けとなるでしょう。 

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

を込めて接する。 

•その子供の持つ力や苦労していることなどについて知る。 

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

そのことをいつも覚えておくように言う0クラスの障害を持つ子供を助けることは，クラス 

全員にとってキリストのようになることがどのようなことかを学ぶ良い経験となる。 

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

つける。 

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

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

て強調し，子供が気持ちよく上手に参加できるような方法を探す。 

•障害を持つ子供の必要に合わせてレッスンで使う教材やクラスの環境を整える。 

虐待の問題への対処 あなたは教師として，情緒的，身体的虐待を受けている子供を担当することになるかもしれ 

ません。心配な子供がいる場合は，監督と相談してください。レッスンの準備や提示に当たっ 

てはよく祈り，主の導きと指示を求めましょう。クラスの子供たち一人一人が，自分は天父の 

かけがえのない子供であること，そして天父とイエス•キリストが自分を愛してくださってい 

て，幸せで安全な生活を送れるよう望んでおられることを感じられるようにしてください。 
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目 的� 正義を選ぶことによりイエスに従うことを理解させる。 

準 備� 1.名札を教師を含めて人数分用意する。教師の分だけ名前を書いておく。 

2.「正しい道選ぼう」（『子供の歌集』82)を歌うか歌詞を読む準備をする。歌詞は本書の巻 

朱にあ 。 

3.教材 

a.聖書 

b.クレヨンか鉛筆（人数分） 

c.粘着テープか安全ピン（人数分） 

d.塗り絵をするためのCTRの盾（人数分)。CTRの盾の絵は本書の巻頭にある。 

e.去年受け取らなかった子供のためのCTRの指輪 

f .絵3-1「イエスにパプテスマを施すパプテスマのヨハネ」（『福音の視覚資料セット』 

〔34735 300〕208) 

4.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

名刖を尊ふ�

注意を引くための 子供に開会の祈りをさせる。生徒に名札と鉛筆（またはクレヨン）を配り，自分の名前を書 

活動 かせる。自分で書けない子供には手助けする。テープかピンで名札を生徒の胸に付ける。 

•名前はなぜ大切なのでしょう。（名前はその人をほかの人に知らせるものであることを理解さ 

せる） 

両親や監督，宣教師，大管長など，子供が知っていて尊敬している何人かの人 の名前を声 

に出して言う。名前を聞いてどんなことを考えたか，名前の人たちについて何を感じるかを答 

えさせる。名前はその人をほかの人と区別するものであることを理解させる。名前を聞けば， 

その人がどんな人でどんな行動をする人かが分かる。 

生徒一人一人に自分の名前を声に出して言わせる。 

•自分の名前を聞いた人にどんなことを思ってほしいですか。 

•あなたの名前を聞いた人がよいことを思い浮かべるようにするにはどうしたらよいでしょうか。 

生徒に名前を尊ぶ方法，または自分の名前によい気持ちを感じられるようになる方法を幾つ 

か挙げさせる。次のような答えが出ればよい。g分の役割を果たす。人 に愛を示す。礼儀正 

しくする。正直になる。両親に従う。戒めを守る。法律や規則に従う。生徒に，わたしたちは 

正義を選ぶときに自分自身についてよい気持ちを抱き，ほかの人 もわたしたちの名前を聞く 

ときによいことを思い浮かべるようになることを説明する。 

正義を選ぶことにより自分の名前が好きになる�

活 動 本書の巻頭にあるCTRの盾を見せる。 

• CTRとは何を表していますか。（正義を選ぶ） 

正しい行いをすることにより自分の名前が好きになることを説明する。子供たちに「正義を 

選ぶ」という言葉を復唱させる。 

正義を選ぶ 第 " J課 
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物 語 大切な決定をしなければならなかった一人の少年の話をする。 

健治君は一也君と近所の家の庭で遊んでいました。その家族は留守でした。二人は，ブラン 

コに乗ったり，おもちゃをいじったりして楽しく遊んでいました。二人がブランコの上で押し 

合っていると，ブランコは壊れて地面に落ちてしまいました。健治君と一也君は，どうしたら 

よいか分からなくなって，逃げ出しました。二人は，だれも見ていなければいいなあと思いま 

した。 

健治君は一也君と二人でブランコを壊したことで気がとがめていました。一日中そのことに 

ついて考えていましたが，どうしたらよいか分かりませんでした。次の朝，目覚めたとき，健 

治君はCTRという名前の意味を思い出しました。健治君は初等協会で学んだ「正義を選ぶ」と 

いう言葉を声に出して言ってみました。それから，あのブランコについて考えました。 

そして，大急ぎで着替えると健治君はその家に向かいました。ドアをノックするのが怖くて 

ちょっと時間がかかりましたが，ついにノックしました。 

すると，その家のおばさんが玄関に出て来たので，健治君は，何が起こったかを説明しまし 

た。壊れたブランコのことを話す間，おばさんはじっと耳を傾けていました。話が終わると， 

おばさんは手を健治君の肩にそっと置いて名前を尋ねました。健治君は，名前は山田健治です， 

と答えました。おばさんは健治君の目をのぞき込んで言いました。「健治君，これからあなたを 

見かけたり，あなたの名前を思い出したりするときは，あなたが正直だったことを思い出すで 

しょう。」 

•健治君はどうすることを選びましたか。 

•健治君が決心するのに助けとなったものは何でしょうか。 

CTRの盾を見せる。 

•正義を選ぶということは健治君が名前を尊ぶうえでどのように役立ちましたか。 

歌 子供たちと一緒に「正しい道選ぼう」を歌うか，または歌詞を読む。 

イエス様はわたしたちが正義を選ぶように望んでおられる�

話し合い あなたがもう一つの名前について考えていることを子供たちに説明する。それは，子供たち 

が正義を選ぶように望んでおられる御方の名前である。以下のようなヒントを出して子供たち 

にその人の名前を当てさせる。 

1.その御方はわたしたちを愛しておられます。 

2.その御方はわたしたちにどうしたら正義を選ぶことができるかを教えてくださいました。 

あなたが考えている名前はイエス•キリストであることを説明する。イエス様はわたしたち 

にいつも正義を選ぶように教えてくださった。また，御自分がお受けになったような方法でバ 

プテスマを受けるように教えられた。 

•イエス様はどのようにしてバプテスマをお受けになりましたか。 

絵を使った 絵3-1「イエスにパプテスマを施すバプテスマのヨハネ」を見せる。マタイ3:16を「水か 

話し合い ら上がられた」まで声を出して読む。イエスは，水に沈められるパプテスマをお受けになった 

ことを説明する。 

•天のお父様とイエス様はあなたにどのようなパプテスマを受けてほしいと望んでおられるの 

でしょう。（イエス様が受けられたような水に沈められるパプテスマを受けること） 

子供たちに今何歳か尋ねる。8歳になれば，パプテスマが受けられることを話す。8歳になれ 

ば，自分で選んだことに責任を負わなければならない。パプテスマを受けて戒めを守ることは 

正義を選ぶことである。 

•パプテスマを受けることはなぜ大切なのでしょうか。 

•パプテスマを受けることによって正義を選んだことを証明できるのはなぜでしょうか。 

パプテスマを受けることを選ぶことにより，わたしたちはイエス•キリストの教会の会員に 

なり，主の御名を受けるようになることを説明する。そして，自分の名前をイエスの名を代表 
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するものとすることを約束する。そして，イエスのようになって，イエスがなさるであろうこ 

とをするように努める，と約束する。子供たちに，正義を選ぶことによって自分の名前が好き 

になり，イエス•キリストと教会の名を尊ぶようになることを理解させる。 

教師の証 常に正義を選ぶことの大切さを子供たちにする。 

歌と指輪 子供たちと一緒にクラスの歌である「正しい道選ぼう」を歌う。それから，去年もらわな 

かった子供にCTRの指輪を渡す0  

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用ぃてもよぃし，復習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.子供たち一人一人に正義を選んだときのことを話させ，そのときどう感じたかを説明させる。 

2.本書の巻頭にあるCTRの盾を人数分複写して渡し，色を塗らせる。 

3.正義を選ぶ方法を絵に描かせる。 

4.子供たちに順番にお手伝いの様子を演じさせ，お手伝いをすることがなぜ正義を選ぶこと 

になるかを説明させる。 
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象 課 

教師用のバッジの真ん中にCTRと書いておく。 

3.巻末にある「正しい道選ぼう」（『子供の歌集』82)の2香を教えられるように準備しておく。 

4.教材 

a.クレヨンか鉛筆（人数分） 

b.バッジ用安全ピンまたは粘着テープ（人数分） 

c.本書の巻頭にあるCTRの盾 

d.黒板，チョ一ク，黒板ふき（またはこれらに代用できるもの） 

e.絵3-2「天父はわたしたちに計画をお示しになった」 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

1.アブラハム3 ： 22-28を研究する。 

2.次のようなバッジを教師も含めて人数分用意する。 

準 備�

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

注意を引くための 

活動 

わたしたちは偉大な王の子供である�

ある偉大な王の息子についての次の話をする。 

昔，ある王様がいました。その息子である王子は捕えられて遠くへ追いやられてしまいまし 

た。王子を捕まえた人 は，王子に無理やり悪いことをさせようとしました。彼らは王子に周 

りの人たちに不親切にするよう教えました。また，悪い言葉を使い，王子にも悪い言葉を使わ 

せようとしました。うそを言ったり，だましたり，盗みをさせたりしようとしました。体によ 

くない食べ物や飲み物を食べさせようとさえしました。でも，王子は，そのような悪いことを 

何一つしませんでした。このようなひどい扱いを6か月も続けた後で，王子を捕まえた人 はこ 

う聞きました。「なぜおれたちの言うことを聞こうとしないんだ？」 

目 旳 天父は子供たち一人一人が正義を選ぶと信じておられることを理解させる。 

天父はわたしたちが天父の計画に 
従うことを信じておられる 
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王子は答えて言いました。「あなたたちの言うことを聞くことはできません。わたしは王の子 

だからです。父はわたしに正しいことをするよう教えてくれました。わたしは王になるように 

生まれてきたのです。」 

話し合い 王子は自分が王の息子であり，大きくなったら王になることを知っていたことを説明する。 

このクラスの中にも王の子供がいることを指摘する。 

詩 この偉大な王の子供はだれであるか知るために次の詩を聞くように言う。教師が読んでもよ 

いし，一人の子供に読ませてもよい。 

「わたしはこうきな生まれ 

わたしの父は天地の王 

わたしのれいは天のおしろで生まれた 

天地の王のあいをうける 

わたしは王女（王子)」 

(アンナ•ジヨンソン，“I A m a Child of Royal Birth,，，Children，s Friend, 1959年10月号，29) 

•王女（王子）とはだれですか。（わたしたちみんな） 

•王とはどなたですか。（天父） 

このクラスの生徒はみんな王子あるいは王女であることを理解させる。わたしたちはみんな， 

すべての王の中で最も偉大な王，すなわち愛に満ちた天父の子供である。天父は，お話の中の 

王が王子を信じていたのと同じように，わたしたちが正しいことをするようにと期待しておら 

れる。 

天のお父様はわたしたちを信頼しておられる�

黒板を使った活動 黒板に「しんらい」と書く 

•「しんらい」とはどういう意味ですか。 

子供たちに答えさせる。 

お 話 •すごく暗い場所に行ったことがありますか。 

次のお話をする。 

澄江さんが9歳のとき，お父さんは家の近くの洞穴の探検に連れて行ってくれました。洞穴に入っ 

て行くと，澄江さんは，暗くて気味が悪いので，怖くなりました。歩きながら，お父さんは怖がる澄 

江さんを安心させようと，手をつないで話しかけてくれました。お父さんは，手で壁を伝いながら， 

でこぼこの地面に沿って足を滑べり出すようにするとよいと教えてくれました。 

ゆっくりと二人は洞穴の中を歩いて行きました。澄江さんは，怖くて，何度も引き返したい 

と思いましたが，お父さんがいつもそばにいて前に進むように励ましてくれました。 

間もなく，前方に光が漏れてくるのが見えました。それは洞穴の出口でした。勇気がわいて 

きて，澄江さんは洞穴の出口まで急いで行きました。とうとう出口まで来たと思うと，とても 

誇らしく思いました。お父さんはにこにこしていました。そして，今度は独りで洞穴を通って 

帰ってごらん，と言いました。澄江さんは行きたいと思いましたが，独りになることはちょっ 

と怖いと思いました。お父さんは「洞穴の中は安全だし，おまえにはそれを独りでやり遂げる 

力があると信じているよ」と言ってくれました。そして，「洞穴の元の入り口で待ってるからね」 

と約束してくれました。 

澄江さんはゆっくりと注意深く洞穴の中へと戻って行きました。お父さんが教えてくれたよ 

うに両手で壁に触わり，足で地面をさぐりながら。澄江さんは元の入り口が近づいて来るにつ 

れて，わくわくしてきました。そして洞穴から日の光の中に出てお父さんの腕に飛び込んだと 

き，とても幸福な気持ちを感じました。 

お父さんが澄江さんに洞穴を通る方法を教えたと同じように，天父も，わたしたちがみもと 

に帰るにはどのようにしたらよいかを教えてくださったことを生徒に話す。お父さんは，澄江 
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さんに洞穴を通って独りで戻って行くように言ったとき，澄江さんが正しい道を通って外に出 

られるように壁や地面を探って行くだろうと信頼していた。天父もまた，わたしたちが天父の 

もとに帰れるように正しい選択ができると信頼しておられる。そして’わたしたちが戻るのを 

待っておられる。 

話し合い •わたしたちは，この地上に来る前にどこに住んでいたのだろうか（天父とともに住んでいた。 

アブラハム3 ： 22-23参照）。 

わたしたちは，天父を愛しており，天父がわたしたちを愛しておられることを知っていた。 

わたしたちはそこで幸福に暮らしていた。天父はわたしたちが御自分のようになることを望ん 

でおられること，またその目標を達成するための計画があることを話された。 

絵 絵3-2「天父はわたしたちに計画をお示しになった」を見せ，イエスもわたしたちと一緒に 

その場にいらっしゃったことを指摘する。わたしたちはみんな一緒に暮らしていた。 

天父の計画には地球を造ることが含まれていた。地上でわたしたちは善悪の区別を学び，何 

をするかを自分で選ぶようになっていた。天父はわたしたちが過ちを犯すことを知っておられ 

た。しかし天父は，わたしたちがそれに打ち勝てるよう，イエス•キリストを送られた（アブ 

ラハム3 ： 24-27参照)。 

天父はわたしたちを助けるためにイエスを選ばれたが，それはイエスが従順で天父の計画に 

従おうとされたからだった。天父がイエス•キリストを選ばれたのは，わたしたちのためにこ 

の地球を創造されるためでもあった。 

わたしたちにはルシフエルという名の別の兄がいた。彼はわたしたちを天父にではなく自分 

に従わせようとした。でも，ルシフエルに従うことはわたしたちにとってよいことではなかっ 

た。天父はそれを知っておられたので，計画の達成をイエスに任された。それでサタンはとて 

も腹を立てた。 

•ルシフエルは何をしましたか。（人 を天父ではなく自分に従わせようとした） 

•わたしたちはだれに従うことを選びましたか。（天父とイエス。以下のことを説明する。天父 

とイエスに従うことを選んだ人だけが肉体を受けることを説明する。ルシフエルに従うこと 

を選んだ人は肉体を受けない） 

•ルシフエルはどうなりましたか。（天から地上に投げ落とされ，サタンまたは悪魔と呼ばれる 

ようになった。サタンはわたしたちを誘惑して悪いことをさせようとする。サタンはわたし 

たちが天父と一緒に生活していたときにもそうであったように，今でもわたしたちを自分に 

従わせようとしていることを説明する） 

天父とイエスに従うことを選んだのは正しい選択であり，天父とイエスはわたしたちの選び 

を喜んでおられることを説明する。天父は，わたしたちがこの地上でも天父の計画に従うこと 

を選び，天父のもとに戻るように望んでおられる。 

正義を選ぶことによってわたしたちは天父の計画に従うことができる�

ゲーム 日 正義を選ぶにはいろいろな方法があることを子供たちに説明する。「天のお父様はわたし 

に何を期待しておられるでしょう」というゲームをする。 

一人に一っずっ次の質問をする。全員が答えられるように必要なら質問をもっと作る。クラ 

スに合った質問を作ること。 

1.夜とても疲れていてお祈りをしないで寝床に入りたくなりました。天のお父様はわたしに 

何を期待しておられるでしょう。 

2.お母さんにお手伝いをすると約束したのに，友達が来て遊ぼうと誘いました。天のお父様 

はわたしに何を期待しておられるでしょう。 

3.他人の物を道で拾いました。天のお父様はわたしに何を期待しておられるでしょう。 

4.友達のお気に入りのおもちゃを誤って壊してしまいました。天のお父様はわたしに何を期 

待しておられるでしよう。 
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5.お母さんにある時刻までに家に帰ると約束しました。天のお父様はわたしに何を期待して 

おられるでしよう。 

歌と話し合い 「正しい道選ぼう」の2番の歌詞には，正義を選んで，天父の信頼に足る者であることを示す 

方法が幾つか説明されている。このことを説明し，よく聞くように言ってから2香の歌詞を読む。 

•この歌は正義を選ぶにはどうしたらよいと教えていますか。（祈りを忘れない，信仰を強く持 

つ，福音に従う） 

黒板にこれらの言葉を書く。小さな子供たちは教師が声に出して言ってから一緒に言わせる。 

この言葉はどんな意味か尋ねる。必要ならば，子供たちの意見に補足をする。 

1.祈るとは，天父に話しかけることである。天父にすべての祝福を感謝し，正義を選べるよ 

うに願い求める。 • 

2.信仰を持つとは，天父とイエスが愛をもって助けてくださると信じることである。 

3.従うとは，天父がしてほしいと望んでおられることを行うことである。 

•歌の中では，わたしたちがイエス様の教えに従うとどうなると言っていますか。（幸せになれる） 

子供たちがこれらの言葉を覚えられるように何回か繰り返す。それから子供たちと一緒に通 

して歌ってみる。子供たちが覚えたら黒板に書いた言葉を消すようにしてもよい。 

まとめ�

バッジ 子供一人一人に紙で作ったバッジとクレヨン（または鉛筆）を配る。「天父はわたしが する 

ことをしんじておられる」という言葉を読み上げる。 

•天のお父様はわたしたちが何をすることを信じておられますか。（正義を選ぶ） 

8歳になれば善悪を判断できるので，自分で選んでパプテスマを受けられることを子供たちに 

理解させる。天父はわたしたちが正義を選ぶことを信じておられる。 

本書の巻頭にあるCTRの盾を見せる。CTRの指輪にCTRの文字があることを話してもよい。 

年長の子供に「正義を選ぶ」を表す頭文字を黒板に書かせる。真ん中にCTRと書いた教師の 

バッジを見せる。子供たちに自分のバッジにCTRと書かせ，ピンで胸に留めてやる。 

証 クラスの子供たち一人一人が天父の子供であることを証する。天父はどの王にも勝って力の 

ある御方である。天父はわたしたちが正義を選んで再び天父とともに住むことができることを 

信じておられる。 

閉会の祈りをする子供に，わたしたちが正義を選ぶことを信じてくださる愛に満ちた天父に 

感謝するように提案する。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用ぃてもよぃし，復習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.あなたがちょっとの間教室を出ることを話す。出る前に子供たち一人一人の耳にある言葉 

をささやく。そして，その言葉は天父が喜ぶことであることを説明する。子供たちに， 

困ったときにはぃつでも助けることを話す。また，ささやぃた指示に子供たちが従ってく 

れれば教師はとてもうれしぃことを説明する。 

子供たち一人一人に次の同じ言葉を言う。「腕を組んで，目を閉じて，天のお父様とイエス 

様のことを考えましょう。」 

教室を出てドアのそばに立つ。少しの間を置ぃてから再び教室に入り，指示に従ってくれ 

たことを感謝する。天父とイエスがわたしたちに指示を与えられたこと，そしてその指示 

に従ってほしぃと思っておられることを話す。それに従えば，わたしたちはぃつか天父と 

イエスのもとに帰ることができる。 

2.天父の計画に従うためにできることを絵に描かせ，色を塗らせる。 
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戒めはわたしたちが 
正義を選ぶのを助けてくれる 

头 一 “ 

目 的 天父はわたしたちが正義を選べるように戒めを与えてくださったことを理解させる。 

準 備 1.モーサヤ2 ： 22を祈りの気持ちをもって読む。 

2.「いましめのどうろひょうしき」（本課の最後に掲載）を人数分複写する。別に1枚複写し， 

厚紙にはる。この標識にある聖句を読み，難しい言葉を説明できるように準備しておく。 

3.簡単な宝探しのゲームを用意し，子供たちがヒントや目印，宝の場所を示した紙片などに 

従って宝を見つけられるようにしておく。宝はモルモン書またはCTRの指輪にする。 

4.「正しい道選ぼう」（『子供の歌集』82)を歌う準備をする。歌詞は本書の巻末を参照する。 

また「いましめを守る人を」（『子供の歌集』68)も歌えるようにしておく。 

5.教材 

a.モルモン書（読める子供の人数分)。読める子供にはレッスンを手伝わせる。 

b.黒板，チョ一ク，黒板ふき（またはこれらに代用できるもの） 

c.絵3-3「前世での生活」；3-4「少年とサッカーボ一ル」 

6.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

戒めは正義を選ぶのを助けてくれる�

注意を引くための活動準備したヒントを使って子供たちに宝探しをさせる。 

教師の提示 子供たちにある人の家まで大切な書類を取りに行くことを想像するように言う。家は遠いし， 

一緒に行って道を探すのを手伝ってくれる人はいないことを説明する。 

•その家まで行く道を見つけるにはどうしたらよいですか。 

•もし途中に道しるべや矢印が書いてあったら道が分かると思いますか。天父はわたしたちを 

地上に送られたとき，大切な仕事をお与えになった。天父はわたしたちがみもとに帰る道を 

探し当てることを望んでおられる。 

絵 絵3-3「前世での生活」を見せる。 

•わたしたちは生まれる前にどこに住んでいましたか。（天父とともに住んでいた） 

•なぜわたしたちは天父のもとを離れて地上に来たのですか。 

肉体を得，いろいろなことを経験し，正義を選ぶことを学べるように天父のもとを離れたこ 

とを説明する。 

教師の提示 わたしたちが天父のもとを離れてこの地上に住むように計画されたとき，天父はわたしたち 

みんながみもとに帰りともに住むことができるように望んでおられたことを説明する。天父は， 

わたしたちがみもとに帰るには正義を選ばなければならないこと，正義を選べばわたしたちは 

幸福になれることを知っておられた。 

天父はわたしたちが正しい選択ができるように戒めを与えてくださった。 

•戒めとは何ですか。（天父がこうしなさいと言われたこと） 

•戒めにはどんなものがありますか。 
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戒めは正しい道を見いだすための道路標識のような役目をすることを説明する。すなわち， 

天父のもとに帰る正しい道を示してくれるものである。 

歌 「いましめを守る人を」を歌うか，歌詞を朗読する。 

いましめをまもるひとをかみはまもり，みちびかん 

てんのめぐみ，ゆたかにありよげんしゃにしたがいて 

みことばをまもらん 

活 動 準備した道路標識の写しを見せる。標識に書かれた聖句や絵の一つ一つについて読むか短い 

説明を加える。教師が一つずつ状況を読み上げ，標識の中のどの戒めが正義を選ぶ助けになる 

かを決めさせる。難しい言葉があれば説明する。子供たちに順番に正しい道を示す戒めを当て 

させる。 

以下のような状況を提示する。 

1.友達の家から帰る途中，別の友達と会いました。その子の家で一緒に遊ぼうと言います。 

でも，あなたは出がけにはまっすぐ家に帰るとお母さんに約束していました。あなたの友 

達は，ちょっとくらい帰るのが遅くなっても大丈夫さ，と言います。正義を選ぶにはどん 

な戒めが役に立つでしょうか。 

2.あなたは新しいボールを買おうとお手伝いをしてお小遣いをためてきました。店ではその 

ボールが特価で売られていましたが，什分の一を払ってしまうとお金が足りなくて買うこ 

とができません。正義を選ぶにはどんな戒めが役に立つでしょうか。 

3.家族と一緒に外出して夜遅く帰って来ました。とても疲れたので早く寝たいと思いました。 

そのときあなたは寝る前に家族みんなでお祈りをするのを忘れていたことに気がつきます。 

正義を選ぶにはどんな戒めが役に立つでしょうか。 

4.仲良しの友達から映画の券があるから日曜日に見に行こうと誘われました。ずっと前から 

見たいと思っていた映画です。正義を選ぶにはどんな戒めが役に立つでしょうか。 

5.あなたは友達と遊んでいます。前にあなたの悪口を言った少年が来て一緒に遊ぼうと言い 

ました。正義を選ぶにはどんな戒めが役に立つでしょうか。 

6.一緒にいた友達からビールを飲もうと言われました。友達の一人が家から持って来たもの 

です。あなたは両親からアルコールの入った飲み物は飲んではいけないと言われています。 

正義を選ぶにはどんな戒めが役に立つでしょうか。 

子供たちが良い答えを出したことを褒める。 

正義を選ぶとよい気持ちがします�

話し合い 正義を選ぶとよい気持ちがすることを子供たちに話す。 

さらに質問をし，先の6つの例を復習する。例えば，最初の二つの例については次のような質 

問や話し合いができる。 

1.もしあなたが友達と一緒に遊ばないでお母さんに言われたとおりに家に帰ったとしたらど 

のような気持ちがすると思いますか。 

友達と遊ぶのは楽•しいでしょう。でも，遊んでいるときも，お母さんとの約束を破ったこ 

とで少し後ろめたい気持ちを感じることでしょう。正義を選んで，イエス様がしてほしい 

と望んでおられることをするのが難しいときでもそれを行えば，よい気持ちを感じること 

ができます。あなたは正しい選択をしたことで自分が好きになるでしょう。 

2.什分の一を使って新しいボールを買ったらどんな気持ちがするでしょうか。そのボールで 

遊んでいるとき，いい気持ちがするでしょうか。 

友達と一緒に遊べば楽しいでしょう。でも，天父が命じられたように什分の一を納めると 

いう選択をしなかったことであなたは自分に対してよい気持ちを感じられないでしょう。 
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ほかの事例についても同様に復習する。どの場合も，主の戒めに従ったとき，特に，難しく 

ても戒めに従ったときにはよい気持ちがすることを強調する。このよい気持ちは子供たちがし 

たことを天父が喜んでくださっていて，それを聖霊を通して知らせてくださっているからであ 

ることを説明する。 

間違った選択をしたときの気持ちについても考えさせる。普通はむなしい気持ちがして楽し 

くない。これも，悔い改めて正しい選択をするように聖霊が導いてくださっているのである。 

絵とお話 絵3 — 4「少年とサッカーボール」を見せる。 

次の話をして，正義を選んだときにフリオがどう感じたかを考えさせる。 

フリオはマリアおばさんからサッカーボールをもらったとき，おばさんがどうやってそれを買った 

のだろうと思いました。マリアおばさんはあまりお金持ちではなかったのです。でもフリオは，ボー 

ルを受け取らなかったらおばさんががっかりするだろうということも知っていました。 

「ありがとう」とフリオは小さな声で言いました。そして，こう尋ねました。「でも，どうし 

てぼくにくれるの。」 

「当然よ。いつもたくさんお手伝いしてくれるからよ。庭をきれいにしてくれるし，わたしの 

ためによくお使いに行ってくれるでしょう。そのボールで遊ぶときは，なぜわたしがあなたに 

そのボールをあげたのか思い出すようにしてね。さあ，遊んでいらっしゃい。」マリアおばさん 

はそう言いました。 

フリオは歩道をボールをけって歩きながら，マリアおばさんが言ったことを考えていました。 

「なぜわたしがあなたにそのボールをあげたのか思い出すようにしてね。」おばさんはそう 

言ったのです。 

フリオはサッカーが大好きでとても上手でした。いつか彼はブラジルのナシヨナルチームの 

メンバーになりたいと思っていました。「たぶんマリアおはさんは彼がサッカーが上手だから 

ボールをくれたんだ。」フリオはそう思いました。 

間もなく，アントニオがフリオと一緒に遊ぼうとやって来ました。そのうちほかの少年たち 

も加わってみんなでサッカーの試合を始めることになりました。 

フリオは小さい男の子が一人，歩道の所からサッカーの試合を見ているのに気がつきました。 

「まずいよ」とアントニオがフリオにささやきました。「パウロだよ。あいつを入れちゃだめ 

だよ。めちゃめちゃになっちゃうからね。」 

パウロはほんとうにサッカーがうまくありませんでした。でも，パウロがどれほどサッカー 

が好きか，フリオは知っていました。 

やがて，「入れてくれない？」とパウロが頼んできました。 

•あなたなら何と言うでしょうか。 

フリオはすぐには答えませんでした。彼はちょっとの間，マリアおばさんの住んでいる部屋 

の窓を見ました。マリアおばさんは窓から彼を見ていました。おばさんはフリオがどんな返事 

をするか心配そうでした。. 

そのときフリオはおばさんが言ったことを思い出しました。「なぜわたしがあなたにそのボー 

ルをあげたのか思い出してね。」フリオはもう一度マリアおばさんの方を見ました。彼はいつも 

マリアおばさんを助けたいと思って努力してきました。きっとおばさんはほかの人 も助けな 

さいと言いたかったのです。 

フリオはマリアおばさんからパウロの方に目を移して言いました。「もちろんさ。さあ入って。 

ここにいるアントニオはサッカーがとても上手なんだ。君にサッカーのことをたくさん教えて 

くれると思うよ。」 

アントニオはフリオを見てほほえみながら，パウロに言いました。「ああいいよ。喜んで教え 

てあげる。みんなで君をすばらしいサッカー選手にしてあげるよ。みんなで喜んで君の力にな 

るからね。」 

少年たちは全員でサッカーを始めました。フリオはマリアおばさんの窓を見上げました。マ 

リアおばさんはにこにこしていました。そのときフリオは，おばさんがなぜ新しいサッカー 
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ボールをくれたのかが分かったのです。（シエリ一•ジヨンソン，"The Soccer Ball,“Friend， 

1973年6月号，10-12を基に改作） 

話し合い •フリオはこのようにした後でどんな気持ちがしたでしょうか。（幸せでよい気持ちがした） 

•このようにしなかったならどうだったと思いますか。（パウロを仲間外れにしたことで悪い気 

持ちを感じただろうし，パウロも嫌な気持ちがしたであろう） 

•フリオは天のお父様とイエス様がしてほしいと望んでおられることをしましたか。 

わたしたちはこの地上でたくさんの選択をすることを説明する。これらの選択の結果わたし 

たちはよい気持ちがしたり悪い気持ちを味わったりする。しかし，戒めに従う方を選べばいっ 

もよい気持ちがする。 

まとめ�

CTRの盾と指輪 子供たちにCTRの盾を見せる。子供たちがしているCTRの指輪は正義を選ぶことを思い出さ 

せてくれる。 

配付資料と 子供たち一人一人に「いましめのどうろひょうしき」を複写したものを配る。道路標識に書 

話し合い いてある戒めを一緒に読む。（小さな子供には標識の意味を説明する） 

正義を選ぶことは決していつも簡単なことではなく，悪い道の方へ行ってしまうこともよく 

ある。天父の戒めは，正しい道を見つける助けになるものである。また，正しい選択をしてい 

ることが分かるように，よい気持ちを感じさせてくれる。戒めは，いつの曰か天父のもとに戻 

る助けともなる。正義を選んだ人は，後でそのことをうれしく思うに違いない。 

配付資料を家に持ち帰って，モルモン書の参照聖句を家族と一緒に読むように言う。この配 

付資料は保管しておいて，書いてある戒めにっいて思い出すようにするとよい。 

教師の証 モルモン書を読むことの大切さを証する。モルモン書を読むことにより，子供たちはいつも 

正義を選べるようになる。 

歌 「正しい道選ぼう」を子供たちと一緒に歌う。 

子供に閉会の祈りをさせる。正しい選択ができるようにわたしたちに戒めを与えてくださっ 

たことを天父に感謝するように言う。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用いてもよいし，復習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.教室の両端にある二つの物をロープやひも，糸などで結ぶ（ドアと教室の奥にあるいすな 

ど)。子供たちに順番にそのロープを伝って目を閉じて教室の端から端まで歩かせる。渡っ 

た子供に教師から何か賞品を出してもよい。このロープがわたしたちを端まで導いてくれ 

るように，戒めはわたしたちを天父のもとに導いてくれる。 

2.1ニーフアイ8-11章（特に1ニーフアイ8 ： 9-30 ；11：1 — 25参照）にあるリーハイの愛の 

話をする。鉄の棒が神の言葉を表すことを説明する。また，命の木は神の愛である。子供 

たちと，神の愛を感じるのになぜ戒めが役に立つのかを話し合う。 

3.絵3-5「子供たちを教えるアダムとエバ」が隠れる大きさの紙を1枚用意する。紙を均等に 

9つの部分に切り，テープではり合わせ，絵を覆う。子供たちに，紙の下にはとても大切 

なメッセージが隠れていることを話す。そして，両親やほかの大人に教えてもらった戒め 

を子供たちがーつずつ挙げる度に絵を覆っている紙を一つずつはがさせ，どんなメッセ一 

ジかを当てさせる。紙を全部はがしたところで，子供たちが戒めを守れるように両親や教 

師，そのほかの指導者がどう助けてくれるかを話し合う。 
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いましめのどうろひょうしき 

りょうしんに従いましょう 

(モーサヤ13 ： 20) 
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ジョセフ•スミスの少年時代 

目 的 家族の良き一員でありイエスに従ったジョセフ•スミスの模範に従うよう，子供たちを励ます。 

準 備 1.ジョセフ•スミス-歴史1：1-12を研究する。 

2.ジョセフ•スミスの絵を覆う大きさの紙を用意する。その紙を人数分に切ってジグソーパ 

ズルにする。切った紙を絵の上に置いて絵が見えないようにしておく。（年長の子供たちの 

ためには各紙片にジョセフ•スミスについての事実を一つずつ書いておく） 

3.次のカードを用意する。 

したがう 

つか又る 

あいする 

せいぶんを読む 

いのる 

4.「家庭の愛」（『賛美歌』181香）を歌えるように準備する。 

5.教材 

a.粘着テープ 

b.絵3-6「預言者ジョセフ•スミス」（『福音の視覚資料セット』401)；3-7「ジョセ 

フ•スミスの家族」；3-8「聖書の中に知恵を求めるジョセフ•スミス」（『福音の視覚 

資料セット』402) ； 3-9「イエス•キリスト」（『福音の視覚資料セット』240) 

6.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

ジョセフ•スミスは良い家族に恵まれていた�

注意を引くための 子供たちに紙で覆ったジョセフ•スミスの絵を見せる。この絵は，天父を愛し，イエス•キ 

活動 リストの教えに従った人の絵であることを説明する。子供たちに以下の事実を一つずつ話し， 

覆っている紙を一片ずつはがさせる。これを全部の紙片がはがれて絵全体が見えるようになる 

まで続ける。（年長の子供の場合は，紙片の裏に事実を書いておき，はがすときにg分で読ませ 

るとよい) 

ジョセフ •スミスについての事実 — — 

•ゲームをするのが好きでした。 

•青い目をしていました。 

•12月23日に生まれました。 

•お母さんの名前はル一シーでした。 

•家族はお金持ちではありませんでしたが，幸せに暮らしていました。 

*働き者でした。 

•お父さんの名前にちなんで名付けられました。 
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•正直でした。 

•天使の訪れを受けました。 

•奥さんの名前はエマでした。 

•力の強い人でした。 

子供たちに尋ねる。 

參この人はだれですか。 

•ジョセフ•スミスについてほかにどんなことを知っていますか。 

子供たちがジョセフ•スミスについてほかに聞きたいことがあれば，簡単に話し合う。ジョ 

セフが最初の預言者であり，末日聖徒イエス•キリスト教会の初めての太管長であったことを 

説明する。彼はとても親切で愛にあふれた人だった。これからのレッスンでジョセフ•スミス 

について詳しく学ぶことを説明する。 

絵とお話 絵3-7「ジョセフ•スミスの家族」を見せ，ジョセフの少年時代について次の話をする。 

絵の中のジョセフは，右側の白いシャツの少年です。青い目で明るい茶色の髪をしていまし 

た。兄弟がたくさんいました。ジョセフは快活で笑ったり遊んだりすることが好きな愉快な男 

の子でした。ジョセフはボール遊びやレスリングや氷すベりやゲームをするのが好きでした。 

ジョセフがまだ小さかったとき，近くには学校がなかったので家族は家で学校を開いていま 

した。後になってジョセフや兄弟姉妹たちは正式な学校へ通って読み書きや算数を学びました。 

ジョセフの家族はニューヨーク州パルマイラの南の土地を買って切り開き，小さい丸太小屋 

を建てました。丸太小屋には小さなガラス窓があり，床は木でした。暖房には台所にある大き 

な石造りの暖炉が使われました。スミス家族は動物の脂で作ったろうそくをあかりにしていま 

した。電気がなかったからです。彼らは麦やとうもろこし，大豆，亜麻を植えました。母親の 

ルーシー•スミスと娘たちは亜麻から布を作りました。男たちは木を切って乾燥させ，それを 

燃やして灰にし，石けんの材料として売りました。スミス家ではいすやかごは自分たちで木を 

細工して作りました。ルーシーは，ささやかながらも「手造りの家具がきちんと備えつけられ 

た」快適な家を建てることができたと言っています。（ドナルド• L •エンダーズ，"A Snug 

Log House，” Ensign，1985年8月号，14 — 22 ；デ一ル• L •バージ，“Arxhaeological Work at 

the Smith Log House," Ensign，1985年8月号，24-26) 

•あなたの家はジョセフ•スミスの家とどういうところが似ていますか。 

•あなたの家はジョセフ•スミスの家とどういうところが違いますか。 

ジョセフ•スミスのお父さんは生計を立てるために農業をしました。ジョセフはお父さんと一緒 

に穀物や果物や野菜を育てるために一生懸命働きました。それに，牛や豚，鶏も飼いましたし，た 

るやバケツやほうきも作りました。女の子たちはお母さんと一緒に料理や縫い物や掃除，小さい子 

の世話，チーズやバタ一作り，台所の片づけ，庭の手入れ，牛の乳搾りなど，一生懸命働きました。 

ある年スミス家では郡で一番のメープルシロップを作って賞をもらいました。 

•あなたの家族はどんな仕事をして一緒に働きますか。 

•家族を助けるためにどんなことができるでしょうか。 

ジョセフ•スミスが小ざかったころ，病院や薬はほとんどありませんでした。お医者さんは 

病人が出ると，その家にはるばる出かけていきました。 

ジョセフ•スミスは子供のころ，重い病気になりました。足にばい菌が入ったためにはれて， 

ひどく痛みました。痛みはさらに激しくなり，お医者さんからは，ばい菌を出してしまうため 

には足を切らなければならないと言われました。近くに病院がなかったので手術はジョセフの 

家でしなければならず，手術中の痛みを止める薬もなかったので，ジョセフは激痛に耐えなけ 

ればなりませんでした。 

ジョセフの足は痛み，ひどくはれました。とうとう医者は，もう治る見込みはないので，足 

を切断しなければならないと言いました。そうしなければ，ばい菌がジョセフの体中に広がっ 

てジョセフが死んでしまうというのです。当然のことながらジョセフの家族はうろたえてしま 

いました。お母さんは，足を切らずにすむようにと祈りました。そして，もう一度毒に侵され 
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た所だけ切開してくれるようにと頼みました。お医者さんは承知してくれました。 

痛み止めの薬がなかったので，お医者さんはジョセフが痛みを我慢できるようにお酒を飲む 

ことを勧めました。でも，ジョセフはお酒が体に良くないことを知っていたので飲まないと言 

いました。またお医者さんは，手術の間ジョセフが暴れないようにベッドに縛りっけようとし 

ました。でもジョセフは縛らなくてもよいと言いました。ジョセフは両親を愛していたので， 

お父さんが腕を押さえていてくれれば我慢できると思ったのです。ジョセフは，お母さんに叫 

び声を聞かれたくなかったので，手術の間，外に出ていてくれるようにと頼みました。お母さ 

んにとって，ジョセフの叫び声を聞くのはっらいことだということが分かっていたのです。 

ジョセフはお母さんを悲しませたくありませんでした。 

手術が終わったとき，ジョセフは弱り，疲れきっていましたが，ばい菌はすっかり取り除か 

れていました。ジョセフの足は助かったのです。 

•ジョセフは家族を愛していることをどう表現しましたか。家族はジョセフにどのように愛を 

表現したでしょうか。 

•あなたの家族はジョセフの家族とどういう点が似ていますか。 

•あなたはジョセフのどんな点を見習いたいと思いますか。 

ジョセフ•スミスはイエスの教えに従った�

カードを使った活動 「ジョセフの家族は，いろいろな点でみんなの家族と似ています。毎朝毎晩一緒にお祈りを 

しました。そして，よく一緒に歌を歌い，教会へ行き，聖書を読みました。ジョセフの家族は 

イエスの教えに従おうと努めていたのです。」 

力一ドを表にしてテーブルか床の上に並べる。年長の子供に力一ドを一枚取って読ませ，そ 

れを黒板にテープで留めさせる。カードにはジョセフ•スミスがイエスの教えにどのように 

従ったかが書かれていることを説明する。そして，一っ一っのカードにっいて，イエスの教え 

に従うためにジョセフが何をしたかを話し，どのようにしたら自分たちもイエス•キリストに 

従うことができるかを話し合う。 

従う。ジョセフは聖書に「あなたの父と母を敬え」（出エジプト20:12)と書いてあるのを 

知っていました。ジョセフは愛し，従うことによって両親を敬いました。 

•両親を愛し両親に従うことを示すために，わたしたちには何ができるでしょうか。 

仕ぇる。イエス様はわたしたちに，人に仕えなさいと教えられました。ジョセフ•スミスは 

よく働き，不平を言わずにいっも自分に与えられた仕事をしました。そして，人の役に立ち， 

一生懸命働くことによ.って家族に仕えました。 

•あなたは先週一週間どのようにして家族に仕えましたか。 

愛する。ジョセフの一番の友達は，6歳年上のハイラム兄さんでした。ジョセフの家族のきょ 

うだいは，よくみんなで一緒に遊びました。みんな愛を示し合いました。 

「家庭の愛」を歌うカゝ，歌詞を朗読する。 

家庭のなかにあいあらばみるものすべてうっくしく 

きくものすべてたのしくあらん 

へいわはあたりにほほえみて 

あいあるいえよすぎゆくっきひおだやかに 

•両親に対して「愛しています」と言ったのは最近ではいっですか。きょうだいに対してはど 

うでしょう。 

•あなたは家族にどのように愛を示しますか。 

聖文を読む。ジョセフは，イエスの教えが大切だということを知っていました。そしてしば 

しば天父とイエスにっいて考えました。ジョセフは御二人にっいてもっと知りたかったのでよ 

く聖書を読み，祈りました。絵3-8「聖書の中に知恵を求めるジョセフ•スミス」を見せる。 

•聖文を読むことはなぜ大切なのでしようか。 
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祈る。ジョセフが病気のとき，母親は天父に助けを求めて祈りました。天父は母親の祈りに 

こたえ，ジョセフの傷が治るように助けてくださいました。 

•あなたは天父にどんなことを助けていただきますか。 

•ほかにどんなことを天父にお願いしますか。 

まとめ�

絵 子供たちに絵3-6「預言者ジョセフ•スミス」を見せる。またCTRの盾を見せ，CTRの指輪の 

ことを思い出させる。子供たちに，ジョセフ•スミスは正義を選んで模範を示してくれた人であるこ 

とを説明する。彼は家族に親切で，イエスの教えに従った。絵3-9「イエス•キリスト」を見せる。 

わたしたちは正義を選ぶとき，ジョセフと同じようにイエス•キリストに従う。 

教師の証 ジョセフ•スミスが家族を愛した偉大な預言者であったことを証する。ジョセフは正義を選 

び，天父に仕えた。 

子供に閉会の祈りをさせる。ジョセフ•スミスの模範に感謝し，今週その模範に従うことを 

覚えておけるように助けを祈り求めさせる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用ぃてもよぃし，復習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.今週ジョセフ•スミスの模範に従うことを何か一つ選ばせる。考えてぃる間紙と鉛筆を配 

り，紙の上に名前を書ぃて選んだものを書かせる。必要であれば助ける（例えば，「こん 

しゅうはしんせつにします」など)。それから自分が選んだことを絵に描かせる。描ぃた絵 

を家に持ち帰って両親に見せ，一週間よく見えるところにはらせる。 

2.「正しい道選ぼう」をみんなで歌う。歌詞は本書の巻末にある。 
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最初の示現 第 5 課 

目 的 ジョセフ.スミスが天父とイエス•キリストにまみえたことを理解させる。 

準 備 1.ヤコブの手紙1：5とジョセフ•スミス-歴史1：7-20を祈りをもって研究する。 

2.入手できればビデオカセット「最初の示現」（15分）を見せる。 

3.「麗しき朝よ」（『賛美歌』18番）を歌えるように準備する。歌詞は本書の巻末にある。 

4.教材 

a.聖書と高価な真珠（人数分） 

b.クレヨンと紙 

c.絵3-8「聖書の中に知恵を求めるジョセフ•スミス」（『福音の視覚資料セット402』）； 

3-10「最初の示現」（『福音の視覚資料セット403』） 

5.レッスンの中で用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

注意を引くための 

活動 

ジョセフ•スミスは天父とイエス•キリス卜にまみえた�

絵3-8「聖書の中に知恵を求めるジョセフ•スミス」をはる。 

•これはだれですか。（ジョセフ•スミス） 

•ジョセフは何をしていますか。 

•なぜジョセフは聖書を読んでいるのでしょう。 

ジョセフ•スミスは14歳のころ，家族と一緒に農場に住んでいました。当時，そのあたりに 

住んでいた人 は，宗教に心を奪われていました。いろいろな教会の牧師たちが自分たちの信 

じていることを説明するためにあちこちで集会を開いていました。どの牧師も，自分の教会が 

正しいと主張し，人 に入るようにと勧めていました。ジョセフ•スミスは，どの教会がほん 

とうに正しいのか知りたかったので，幾つかの集まりに出かけて行きました。そして，どの牧 

師も神と聖文についてまちまちの考えを持っているということが分かりました。 

•ジョセフ•スミスはこのたくさんの異なった考えを聞いてどう感じたと思いますか。（混乱した） 

聖句を使った 

話し合い 

クラスに字を読める子供がいれば手伝ってジョセフ•スミス-歴史1：10「わたしはしばし 

ば……」の部分から読ませる。教師自身が読んでもよい。 

多くの異なった考えや意見がジョセフを混乱させたことを強調する。ジョセフはどの教会が 

正しいのだろうか，それともみんな間違っているのだろうか，と考えた。ジョセフの母親と兄 

と弟，姉妹は長老派教会に加わったが，ジョセフはどの教会にも加わらなかった。 

聖書を見せて，ジョセフはしばしば聖書を読んでいたことを説明する。ある日，彼は，心引 

かれる聖句にぶつかった。 

年長の子供にヤコブの手紙1：5を読ませる。教師自身で読んでもよい。 

•知恵に不足しているとはどういう意味だと思いますか。（知恵に不足しているとは，何かを知 

らない，または理解できないことである，と子供たちに理解させる） 

•神に願いを求めるとはどういう意味ですか。（お祈りすること） 

この聖句を繰り返し読む。この聖句は，何かを知りたいときは祈って天父に助けを求めるこ 

とができるという意味であることを説明する。 
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ジョセフは自分が知恵に不足しているということを知っていました。ジョセフはどうしたら 

よいか分かりませんでした。どの教会が真実の教会なのか分からなかったのです。そこで，聖 

書に書いてあるとおりに神に願いを求めようと決心しました。 

ビデオカセットまたは ビデオカセット『最初の示現』を見せるか，または次の話をする。 

聖文からの物語 ある春の日の朝早く，ジョセフは家の近くの森の中へ歩いて行きました。辺りを見回して， 

だれもいないのを確かめると，ジョセフはひざまずいて祈り始めました。 

祈っていると，頭上の空中にとても明るく輝く光が見えました。ジョセフは自分の見たこと 

を次のように記しています。「そして，その光がわたしの上にとどまったとき，わたしは筆紙に 

尽くし難い輝きと栄光を持つ二人の御方がわたしの上の空中に立っておられるのを見た。」 

(ジョセフ•スミス一歴史1：17) 

絵を使った 絵3-10「最初の示現」を見せる。 

話し合い そのうちの御一方がジョセフの名を呼び，ほかの御一方を指して，「これはわたしの愛する子 

である。彼に聞きなさい」（ジョセフ•スミス-歴史1：17)と言われました。 

•御二方とはどなたとどなたですか。（天父とイエス） 

ジョセフは，どの教会が正しいか，また自分はどの教会に加わるべきかと天父とイエスに尋 

ねました。その答えは，どの教会も，皆間違っているので加わってはならない，というもので 

した。ジョセフは，イエスの真実の教会はこの地上にはないことを知らされたのでした。 

ジョセフが天父とイエスにまみえた所は聖なる森と呼ばれています。 

•ジョセフ•スミスは天父とイエスに会った後でどのような気持ちがしたと思いますか。 

ジョセフ•スミスは示現から多くのことを学んだ�

ジョセフ•スミスがこの示現から何を学んだか子供たちに尋ねる。次の点を指摘する。 

1.ジョセフは天父とイエスに会い，御二人が骨肉の体を持っておられることを知った。 

2.ジョセフは，イエスの真実の教会はもうこの地上にはないことを知った。 

3.ジョセフは，どの教会にも加わってはならないことを知った。どの教会も正しくなかった 

ことを強調する。（次のレッスンでジョセフ•スミスはこの地上にイエスの真実の教会を建 

てるためにどのような役割を果たしたかを学ぶことになっていると説明する） 

4.ジョセフは，天父とイエスがわたしたちに関心を持っておられることを知った。御二人は 

祈りにこたえてくださる。 

歌 「麗しき朝よ」（『賛美歌』18番）を歌うか歌詞を朗読する。ゲストに歌ってもらってもよい。 

信仰箇条 ジョセフ•スミスはある人に，教会が何を教えているかを手紙に書いた。その一部が後に信 

仰箇条として知られるようになった。 

子供たちに信仰箇条第1条を復唱させる。これは，天父とイエス•キリストと聖霊を信じるこ 

とを述べたものである。 

まとめ�

ジョセフ•スミスが天父と御子にまみえたことについて証を述べ，またジョセフ•スミスへ 

の感謝の気持ちを表す。 

ジョセフはヤコブの手紙1：5に述べられている約束が真実であったことを知った。もし，知 

恵に不足していれば，わたしたちは天父に尋ね，答えを受けることができる。 

天父とイエスがわたしたちすべてを愛しておられることを証する。御二人は，ジョセフ•ス 

ミスを助けられたようにわたしたちが疑問に思ったことに対する答えを見つけるのを助けてく 

ださる。わたしたちには天使は現れないかもしれないが，もし，わたしたちが心から願い求め 

るならば，天父は，わたしたちにとっていちばん良い方法で答えてくださるであろう。 
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子供に閉会の祈りをさせる。ジョセフ•スミスについて，またジョセフが天父とイエスにま 

みえる話ができたことについて天父に感謝するように伝える。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用いてもよいし，復習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.子供に目を閉じさせ，「麗しき朝よ」（『賛美歌』18番）の歌詞を読む。後で絵に描けるよう 

に，よく考えさせる。 

うるわしきあさよひはかがやきて 

もりにはうたありことりやはちの 

ジョセフはこかげにかみとまみえぬ 

ジョセフはこかげにかみとまみえぬ 

子供たち一入一人に聖なる森にいるジョセフ•スミスの様子を描かせ，「せいなるもりの 

ジョセフ•スミス」という題を書かせる。 

2.ヤコブの手紙1：5を読み，この聖句が問題を解決することについて何を教えてくれている 

かを説明する。どのようなときに「知恵に不足」して「神に願い求め」なければならない 

かを例を挙げて説明する。願い求めたときに天父がどのような方法で聞き届けてくださる 

かを考えさせる。次のような例を用いるとよい。 

•友達とけんかをしたので悲しい気持ちになりました。どうやって仲直りしたらいいか分 

かりません。 

•夜ベッドでとても寂しくて怖い気持ちがしました。 

•お母さんが病気で元気がありません。元気になれるように助けたいです。 

天父とイエスが祈りに答えてくださったことは，心が平安になるので分かる。このこと 

を子供たちに強調する。このことについては次の課で学ぶ。子供たちには，祈ったときに 

イエスが現れることを期待させないように気をつける。 
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イエス•キリス卜の教会が 
回復された 

目 的 子供たちにイエス•キリストの真の教会が回復されたことを理解させる。 

準 備 1.アモス3: 7を研究する。 

2.「神権の回復」（『子供の歌集』60)を歌うか歌詞を朗読できるように準備する。歌詞は本 

書巻末にある。 

3.教材 

a.教義と聖約，聖書 

b.花，貝殻，きれいな絵など，子供たちの注意を引く物 

c.黒板，チョーク，黒板ふき 

d.丸めてラッパにする紙 

e.絵3-10「最初の示現」（『福音の視覚資料セット』403) ； 3-11「アロン神権を授ける 

パプテスマのヨハネ」（『福音の視覚資料セット』407) ； 3-12「メルキセデク神権の回 

復」（『福音の視覚資料セット』408) ； 3-13「パプテスマを受ける少年」；3-14「確認 

を受ける少女」 

4.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

注意を引くための 

活動 

真の教会が回復された�

黙示14:6-7を読み，この聖句の天使がモロナイであることを説明する。モロナイはジョセ 

フ•スミスに現れて福音が回復されることを告げた。子供たちに紙を丸めてラッパを作らせる。 

一人一人順番に教会の回復を告げるためのラッパを吹くまねをさせる。 

絵を使った 絵3-13「パプテスマを受ける少年」を見せる。 

話し合い •だれもバプテスマを受けられなかったらどうなるでしょうか。（だれもイエス•キリストの教 

会に入れない） 

イエスはこの地上におられたとき，人 に自分の教えを知り，それに従ってほしいと思われ 

た。この教えは，天父とイエスのもとに帰り，再びともに住むためにはどうしたらよいかを知 

らせるものだった。イエスは人 がこの教えを学んで実践することができるように御自分の教 

会を組織された。イエスと使徒たちが亡くなった後，人 はイエスが教えた方法に従わなく 

なってしまった。人 が教えを変えてしまったので，真の教会はなくなってしまった。そこで 

イエスは，この地上から神権を取り上げられた。このことは，人 が正しい権能を持った人か 

らバプテスマを受けられなくなったことを意味する。また，聖霊の賜物を受けたり，家族とし 

て神殿で結び固めを受けたり，預言者が天父とイエスに代わって人 に話をしたりすることも 

できなくなったのである。 

絵を使った 絵3-10「最初の示現」を見せる。 

話し合い •この絵の中の人はだれですか。（天父，イエス，ジョセフ•スミス） 

•ジョセフ•スミスがどの教会が真実かを求めて祈ったときにどんなことが起こりましたか。 

(天父とイエスが姿を現された。イエスはどの教会も間違っているから加わってはならないと 

言われた） 
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当時，真実の教会は地上にはなかったことを説明する。イエスは，御自分の教えと教会とを 

地上に戻したいと思っておられた。 

実物を使った 

レッスン 

•「かいふく」とはどんな意味ですか。（あるものを前と同じ状態に戻すこと） 

子供たちに答えさせる。それから次の例を紹介する。 

用意した品物または絵を見せる。なぜそれが人を引きつけ，ぜひ持っていたいという気持ち 

を起こさせるかを話し，子供たちにも感じていることを話させる。それから一人の子供にそれ 

を持たせ，みんなに見えないように隠させる。 

•隠れてしまった物をもう一度見えるように戻してほしいと思いますか。 

隠した子供にみんなが見える場所に戻させる。これが「回復」の意味であることを話す。回 

復とはあるものを元の状態に戻すことである。イエスは御自分の御心のままに教会を組織され 

たが，イエスと使徒の死後，人 は真理を取り去ってしまった。イエスは，イエスの教えと教 

会と人 にパプテスマを施す権能を，地上におられたときと同じ状態に回復しようとされたの 

である。 

話し合い 天父とイエスは，真実の教会を回復するのに信頼における従順な若者を選ばれた。 

•この若者とはだれですか。（ジョセフ•スミス） 

もう一度最初の示現の絵に注目させて，真の教会が地上にあるときはいつでも，主はその教 

会を導くために一人の預言者をお立てになることを説明する。イエスは，近代の最初の預言者 

としてジョセフ•スミスを選ばれた。 

黒板を使った 

話し合い 

聖句を使った 

話し合い 

黒板に「よげんしゃ」と書く。 

•預言者とは何ですか。 

預言者とは，イエスが御自分の教会を導くために指示を与えられる人のことである，と説明する。 

年長の子供にアモス3 ： 7を朗読させる。教師自身が読んでもよい。「隠れたことを示〔す〕」 

とは，示現や夢，啓示などを通して指示を与えることである。 

•イエスはだれを通して指示をお与えになりますか。（生ける預言者） 

主の言葉を受けた預言者は，主が何をしてほしいと望んでおられるかを人 に告げる。 

預言者は，わたしたちが天父とイエスのもとに戻るために正義を選べるよう助けてくれる。 

子供たちに教義と聖約を見せる。 

この本の中には，イエスがジョセフ•スミスに与えられたたくさんの御言葉が書かれている 

と説明する。これらの御言葉の幾つかは，イエスの真の教会についてジョセフに告げたもので 

ある。わたしたちはこれらの聖句から，イエスがジョセフ•スミスを通して真の教会を回復さ 

れたことが分かる。 

話し合い 

ジョセフ•スミス，神権を授かる�

ジョセフ•スミスが教会を回復するためには，特別な力，つまりイエスの代わりに御業を行 

う権能を受ける必要があったことを子供たちに理解させる。 

•この力は何と呼ばれているか知っていますか。（神権） 

絵と物語 ジヨセフ.スミスがどのようにして神権を受けたかについて，次の話をする。 

ジヨセフ.スミスと友人のオリバー•カウドリは，モルモン書を翻訳していたときにバプテ 

スマについて知りました。そして，パプテスマを受けて真の教会に加わりたいと思いました。 

彼らはひざまずいて天父に祈りました。するとすぐに，天の使いが現れました。 

絵3 — 11「アロン神権を授けるパプテスマのヨハネ」を見せる。 

その御使いはイエスにバプテスマを施したバプテスマのヨハネでした。バプテスマのヨハネ 

はジヨセフとオリバーに現れて，パプテスマについて教えました。そして，パプテスマを施す 

21 



力を授けました。その力がアロン神権と呼ばれるものです。次にパプテスマのヨハネは二人に， 

イエスにバプテスマを施したのと同じ方法でお互いにパプテスマを施すようにと言いました。 

近くの川で最初にジョセフがオリバ—にバプテスマを施し，次にオリバーがジョセフにバプテ 

スマを施しました。 

こうしてイエスが教えられたとおりのパプテスマのほんとうの方法が，地上に回復されたのです。 

絵を使った 

話し合い 

絵3-12「メルキゼデク神権の回復」を見せる。 

何週間か後に，地上にいたときにはイエスの使徒だった3人の天の御使いが，ジョセフとオリ 

バーに現れました。3人の名前はぺテロ，ヤコブ，ヨハネでした。彼らはジョセフとオリバーの 

頭に手を置いて，二人にメルキゼデグ神権を授けました。この神権にはアロン神権よりも大き 

な力があります。この神権を通してイエス•キリストの御名によって人 にとてもすばらしい 

ことが行えます。例えば，病人への祝福，父親から子供への祝福，神殿の儀式などです。 

神権の力によってわたしたちは，人 にバプテスマを施し，確認の儀式をし，聖霊の賜物を 

授けることができます。絵3-13「パプテスマを受ける少年」，3-14「確認を受ける少女」を 

見せる。またこの力は，病気の人を癒したり，正しい生活を送る家族が永遠に一緒に生活でき 

るように神殿で結び固めをするのにも用いることができます。 

歌 「神権の回復」を歌うか歌詞を朗読する。 

神権がこの地上に回復されたことを証する。イエスに代わって行動する力がジョセフ•スミ 

スを通して回復された。ジョセフはこの力を用いてイエスの真の教会を設立した。以来，神権 

は真の教会に続いて存在している。 

•イエス•キリストの真の教会は何と呼ばれていますか。（末日聖徒イエス•キリスト教会） 

子供たちに教会の名前を復唱させる。この教会はこの末の日に回復されたイエスの真の教会 

であるので末日聖徒イエス•キリスト教会と呼ばれていることを話す。末日とはわたしたちの 

住んでいる今の時代のことである。 

信仰箇条 

まとめ�

わたしたちは，イエス様がこの地上に生きておられたときに組織されたと同じイエス•キリ 

ストの教会の会員となる特権を持っているということを説明する。イエスが組織された教会は 

「初期の教会」とも呼ばれる。（信仰箇条1：6参照） 

信仰箇条第6条を暗唱し，子供たちにも復唱させる。一部でも暗唱できるように励ます。 

黒板を使った 

話し合い 

子供たちに，なぜ，自分がこの地上でただ一つの真実の教会の会員になりたいのか考えるよ 

うに言う。それぞれの答えを以下のように黒板に書く。 

1.天父にじゅうじゅんになるため。 

2.イエスの教えを知りたいから。 

3.つみがゆるされるように。 

4.せいれいのたまものをうけることができるから。 

5.天父とイエスのもとにもどり，ともにすみたいから。 

6.地上でのかみの王国のかいいんとなるため。 

あかし 

証 イエス•キリストの真の教会の会員になることがなぜ特権であるかを証する。教会がどんな 

幸せを生活にもたらしてくれたかを話し，教会員であることへの感謝の気持ちを述べる。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動� 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレツスンの一部 

として用いてもよいし，復習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 
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1.イエスの具の教会が地上に回復されたので，わたしたちはイエスが地上におられたときに 

教えられたと同じことを学べるようになった。そのことを子供たちに話す。そして，わた 

したちは皆イエス•キリスト教会の会員になれるようになった。 

次の話を教師自身の言葉で話す。子供たちにロールプレーをさせてももよい。 

「わたしの名前はマリー•グッディー。14歳ですが11年前に小児まひにかかりました。わ 

たしは今，ソルトレークシティ一の初等協会小児病院にいます。…… 

両親はわたしが物心つくころから，人生でいちばん大切なものは教会と天のお父様だと教 

えてくれました……わたしは心の底から教会を愛するようになりました。 

両親はわたしにバプテスマの大切さを教えてくれました。それで，パプテスマの曰を心待 

ちにしていました。やがて8歳の誕生日が来ました。でもお医者さんはパプテスマを受ける 

間でさえ病院を出てはいけないと言います。わたしはほんとうにがっかりして，お父さん 

に8歳の間に必ずパプテスマを施してくれるように頼みました。でも，退院まで待たなけれ 

ばならないようでした。そしてそれがいつかはだれも分かりませんでした。 

でも9歳の誕生日の前に，両親や親戚の人や友達が病院に来てくれました。そしてわたしは，病 

院の治療室の水のタンクでパプテスマを受け，わたしの愛する教会の会員に確認されました。 

あれから6年たちました。わたしは今，バプテスマを受けることが当時のわたしにとってど 

んなに大切だったかをほかの人たちに知ってもらいたと思い，これを書いています。 

……わたしは末日聖徒イエス•キリスト教会の会員になれたことを心から感謝しています。 

そのことをみんなに言いたいです。」（イラ•マリ一.グッディー，“I was Baptized in a 

Hubbard Tank，，，Children's Friend, 1963年1月号，30) 

2.兄や姉のパプテスマを見た感想を話させる。 

3.回復を告げるラッパやジョセフの聖なる森での祈りなど，回復に関して覚えていることを 

絵に描かせる。 
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イエス•キリス卜を信じる信仰 

目 的 イエス•キリストを信じる信仰をはぐくむことが福音の第一の原則であることを理解させる。 

準 備 1.マルコ10 ： 46-52 ；マタイ3 ：13-17 ； 3 ニーフアイ11：8-17 ；教義と聖約76 ：19-23を 

祈りをもって研究し，子供たちに提示し説明できるように準備しておく。 

2.イエス•キリストについて強い証を持っている人を一人クラスに招き，レッスンの初めの 

数分でその人の持っている証と救い主についてどう感じているかを話してもらう。招待す 

る前に監督または支部長の許可を得る。初等協会会長にも報告しておく。 

3.「イエス•キリストの教会の会員となる」という題のチャートを作るために以下の指示に 

従う（チャートは課末に掲載）。次の4つのレッスンでこのチャートを用いるので厚紙に 

貼って色をぬっておくとよい。子供たち全員によく見えるように大きく書く。（このチャ一 

トは分かち合いの時間でも用いることができる） 

a.次のカードを作る。 

バプテスマ 

イエス•キリストをしんじるしんこう 

b.カードをレッスンで指示されているようにはる。このレッスンでは「イエス•キリス 

トをしんじるしんこう」だけを用いる。 

4.「イエス•キリストの教会の会員になることについて何を学んだかわたしに聞いてくださ 

い。」と書いた紙（人数分） 

5.クラスの始まる前に，4つの標準聖典を子供たちから見える所に置いておく。 

6.「救い主の愛」（『子供の歌集』42)を歌うか歌詞を朗読できるように準備する。歌詞は本 

書の巻末にある。 

7.できる子供たちには，信仰箇条第4条を暗唱できるように助ける。 

8.教材 

a.聖書，モルモン書，教義と聖約，高価な真珠 

b . 絵 3 —9「イエス•キリスト」（『福音の視覚資料セット』240) ； 3-16「盲人を癒される 

イエス」（『福音の視覚資料セット』213) ； 3-1「イエスにパプテスマを施すパプテス 

マのヨハネ」（『福音の視覚資料セット』208) ； 3-17「西半球で福音を教えられるイエ 

ス」（『福音の視覚資料セット』316) ； 3-10「最初の示現」（『福音の視覚資料セット』 

403) ； 3-18「ロレンゾ.スノー」 

9.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 
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信仰について理解する�

注意を引くための 絵3-9「イエス•キリスト」を見せる。レッスンが終わるまでキリストの絵はそのままにし 

活動 ておく。 

•この御方はどなたですか。 

訪問者の証 訪問者を紹介する。子供たちに，訪問者には，イエス•キリストについてどう感じているか 

簡単に話してもらうことを述べる。イエスについてどう感じているかを述べることが証である 

ことを説明する。訪問者が証を述べ終わったら，すぐに感謝を述べ，自分のクラスに帰っても 

らう。訪問者が去った後で次の質問をする。 

參訪問してくださった人はどなたですか。 

•〇〇兄弟（姉妹）がここにいらっしゃったことはどうして分かりますか。 

欠席している子供かあるいはほかの人の名前を空欄に入れて次の質問をする。 

•(子供の名前）さんは今日クラスで訪問してくれた人を見ましたか。 

•(子供の名前）さんは今日クラスに訪問者があったことをどのようにして知ることができますか。 

教師の提示 今日ここにいない人は，訪問してくれた人を見ることはできない，しかしクラスの人たちが 

教えてあげれば，訪問者があったことを信じるようになる。このように，自分の目で見なくて 

もそれがほんとうだと信じることが信仰を持つということである。 

チャ一ト 「イエス•キリストの教会の会員となる」のチャートを見せる。子供たちと一緒にチャート 

に書いてある言葉を読む。年少の子供には一緒に復唱させる。 

イエス•キリストを信じる信仰を持つことが，イエス•キリストの教会の会員となるための 

第一歩であることを説明する。「イエス•キリストをしんじるしんこう」というカードをチャー 

トのいちばん下の段にはる（年少の子供たちには話の内容が理解できるように，イエス•キリ 

ストの絵もカードのそばにはるとよい）。年長の子供たちに一緒に読ませる。今日のレッスンで 

はイエス•キリストを信じる信仰について学ぶことを話す。 

聖書とモルモン書はイエス•キリス卜について証している�

教師の提示 •わたしたちはイエス•キリストを見たことがないのに，どうして，イエス•キリストが生き 

ていてわたしたちを愛してくださることが分かるのでしょうか。（イエス•キリストに会った 

人 が話してくれるから） 

テーブルの上の本を指して，それが聖文と呼ばれていることを説明する。聖文には，イエス 

と会ったり話したりしたことのある多くの人 のことが書いてある。 

聖書を手に持って見せ，聖書には，イエスがこの地上に生きておられたこと，人 に教えら 

れたこと，御自分の教会を組織されたことなどが書かれていることを指摘する。聖書には，イ 

エスを見て知っていた多くの人 について，またイエスがどのようにして人 を助けたかにつ 

いて書かれている。 

絵と聖文の物語 絵3-16「盲人を癒す」を見せる。子供たちにイエスの時代に生きていた盲人のバルテマイ 

の話をする（マルコ10 ： 46-52参照）。 

バルテマイは，イエスが来られると聞いて，憐れみをかけてもらおうと大声を上げて叫んだことを 

説明する。多くの人 は，彼がイエスのじゃまをするといけないので黙らせようとした。 

しかし，イエスはバルテマイの叫び声を聞いて，バルテマイを連れて来るようにと言われた。 

バルテマイはイエスに見えるようにしてくださいと頼んだ。 

子供たちに，聖書の中から聖句を読むので，バルテマイがどうなったかよく聞くように言う。 

I マルコ10: 52を読む。 

•バルテマイはどうなりましたか。（イエスが癒されたので見えるようになった） 

イエスは「あなたの信仰があなたを救った」とバルテマイに言われた。バルテマイは，イエ 

スが自分を癒す力をもっておられる，と信じた。 
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•バルテマイのお話から，わたしたちはイエスにっいてどんなことが分かりますか。（イエスはわた 

したちを愛してくださるので，もしわたしたちがイエスを信じるならば，助けてくださる） 

絵と聖句を使った バルテマイの絵の上に，絵3-1「イエスにパプテスマを施すパプテスマのヨハネ」を置く。 

話し合い •この絵にはどんなことが描かれていますか。（バプテスマのヨハネがイエスにバプテスマを施 

している） 

マタイ3 ：17を読む。 

•イエスがパプテスマを受けられたとき，天から，「これはわたしの愛する子，わたしの心にか 

なう者である」と言われたのはどなたですか。（天父） 

•天父の言葉から，イエスにっいてどんなことが分かりますか。（イエスは天父の御子であると 

いうこと） 

天父はイエスが御自分の息子であると証なさったことを説明する。 

モルモン書を手に持って見せる。モルモン書と呼ばれるこの聖典の中には，死者の中から復活 

したイエスと会って話したアメリカ大陸のニーファイ人という大きな民のことが書かれている。 

3 ニ一ファイ11:8を読む。イエスのパプテスマの絵の上に，絵3-17「西半球で福音を教え 

るイエス」を置く。3ニ一ファイ11：9—10を読む。イエスは，自分こそ，預言者たちがこの世 

に来ると預言したイエス•キリストであると人 に言われたことを説明する。 

ニーファイ人たちは，必ずおいでになると預言されていたイエスが来られたと知ってどんな 

にうれしかったことか，子供たちに理解させる。イエスは，御自分が一度死んで復活されたこ 

とを知らせるために，人 に手と足を触らせられた。 

• ニーファイ人に姿を現されたイエスの様子から，イエスにっいてどんなことが分かりますか。 

(イエスが死んだ後に復活されたこと。イエスは生きておられること） 

近代の預言者たちはイエス•キリス卜について証している�

高価な真珠を手に持って見せる。預言者ジョセフ•スミスの最初の示現の話がこの本に載っ 

ていることを説明する。ジョセフ•スミスの最初の示現にっいて子供たちに知っているだけ話 

させる。（知らない子供がいたら話せるように準備しておく。ジョセフ•スミス-歴史1:7-

19参照)。 

前の絵の上に絵3-10「最初の示現」を重ねる。ジョセフ•スミスはイエスが復活された千 

何百年も後に実際にイエスに会ったことを強調する。 

絵と物語 絵3-18「ロレンゾ•スノー」を見せる。彼が教会の大管長だったとき，ソルトレーク神殿 

でイエス•キリストの訪れを受けたことを説明する。 

あるとき，孫娘と一緒に神殿の中を歩いているときに，スノー大管長はその経験にっいて話 

した。そのときの様子を彼女はこう述べている。 

「わたしたちが祖父の部屋を出て，日の光栄の部屋に通じる広い廊下を歩いていたときのこと 

でした。わたしはそのとき祖父の数歩前を歩いていました。ちょうどそのとき，祖父はわたし 

を止めてこう言いました。 

『ちょっとお待ち，アリ。おまえに話したいことがある。ウッドラフ大管長が亡くなられたと 

き，主イエス•キリストがわたしに姿を現されたのは，ちょうどこの場所だったのだよ。』 

それから祖父はわたしの方へ一歩歩み寄ると，左手を伸ばしてこう言いました。『主はちょう 

どここに立っておられた。床から1メートル位の所だったね。純金の台座の上に立っておられる 

よったったよo』 

祖父は，救い主がどれほど栄光に満ちた御方であるかを説明してくれました。また救い主の 

手，足，表情，それに美しい白い衣などにっいて細かく説明し，それがすべて非常な白さと輝 

きとに満ちみちていたため，救い主をまともに見ることができないほどだったそうです。 

祖父はわたしの方にもう一歩近づくと，右手をわたしの頭の上に置いて，こう言いました。 

『アリ。決して忘れないでおくれ。これがおまえのおじいさんの証だ。おじいさんは神殿のこの 

絵を使った 

話し合い 
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場所で救い主と実際に会って，救い主と顔と顔を合わせて話をしたんだよ。』」（『主は実に生き 

たもう，われらは主を見たり』「聖徒の道」1976年4月号191) 

•スノー大管長の証から，イエスについてどんなことが分かりましたか。（イエスは生きておら 

れる。肉体を持っておられる。今の時代の人 と話すことができる） 

わたしたちはイエス•キリス卜を信じる信仰を持つことができる�

話し合い 何人かの子供に次のように質問する。 

•あなたはイエス様に会ったことがありますか。 

•イエス様が生きておられるとどうして分かりますか。 

両親や初等協会の先生や聖文から学んで得たイエスに対する信仰を子供たちに述べさせる。 

イエスが生きておられ，わたしたちを愛してくださるという信仰をわたしたちが持てたのは， 

聖文や人 の証があるためである。人 の証からわたしたちには次のことが分かる。 

1.イエスは神の子である。 

2.イエスはわたしたちを愛し，助けたいと望んでおられる。 

3.イエスは，わたしたちがイエス•キリストを信じる信仰を持つようにと望んでおられる。 

4.イエスは復活し，生きておられる。 

5.イエスは肉体を持ち，人 と話すことができる。 

イエス•キリストを信じる信仰を持つことが真の教会の会員になるための第一歩であること 

を説明する。 

歌 「救い主の愛」を歌うか歌詞を朗読する。 

まとめ�

教師の証 使った絵の中から1枚選び，それに閨する自分の証や経験を述べる。 

例えば，絵3-17「西半球で福音を教えるイエス」を見せて，イエスが復活した後にニー 

ファイ人に現れて手や足に触らせられたことから，イエスがすべての人 を愛していることが 

分かったということを説明する。 

宿題 「イエス•キリストの教会の会員になることについて何を学んだか私に聞いてください。」と 

書いた紙を全員に配る。子供たちに，その紙を両親に渡し，イエス•キリストを信じる信仰に 

ついて何を勉強したか家族に話すように言う。 

子供に「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)を復唱させる。次に，信仰箇条靱条を少しでも暗唱できる子供には発表させる。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用いてもよいし，復習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.教義と聖約を手に持って見せる。この本には，ジョセフ•スミスがイエスに会った別のと 

きのことが書かれている。ジョセフ•スミスとシドニ一 •リグドンが聖書を研究し，イエ 

スとその教えについて考えていると，イエスが彼らに御姿を現された。 

ジョセフ•スミスの証を読むのでよく聞くように言う。教義と聖約76 ： 22-23「見たから 

である」まで読む。 

•ジョセフ.スミスの証からイエスについてどんなことが分かりますか。（イエスは生きて 

おられるということ） 

聖文を読んで，イエスに会った人 について学ぶと，イエスを信じる信仰がはぐくまれる 

ことを説明する。わたしたちは自分の目でイエスを見たことはないけれども，聖文の中で 

イエスに会った人 の証を読むとき，イエスは生きておられ，わたしたちを愛してくださ 
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るという信仰を持つことができる。また，祈りの中で天父に尋ねるとき，イエスが救い主 

であることが心の中で理解できるようになる。 

2.イエスについて感じていることを証したい子供がいるかどうか尋ねる。子供たちに絵を1枚選 

ばせて，その絵の出来事がなぜ自分の証を強めたかを話させる。同じ絵を何度使ってもよい。 

一人一人がイエスに対する自分の気持ちを話したところで，彼らがパプテスマに向けての 

大切な一歩を踏み出していることを話す。 

•その一歩とは何ですか（イエス•キリストへの信仰をはぐくむこと）。チャートを指して 

「イエス•キリストをしんじるしんこう」をみんなで復唱する。 

3.今日学んだ聖文の物語の一つを絵に描かせる。 

せいれいのたまものiイエス•キリス卜をしんじるしんこう 

ノ （ プ テ ス マ 丨 く い あ ら た め 
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イエス•キリス卜の教会には 
教えを伝えてくれる預言者がいる 

目 的 子供たちに預言者の教えに耳を傾けて従うことの大切さを理解させる。 

準 備 1.ルカ1：70を祈りをもって研究する。 

2.ワードまたは支部からメルキゼデク神権者に来てもらい，ベニヤミン王の役を演じてもら 

う（バスローブなどを着てベニヤミン王の衣の代わりにしてもよい）。その人にベニヤミン 

王であると自己紹介してもらう。そして，民の重荷にならないように自分の手で働いて自 

分の暮らしを立てている義にかなった王であることを説明してもらう。また，塔を建てて 

いろいろな所からやって来る民のために説教をしたことも話に加える。そして，ベニヤミ 

ン王の教えた原則の一つを子供たちに紹介させる。 

3.預言者や教会の大管長の次の教えを小さな紙片に一つずつ書く。絵を用意してもよい。紙 

を容器に入れておく （あるいは絵をテーブルの上にふせておく）。必要であればさらに教え 

を加えて，全員に当たるようにする。 

家庭の夕べを開きなさい。 

聖文を研究しなさい。 

日曜日ごとに教会に行きなさい。 

日 祈りなさい。 

人の物を盗まないようにしなさい。 

手伝いをして両親を敬いなさい。 

什分の一を納めなさい。 

互いに愛し合いなさい。 

4.テーブルに預言者のメッセージが掲載された『リアホナ』を置く。クラスが始まる前にヒ 

ントを書いた紙を何枚かいすの下や黒板の上，机の中などに隠しておく。ヒントは順番に 

次の紙の所に導くものにし，最終的にはテーブルの上の『リアホナ』に行き着くようにす 

る。『リアホナ』は子供たちでも理解できる預言者のメッセージを含んだものとし，その部 

分にしおりを挟むか線を引いておく。 

5.教材 

a .聖書 

b.現在の預言者の写真 

c .絵 3 —19「デビ、ソド• 0 •マッケイ大管長」 

6.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

イエス•キリス卜の教会は預言者によって導かれている�

今日は大切な訪問者があることを話す。この訪問者の話を注意して聞くように言う。この人 

は，義なる王であり預言者である人の話をしてくれる。訪問者が話を終えたら，みんなで握手 

をして訪問してくれたことを感謝する。 

レッスン�

注意を引くための 

活動 
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聖句を使った 子供たちに一つの聖句を聞いて，預言者について何か学べることがないかどうか尋ねる。ル 

話し合い 力1:70を読む。時 主は預言者を通して，わたしたちが知らなければならないことを教えてく 

ださる。教会には預言者がいつも召されていて，教会を導いている。 

•地上で最初の預言者はだれでしょうか。（アダム） 

•最初の末日の預言者はだれでしょう。（ジョセフ•スミス） 

•今の預言者すなわち大管長はだれでしょう。（写真を見せ，子供たちに名前を復唱させる） 

•聖書とモルモン書の預言者で知っている人はいますか。 

•自分で選んで預言者になることができますか（ヨハネ15 ：16参照)。 

だれもが預言者に召されるわけではないことを説明する。イエス•キリストがだれが預言者 

になるかを選ぶのである。イエス•キリストは預言者をお選びになると，その人に教会を管理 

する権能をお与えになる。この預言者は教会の大管長ともなる。 

天父はわたしたちを導き，祝福するために預言者を授けてくださった�

活 動 子供たちに次の文を注意して聞かせる。そして，賛成であれば立たせる。反対であれば座った 

ままである。分からない文があれば時間を取って説明する。（以下の文は全部賛成なので，1回読む 

ごとに全員に座らせる。この活動の目的は，教室で体を動かして運動をすることにある） 

1.わたしたちは総大会で預言者からメッセージを聞きます。（賛成。預言者を補佐する副管長 

の人 と十二使徒も預言者と呼ばれる） 

2.わたしたちの預言者は間違ったことをするようには言われません。（賛成。わたしたちは預 

言者が言うことは正しいと信じている） 

3.(現在の預言者の名前）大管長は預言者であり，教会の大管長です。（賛成） 

4.わたしたちの預言者は，天父とイエス•キリストがわたしたちにしてほしいことを教えて 

くれます。それは，わたしたちが幸福になり，再び天父とイエス•キリストと一緒に生活 

できるようにするためです。（賛成） 

教師の提示 預言者は『リアホナ』を通してわたしたちにメッセージを伝え，集会で話をし，教会のほか 

の指導者を指導する。 

イエス•キリストは地上に生まれた最も偉大な預言者であられることを説明する。イエスは 

福音を教え，たくさんの奇跡を行われた。 

絵とお話 これから末日の預言者の一人であるデビッド•0•マッケイ大管長の話をすると言う。末日 

の預言者とは，ジョセフ•スミスが生きていたころから，今わたしたちが生きているこの時代 

までに生きていた預言者たちのことであることを説明する。次の話をしながら絵3-19「デ 

ビッド• 0 •マッケイ大管長」を見せる。 

デビッド• 0 •マッケイ大管長は預言者として，世界中を旅行しました。あるとき，ドイツ 

を旅行していて，体がまひしている（体を動かすことができない）一人のお母さんのことを耳 

にしました。このお母さんは体がまひしているので，大会に出席して預言者のお話を聞くこと 

ができませんでした。 

このお母さんには二人の子供がいました。お母さんは，せめて子供たちだけでも大会に行か 

せ，預言者に会って話を聞かせてやりたいと思っていました。お母さんは信仰を奮い起こして 

こう言いました。「わたしが子供たちを大会に送り出してマッケイ大管長と握手をしてもらい， 

その子たちが帰って来てわたしの手を握ったら，そう，わたしがあの子たちの小さな手をわた 

しの手の中に包み込んだら，わたしはきっとよくなります。」 

こうして二人の子供たちが大会に行けるよう準備がなされました。二人は預言者に会いに行 

けるので胸をドキドキさせていました。 

大会が終わったとき，マッケイ大管長はその場にいたたくさんの人たちと握手をしました。 

マッケイ大管長はその二人の子供たちが自分のところに来ることを知っていたので，その二人 

を見ると，握手をしてこう言いました。「わたしの祝福と一緒にこのハンカチをお母さんに渡し 
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てくれないかね。」 

子供たちはそのハンカチを持ってお母さんのもとへ帰りました。お母さんはとても喜んで， 

毎日そのハンカチとマッケイ大管長が二人の子供たちを通して送ってくださった祝福を主に感 

謝しました。子供たちが家に帰って来ると，お母さんの体は次第によくなっていきました。間 

もなく体を動かすこともできるようになり，子供たちの世話もできるようになったのでした。」 

(Cherished Experiences From the Writings of President David O. McKay,クレア•ミドル 

ミス編，149-151) 

わたしたちは預言者に従うことができる�

宝探し 簡単な宝探しをする。次のように言って始める。「この部屋のどこかに教会の大管長である預 

言者からのメッセージがあります。見つけられるでしょうか0」そして最初のヒントを教える。 

ヒントの紙を見つける度に読む。字の読める子には自分で読ませる。最後のヒントは次のよう 

になる。 

「紙に印刷されています。ほかにもページがあります。表紙はカラーです。」子供たちが『リ 

ァホナ』を見つけたら，印を付けた預言者のメッセージを読む。子供に読ませてもよい。次に， 

預言者の言葉がすばらしい宝であることを説明する。預言者は天父のもとに帰るためにはどう 

生活したらよいかを教えてくれる。 

まとめ�

聖文の中の預言者の教えを学び，また現代の預言者に従うことによって祝福を得てきたこと 

を証する。また，預言者からの教えが人生にどんな影響を与えたかについて，個人的な経験を 

話してもよい。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用いてもよいし，復習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.子供たちを一列に並ばせ，静かに部屋の中を行進させる。その間「預言者にしたがおう」（『子 

供の歌集』58-59)のコーラス部分を歌うか歌詞を朗読する。1番が終わったところで先頭の子 

が預言者の教えにどう従うかを言い，列の最後に回る。全員に順番が回るようにするo 

したがおう，よげんしゃに 

じゅうじゅんにみちそれず 

したがおう，よげんしゃは 

しゅのみちをしっている 

2.預言者の言葉に従うと，祝福されて天父とイエス•キリストのもとに戻り，ともに生活で 

きるようになることを説明する。次のページにある迷路を複写して子供たちに配り，天父 

とイエスのところに戻る正しい道に色を塗らせる。字の読めない子には手伝う。 

3.今の預言者の経歴や話などを紹介する。 

4.子供たちが信仰箇条第5条をできるだけたくさん暗唱できるように助ける。 
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よげんしやにしたがう 

しようじきになる 

せんきようしになる 

じゆうぶんのいちを 
おさめる 

いましめを 
まちる 

おとうさんと 
おかあさんをうやまう 

せいぶんをべんきようする 

きようかいにしゅっせきする 

まいにちいのる 

うそをつかない たがいにあいしあう 



神権の祝福と儀式 

目 的� 子供たちに神権の祝福と儀式の大切さを理解させるc 

準 備� 1.ヤコブの手紙5 ：14-15と教義と聖約42 ： 44，48-52を祈りをもって研究する。これらの聖 

句はレッスンでは用いないが，神権についての原則を教えるうえでの聖文上の裏づけを教 

師に与えてくれる。 

2.「注意を引く活動」で用いる，紙の風車を用意する。風車を作るにはまず下の図のような 

正方形の紙を用意し，点線に沿って切り，中央に折り込む。そして中心をピンで留めてそ 

れを鉛筆か棒に付ける。 

3.「神権の回復」（『子供の歌集』60)を子供たちが歌うか歌詞を朗読できるように準備する。 

歌詞は本書の巻末にある。 

4.余力があれば次のような手紙を子供たち一人一人に渡し，家に持って帰らせる。子供に空 

欄を埋めさせる（お父さん，お母さんなど，子供の状況に合わせて）。親のいない子供がク 

ラスにいるときはよく配慮する。 

愛する へ， 

わたしは今までに神権の祝福を受けたことがありますか。そのことについて教えてください。 

5.教材 

a.聖別された油 

b.手紙に署名をするためのクレヨンか鉛筆 

c.絵3-11「アロン神権を授けるパプテスマのヨハネ」（『福音の視覚資料セット』407)； 

3-12「メルキゼデク神権の回復」（『福音の視覚資料セット』408) ； 3-20「病気の息 

子を祝福しようとしている父親」；3-21「子供の祝福」 

6.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

神権の儀式が回復された�

注意を引くための 教師が作った風車を見せる。（適当であればクラスで風車を作ってどう作るかを見せてもよい) 

活動 子供たち一人一人に前に出て来させ，順番に風車を吹いて回させる。 

•風車が回るのはどうしてですか。（風の力によって） 

•風がなかったらどうなりますか。 
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風は大きな力になることを説明する。水を地下からくみ上げたり，大きな機械を動かしたり 

する。今日は風よりもはるかに強い力について学ぶことを説明する。少し前にイエス•キリス 

トの真の教会について学んだことを思い出させる（第6課参照）。福音が回復された大切な理由 

の一つは，この地上に神権の力を回復することであった。 

•神権はなぜそのように大切なのですか。（神権は天父と御子に代わって行動する力であること 

を説明する） 

•天父と御子に代わって行動するとはどういう意味ですか。（天父と御子が行われると思われる 

ことを行うこと） 

•イエス•キリストが地上で行った善いことにはどのようなことがありますか。（パプテスマを 

受け，病人を癒し，目の見えない人を見えるようにし，子供を祝福し，初めて聖餐の準備を 

された，など） 

•こうしたことは今でも行えますか。（はい。今でも行えるし，実際に行われている。それらは 

義にかなって神権を行使し，信仰を示したときにのみ行えることを子供たちに理解させる） 

•では，神権とは何でしょうか。義にかなった方法で神権を尊ぶ人には何ができるでしょうか。 

(天父のもとに帰るには特定の儀式を受けなければならないことを説明する。その儀式は神権 

の権能と力によってのみ執行される） 

•この神権の儀式にはどのようなものがあるでしょうか。（聖餐，パプテスマ，確認，神権への 

聖任，神殿での結び固め，など。必要であれば，「8歳になったらどんなことがありますか」 

などのヒントを与える） 

ほかにも，わたしたちがこの世で生活するに当たって祝福を与えてくれる儀式がある。 

•わたしたちは神権者からどんな祝福を受けることができますか。（病人への癒し，父親の祝福， 

子供の命名と祝福，など。この質問にはヒントを与えてもよい） 

これらの儀式と祝福は，わたしたちの信仰と祈り，それに正しい神権の権能を通して得られ 

ることを説明する。 

絵 絵3-11「アロン神権を授けるパプテスマのヨハネ」と3-12「メルキゼデク神権の回復」を 

掲示する。預言者ジョセフ•スミスを通してこれらの祝福が回復されたことを天父とイエス• 

キリストに感謝する。今年はパプテスマや確認，聖餐，神殿についてのレッスンがあることを 

説明する。天父が，わたしたちの愛する家族が永遠に続くようにしてくださったこと，また神 

権の儀式を通して天父のもとに戻れることを子供たちに証する。 

神権はすべての人を祝福する�

話し合い •今までお父さんやほかの神権者から頭に手を置いてもらって祝福を受けたことがありますか。 

(子供に経験を話させる。だれが祝福をしたのか，何のための祝福だったのかを聞く） 

祝福について次の事柄を子供たちと話し合う。 

1.祝福はメルキゼデク神権を持っている人から受ける。メルキゼデク神権を持っている人は 

イエス•キリストに代わって行動する力を持っている。祝福を授けるのは父親の場合もあ 

るし，兄や祖父，監督，支部長，宣教師，ホ一ムテイ一チャー，そのほかのふさわしい神 

権者が務めることもある。 

2.神権の権能によって授けられるすべての祝福は，わたしたちを助けるためにある。 

3.祝福にはいろいろな種類がある。 

これから特別な二つの神権の祝福について学ぶことを話す。 

神権者は子供を祝福し命名する�

絵 絵3-21「子供の祝福」を掲示する。 

•この絵は何をしているところですか（赤ちゃんが祝福を受け，命名をしてもらっている）。子 

供たちに幼児の祝福を見たときのことを思い出させる。 

•赤ちゃんの祝福を見てどう感じましたか。（子供たちに話させる） 
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神権者は病人を癒す�

信仰箇条 わたしたちは末日聖徒イエス•キリスト教会の会員として病人の癒しという別の夕イプの祝 

福を信じていることを話す。 

信仰箇条第7条を朗読し，「わたしたちは，……癒し……の賜物があることを信じる」の部分 

を復唱させる。祝福の後で癒しが行われるのは天父の御心にかなったときであることを子供た 

ちに話す。 

絵 絵3-20「病気の息子を祝福しようとしている父親」を掲示する。だれかが病気のときは神 

権者が特別な祝福を授けることができることを子供たちに話す。病気のときに祝福を求めるの 

はいいことである。病人の祝福について以下のことを説明する。 

1.あなたが病気で祝福が必要なときは，両親に話してください。お父さんがメルキゼデク神 

権者であれば，お父さんはもう一人のメルキゼデク神権者を捜して，その人と一緒に祝福 

を授けてくれると思います。お父さんがメルキゼデク神権者でないときは，ホ一ムテイ一 

チャーやおじいさん，おじさん，監督，支部長，宣教師などに祝福を頼むことができます。 

2.病人の癒しの儀式や祝福にはメルキゼデク神権者によって聖別された純粋なオリーブ油を使 

います。聖別とは特別な祝福をすることです。子供たちに聖別された油の入れ物を見せる。 

3.病人への癒しは二つの部分に分かれます。最初に神権者がオリーブ油を少量，病気の人の 

頭に塗って短い祈りをささげます。次に別の人が加わって二人の神権者が病気の人の頭に 

手を置いて，別の特別なお祈りをし，塗った油の結び固めをし，天父からの霊感に従って 

特別な祈りをささげます。 

信仰を持って神権の祝福を受ける人には天父がその御心に応じて祝福を授けてくださること 

を子供たちに話す。天父は常にわたしたちの人生にとって最良のことを行ってくださる。 

教師の経験 祝福を受けて病人が癒された例を教師自身または知人の体験から話す。神権と癒しの賜物を 

どれほど感謝しているかを子供たちに話す。 

父親の祝福�

物 語 子供たちに，もう一つ特別な神権の祝福があることを伝える。（話をして次に原則について紹 

介するとき，父親がいなくて神権の祝福が得られない子供がいないかどうか注意する） 

明子ちゃんはこれまでずっと長い間，学校に行ける日を首を長くして待っていたはずなのに， 

学校が始まる日が近づいてくると，ちょっぴり心配になってきました。今まで学校へ行ったこ 

とがありませんでしたので，学校がどんな所か分かりませんでした。先生のことも，学校にど 

んな友達がいるのかも知りませんでした。 

前の晩，明子ちゃんは学校に着て行く新しい服を広げて置きました。そして，布団に入って 

寝ました。ところが，しばらくすると明子ちゃんは茶の聞へやって来ておなかをさすりながら， 

こう言うのです。「気分が悪いの。病気かもしれない。」お父さんもお母さんも，明子ちゃんの 

ことが心配になってきました。お母さんに抱かれた明子ちゃんに向かって，お父さんはこう言 

いました。「学校へ行くのが心配なんだね。お父さんには明子の気持ちがよく分かるよ。」 

それから，「明子が学校で楽しく過ごせるようにお父さんにもできることがあるよ」と言って， 

神権の力で特別な父親の祝福を授けることができることを説明してくれました。 

明子ちゃんは，お父さんからの祝福を受けたいと言いました。お父さんは，明子ちゃんの頭 

に両方の手を置いて，祝福を授けました。お父さんは，明子ちゃんがたくさんの人と友達にな 

れるように，そして明子ちゃんを愛し，よく教えてくれる優しい先生が，明子ちゃんの担任に 

なるように祝福してくれました。 

祝福が終わると，明子ちゃんはお父さんに抱きついて，祝福を授けてくれたことを感謝しま 

した。もうおなかは痛くなくなっていました。 

•これまでどんなことで助けがほしいと思いましたか。 

•父親の祝福を受けた経験を話してくれる人はいませんか。 
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特別な助けが要るときはいつでも，父親の祝福が受けられるよう父親に頼むことを，子供た 

ちに勧める。父親に神権がない場合は，ホームティーチヤ一や監督あるいは支部長，宣教師， 

そのほかおじさんやおじいさんなど神権を持っている親戚の人たちに頼んで，必要なときにい 

つでも祝福を受けることができることを説明する。（神権について歓迎しない家族の子供が出席 

している場合は十分な配慮をする） 

歌 「神権の回復」を歌うか歌詞を朗読する。 

まとめ�

手 紙 準備した手紙を配る。手紙に何が書いてあるか子供たちに話す。住所とg分の名前を書くの 

を手伝う。g分が受けた神権の祝福や初等協会で学んだ祝福について両親に話すよう，子供た 

ちに勧める。 

教師の証 神権がその力とともに地上に回復されたこと，また神権はわたしたちの生活を祝福するため 

に天父から授けられた賜物であることを証する。神権の権能と力により，わたしたちはこの世 

にあって有意義な生活をし，後の世では天父と再びともに生活するための儀式と祝福を受ける 

ことができる。 

子供に閉会の祈りをさせる。特別な神権の祝福に対する感謝の言葉を述べさせる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用ぃてもよぃし，復習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.紙にクレヨンで両方の手のひらの輪郭をなぞらせる。そして，病気のときは神権者が愛に 

あふれた手をわたしたちの頭に置ぃて祝福を授けてくれることを話す。ほかにどのような 

ときに頭に手が置かれるでしょうか。（年長の子供たちは，確認，神権の授与，父親の祝福 

などの答えを，なぞったそれぞれの指の所に書くとよぃ。小さな子供たちにはただ話して 

あげるだけにする） 

2.生まれたばかりの赤ちゃんを持つ父親にクラスに来て，話をしてもらう。子供の祝福につ 

ぃて話してもらった後で次の質問をする。 

•祝福の中で赤ちゃんの名前を言ぃましたか。それは何ですか。 

•だれが祝福をしましたか。祝福した人はどんな権能を持ってぃましたか。 

•だれが祝福を助けましたか。助けた人たちはどんな権能を持ってぃましたか。 

•その日は赤ちゃんにとってなぜ特別な日だったのですか。 

•赤ちゃんはどんな特別な祝福を受けましたか。（この質問は，した方がぃぃと思われると 

きにだけする） 

3.次のページにあるような簡単な線描画を作る。 

これは次のなぞなぞの答えである。用意しておぃた線描画を配る。受け取った絵を上に挙 

げさせ，その絵が何を表してぃるか答えさせる。 

これからなぞなぞをすることを子供たちに伝える。子供たちには，どの絵がなぞなぞの答 

えになるかを当てさせる。なぞなぞの答えにある絵を挙げさせ，その絵を該当する祝福の横 

に置かせる。（絵は一つの祝福にだけ該当するとは限らなぃ） 

a.わたしは病気の人を祝福するときに使われます。神権者は，わたしを2，3滴，病気の 

人の頭の上に注ぎます。わたしはだれでしょう。（聖別された油） 

b.わたしは歩くことも，話すこともできません。わたしはとても小さぃです。わたしに 

は名前と祝福が必要です。わたしはだれでしょう。（赤ちゃん） 

c.わたしには特別な祝福が必要です。わたしはお父さんに，気分がよくなるように祝福 

してくださいと頼みました。わたしには高い熱があります。わたしはだれでしよう。 

(病気の子供） 
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d.わたしには神権と呼ばれる特別な力が与えられています。わたしは結婚していて，子 

供もいます。わたしは自分の子供たちに，父親の祝福を与えることができます。わた 

しはだれでしょう。（お父さん） 

e.病人が祝福を頼むと，メルキゼデク神権を持っている人が呼ばれます。このとき，あ 

る人数の人が祝福を行います。わたしはその人数を表す数字です。わたしはだれで 

しょう。（2) 

f.神権を持っている人たちが，赤ちゃんを祝福したり，病気の人を祝福したり，父親の 

祝福を授けたりするとき，わたしを使います。神権者たちは，わたしを祝福を受ける 

人の頭の上に置いたり，赤ちゃんを抱いたりするのに使います。わたしはだれでしょ 

う。（両手） 
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悔い改め 

目 的� 悔い改めの原則とそれが人生にとってなぜ大切であるかを理解させる。 

準 備� 1.教義と聖約58 ： 42と3 ニーファイ9 ： 22を祈りをもって研究し，話し合えるようにしておく。 

2.第7課で準備した「イエス•キリストの教会の会員になる」のチャートを用意し，「イエ 

ス•キリストをしんじるしんこう」というカードを所定の位置にはめておく。「くいあらた 

め」というカードを使えるように準備しておく。（信仰箇条第4条を子供たちと復習できる 

ように準備しておくとよい。その原則について教えるときには，第4条を少しでも暗唱でき 

る子供には暗唱させる） 

3.次のカードを用意する。（第22課でも使うので保管しておく） 

わるかったとかんじる 

ゆるしをもとめる 

あやまちをつぐなう 

あやまちをくりかえさない 

4.「人をゆるせるように」（『子供の歌集』52)の2香を子供と歌うか歌詞を朗読できるように 

準備する。歌詞は本書の巻末にある。 

5. 8歲未満の子供には責任能力がないことを心に留める。8歳未満の子供にg分のしたことで 

罪悪感を抱かせるようなことがあってはならない。 

6.教材 

a.聖書，モルモン書，教義と聖約 

b.テープ 

c .包帯 

7.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

注意を引くための 

活動 

わたしたちは間違った選択をしたとき，悪かったと感じる�

子供に包帯を見せる。 

•けがをしたことのある人はいますか。 

•どんな気持ちがしましたか。 

•けがをしたら何をしなければなりませんか。（きれいにして包帯を巻く） 

•なぜきれいにして包帯を巻くのでしようか。（早く治るように） 

わたしたちが悪いことをしたときは，けがをしたときと似ています。心が痛んで悲しくなりますね。 

自分が悪いことをしたことを知っているからです。そのように，間違ったことをしたときに助けてくれ 

るのが悔い改めです。霊的に傷っいた心をきれいにして治してくれるものです。 

力一ド「くいあらため」をはる。 
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物 語 次の物語を教師の言葉で紹介する。 

君夫くんはお母さんから糸を買ってく来るように頼まれました。お店に行くと，カウンター 

においしそうなキャンデーが置いてあります。欲しかったのですが，お金が足りません。それ 

で，店の人が糸を探しに店の奥に入ったすきに，キャンデーをポケットに入れてしまいました。 

店の人が戻って来たので，君夫くんは糸のお金だけを払いました。帰り道，君夫くんはポケッ 

トの中のキャンデーを食べました。それから少しして，君夫くんは両親が教えてくれたことを 

思い出しました。 

年長の子供に出エジプト20 ：15を読ませるか，教師が声に出して読む。 

•君夫くんはどんな気持ちがしたでしょう。（嫌な気持ち） 

•君夫くんはどんな悪いことをしましたか。（キャンデーを盗んだ） 

•君夫くんの嫌な気持ちをなくすにはどうしたらいいでしょうか。（悔い改める） 

「わるかったとかんじる」というカードを「くいあらため」のカードの下にはらせる。 

まず初めに，わたしたちは，してしまった悪い行いに対して悪かったと感じる必要があるこ 

とを話す。この気持ちは，わたしたちが悪い行いをしたと分かるように天のお父様が与えてく 

ださったものである。 

君夫くんが次にしなければならなかったことは，してしまったことに対して赦しを求めるこ 

とであったことを説明する。ほかの子供に「ゆるしをもとめる」というカードをはらせる。 

•君夫くんはだれに赦しを求める必要がありましたか。（天父と店の人） 

わたしたちが間違った行いを悔い改めるときには，天父と間違った行いをしてしまった相手 

の人に赦しを求めなければならない。悪い行いをしたと認め，してしまったことに対して赦し 

を求めるのである。 

•わたしたちは天のお父様にどのようにして赦しを求めますか。（祈る） 

君夫くんのした3番目のことは償いをすることであったことを説明する。別の子供に「あやま 

ちをつぐなう」というカードをはらせる。わたしたちは悪い行いをしてしまったために生じた 

あらゆる問題を償うよう努力する必要があることを理解させる。時には，壊してしまったもの 

を元どおりにはできないかもしれないが，失ったものをもとどおりにできるように最善を尽く 

す必要がある。 

•君夫くんは誤ちを償うために何ができますか。（店に戻ってお金を払う。またはその分働く） 

君夫くんがしなければならない最後のことは，誤ちを二度と繰り返さないと決心することである。 

「あやまちをくりかえさない」というカードを別の子供にはらせる。君夫くんは二度とこのような誤 

ちをしないと決心しなければならないことを話す。彼は，したことに対して悪かったと感じ，赦しを 

求め，誤ちを償おうと努力し，二度と誤ちを繰り返さないと決心することで正しい悔い改めができ 

たことが分かる。それぞれのカードを指しながら悔い改めの各段階について説明する。 

歌 「人をゆるせるように」の2番を歌うか，歌詞を朗読する。 

悔い改めは，真の教会の会員となるための一段階である�

チャートと わたしたちが主の教会の会員になったときに誤った行いを悔い改めることができるように， 

話し合い イエスはわたしたちに悔い改めの正しい方法を知らせたいと思っておられる。 

第7課の「イエス•キリストの教会の会員になる」のチャートをはる。 

わたしたちは，真の教会の会員となるための第1段階を前のレッスンで学んだことを思い出さ 

せる。その段階はイエス•キリストを信じる信仰であった。「くいあらため」というカードを今 

はったチャ一トの上にはり，これが第2段階であることを説明する。 

これまでに学んだ二つの段階を子供たちに繰り返して言わせる——イエス•キリストを信じ 

る信仰と悔い改め。 

パプテスマを受けた後も，生涯を通じて，誤った選択をした場合には必ず悔い改めなければ 

ならないことを話す。イエスはわたしたちが悔い改めれば，その罪を赦してくださると約束し 

ておられる。 
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教義と聖約58 ： 42を読む。 

•わたしたちが悔い改めるときにイエスから与えられる大きな約束とは何ですか。 

教師の提示 悔い改めは，バプテスマを受けた後でも，生涯を通してとても重要なことであるということ 

を話す。8歳になると，わたしたちは自分の選びに責任を持つ。イエスはわたしたちが必ずしも 

いつも正しい選択をするとは限らないことを知っておられた。イエスはわたしたちを愛してく 

ださり，誤ちを正す方法を与えてくださった。イエスは，わたしたちが天父とイエスのもとに 

帰りともに生活するようになるには悔い改めなければならないと言われた。 

聖句の説明 

あかし 

教師の証 

まとめ�

3ニーフアイ9 ： 22の最初の文だけを読むか子供に読ませる。 

悔い改めは，わたしたちが再び主とともに住む準備をするためにイエスが与えてくださった 

とても大切な祝福であることを説明する。また，わたしたちができることをすべて行った後で 

天父が罪を赦してくださるのは，イエス•キリストのおかげであることを理解させる（2ニー 

ファィ25 ： 23参照)。 

悔い改めの原則に閨する証を述べる。家庭で親から悔い改めについてもう一度説明してもら 

うよう，子供たちに勧める。天父とイエスがわたしたちの誤ちを正す方法を与えてくださった 

ことを感謝する。そのためにわたしたちは地上での生活を楽しみ，後の世では天父のもとに戻 

ることができる。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動� 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用いてもよいし，復習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.次のような紙を人数分用意する。子供たちに悔い改めの4つの段階を書かせる。小さな子供 

には4つの円を描いてその中に顔を描かせる。家の中の目立つ所にはっておき，どのように 

して悔い改め，悲しい気持ちを楽しい気持ちに変えるかを思い出させる。 

2.何か間違ったことをして悲しくなり，だれかに助けを求めている様子を演じさせる。赦し 

を求めるときは真心から行わなければならないことを強調する。真心からかどうかは，声 

の調子で判断できることが多い。真心から赦しを求める姿と真心からでない姿を演じてみ 

せる。そして，正しい態度で赦しを求められるように練習させる。 

3.息子アルマとモーサヤの息子たちの悔い改めの話を教師自身の言葉で紹介する（モーサヤ 

27章参照）。話の中で悔い改めの4つの段階に触れる。 
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パプテスマ 

目 的� 子供たちにパプテスマの重要性をさらによく理解させるc 

準 備� 1.マタイ3 ：13-17 ； 2ニーファイ9 ： 23 ；教義と聖約20 ： 73 — 74を祈りをもって研究する。 

2.「パプテスマの日」（『子供の歌集』147)を歌うか歌詞を朗読できるように準備する。 

3.第7課で使った「イエス•キリストの教会の会員になる」の表を用意する。「イエス•キリ 

ストをしんじるしんこう」と「くいあらため」のカードをチャートの中の所定の場所には 

めておく。「パプテスマ」のカードをレッスン中で使えるように準備しておく。 

4.柔らかいボールまたは小さなぬいぐるみ。 

5.教材 

a.聖書，モルモン書，教義と聖約 

b.絵3-13「バプテスマを受ける少年」；3-1「イエスにパプテスマを施すパプテスマの 

ヨハネ」（『福音の視覚資料セット』208) 

6.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

教師へ——クラスにすでにパプテスマを受けた子供がいる場合は，レッスンの内容を必要に応 

じて調整すること。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をするC 

チャート 

わたしたちは8歳になるとバプテスマを受けることができる�

「イエス•キリストの教会の会員になる」のチャートを見せる。「パプテスマ」というカードを3段目 

にさし込む。イエス•キリストの教会の会員となる第3段階はパプテスマであることを述べる。 

注意を引くための 

活動 

パプテスマを受ける前に大切なことが起こらなくてはならないことを説明する。パプテスマ 

についての歌を歌うか歌詞を読むのでよく聞くように言う。そして，ある言葉を抜かして歌う 

ことを説明する。抜かす言葉は数字を含んでいる。聞いて抜かした言葉を当てるように言う。 

分かった人には手を挙げさせる。 

「パプテスマの日」の歌の1番を，「8歳」という言葉を抜かして歌う。 

たのしいたんじようび 

わたしはだいすきだけど 

になるひもまちどおしい 

*抜かした言葉は何ですか。（8歳） 

わたしたちはどの誕生日も楽しみに待つけれども，8歳の誕生日は特別な意味を持っている。 

なぜなら，8歳になればバプテスマを受けることができるからである。 

教師の提示 

イエス様はパプテスマの戒めに従われた�

天父がすべての人にパプテスマを受けなさいと命じられたことを説明する。イエスは天父の 

すべての戒めに従いたいと望んでおられた。 

聖 句 2 ニーファイ9 ： 23を声に出して読む。イスラエルの聖者とはイエスであることを説明する。 

この聖句によると，バプテスマを受けることは戒めであることを強調する。また，この聖句 
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には，パプテスマを受けない人は神の王国に救われないとも書いてある。これは，再び天父や 

イエスとともに暮らすためにはパプテスマを受けなければならないという意味である。 

絵と話し合い 絵3-1「イエスにパプテスマを施すパプテスマのヨハネ」を見せる。そして聖句から話をする 

(マタイ3:13-17参照)。子供たちの理解力に合わせて読む。 

•だれがイエス様にパプテスマを施しましたか。（パプテスマのヨハネ） 

バプテスマのヨハネがふさわしい神権の権能を持っていたので，イエスはヨハネのところに 

来てパプテスマを受けられたことを指摘する。 

バプテスマのヨハネは，イエスをヨルダン川の水の中に導いた。そしてバプテスマの祈りを 

した後で，ヨハネはイエスを完全に水の中に沈めた。それから再び水の中から起こした。 

完全に水の中に沈められた後また水から出てくるパプテスマの様式を水に沈めるパプテスマ 

という。子供たちに「水に沈めるパプテスマ」という言葉を繰り返させる。 

わたしたちはイエス•キリス卜と同じバプテスマを受けることができる�

歌 「パプテスマの日」の2番を歌うか歌詞を朗読してから，次に一緒に歌わせる，または歌詞を 

朗読させる。 

イエスさまのように 

バプテスマをうけて 

かみさまのおしえに 

ただしくしたがおう 

•「イエスさまのように」とはどのようにバプテスマを受けることなのでしょうか。（水に沈め 

るパプテスマ） 

•イエス様と同じパプテスマとはどのような人から受けるものでしようか。（神権の権能を持つ 

ている人） 

絵と話し合い 絵3-13「バプテスマを受ける少年」をイエスにパプテスマを施すバプテスマのヨハネの絵 

の隣りに置く。 

イエスがパプテスマを受けたときには完全に水に沈められたことを説明する。 

パプテスマは教会堂の中のバプテスマフォントと呼ばれる特別な場所で行われる。近くにバ 

プテスマフォントがない場合には，川や池など水のある場所で行われる。 

•パプテスマのヨハネはバプテスマを施すためにどんな権能を持っていましたか。（アロン神権） 

•わたしたちにパプテスマを施す人はどんな権能を持っていなければなりませんか。（アロン神 

権の祭司かメルキゼデク神権） 

•神権を持っていてパプテスマを施せる人をだれか知っていますか。 

教師の提示 ジョセフ•スミスがオリバー•カウドリとともにモルモン書を翻訳していたとき，バプテス 

マのヨハネが訪れて，正しいパプテスマの方法を教えたことを思い出させる。ヨハネはジョセ 

フ•スミスに，ほかの人 にパプテスマを施すことができるようにと神権を授けた。わたした 

ちが正しい権能を持つ人からパプテスマを受ける特権にあずかれるように，神権は他の人 に 

も与えられてきた。 

信仰箇条 子供たちにパプテスマを施す人はパプテスマのヨハネと同じ権能を持つ人であることを説明 

する。信仰箇条第5条には人がどのようにしてこの権能を受けるかが記されている。 

以下を朗読し，子供たちに復唱させる。 

「わたしたちは……人は……権能を持つ者……によって，神から召されなければならないと信じる。」 

絵と説明 

パプテスマの儀式�

絵3-13「パプテスマを受ける少年」を見せる。両手の位置に注目させる。そして，子供た 
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ちに次のことを説明する。バプテスマを受けるときは，受ける人と施す人がパプテスマフオン 

トの中に入って行く。パプテスマを施す人は，自分の左手で受ける人の右腕をつかむ。受ける 

人は右手で鼻をつまみ，左手はバプテスマを施す人の左腕をつかむようにする。バプテスマを 

施す人は右手を挙げてパプテスマの祈りの言葉を唱える。 

聖 句 パプテスマの祈りは聖文の中に載っていることを伝える。この祈りの言葉を読み子供たちに 

聞かせる。 

教義と聖約20: 73の「わたしはイエス•キリストより権能を受けたので」から読む。 

「権能を受けた」という言葉は「代理として権能を授けられる」という意味であることを説明 

する。真のパプテスマはイエス•キリストの代理としてバプテスマを施す権能を授けられた人 

によって行われるものであることを子供たちに説明する。そのようにして行われたバプテスマ 

はイエス御自身がパプテスマを施されたのと同じ価値を持つ。 

祈りの言葉の後で，パプテスマを施す人は右手を受ける人の背中に置き，全身が水に入るま 

で静かに水の中に沈める。それから背中を支えて水の中から出してくれる。 

子供たちは，バプテスマを受ける人は，ほんの短い時間の間，水の中にいることになるが， 

パプテスマを施す人がしっかりと支えてくれることを理解させる。受ける人は施す人の腕をつ 

かみ，息をしたり水を飲んだりしないように鼻をつまんでいることができる。 

教師の経験 ここで，教師が，自分のパプテスマについて話してもよい。あるいはクラスにすでにバプテ 

スマを受けた子供がいれば，その子に自分のパプテスマについて話させる。 

質問を出させ，パプテスマについての気持ちを互いに述べさせる。バプテスマは子供たちに 

とってすばらしい経験となることを理解させる。 

パプテスマを受けると幸せな気持ちになる�

これまで学んできたパプテスマの大切な段階を復習するために幾つかの質問をする。ボール 

か小さなぬいぐるみを投げて，受け取った人に次の質問をする。全員が答えられるようにする。 

•わたしたちは何歳になったらパプテスマを受けることができるでしょうか。（8歳） 

•なぜわたしたちはパプテスマを受けるのでしょうか。（戒めだから） 

•わたしたちはどこでバプテスマを受けるでしょうか。（バプテスマフオントまたは水のたくさ 

んあるところ） 

•パプテスマを施すためには何を持っていなければなりませんか。（神権） 

•わたしたちはどのようにしてバプテスマを受けるのでしょうか。（水に沈められることによって） 

•なぜわたしたちはパプテスマを受けると幸せな気持ちになると思いますか。 

子供たちに答えさせ，自分たちの気持ちを互いに述べさせる。次の点を強調する。イエス* 

キリストの教会の会員になることができるから，イエスの模範に従っていることが分かるから， 

主の戒めに従っているから。 

物 語 バプテスマを受けたいと望んでいたある少女のお話をする。 

家族がみんな教会員になろうと決心したとき，アリスはまだ6歳だったので，みんなとともに 

パプテスマが受けられませんでした。みんなは，パプテスマの儀式がどんなにすばらしかった 

か，教会員になれて，どんなに幸せかを話しました。アリスは，早くパプテスマが受けたくて， 

仕方がありませんでした。 

アリスは，自分の誕生日にパプテスマを受けようと計画し，その日を夢見ていました。「どう 

しても誕生日に受けるんだ。」アリスは固く決心していました。 

でも，8歳の誕生日の3日前のことです。アリスは朝ひどく頭が痛くなって，次の日には学校 

へ行けなくなってしまいました。 

お医者さんは少なくとも1週間は家で寝ていなければいけないと言いました。悔しさのあまり， 

アリスの大きな目に涙があふれました。 
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次の日，アリスの病気は重くなりました。お医者さんからもらった薬を飲んだのですが，熱 

は高くなるばかりです。お母さんはどうしたらよいか分からなくて心配になりました。でもア 

リスは，頭の痛みや病気の苦しみや熱のことよりも誕生日にパプテスマを受けられなくなるこ 

との方がずっと心配でした。 

誕生日の前の日の午後のことです。アリスの部屋に入ろうとしたお母さんは思わず足を止め 

ました。アリスがベッドの上に座って，熱心にお祈りをしているのです。まだ小さなアリスが， 

末日聖徒イエス•キリスト教会の会員になるとの望みをかなえてくれるように，天父に願って 

いました。 

誕生日の朝，アリスは起きて着替えをしました。熱が下がって気分も良くなっていたのです。 

お母さんが数時間後にまた熱を計りましたが，下がったままでした。 

天のお父様はアリスの熱心な祈りに答えてくださったのです。その夕方，アリスはパプテス 

マを受けました。（『8歳のパプテスマ』『聖徒の道』1976年12月号，553) 

•もしあなたがアリスだったら，どう感じたでしょうか。 

子供たちに，誕生日の日にパプテスマを受けることはできなくても，8歳の誕生日のすぐ後に 

受けることができることを理解させる。通常，ステークやワードで月に一度まとめてパプテス 

マ会をしている。パプテスマの前に監督（支部長）から面接を受けることを子供たちに話す。 

また，あなたの地域ではパプテスマ会がいつ催されているか簡単に説明する。パプテスマを受 

けるとき，アリスと同じような幸せな気持ちを感じてほしいことを告げる。 

まとめ�

8歳の誕生日はパプテスマを受けられるので特別な日になることを思い出させる。 

「パプテスマの日」の歌を歌うか，歌詞を朗読する。 

チャートの上の4つの段階を指し，一緒に読む。パプテスマを受けた後で，わたしたちは教会 

の会員となる最後のステップを踏む準備ができることを説明する。 

子供に閉会の祈りをしてもらう。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.バースデ一ケーキの絵を複写するか，描いて各自に配る。子供たちに8本のろうそくを描か 

せ，色を塗らせる。そして「8さいまでまてません」という題名を付ける。 

2.パプテスマに備える段階について話し合う。それぞれの階段を説明しながら，足跡の切り 

抜きを床に置いていく。そして足跡が絵3-13「パプテスマを受ける少年」の所に到達する 

ようにする。 

•毎週初等協会と聖餐会に出席する。 

•聖典について学ぶ。 

•正直になる。 

•毎日祈る。 

•什分の一を納める。 

•家族や友達に親切にする。 

•イエス•キリストの模範に従う。 

歳になる0  

•監督（支部長）から面接を受ける。 

3. メルキゼデク神権者にクラスに来てもらい，パプテスマがどのように行われるか説明して 

もらう。手の置き方や動きを実演してもらうとよい。 
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「8さいになるまでまてません。」 

第71課 
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聖霊の賜物 第 1 2 課 

目 的 末日聖徒イエス•キリスト教会の会員として確認を受けるときに，聖霊の賜物が受けられる 

特権に感謝できるように助ける。 

準 備 1.ヨハネ14:16-17，26を研究する。 

2. 7課で使った「イエス•キリストの教会の会員になる」のチャートを用意する。クラスが 

始まる前に，「イエス•キリストをしんじるしんこう」，「くいあらため」，「パプテスマ」の 

カードを所定の位置にはめこんでおく。「せいれいのたまもの」のカードをレッスン中に使 

えるように準備しておく。 

3.贈り物に見えるように箱を包み紙で包んだものを用意し，中に絵3-14「確認を受ける少女」 

を人れる。 

4.「せいれい」（『子供の歌集』56を歌うか歌詞を朗読できるように準備する。歌詞は本書の 

卷未にある。 

5.教材 

a .聖書 

b.絵3-14「確認を受ける少女」；3-22「最後の晩餐」（『福音の視覚資料セット』225)； 

3-10「最初の示現」（『福音の視覚資料セット』403) 

6.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

わたしたちは聖霊の賜物を受けることができる�

注意を引くための 贈り物の箱を見せて次の質問をする。 

活動 •なぜわたしたちは互いに贈り物をするのでしようか。 

•贈り物をもらうとどんな気持ちがしますか。 

教師の提示 末日聖徒イエス•キリスト教会の会員になる日は生涯のうちで最も大切な日の一つであるこ 

とを説明する。このすばらしい日に，天父とイエスはわたしたちに貴重な贈り物を下さる。 

ヒント この贈り物が何であるか分かるようにヒントを与える。全部ヒントを言い終わるまで静かに 

聞いているように言う。 

1.天のお父様とイエス様が下さる贈り物は，お金では買えません。 

2.わたしたちはこの贈り物を，本やおもちゃのように持ったり見たりすることはできません。 

3.この贈り物はどんな贈り物よりも価値があります。 

4.ふさわしい教会員は，これによって生涯を通じて助けられ，慰めを受けます。 

5.この贈り物は，メルキゼデク神権を持つ人がわたしたちの頭に手を置いてわたしたちを教 

会の会員に確認するときに受け取ります。 

この贈り物が何であるか分かった人に手を挙げさせる。 

•この贈り物は何ですか。（聖霊の賜物） 
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絵と話し合い 一人の子供に包みを開かせ，絵を見っけさせる。確認の儀式を受けている子供の絵を見せる。 

聖霊の賜物がどのようにして与えられるか説明する。パプテスマの儀式の後メルキゼデク神 

権を持った人が，この絵のように，儀式を受ける人の頭に両手を置く。一人の人（普通は父親 

か監督または確認を受ける人の友人）が，祈りの言葉を述べる。祈りの中で，その人は教会の 

会員に確認され，聖霊の賜物を受ける。 

•聖霊にっいてどんなことを知っていますか。 

子供たちに聖霊にっいて知っていることを簡単に言わせる。以下の点が挙げられる。 

1.聖霊は，わたしたちが持っているような骨肉の体ではなく人の形をした霊の体を持っておられる。 

2.聖霊は天父とイエスにっいてわたしたちに教えてくださり，御二方にっいて証をされる。 

3.わたしたちが真理を教わっているとき，それは真理ですと証してくださる。 

4.聖霊は，わたしたちが正義を選べるように天父とイエスのもとから遣わされた御方である。 

チャート 「イエス•キリストの教会の会員となる」のチャートをよく見える所に置く。 

「聖霊の賜物」というカードを第4S目に置き，年長の子供に読ませる。教師が読んでもよい。 

それから全員に復唱させる。 

この地上に生活しているすべての人 が聖霊の賜物を受けられるわけではないということを説 

明する。パプテスマを受けて，末日聖徒イエス•キリスト教会の会員に確認された人だけがその権 

利を有する。確認の儀式で聖霊の賜物を受けると，わたしたちは正式に教会員となることを強調す 

る。子供たちと一緒にイエス•キリストを信じる信仰から始まる4っの段階を復習する。 

信仰箇条の復習 信仰箇条第4条を黒板に書く。子供たちと一緒に声に出して読む。それから何語か消してまた 

声に出して読む。必要なだけ繰り返す。 

イエスは聖霊を送ってくださると約束された�

絵 絵3-22「最後の晩餐」を見せる。イエスは十字架に付けられる前の晩に十二使徒とともに 

最後の晩餐を頂いたことを説明する。そのときイエスは大変重要なことを教えられた。イエス 

は，御自分がいなくなれば使徒たちはとても悲しみ，助けを必要とすることを知っておられた。 

そこでイエスは，使徒たちをお見捨てにならず，助けや慰めを与えてくださる御方を送ると約 

束された。 

聖 句 年長の子供にヨハネ14 ：16から，イエスが十二使徒に言われた言葉を読ませる。教師が読ん 

でもよい。 

參イエスが十二使徒に送ると約束された助け主は別の名前を何と言いますか。（聖霊） 

ヨハネ14 ： 26を読む。 

イエスが十二使徒を助け，慰めるために聖霊を送ってくださったことを強調する。使徒たち 

は聖霊を見ることはできなかったが，聖霊が彼らを助け，慰めてくれるのを感じることができ 

た。このため聖霊は慰め主と呼ばれている。 

歌 「せいれい」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

聖霊はわたしたちを助けてくださる。�

教師の提示 イエス•キリストの教会の会員として，わたしたちは使徒と同様，聖霊の助けと慰めを受け 

ることができる。聖霊を伴侶とすることは，わたしたちがこの世で受けることのできる最も偉 

大な贈り物であることを強調する。わたしたちがふさわしく義にかなった生活を送るならば， 

常に聖霊を伴侶とすることができる。 

聖霊はわたしたちが難しい選択に迫られたときになすべきことを知らせてくださることを説 

明する。怖かったり痛かったりしたときは，聖霊の導きに従うように励ます。聖霊は助けてく 

れる人に声をかけるよううながすなどして，わたしたちが何をしたらよいかを教えてくださる。 
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物 語 次のお話をg分自身の言葉で話す。聖霊がどのようにして純ちゃんという女の子に助けと慰 

めを与えてくださったか，よく聞いているように言う。 

純ちゃんは生まれてからずっと小さな田舎町に住んでいました。純ちゃんはその町や住んで 

いる人たちが大好きでした。純ちゃんは時折，こんなに親切な人たちばかり住んでいる町で暮 

らせるなんて，何てすばらしいんだろうと思いました。 

ある日，純ちゃんのお父さんは，仕事から帰って来ると，転職して大きな町に引越すことに 

したと言いました。 

•純ちゃんはどのように感じたと思いますか。 

純ちゃんは引越すことを考えると悲しく，寂しく思いました。純ちゃんにとって，友達や家 

や学校や教会と別れるのだと考えるのはつらいことでした。 

純ちゃんは心配でした。もし，新しい友達ができなかったらどうしよう。新しい家や教会は 

どんなふうかしら。勉強はむずかしいんじゃないかしら。 

彼女の心配を取り除いてくれる人はだれもいないようでした。そのときです。純ちゃんは天 

のお父様とイエス様に助けてくださるようお祈りしてみようと思いました。 

純ちゃんは長い時間祈りました。祈っているうちに，何かすばらしいことが起こり始めまし 

た。不安な気持ちがなくなっていったのです。 

だれかが純ちゃんを慰めているように感じられました。 

•純ちゃんを慰めたのはだれだと思レゝますか。（聖霊） 

純ちゃんの家族は引越し，すべてがうまくいきました。純ちゃんはいつもそのときに聖霊を 

通して受けた天のお父様の愛にあふれた助けを思い出すのでした。 

教師の経験と証 恐れを抱いていたときや愛する人を失ったときなど，聖霊の慰めを受けた経験があれば，そ 

れを話す。聖霊が慰めと導きを与えてくださることを証する。パプテスマの後に受ける聖霊の 

賜物は，わたしたちが生涯を通じて正義を選ぶための助けとして，天父が授けてくださった最 

も大切な贈り物の一つである。 

まとめ�

わたしたちは，教会員として，聖霊を信じていることを強調する。わたしたちが戒めに従う 

ならば，聖霊は必要なときにわたしたちに助けと慰めを与えてくださる。 

信仰箇条 信仰箇条第1条には聖霊のことが述べられている。子供たちと信仰箇条第1条を復唱する。絵 

3-10「最初の示現」と3-14「確認を受ける少女」を適切な箇所で見せながら復唱する。 

子供に閉会の祈りをさせる。聖霊の賜物が受けられるようになったことを天父に感謝するこ 

とを思い起こさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.特別ゲストをクラスに招待する。その人に聖霊から慰めを受けたときの経験を話してもら 

う。（ゲストがあなたのワードや支部以外の人の場合は，監督または支部長の許可をもらう） 

2.特に悲しくなったときに，温かぐ幸せで，安心した気持ちにさせてくれる人がいるかど 

うか子供たちに尋ねる。そのような人は，わたしたちが悲しんでいるとき，寂しいときに 

慰めを与えてくれる人である。聖霊がしばしば慰め主と呼ばれることを説明する。聖霊は 

生涯を通してわたしたちに大きな慰めを与えてくださる。イエスは，わたしたちが寂し 

かったり困ったりしたときに聖霊を送ってくださる。 

3.「小さな声で」（『子供の歌集』144)の最後の2行を歌うか歌詞を朗読する。 

みみをすまし（手を耳もとでおわんの形にする） 

よくきいてごらん（人差し指を唇のところに持っていく） 

ちいさなささやきのこえを（手を耳もとでおわんの形にする） 

みたまのこえを（手を胸に置く） 
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第12課 

4.聖霊の静かな細い声による導きを受けられるように，次のゲームをする。 

ゲーム用に隠す小さな物（宝）を子供たちに見せる。一人の子供に外に出して，その間に 

宝を隠す。そしてその子を中に戻らせ，音を聞いて宝を探さなければならないことを話す。 

宝がどの方向にあるかを，鉛筆のコツンという音や小さく手をたたく音，ハミングなどで 

教える。ごく静かな，敬虔さを保てる者にする。正しい方向を向いたら鉛筆で音をさせる。 

宝に近づいたらその音を速くし，宝を見つけるまで続ける。 

生活の中でも聖霊の静かな細い声に耳を傾けることによって導きを受けられることを強調する。 

5.子供に「聞こえたら頰を指さして」とか「聞こえたらあごを指さして」などという言葉を 

ささやく。そして，静かな細い声でささやく御方がいて，その御方の声に従わなければな 

らないことを話す。その声の主が聖霊であることを説明する。 
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バプテスマの聖約 第1g課 

目 的 パプテスマを受けるときに天父と聖約を交わすことを理解させる。 

準 備 教師へ——このレッスンを4歳，5歳，6歳の子供たちに教えるときにはかなりの変更を加える必 

要があるので，子供たちがパプテスマを受ける直前まで教えるのを待った方がよい。 

1.モーサヤ18 ： 8—10とアルマ7 ：15 —16を祈りをもって研究する。 

2.次の力一ドを用意する。 

つみをゆるしてくださる 

せいれいのたまもの 

子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

約束と聖約�

一人の子供に手伝わせる。その子供に，言うとおりにしたら特別なものをあげると言う。そ 

して，「2回回って先生と握手する」ような単純なことをするように言う。また，するときには 

一生懸命するように約束させる。それから，言ったとおりのことを実際にしてもらう。終わっ 

たら，「先生も約束を守りましょう」と言って，「わたしはやくそくをまもれます」と書いた紙 

のバッジを胸にピンで留める。そして，教師も子供も両方とも約束が守れたことを指摘する。 

それから同じことを繰り返して全員がバッジをもらえるようにする。 

レッスン�

注意を引くための 

活動 
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いましめにしたがう 

えいえんにかみとともにすむ 

3.以下のような細長い紙を作り，文字を書いておく。 

4.「パプテスマ」（『子供の歌集』54)を歌うか歌詞を朗読できるように準備する。 

5.教材 

a.モルモン書 

b.「やくそくをまもれます」と書いた紙のバッジ（人数分） 

c.男の子と女の子の切り抜き絵（3-1と3-2) 

d.カードを入れる紙袋 

e.黒板，チョーク，黒板ふき 

f. CTRの盾と指輪 

g.絵3-13「パプテスマを受ける少年」；3-10「最初の示現」（『福音の視覚資料セット』 

403) ； 3-23「聖文を読む子供」；3-24「祈る子供」；3-25「教会に行く」；3-26 

「什分の一を納める子供」；3-27「三輪車を仲良く使う」；3-28「正義を選ぶ」 

6.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 



第12課 

•わたしたちは何を約束したでしようか。 

•約束を守ったときにどんなことが起きたでしようか。 

物g吾 次の話を自分の言葉で紹介する。 

正くんが，遊びに行こうとすると，お母さんがりんごの入った袋を持ってきました。 

「通りを下った所の山川さんにこのりんごを渡さなくちゃならないの。持っていってくれな 

い？」とお母さんが言いました。 

「いいよ」と正くんは言って袋を受け取りました。 

「遊ぶ前に渡してね。りんごを落とさないよう気をつけてね」とお母さんは注意しました。 

「ちゃんと山川さんに渡すのよ。」 

「うん，約束するよ」と正くんは言いました。 

りんごの袋を持って家を出ると，二人の友達が正くんを待っていました。ちょうどゲームを 

始めたところで，正くんにも仲間に入ってほしいと言います。 

「まずこの袋を渡してこなくちゃ」と正くんは答えました。 

すると一人の男の子が言いました。「そんなの後でできるよ。1時間しか遊べないから，今始 

めないとだめなんだよ。」 

「だめ。これ先にしなくちゃ。お母さんと約束したからね。」 

歩きながら正くんは，りんごの入った袋をぶらぶらさせました。でもそのとき，約束を思い 

出しました。「袋を高く振り上げたら，りんごが落ちて傷ついてしまう。大切にしなきゃ。」正 

くんは袋をしっかり抱えて山川さんの家に急ぎました。 

山川さんに袋を渡した正くんはにっこりしました。 

物語についての 

話し合い 

•正くんはお母さんと何を約束しましたか。 

•正くんは約束を守った後どんな気持ちがしたと思いますか 

黒板を使った 

話し合い 

黒板に「やくそく」と書き，どういう意味だと思うか子供たちに尋ねる。 

あなたが何かをすると同意したり，すると言ったりするときに，あなたは約束をするという 

ことを指摘する。 

事例を使った 

話し合い 

子供たちに，別の約束——お互いの約束というものがあるということを話す。次の話をよく 

聞いて，美恵ちゃんとお父さんがお互いにどんな約束をしたか言えるようにする。 

美恵ちゃんは町にやって来たサーカスを見に連れて行ってくれるようにお父さんに頼みまし 

た。お父さんは「昨日の風で木の葉がたくさん落ちたから，今日は庭掃除をしなければならな 

いんだろう？」と言いました。美恵ちゃんは，ふくれっつらをしました。お父さんは，もし美 

恵ちゃんが朝のうちに庭をそうじしてしまったら，午後サーカスに連れていってあげようと言 

いました。美恵ちゃんは掃除をすると言ったのです。美恵ちゃんとお父さんは互いに約束をし 

ました。 

•美恵ちゃんの約束は何でしたか。 

•お父さんの約束は何でしたか。 

•もし美恵ちゃんが約束を破ったら，お父さんは約束を果たしてくれるでしようか。（いいえ） 

黒板を使った 

話し合い 

黒板に「せいやく」と書く。子供たちと一緒に読む。 

•聖約とは何ですか。 

•聖約とはお互いの約束であることを説明する。あなたがだれかと聖約を交わすならば，あな 

たはあることをすると同意し，相手もあることをすると同意する。つまり二人がお互いに約 

束を交わすことである。 
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わたしたちはパプテスマのときに聖約を交わす�

聖句を使った 8歳になると，とても重要な聖約を交わすことができる。どなたと聖約を交わすのか，またど 

話し合い のように交わすのか言えるように，次の聖句をよく聞かせる。アルマ7:15を「来て，……進ん 

で」から読んで説明する。 

•この聖句によると，あなたはだれと聖約を交わしますか。（天父） 

•天父と聖約を交わしたことを示すために何をしなければなりませんか。（パプテスマを受ける） 

絵と話し合い 絵3-13「パプテスマを受ける少年」を見せる。わたしたちが話してきた聖約はパプテスマ 

の聖約と呼ばれている。バプテスマを受けることによって，わたしたちは天父と聖約を交わす 

ことを示すのである。わたしたちが約束し，天父も約束してくださる。 

歌 子供と「パプテスマ」を歌うか，歌詞を朗読する。 

バプテスマのヨハネに 

イエスさまこられ 

ヨルダンのかわにはいり 

パプテスマをうけた 

カードと話し合い 次の事柄について説明したうえで質問をする。子供たちにできるだけ多く説明させる。必要に 

応じて助ける。話し合いの間に適当なカードを見せる。それから，折り畳んで，紙袋に入れる。 

わたしたちはパプテスマを受けるとき，戒めに従うことを天のお父様と約束します。（カード 

を見せる） 

•イエス様の戒めを幾つか挙げてください。 

•わたしたちはパプテスマを受けるとき，天のお父様とどんな約束をしますか。（戒めに従うこと） 

これはわたしたちの側の聖約です。もしわたしたちが約束を守れば，天のお父様は，わたし 

たちが悔い改めたときに赦してくださり（カードを見せる），聖霊の賜物を下さり（カードを見 

せる），永遠に神とともに住める（カードを見せる）と約束しておられます。 

•天のお父様の聖約とは何ですか。（悔い改めたときに赦してくださる。聖霊の賜物を下さる。 

永遠に天のお父様ととも住まわせてくださる） 

活 動 絵3-10「最初の示現」と男の子と女の子の切り抜き絵を見せる。子供たちに絵の中から天 

父がどれかを当てさせる。次に，細長い紙に書いた文を読み，一人の子供に「わたしはやくそ 

くします」の方の紙を切り抜き絵のそばに置かせる。また，もう一入の子供に「天のお父さま 

はやくそくしてくださいます」の方の紙を「最初の示現」の絵のそばに置かせる。次に，子供 

たち一人一人に袋の中からカードを取らせ，読んだ後でどちらかの紙の前に置かせる。全員に 

少なくとも1回順番が回るまで繰り返す。二つのリストを見比べて，わたしたちが守ると約束す 

る戒めには初等協会や家庭で学んだイエス•キリストの教えが含まれていることを指摘する。 

まとめ�

絵 戒めを表す6つの絵（3-23から3-28)とCTRの盾，CTRの指輪を見せる。 

子供たち皆を愛し，それぞれの絵とCTRの盾が何の戒めを表しているか答えさせる。（絵は 

聖文を読むこと，祈り，教会に行くこと，什分の一を納めること，人を愛すること，正義を選 

ぶことを表す。これらが戒めのすべてでないことを子供たちに理解させる。ほかの戒めを挙げ 

させてもよい） 

子供たち一人一人にCTRの指輪を見せて，指輪を見るときはいつも天父との約束を考える 

ように勧める。子供たちは，パプテスマを受けるということは戒めを守ると約束することも含 

まれることを理解しなければならない。 
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教師の1Eし 約束を守ることの大切さ，特に天父と交わした約束を守ることの大切さを強調する。天父が 

子供たち一人一人を愛し，またパプテスマの聖約を通して約束されたものを，わたしたちに与 

えたいと望んでおられることを証する。子供たちに，約束したことを守ることによってパプテ 

スマの聖約を交わす準備をするように勧める。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用ぃてもよぃし，復 

習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

子供たち一人一人に課末の「パプテスマのせぃやく」を複写して渡す。書ぃてあることを子 

供たちと一緒に読み，線の引いてあるところに名前を書かせる。目につく所にはり，いつも見 

て考えるように勧める。 
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知恵の言葉 第 1 4 課 

目 的� 知恵の言葉の戒めに従うときに主が祝福を与えてくださることを理解させるc 

準 備� 1.教義と聖約89章とダニエル1章を祈りをもって研究する。 

2.紙袋を2枚用意し，一つにはほほえんだ顔，もう一つには悲しそうな顔を描く。紙袋がない 

ときは紙に描いてもよい。 

3.子供たち一人一人にほほえんだ顔を描いた円形の紙を用意する。ピンかテープで子供たち 

一人一人の衣服に付ける。 

4.食べ物の小さな絵を描くか，または雑誌から切り抜く。一人少なくとも2枚の絵が渡るよう 

に，十分な数の絵を用意する。いろいろな体に良い食べ物を描く。たばこやコーヒー，ア 

ルコール飲料なども入れる。 

5.「感謝のいのり」（『子供の歌集』18)を歌うか歌詞を朗読できるように準備する。 

6.教材 

a.聖書と教義と聖約 

b. CTRの盾と指輪 

c.絵3-6「預言者ジョセフ•スミス」（『福音の視覚資料セット』401)；3-29「王の食物 

と酒を拒むダニエル」（『福音の視覚資料セット』114) ； 3-27「三輪車を仲良く使 

う」；3-30「緦跳び」；3-31「犬を連れた子供」 

7.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をするc 

注意を引くための 

活動 

天父とイエス•キリス卜は，わたしたちが健康になることを望んでおられる�

子供たちに目を閉じさせ，一人一人が子犬などのペットを持っていることを想像させる。子 

供たちはそのペットが大好きで，いつもかわいがっている。ところがある曰，そのペットが元 

気がなくなり，あまりえさを食べなくなってしまった。 

•あなたのぺットはどこが悪いのでしょう。 

•なぜえさを食べたがらないのでしょうか。 

ぺットが何か悪いものを食べたことを説明する。 

•病気にならないようにするにはどうしたらいいでしょうか。（体に悪いものを食べさせない） 

•あなたが体に良くないものを食べたらどうなるでしょうか。 

体に良くないものを食べると体を壊してしまうことを説明する。天父とイェス•キリストは 

そのことを知っておられたので，わたしたちが健康で幸せな生活を送れるように幾つかの戒め 

を授けてくださった。 

絵と話し合い 

天父とイエス•キリス卜は知恵の言葉を授けてくださった�

絵3-6「預言者ジョセフ•スミス」を飾る。イエス•キリストがジョセフ•スミスに食べた 

り飲んだりすべきものと，そうでないものにっいて教えてくださったことを説明する。ジョセ 

フ•スミスはそれらを書き留めてわたしたちの指針とした。それは知恵の言葉と呼ばれ，教義 

と聖約89章に記されている。（教義と聖約を手に取って見せる） 

55 



食べた方がよいものには，野菜，豆類，少量の肉，果物，小麦（パンや麵類），米などの穀類 

が含まれる。 

イエス•キリストはわたしたちの体に害になるものを教えてくださった。たばこやお茶， 

コーヒー，それにワインなどのアルコール飲料である。近代の預言者は体に害になる薬物も避 

けるように警告している。（たばこを吸ったり，お茶やコーヒー，アルコールを飲んだり，薬物 

を濫用したりしている人すべてが悪い人ではないことを，子供たちに理解させる。中にはそれ 

らが体に悪いことに気づいていない人もいる） 

イエス•キリストが肉は控えめに用いるべきであると言っておられることを説明する。体に 

良い食物を種類を多く食べるのがふさわしい。 

元気な子供たちの絵を見せる。（絵3-17「三輪車を仲良く使う」；3-30「繩跳び」；3-31 

「犬を連れた子供」）。知恵の言葉がわたしたちの体を丈夫で健康に保っため，そしてこの戒めに 

従うことによってさらに幸福になれるように与えられたことを理解させる。 

ゲーム ほほえんでいる顔と悲しい顔の描かれた紙または紙袋を床の上に置く。次に食べ物や飲み物 

の絵や写真を飾り，子供たちに順番に絵を選ばせる。そして，選んだ絵がどの袋（顔）にふさ 

わしいかを考えさせる。どの食べ物が体を丈夫で健康にしてくれるかを話し合う。 

天父とイエス•キリス卜はわたしたちが丈夫で健康になることを願っておられる�

聖文と絵と物語 絵3-29「王の食物と酒を拒むダニエル」を見せながら，その絵にまっわる話をする（ダニ 

エル1章）。ダニエルは王が出したたくさんの肉とぶどう酒は体に悪いし，強い人間にはなれな 

いことを知っていた。ダニエルは勇気を出して王の食物を断った。彼は野菜と穀物を選び，飲 

み物は水を求めた。後になって，王はダニエルと彼の3人の友人がみんなの中で最も健康で賢い 

ことが分かった。（このダニエルは，王の命に背いて祈りをささげたためにライオンの穴に入れ 

られたものの，神によって奇跡的に救い出されたあのダニエルである） 

聖 句 ダニエル1：17を読んで聞かせる。そして，自分の体のことを気遣った彼らに天父が祝福を 

授けられたことを説明する。 

体によくないものを勧められたときにダニエルの模範に従うよう，子供たちに勧める。この 

点にっいて，正義を選ぶにはどうすればよいか，話し合いまたはロールプレーをさせる。 

歌 子供たちと一緒に「感謝のいのり」を歌うか，または歌詞を朗読するo子供たちがこの歌を 

よく知っていれば，輪唱で歌う。 

しゅよ 

ひびのめぐみ 

かんしゃします 

まとめ�

CTRの盾または指輪を見せる。わたしたちの体を健康に保っうえで正義を選ぶことが大切 

であることを強調する。簡単な復習として，レッスンからの次のような質問をする。 

イエスはわたしたちに，どうしたら体を丈夫で健康に保てるか教えてくださいました。それ 

はどこに書いてありますか。（教義と聖約89章） 

•わたしたちはそれを の と呼んでいます。（知恵の言葉） 

•なぜそれは「知恵の言葉」と呼ばれるのでしょうか。 

•健康に良い食べ物や飲み物にはどんなものがあるでしょうか。 

•体に害のあるものはどのようなものでしょうか。 

•ダニエルはどのようにして勇気を示したでしょうか。（健康的でない食物を断った） 

•健康的でない食べ物や飲み物をだれかに勧められたらどうしますか。（たばこや有害な薬物，たく 

さんのキャンデーなどを例に挙げて尋ねる。そうした誘惑にどう対処するかを教え，練習させる） 
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配付資料 健康的な食べ物や飲み物を口にすることによってもっと幸福になれることを覚えていられる 

ように，ほほえんだ顔の絵をピンかテープで服に付ける。 

子供に閉会の祈りをさせる。健康的な食物と丈夫な体を授けてくださった天父への感謝の言 

葉を含めてさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.果物やクラッカーなど，小さな健康的な食べ物を持参する。（食物に対するアレルギーの問 

題など，食物を与えることへの否定的な反応が出ないように，実施する前に子供たちの両 

親と確認を取る。断食日には食物を持ち込まない） 

2.「神の聖徒の」（『賛美歌』185番）の2番を歌うか，または歌詞を朗読する。 

見目麗しく，長く生きんと 

コーヒー，たばこ，茶を遠ざけ 

酒は飲まずに，少しの肉で 

強く知恵もて伸びんとす 

3.小さな子供たちのためには，紙や布でロを大きく開けられる人形を作る。食物の絵を見せ 

るかどういう食物かを説明するかして，体によい食物のときはロを大きく開け，よくない 

もののときはロを閉じる。子供に自分のロを開けたり閉じたりさせてもよい。(Friend， 

1993年11月号，12参照） 

4.王の豪華な食事を断って，もっと健康で簡単な食事の方を選んだダニエルと彼の友人たち 

の話のロールプレーをさせる。 
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モルモン書，世に出る 

目 的 わたしたちがいかにしてモルモン書を受けたかを理解させる。 

準 備 1.ジョセフ•スミス-歴史1:29-54，59-60;モルモン8:1，4を祈りをもって研究する。 

2.「金版」（『子供の歌集』61)を歌うか，または歌詞を朗読できるように準備する。 

3.教材 

a.高価な真珠，また，もしできれば人数分のモルモン書 

b.絵3-32「天使モロナイの訪れ」（『福音の視覚資料セツト』404) ； 3-33「金版を受け 

るジョセフ」（『福音の視覚資料セツト』406) ； 3-34「記録を短くまとめるモルモン」 

(『福音の視覚資料セツト』306) ； 3-35「クモラの丘に金版を隠すモロイ」（『福音の視 

覚資料セツト』320) ； 3-36「金版」 

4.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

モルモンは金版に記録を刻んだ�

「きんばん」の1番をハミングする。 

絵3-36を見せて尋ねる。「今ハミングした曲は何という題でしょう」と尋ねる。（「金版」） 

このレッスンは金版についてであることを説明する。 

昔，わたしたちの先祖の中には家族の歴史を記録していた人たちがいたことを話す。普通， 

父親は死ぬ前に家族の記録を息子に譲り，その息子が記録を書き継いだ。このようにして，記 

録は何年にもわたって書き継がれていった。さらに預言者たちは，家族の中に起こった出来事 

だけでなく，天父がどのようにして自分たちを助けてくださったか，またその時代に周囲にい 

た人 についても書き記した。 

絵3-34「記録を短くまとめるモルモン」を見せる。 

天父はモルモンという預言者を召し，その民のすべての歴史を集め，最も重要な部分を写して， 

本のように，金の薄い板にそれらを書き記すようにと言われた。これらは金版と呼ばれている。 

•なぜモルモンは紙でなく金の板に記録を書いたと思いますか。 

金は長持ちする金属であることを話す。また，紙のようにバラバラにならない。またほかの 

多くの金属と違って，さびることがない。 

子供たちに，モルモンは，長持ちするので金を使ったことを話す。金版の上に書き終わるの 

に何年もかかった。モルモンは死ぬ前に，息子のモロナイに金版を渡した。 

絵3-35「クモラの丘に金版を隠すモロナイ」を見せる。 

モロナイが金版を書き終えたとき，天父が金版をある丘に埋めるようにと言われたことを説 

明する。天父は，金版に書いてある事柄が何年か後の世代の人 にとって大変重要なものとな 

るのを知っておられた。天父がそめ子供たちに金版を読んでほしいとお思いになるときまで無 

事であるようにと，モロナイは金版を埋めるために石で箱を作った。 

レッスン�

注意を引くための 

活動 

絵を使った 

話し合い 
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モ•ナイは金版のありかをジョセフ•スミスに示した�

歌 「金版」をみんなで歌う。 

きんばんかくされる 

やまふかくに， 

よげんしゃこのよに 

またでるまで 

ニーフアイきろくをした 

せいなるはん， 

モルモンしよとなり 

またよにでる 

•歌の中では，天父はどんな人に金版を出してほしいと思っておられましたか。（預言者） 

•預言者とは正直で従順な人であることを説明する。御自分を助けるように天父が選ばれた信 

仰深い人とはジョセフ•スミスだった。 

絵と物語 子供たちに，モロナイがジョセフ•スミスを訪れた話をする。（ジョセフ•スミス-歴史1：29-54， 

59-60) 

ある晩，ジョセフはお祈りをしていました。すると，一筋の明るい光が部屋の中に入って来 

ました。夜なのに部屋が太陽に照らされたよりも明るくなりました。突然，一人の天使がジョ 

セフのべッドの傍らに現れ，床から少し離れた空中に立ちました。 

絵3-32「天使モロナイの訪れ」を見せる。 

天使は，名前をモロナイであると言い，ジョセフにしてほしい特別なことを告げるために天 

父から遣わされたことを話しました。 

モロナイはジョセフに，何百年もの間埋められているすばらしい記録について話しました。 

その本は，薄い金の板に書かれていました。この天使は，まだ生きていたときにその金版を埋 

めたモロナイだったのです。 

モロナイは，ジョセフに，やがて時が来れば，ジョセフは金版をクモラの丘の隠し場所から 

取り出すことが許されるだろうと言いました。モロナイはまたジョセフに金版についての他の 

多くの重要なこととジョセフがこれから召されようとしている特別な仕事について話しました。 

モロナイが話し終えると，光が彼の周りを取り囲むように集まり，モロナイは天へと帰って行 

きました。 

ジョセフが自分に起こったことを考えながら横たわっていると，光がまた部屋に入って来ま 

した。すると，モロナイがまた現れ，最初のときと同じことをジョセフに告げました。それか 

らモロナイは前と同じように去って行きました。 

ジョセフは再びべッドに横になって起こったことを理解しようとしていました。そのとき， 

驚いたことに，モロナイが3度目にベッドの傍らに姿を現し，また金版のこととジョセフの特別 

の仕事について話しました。また，サタンがジョセフを誘惑して金版を金目当てに取ろうとさ 

せるが，ジョセフは天父の業のためだけに金版を自分のものにするようになるとも話しました。 

•天使モロナイがその夜ジョセフ•スミスに3回も現れたのはなぜだと思いますか。 

モロナイはその夜ジョセフに大切なことをたくさん告げたということを説明する。モロナイ 

はメッセージを，ジョセフがよく理解するように繰り返し繰り返し告げた。 

天使モロナイが3度目に去ってからすぐ，鶏が鳴いたので，朝になったことが分かりました。 

モロナイの3度の訪問は一晩中にわたっていたのです。ジョセフはべッドから起き出しましたが， 

だれにもその出来事を話しませんでした。朝御飯の後で，ジョセフはお父さんと畑に仕事に出 

かけました。ジョセフはその夜の経験と寝不足から疲れて働くことができませんでした。お父 

さんは，ジョセフが病気だと思って，家に帰らせました。 

ジョセフは体を引きずるようにして家に向かいましたが，垣根を越えようとしたとき，力を 

失い地面に倒れてしまいました。彼はしばらくの間地に横たわっていましたが，だれかが自分 
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の名前を呼ぶ声を聞きました。それは天使モロナイでした。 

モロナイはもう一度前夜ジョセフに話したことを繰り返しました。それからお父さんのとこ 

ろへ行って，見たことと聞いたことを話すようにと言いました。 

ジョセフのお父さんは，すべてのことを聞き終わると，ジョセフがほんとうのことを言って 

いると分かりました。お父さんはジョセフに，これはたしかに天のお父様からのことであるの 

で，その天使の言うとおりにしなさい，と言いました。その日遅く，ジョセフは，埋めてある 

金版を見つけるためにクモラの丘に行ってみました。彼は丘に着くと，まっすぐに金版の埋め 

てある場所へ行きました。 

聖 句 ジョセフがそこで何を見つけたか分かるようにジョセフ•スミス-歴史1：52から読むか，教 

師自身の言葉で話す。 

ジョセフが石の箱の中をのぞき込んでいると天使モロナイが現れたことを説明する。天使モ 

ロナイは，まず時が来ていないので，金版を取り出してはいけないと言った。 

モロナイはジョセフに，4年の間毎年クモラの丘に来るように言いました。ジョセフ•スミス 

はモロナイの指示に従って，4年間，毎年クモラの丘を訪れました。毎年彼がそこを訪れるごと 

に，モロナイがいて，天のお父様とイエス様からの教えを教えました。 

絵 絵3-33「金版を受けるジョセフ」を見せる。 

ついに，4年後，金版を箱から取り出す時が来ました。石の箱のふたが外され，金版がジョセ 

フの手に置かれました。モロナイはジョセフに，金版を注意して扱い，命をかけて守るように 

と言いました。 

•なぜジョセフにとって金版を守ることがそれほど大切だったのでしょうか。（悪い人が金版を 

取ろうとし，金版によって天父がなそうとされたことを妨げようとするから） 

ジョセフ，金版を翻訳する�

金版に書かれていた文字をジョセフは読むことができなかったことを説明する。ジョセフは 

金版に書いてあることを翻訳するのに特別な道具を受け取った。 

•ウリムとトンミムとは何か知っている人はいますか。 

ウリムとトンミムとは，特別な眼鏡のようなもので，ジョセフはこれを使って金版の上の古 

代の文字を翻訳することができた。天父の助けと，ウリムとトンミムを使うことによって， 

ジョセフは金版をわたしたちにわかる言葉で翻訳することができたのである。金版は英語に翻 

訳され，出版された。これはモルモン書と呼ばれている。 

モルモン書を掲げる。モルモン書はジョセフが金版から翻訳したものであることを強調する。 

ジョセフは，モルモン書を翻訳した後，金版をモロナイに返した。 

聖句を使った 持っていない子供にモルモン書を配る。 

活動 モルモン書の中にはたくさんの小さな書があることを指摘する。モルモン書の中の書は，金 

版を書いた預言者の名前が付けられている。モロナイ書がどのように章や節に分かれているか 

を説明する。 

年長の子供にモルモン書8章を開かせる。モルモン8:1と8: 4を「隠そう」まで全員で読む。 

モルモンが金版のほとんどの言葉を書いたので，この本はモルモン書と呼ばれていることを 

説明する。モルモンの息子のモロナイがこの記録を終えた。 

まとめ�

復習のための レッスンで使った絵を全部飾るか床の上に置く。一人一人順番に，質問への答となる絵を当 

話し合い てさせる。 

•金版の絵はどれですか。 

•金版に記録をするモルモンの絵はどれですか。 
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•金版を埋めているモロナイの絵はどれですか。 

•天使モロナイがジョセフ•スミスと話をしている絵はどれですか。 

•天使モロナイが金版をジョセフ•スミスに渡している絵はどれですか。 

歌 「きんばん」を全員で歌うか，または歌詞を朗読する。 

子供に閉会の祈りをさせる。モルモン書を頂いていることへの感謝の言葉を含めさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.適当な絵を用いて，子供たちが今年習うモルモン書の中の物語を幾つか紹介する。たとえ 

ば次のようなものである。 

a.絵3-37「反抗的な兄たちを従わせるニーフアイ」（『福音の視覚資料セット』303)を 

見せる。そして，兄たちがいじわるだったにもかかわらず，ニーフアイが天父からど 

のような助けを得て船を造ったか習うことを説明する。 

b.絵3-38「2,000人の若い兵士たち」（『福音の視覚資料セット』313)を見せる。子供た 

ちに，2，000人の若い兵士たちが家族の自由のために戦った様子を学ぶことを説明する。 

c.絵3-17「西半球で福音を教えるイエス」（『福音の視覚資料セット』316)を見せる。 

子供たちに，イエス•キリストがニーフアイ人のもとを訪れられた様子を学ぶことを 

説明する。 

2.金版とモルモン書の絵を描かせる。絵に「きんばん」，「モルモンしょ」と書く。 

3.古代の預言者が金属の板にどのように記録を残したかを理解させるために，空き缶の底に 

くぎで自分の名前の最初の文字を彫らせる。教師が最初に実演する。 

4.子供たちと一緒に信仰箇条第8条を復習する。できる子供には全部または一部を暗唱できる 

ように助ける。 
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従丨暝になることによって 
信仰を表す 

目 的 戒めに従うことによって天父とイエスを信じる信仰を表すことができることを理解させる。 

準 備 1.1ニーファイ1-2章のリーハイとその家族の話を祈りをもって研究する。 

2.リーハイの家族が荒れ野に旅立つときに持って行くかどうか考えたと思われる品物または 

その絵。 

3.「信仰」（『子供の歌集』50)を歌うか，または朗読できるようにしておく。 

4.教材 

a.モルモン書 

b.絵3-39「エルサレムの民に預言するリーハイ」（『福音の視覚資料セツト』300) ； 3 -

40「エルサレムをたつリーハイの家族」（『福音の視覚資料セツト』301)；現代の預言 

者の写真 

c. CTRの盾または指輪 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

従順は信仰の表れである�

「信仰」を歌うか，または歌詞を朗読する。小さな子供のクラスでは，歌に合わせて動作をつける。 

しんこうはたいようがあがること（両腕で頭上に半円を作る） 

しゅがいのり（腕を肩のところまでゆっくり下す） 

ききたもう（両手で耳の裏におわんの形を作る） 

ことをしる（両手を組んで祈りの形をとる） 

こころにしんこうの（左手をおわんの形にし，右手でそこに種をまく動作をする） 

たねをまき（おわんの形をした左手から植物が生長する様子を右手で表す） 

おおきくそだてよう（両手を胸に置く） 

よいことを（右手の人差し指を上に向ける） 

して（右手の人差し指でg分の頭を指す） 

天父とイエス•キリストがわたしたちに何かをするように命じられるとき，それは戒めと呼 

ばれる。わたしたちは戒めを守るときに天父とイエスに信頼の気持ちを示す。わたしたちは， 

天父とイエスがわたしたちに害になるようなことを命じられないことを知っている。わたした 

ちは従うときに信仰を表す。 . 

天父とイエスを信じるということは，わたしたちに信仰があることにほかならない。わたし 

たちは，この世に生きている間に御二方を見ることはできないかもしれないが，御二方に会っ 

た人 の証を信じている。また，わたしたちは聖霊が実在の方であり，骨肉の体を持たないが 

人の形をしておられる霊の御方であることを知っている。 

信仰箇条 年長の子供たちが信仰箇条第1条を暗唱できるように助ける。小さな子供たちも一緒に言わせ 

る。中には一部を暗唱できる子供がいるかもしれない。 

注意を引くための 

活動 
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リ�ーノ�\イは従順になることにより信仰を表した�

聖文の物語と絵 わたしたちは天父の子供で，天父とイエスに信仰を示すことができることを説明する。 

モルモン書には，リーハイという預言者が，従順になることによって天父とイエスに信仰を 

示した話が記されている。 

次の聖文の物語を教師自身の言葉で話す。 

昔 ，イエス様がお生まれになる600年も前のこと，リーハイという預言者がエルサレムに住 

んでいました。リーハイの妻はサライアといいました。彼らには，レーマン，レムエル，サム， 

ニー ファイという4人の息子がいました。 

リーハイとその家族はお金持でした。なに不自由なく幸せに暮らしていました。リーハイは天父 

とイエス様を愛していました。彼は家族に，御二人を愛し，戒めを守るようにと教えました。 

絵3-39「エルサレムの民に預言するリーハイ」を見せる。 

その当時，エルサレムに住む人 は大変邪悪な民でした。リーハイは，彼らにも，天父とイ 

エス様とその戒めについて教えようとしましたが，聞こうとはしませんでした。 

ある日，リーハイは祈っているときに夢（示現）を見ました。その中で驚くべきことを数多 

く見ました。それは，人 が悔い改めないと，エルサレムが滅びるだろうという夢でした。 

リーハイは天父をほめたたえました。天父はエルサレムの民に警告を与えたいと望んでおられ 

たからです。天父はリーハイに，自分の見たことについて人 の前で話すようにと言われまし 

た。リーハイは，命じられたとおりに，悔い改めないならば滅ぼされると話しました。 

•リーハイは夢の中で何を見たでしょうか（多くのこと。エルサレムが滅びることも見た。1ニー 

ファイ1:13参照)。 

•夢を見た後で，リーハイはどう感じたでしょうか（天父をほめたたえた。幸せだっだ。1ニーファ 

イ1:14-15参照)。 

人 に悪い行いを悔い改めなさいと言うことは，勇気の要ることでした。けれども，リーハ 

イは，天父が守ってくださると信じていたので命じられたとおりにしました。人 は，自分た 

ちが悪い行いをしていると言われるのが気に入らなかったので，リーハイに耳を傾けようとせ 

ず，リーハイをばかにしたり殺そうとしたりしました。 

•リーハイは天父への信仰を示すために何をしましたか（天父の命令に従い，人 に悔い改めるよ 

うに告げた。1ニーファイ1:4，18参照）。 

•リーハイに悔い改めるように言われた人 はどうしましたか（リ一ハイをばかにし，殺してしまお 

うとした。1ニーファイ1：19 —20参照）。 

•人 が自分の言葉に耳を傾けないのを見て，リーハイはどう感じたでしょうか。 

しばラくして，天父はリーハイにお話しになった。天父がリーハイに何を命じられたか，話 

を聞くように子供たちに言う。1ニーファイ2:1—2を読む。 

參天父はリーハイにどうするように命じられましたか。（エルサレムを離れ荒れ野に出て行くように） 

荒れ野とは普通だれも住んでいないところで，家もビルも道もないことを説明する。 

天父はリーハイとその家族に，すべての人と別れて自分たちだけで生活しなければならない 

所に行くように命じられた。 

•なぜリーハイは家族を連れてエルサレムを出て行くように命じられたのですか。（悪い人 が 

彼を殺そうとつけねらっていたから。また，エルサレムは滅ぼされようとしていたから） 

そのとき，リーハイはどうしたかを読むので，よく聞くように言う。 

1ニーファイ2 ： 3-4を読む。 

•リーハイはどうしましたか。（荒れ野で生活するのに必要なものを持ち，家族を連れてエルサ 

レムから出て行った） 

聖文の物語と絵 絵3-40「エルサレムを去るリーハイの家族」を見せる。 

リーハイは長い間エルサレムに住んでいましたが，すぐに主の命令に従いエルサレムを後にしま 

した。リーハイと家族は，家や土地，衣服のほとんどと金銀，そのほか財産全部を後に残して行き 

聖句を使った 

話し合い 
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ました。何箱かの食物と着物を何枚かと天幕，そのほからくだやろばに積めたと思われる必要なも 

の以外には何も持ちませんでした。そして，エルサレムを離れ，荒野に向かいました。 

エルサレムを出て行くことは，リーハイにとって易しいことではなかったが，リーハイは命 

令に従いたいと心から望んでいたことを指摘する。 

•リーハイはどのようにして天のお父様とイエス様に対する信仰を表しましたか。（従順であった。 

命じられたとおりに，邪悪な人 に警告し，家と持ち物を後に残して荒れ野に出て行った） 

話し合い 子供たちに，自分がリーハイの家族の一員となったつもりになるように言う。 

荒れ野に出て行くときに持って行く物を考えさせる。何と何を持って行きたいか，また何を 

残して行くかを挙げてもらう。 

リーハイの家族が持って行くかどうか考えたもの，またはその絵を見せてもよい。例えば宝石を 

表す指輪，お金を表す硬貨，食糧を表すりんごなどの絵または実物を見せる。リーハイの家族が必 

要としたものを子供たちに選ばせる。少ししか持って行けなかったことを思い出させる。 

活 動 リーハイと一緒に荒れ野に行くとしたら何を選ぶかを子供たちに決めさせる。そして最初の 

子供に「ぼく （わたし）がリーハイと一緒に荒れ野に行くとしたら を持って行きま 

す」の下線の部分に自分の選んだものを入れて言わせる。次の子供は最初の子供が言った言葉 

を繰り返す。その際に自分の選んだ品物を付け加えて言う。こうして順番が回ってきた子供は， 

それまでの子供たちが選んだ品物を全部言ってから自分の品物も付け加える。教師も含めて全 

員に，少なくとも一度順番が回るまで続ける。 

•もう二度と友達に会うことも持ち物を手にすることもないと知ったらどのように感じると思 

いますか。 

•リ一ハイの家族たちはどのように感じたと思いますか。 

天父に従ってエルサレムを去ることには大きな信仰が必要だった。リ一ハイとその家族は， 

従順であったために祝福を受けた。 

正義を選ぶとき，わたしたちは従順になる�

ロールプレー CTRの楣と指輪を見せる。 

• CTRとは何のことでしょうか。（正義を選ぶ） 

子供たちに，正義を選ぶとは天父とイエス•キリストがしてほしいとお思いになることを行 

うという意味であると話す。 

次の話を自分の言葉で紹介し，子供たちにロ一ルプレーさせる。 

1.友達と何人かで家に帰るとき，近所の家の庭を通りがかりました。すると木にたくさんり 

んごの実がなっています。友達は取って食べようと誘いました。たくさんあるから少し 

取っても分からないよと言います。 

•天のお父様とイエス様はあなたにどうしてほしいとお思いになっているでしょうか。 

わたしたちは正義を選ぶときに従順になり，天父とイエス•キリストに対して信仰を表すこ 

とを説明する。 

2.好きなおもちゃで遊びたいのですが，弟がそれを使っています。 

•天父とイエス様はあなたにどうしてほしいとお思いになっているでしょうか。 

天父とイエスが望んでおられることを行うとき，わたしたちは正義を選んでいることを指摘する。 

時間があれば，預言者の写真を見せ，預言者がわたしたちに勧めていることを幾つか子供た 

ちに尋ねる。 

それらの戒めに従うことによってどのような祝福が得られるかを話し合う。 

まとめ�

CTRの楣と指輪をもう一度見せ，子供たちにいつも正義を選ぶことの大切さを思い起こさ 

せる。正義を選ぶことによってわたしたちは従順になれる。そして従うことによって，わたし 
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たちは天父とイエス•キリストに対して信仰を示すことになる。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.従順になることによってどう助けられたかをワード（支部）の会員に話してもらう。帰還 

宣教師，最近の改宗者，最近神殿に參入した人などから選ぶとよい。本人に依頼する前に 

初等協会会長と神権指導者の承認を得る。 

2.体を保護してくれるもの（靴，帽子，傘など）を集める。全員参加できるように，子供の 

人数分集める。一つ一つ品物を取り上げて，子供たち一人一人に順番に，何を守るものか 

を聞く （靴は足を守ってくれる，など)。全員に聞いた後で，両親に従うことによってわた 

したちも守られることを話す。幾つかの規則について話し，それらがわたしたちをどのよ 

うに守ってくれるか話し合う。 

3.手を上げて，指を動かすさまを見せる。そして，自分の指は自由に動かせるが，ほかの人 

の指は動かせないことを指摘する。子供たちに手を上げて指を動かすように言う。また手 

を開いたり閉じたりさせる。そして，手に正義を選べと命令すれば手はそれに従うことを 

理解させる。 

4. 「小さな手」の2番を歌うか，または歌詞を朗読する。 

しゅにいのりましよう。このてが 

ただしいことをおこなうよう 

じゅうじゅんをまなびまいにち 

しあわせつかめるように。 

(『子供の歌集』126) 

5.信仰箇条第13条にある正義を選ぶ方法を全部見つける。子供にも見つけさせる。幾つ見つ 

けたか数えさせたり，どこにあるか見つけさせたり，言葉を復唱させたりする。できる子 

供には，g分が大切だと思う部分を一つかニつ暗唱するように励ます。 
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わたしたちは，モルモン書は 
神の言葉であると信じる 

目 的 聖文は戒めについて学び，理解するのに役立ち，わたしたちをイエス•キリストのもとに導 

くものであることを理解させる。 

準 備 1.1ニーファイ3-4章；3ニ一ファイ18 ：19 ；モ一サヤ23 ：15を祈りをもって研究し，ニ一 

ファイと真鍮の版の話ができるよう準備する。 

2.テ一ブルの上に四大標準聖典を並べておく。童話，料理の本，教科書などを教室の四隅に 

置く。置いた本については，子供たちとそれぞれの目的について話すので，その準備をし 

ておく。 

3.信仰箇条第8条を全員で斉唱できるように準備しておく。 

4.教材 

a.四大標準聖典 

b.童話，料理の本，教科書などの本 

c.黒板，チョーク，黒板ふき 

d .絵 3 - 41「逃げるレーマン」；3-42「ラバンの家に近づく ニ一ファイ」；3-43「ニー 

ファイとゾーラム」；3-44「リーハイと真鍮の版」 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

聖文には天父の戒めが含まれている�

いろいろな種類の本を教室の四隅に置き，それぞれについて少し話をする。それから，それ 

らの本について次のような質問をするか，その本に関して別の質問をする。それぞれの質問へ 

の正しい答えが出たら，子供たちを教室の四隅に移動させ，それぞれの本を指させる。 

•ケーキの作り方を説明しているのはどの本ですか。 

•人が作ったお話が書いてあるのはどの本ですか。 

•預言者の教えが書いてあって，戒めが守れるようにわたしたちを助けてくれるのはどの本で 

すか。 

天父はわたしたちが誓約を守るように望んでおられることを説明する。天父が預言者たちに 

神の言葉を書き記すようにと言われたので，わたしたちは今，神の教えと戒めを知ることがで 

きるのである。 

•預言者たちがこれらのことを書き記した本を何といいますか。（聖文） 

多くの預言者たちが福音やそれを人 がどのように実践したのか書き記したので，わたした 

ちは神の戒めとは何であるかを知ることができる。その戒めは四つの聖典に収められている。 

わたしたちはそれらを四大標準聖典と呼んでいる。 

ニーフアイは聖文を得た�

モルモン書には，ニーフアイと彼の家族にとって聖文がどれほど大切であったかという物語 

が記されている。 

リーハイは息子のレーマン，レムエル，サム，ニーフアイに，エルサレムに戻ってラバンと 

いう男から真鍮の版を手に入れるようにと主が言われたことを話した。真鍮の版は，真鍮の 

レッスン�

注意を引くための 

活動 

絵と聖文の物語と 

話し合い 
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ページでできた聖文である。レーマンとレムエルはエルサレムに引き返したくなかったので腹 

を立てたが、，ニーファイとサムは進んで行こうとした。 

ニーファイが真鍮の版を取りに行くことについてどう感じていたか示すために，全員で一緒 

に1ニ一ファイ3 ： 7を朗読し，子供たちと一緒に話し合う。 

•なぜニーファイは進んで行こうとしたのでしょうか。（主から受けた命令を果たす方法が備え 

てあることを知っていた） 

• ニーファイはどのような約束をしましたか。（主から命じられたことを行って行う） 

ニーファイは，兄たちに一緒に行くようにと説得したことを説明する。 

最初に，レ一マンがラバンの家に行きました。彼はラバンに真鍮の版をもらいたいと話しま 

した。ラバンはレーマンに真鍮の版を与えようとはせず，彼を殺してやると脅しました。レー 

マンは怖くなって，兄弟たちのところへ逃げ帰りました。絵3-4「逃げるレーマン」を示す。 

彼は，荒れ野にいるお父さんのところへ帰りたいと思いました。 

ニーファイは，戒めに従って真鍮の版を手に入れなければならないと言いました。ニ一ファ 

イと彼らはエルサレムの自分たちが前に住んでいた家に行って金や銀を持って来ました。真鍮 

の版と交換してもらおうと思ったのです。 

ところが，ラバンは彼らの金や銀を受け取りましたが，真鍮の版は渡そうとしませんでした。彼は 

召使いたちに命じて彼らを殺そうとしました。ニーファイと兄たちは逃げ出して隠れました。 

レ一マンとレムエルは，腹を立てました。彼らはニーファイとサムを棒で打ちたたきました。 

1人の御使いが現れて，たたくのをやめるようにと命じました。御使いは，主が真鍮の版を手に 

入れるのを助けてくださるので，ニーファイに従うように，と言いました。 

絵3-42「ラバンの家に近づく ニーファイ」を見せる。 

今度はニーファイが真鍮の版を取りに行くことになりました。お兄さんたちは城壁の外の所 

で待ち，ニーファイはラバンの家の近くに忍び寄りました。ニーファイは，ラバンが酒に酔っ 

て地面に倒れているのを見つけました。聖霊が，ラバンを殺すようにとニーファイに言われま 

した。ニーファイはだれも殺したくなかったので，困ってしまいました。 

ニーファイは聖文がどれほど大切かを思い出しました。また，ラバンを殺さなければ真鍮の 

版が手に入らないことも知っていました。そこで彼は，聖霊の導きに従いました。彼はラバン 

を殺し，ラバンの衣服を身につけました。 

そして彼はラバンになりすましました。 

絵3 — 43「ニーファイとゾーラム」を見せる。 

ニーファイは，ラバンの召使いのゾ一ラムに，真鍮の版を自分のところへ持って来てついて来るよ 

うにと言いました。ゾ一ラムは，ニーファイをラバンだと思って言われたとおりにしました。 

後にニーファイはゾーラムに，主が真鍮の版を手に入れるよう，自分とその兄弟たちに命じ 

られたのだということを話しました。ゾ一ラムはニーファイを信じました。ゾーラムもまた， 

主に従いたいと思いました。彼は，ニーファイやお兄さんたちと一緒に荒れ野にいるリーハイ 

のところへ行きました。 

絵3-44「リーハイと真鍮の版」を見せる。 

リーハイは真鍮の版を読みました。その中には戒めとモーセやほかの預言者たちの話が載っ 

ていました。その中にはまた，リーハイの先祖の系図も書かれていました。リーハイは真鍮の 

版を持って約束の地に行くようにと言われました。 

*真鍮の版にはだれの記録が書かれていましたか。（預言者たち） 

•真鍮の版にはどんなことが書いてありましたか。 

•なぜリーハイとその家族は真鍮の版が必要だったのでしょう。 

活 動 リーハイの家族にとって，戒めが書いてある真鍮の版を約束の地へ持っていくことがなぜ大 

切だったのか理解できるように次のゲームを行う。 

このゲームの目的は，もし書き記されていないならば，聖文の言葉はいかに混乱されやすい 

かを示すことである。 
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子供たちに，丸く輪になって座るように言う。教師が右隣りの人に，だれにも聞こえないよ 

うに，「わたしは天のお父様の戒めに従います」とささやく。次にそれを聞いた人が自分の右隣 

りの人に聞いたとおりささやく。全員にメッセージが伝わるまで続ける。最後の人が立って自 

分が聞いたとおりの言葉を繰り返す。たぶん正確にメッセージは伝わっていないであろう（正 

しく伝わっていた場合は褒めて，ニつか三つの文の問題を出す）。教師が答えを言う。 

書かれていないことを忘れたり，変えてしまうのは簡単なことであるということを説明する。 

預言者たちは，忘れることがないように天父とイエス•キリストの言葉を書き留めた。その教 

えが聖文の中に収められている。 

リ一ハイの家族が真鍮の版を必要としたのは，戒めを覚えていてそれに従うためだった。 

聖句を使った 

活動 

聖文はわたしたちが従うのを助けてくれる�

わたしたちもリーハイの家族と同じくらい戒めを知る必要があることを説明する。聖文には 

多くの戒めが載っているので，わたしたちが天父とイエス•キリストに従うのを助けてくれる 

ことを説明する。 

二つの聖句を読むので注意して聞くように言う。それぞれの聖句がどの戒めについて述べた 

ものかが分かったら手を挙げさせる。3ニーファイ18 ：19とモーサヤ23 ：15を読み，子供たちと 

話し合う。 

聖文がないと戒めを忘れ，従わなくなってしまうことを指摘する。そうなると，戒めを守る 

ことによって得られる祝福が受けられなくなってしまう。 

信仰箇条と歌 全員で信仰箇条第8条を斉唱する。この信仰箇条には，聖書とモルモン書が神の言葉を含んだ 

ものであること，つまり真の教えを含んだものであることが述べられている。天父とイエス. 

キリストは預言者に，それらの教えを後の世代の人 のために書き記しておくように言われた。 

生徒と一緒に信仰箇条第8条を復唱する。年長の子供たちには暗唱できるように助けてもよい。 

聖文は戒めを学ぶことにより，正義を選んでパプテスマの聖約を守れるようにするためのもの 

であることを理解させる。 

話し合い 

まとめ�

次の事柄について話し合う。 

•わたしたちはお祈りの中で天のお父様に何を感謝したらよいでしょうか。（全部の答えを受け 

入れるが’，聖文について強調する） 

•わたしたちはお祈りの中で天のお父様に何をお願いしたらよいでしょうか。（戒めを守るのを 

助けてくださるように） 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用ぃてもよぃし，復 

習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.ニーファイと兄たちがエルサレムに戻って，ラバンから真鍮の版を手に入れる話を始める。 

子供たちに順番に文を一つずつ加えさせて話を組み立てさせる。できるだけ詳しぃ内容に 

するように言う。話の筋が分かるように絵を見せる。（間違ったことを言ったり順序が違っ 

たりしても，訂正は最少限度にする。どんな答えでも受け入れる） 

2.一人の子供にこれから一週間どのように戒めを守るかの絵を黒板または紙に描かせる。そ 

してそのために何を計画するのかをみんなの前で説明させる。全員が発表できるようにす 

る。教会に行くこと，祈ること，家族を助けること，おもちゃを貸してあげることなどが 

挙げられるであろう。 

3.「ニーファイの勇気」（『子供の歌集』64)を子供に歌わせるか，または歌詞を読ませる。 

歌詞は本書巻末に掲載されてぃる。言葉に合わせて身振りを加えたりロールプレーをした 

りしてもよい。 
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第15課 

4.字を読める子供には，第13課の終わりにある「バプテスマのせいやく」を複写し，それを 

「やくそくします」の下と「天のお父さまは」の下，「えいえんにみそばにすまわせてくだ 

さる」の下の3箇所をまっすぐに切り，4枚に切り分ける。それを混ぜて正しい順序に並べ 

させる。出来あがったら，一緒にパプテスマの聖約を朗読する。天父がパプテスマの聖約 

をわたしたちに守ってほしいのは，戒めを守ってもらいたいと思っておられるからである 

ことを説明する。また，わたしたちが教えと戒めを知ることができるよう預言者に御言葉 

を記録するように言われた。 
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天父はわたしたちが戒めに 
従えるように助けてくださる 

目 的 わたしたちが戒めに従えるように天父とイエス•キリストが助けてくださることを理解させる。 

準 備 1.1ニーフアイ3 ： 7 ；17章；18 ：1—4を祈りの気持ちをもって研究する。ニーフアイが船を 

造った話を紹介できるように準備しておく。 

2.1ニーフアイ3: 7の複写を人数分用意して，点線から切り離して，各 封筒に入れる。 

3.「ニーフアイの勇気」（『子供の歌集』64)の1番と2香を歌えるよう準備する。歌詞は本書 

の巻末に掲載されている。 

4.教材 

a.モルモン書（人数分） 

b.鉛筆と紙または力一ド（人数分） 

c.黒板，チョーク，黒板ふき 

d.絵3-37「反抗する兄たちを従わせるニーフアイ」（『福音の視覚資料セツト』303) 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

ニーフアイは戒めに従った�

子供たちにあなたがすることをまねるように言う。そして，立っ，両手を腰にあてる，回れ 

右をする，などの動作を行う。そして座る。従ってくれたことを子供たちに感謝する。 

•従うとはどういうことでしようか。 

言われたことを行うとき，それを「従う」あるいは「従順である」ということを説明する。 

復 習 子供たちに，ある一人の従順な人にっいて考えているということを話す。その人は主の命令 

に従って，お父さんと一緒にエルサレムを離れた。 

その人はまた’主の命令に喜んで従って，真鍮の版を手に入れるためにエルサレムに戻った。 

•この人はだれですか。（ニーフアイ） 

ニーファイは，真鍮の版を手に入れるためにエルサレムに戻るようにと命じられたとき，そ 

れがとても困難なことだと分かっていたが，父リーハイに「従います」と言った。第17課から 

この物語の復習をする。 

モルモン書を見せて，ニーファイが父に言った言葉がこの本に載っていると話す。読める子 

供が全員モルモン書を持っているかどうか確認する。1ニーファイ3 ： 7を見っけるのを手伝う。 

歌 「ニ—ファイの勇気」の1香を子供たちと一緒に歌うか，または歌詞を朗読する。 

1ニ一ファイ3 ： 7を教師が読む。歌の最後がこの聖句と同じ内容であることを指摘する。子供 

たちに歌のその部分をもう一度歌わせるか，歌詞を読ませる。子供たちに，主はわたしたちが 

戒めを守れるように助けてくださることを説明する。 

主はニー�フアイが船を造るのを助けてくださった�

聖文の物語 モルモン書にはニーフアイに関するすばらしい話が幾つか載っている。次の物語を教師自身 

の言葉で話す。 

注意を引くための 

活動 
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リーハイとその家族は8年の間，荒れ野を旅しました。荒れ野を旅し，荒れ野で生活すること 

は，とても困難なことでした。彼らは天幕に住み，食物を得るために狩りをしなければなりま 

せんでした。ついに彼らは，海辺の土地に着きました。そして，そこをバウンティフルと名付 

けました。そこには果物と野密が豊かにあったので，みんなはとても喜びました。家族は海辺 

の近くに天幕を張りました。 

リーハイと彼の家族がバウンティフルの地で何日か過ごした後で，主はニーフアイに，海を 

渡って約束の地に行けるように，船を作りなさいとお命じになりました。ニーフアイは，主が 

助けてくださると信じていました。ニーフアイは，船を造るのに必要な道具をこしらえるため 

のあらがねをどこで探したらよいか主に尋ねました。主はあらがねのありかを教えてくださっ 

たので，ニーフアイは必要な道具をこしらえることができました。 

ニーフアイのお兄さんのレーマンとレムエルは，ニーフアイが船を造っているのを見て，不 

平を言い始めました。彼らは，ニーフアイが船の造り方を知らないと思ったのです。それで手 

伝いませんでした。彼らは，主がニーフアイに船の造り方を教えて下さることなどあり得ない 

と考えたのです。 

しかしニーフアイは，主が助けてくださることを信じていました。主はいつでも戒めを守れ 

るように助けてくださるのです。ニーフアイは主の命令に従いました。 

ニーフアイはレーマンとレムエルに，主の戒めに従えば，主は彼らをも助けてくださること 

を話しました。でも，レーマンとレムエルは，ニーフアイにいろいろと命令されるのが嫌でし 

た。彼らはニーフアイを海に投げ込もうとしました。しかし，ニーフアイは主の力に満たされ 

ていました。そして二人に，自分に触ってはいけないと言いました。レーマンとレムエルは怖 

くなりました。ニーフアイは彼らに，悔い改めて主と両親に従うようにと言いました。 

そして，ニーフアイは手を伸ばして，二人の体を震えさせました。二人に主が助けてくだ 

さっていることを示すためでした。 

絵を使った 絵3-37「反抗的な兄たちを従わせるニーフアイ」を見せる。 

話し合い •レーマンとレムエルはどのように感じたと思いますか。 

•レーマンとレムエルは悔い改めました。そしてニーフアイが船を造るのを助けました。 

主はニーフアイをどのようにして助けられましたか。（主は，道具をこしらえるためのあらが 

ねのありかを教えてくださった。またどのようにして船を造るかを教えてくださった。兄たち 

から守ってくださった） 

ニーフアイは船の造り方を知らなかったが，主の命令に従えば主が助けてくださると信じて 

いたことを説明する。 

「ニーフアイの勇気」の2番を全員で歌うか，または歌詞を読む。 

黒板を使った 黒板に簡単なほほえんだ顔と怒った顔の絵を描く。子供たちに，どんなことがあるとほほえ 

話し合い んだ顔になるかを尋ねる。そして，天父とイエス•キリストがわたしたちに幸せになってほし 

いと願っておられること，またそのために戒めを与えてくださったことを話す。次のような質 

問をして，戒めを守ることによりどのように幸せが来るかを理解させる。 

•船を造るという戒め（命令）に従ったニーフアイの気持ちはどちらの顔でしょうか0  

•教会に出席するとなぜ幸せな気持ちになるのでしょうか。 

•家族を愛し家族のために仕えるとなぜ幸せな気持ちになるのでしょうか。 

主はわたしたちが戒めを守れるように助けてくださる�

物 語 わたしたちに主を信じる信仰と戒めを守ろうという気持ちがあれば，主はニーフアイを助け 

てくださったように，わたしたちをも助けてくださる。次の話は，ある女の子が天父の助けを 

得て安息日を守るという戒めに従うことができたという例である。 

メイリンは川のそばの通りの小さな屋台で食べ物を売っていました。通りがかりの人に米と 

魚を売るのです。メイリンは每晚川に浮かんだ船の家に帰り，その日にもうけたお金を数えま 

71 



した。でも，がっかりしてうなだれるばかりでした。家族のための米と翌日売る魚を買うお金 

しか残らなかったからです。 

ある曰，メイリンは宣教師と会いました。そして福音を教わりました。その中には天父から 

の戒めである安息日を聖くするという教えも含まれていました。メイリンは天父に祈って，安 

息日にはお店を開かないことを約束しました。メイリンは安息日を守って，日曜日にはもう働 

かないようにしようと思ったのです。 

それから毎晩，メイリンは売ったお金を数えました。でも，前よりも多くなっています。家 

族のために食べ物をもっとたくさん買えますし，売り物の魚も多く買えるようになりました。 

天父は安息日を守ったメイリンを助けてくださったのです。メイリンは戒めを守ったので幸せ 

でした。 

話し合い •メイリンが従ったのはどんな戒めですか。 

•天父はどのようにしてメイリンを助けてくださいましたか。 

天父はニーファイやメイリンを助けてくださったと同じように，子供たち一人一人をも戒め 

を守れるように助けてくださる。 

まとめ�

教師のぁIeし 天父が戒めを守ろうとするあなたを助けてくださった経験を，差し障りのない程度に話す。 

天父とイエス•キリストがわたしたちを愛してくださり，戒めを守れるように助けてくださる 

ことを証する。 

子供たち一人一人に紙または力一ドと鉛筆を配る。そして，ほほえんだ顔を描かせる。それ 

から，その絵に今週一週間守ろうとする戒めを選ばせる。例えば，平和をつくり出す人になる， 

お父さんやお母さんのお手伝いをする，弟や妹に優しくする，友達に自分のものを貸してあげ 

る，など。子供たちが選んだ戒めを紙たまはカードに書かせる。または書くのを助ける。次週 

に戒めを守ったときどんな気持ちがしたかを子供たちに報告させる。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用ぃてもよぃし，復 

習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.敬虔さ，祈り，親切，正直，知恵の言葉など，幾つかの戒めにつぃて子供たちと話し合う。 

戒めの中には，人それぞれ守りやすぃものと守りにくぃものがある。天父は，わたしたち 

が本気で戒めを守ろうとし，助けを求めれば，助けてくださる。 

2.子供たちと「正しぃ道選ぼう」（『子供の歌集』82)と戒めを守ることに関するそのほかの 

歌「共に愛し合え」（『子供の歌集』74)，「お丰伝ぃ」（『子供の歌集』108)を歌うか，また 

は歌詞を朗読する。この3つの歌の歌詞は本書の巻末に掲載されてぃる。 

3.お手玉か小さなぬぃぐるみを放って，受け取った人に質問に答えさせる。 

•主はニ一ファイに何を造りなさぃと言われましたか。 

•船を造ることを話したとき，レーマンとレムエルはどうしましたか。 

•今従える戒めを挙げてくださぃ。 

•天父の助けが必要なとき，わたしたちには何ができますか。 

•主はむずかしぃことをしようとしたニーフアイに何と言われましたか。 

• ニーファイはどのようにして道具を手に入れましたか。 

4.子供たちに，ニーファイのようにあらがねを探し，道具を作り，船を造るまねをさせる。 

5.年長の子供たちには次の1ニーファイ3 ： 7の聖句のページを人数分複写し，点線に添って 

切って渡す。そして，子供たちに順番にはらせる。この聖句を暗唱できるように励ます。 
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第15課 

1ニーファイ3:7 

わたしは行って， 

しゅがめいじられたことを行います。 

しゅがめいじられたことには， 

それをなしとげられるように 

しゅによって道がそなえられており， 

それでなくては，しゅは何のめいれいも 

人の子らに下されないことを 

しようちしているからです。 
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天父はわたしたちが 
祈るときに助けてくださる 

第1q課 

目 的 祈るときに天父から助けが得られることを理解させる。 

準 備 1.1ニーファイ18 ： 5-23と3 ニーファイ18 ： 20を祈りをもって研究する。 

2.教材 

a.黒板，チョーク，黒板ふき 

b.絵3-45「約束の地に着くリーハイとその民」（『福音の視覚資料セット』304) ； 3-46 

「ゲツセマネで祈るイエス」（『福音の視覚資料セット』227) 

3.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

ニーフアイは祈り，助けを受けた�

注意を引くための 次の絵を黒板に描いてから子供たちに話をする。 

活動 I  

子供たちに，父親と彼の結婚した息子が高い山を挟んで生活していたことを話す。 

•この親子は山を越えずにどのようにして連絡を取り合えるでしょうか。 

子供たちの次のような答えを絵で黒板に描く。 
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第12課 

•この父親と息子が連絡を取り合うのはなぜ大切なのでしょうか。（寂しくないように，愛を示 

すため，助けたり助けられたりできるように，アイデアを交換するため，など） 

•互いに連絡を取り合わなくなったらどうなるでしょうか。（親しみを感じなくなり，愛が薄れ 

る。互いに助け合えない） 

遠くにいても連絡を取り合う手段があるように，わたしたちは天父とも連絡を取り合うこと 

ができる。 

•わたしたちはどのようにして天父と連絡を取り合いますか。（祈りを通じて） 

•天父と連絡を取り合うのはなぜ大切ですか。（祝福に感謝するため，信仰を示すため，天父の 

助けと祝福を求めてそれを受けるため，天父への愛を深めるため） 

絵と聖文の物語と 前回のレッスンでは，ニ一ファイが船を造ったことについて学んだことを思い出させる。祈 

話し合い りがニーファイをどのように助けたか次の物語をよく聞くように言う。 

船が出来上がると，主はニーファイのお父さんのリーハイに，種や食糧やそのほかの物を船 

に積むようにと言われました。こうして，彼らはitsを出し，約束の地に向けて帆を上げました。 

絵3-45「約束の地に着くリーハイとその民」を見せて，リーハイの持っているリアホナを示す。 

リアホナは一種の羅針盤で，荒れ野や海の上にいるとき，進む方向を示しました。リアホナ 

はリ一ハイの家族が義にかなったことをしているときだけ動きました。 

海の上で何日も過ごした後で，ニーファイの兄弟の何人かは，愚かな行いをし始めました。 

彼らは，両親や船に乗っているほかの人 に対していじわるを言うようになりました。彼らは， 

天父が，どれだけ自分たちを助け，祝福してくださっているか忘れてしまっていたのです。 

ニーファイは，彼らの悪いふるまいが天父を怒らせるのではないかと恐れてそのことを注意し 

ました。レーマンとレムエルはそれに腹を立てました。年下の弟に支配されたくなかったので 

す。彼らは，ニ一ファイを縛り，悪事を続けました。 

ニーファイが縛られた途端に，リアホナの働きがぴたりと止まってしまいました。レーマン 

とレムエルは，船をどちらに動かしたらよいか分かりませんでした。大きな嵐がやってきまし 

た。3日の間，船は海の上を激しく揺り動かされ，そのあまりのひどさに人 は海におぼれはし 
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ないかと心配し始めました。それでもレ一マンとレムエルは二一ファイを自由にしようとはし 

ませんでした。 

嵐はますますひどくなりました。レ一マンとレムエルは，自分たちの悪さのせいで危険な目 

に遭っているということに気づきました。彼らは，悔い改めなければ嵐にのまれて滅ぼされて 

しまうと十吾り，ニーファイの綿を解きました。 

手足ははれ上がり，ひどく痛みましたが，それでもニーファイは天のお父様に不平を言いま 

せんでした。 

ニーファイの綿が解かれると，リアホナはすぐに動き始め，ニーファイは無事に船のかじ舵 

を取ることができました。 

ニーファイは天のお父さまに祈りました。風がやみ，海は静かになりました。 

嵐もやみ，リアホナも動くようになったので，ニーファイは約束の地に向けて船を進めるこ 

とができるようになりました。 

• ニーファイが縛られている間，なぜリアホナは動かなかったのですか。 

•ニ一ファイは縛られている間も天のお父さまに不平を言わなかったのはなぜだと思いますか。 

• ニ一ファイの模範から何を学ぶことができますか。 

• ニーファイは嵐で沈みそうになった船を救うために何をしましたか。 

•天のお父様はニーファイに何をしてくださいましたか。 

天父はわたしたちが祈るときに助けてくださる�

絵と聖文の物語 絵3-46「ゲツセマネで祈るイエス」を見せる。 

•この絵の中のイエス様は何をしておられますか。（天父に祈っておられる） 

•なぜイエス様は祈られたのでしょうか。（天父の助けと導きを必要とされた） 

イエス•キリストは地上におられたときに何度も天父に祈られたことを説明する。わたした 

ちも，助けが必要なときに天父に祈ることができる。 

物 語 ほかの人のために祈ったある女の子の実話を紹介する。 

ベッドで寝ていたメアリ一は物音で目が覚めました。耳を澄ますと，それは4歳の弟の声でし 

た。おなかが痛いと言って泣いているのです。お母さんが優しく慰めている声が聞こえます。 

でも，弟の泣き声はやみませんでした。メアリ一は弟がかわいそうになりました。もちろん， 

お母さんは手を尽くしてくれています。でも，病気の弟がかわいそうでなりませんでした。そ 

のとき，メアリ一は自分でもできることがあることに気づきました。 

• メアリーは何をしたでしょうか。 

メアリーは静かにベッドから下りてひざまずき，祈りをささげました。弟が気分が良くなって眠れ 

るように祈ったのです。するとすぐに，弟は眠り始めました。翌朝，メアリーはお母さんに弟の様子 

を尋ねました。「元気よ」とお母さんは答えました。「夕べ眠ったから，今は元気よ。」 

子供たちに，助けを求めて祈った自分自身や家族の経験について話させる。天父がどのよう 

に祈りにこたえてくださったかを詳しく話してもらう。 

物 語 助けを求めて祈ったある男の子の物語をする。教師自身の話でもよい。 

ある夏，ジェイミーは羊の赤ちゃんをもらいました。ジェイミーは羊にブーツという名前を 

付け，かわいがって世話をしました。ジェイミーとブーツは，お父さんが馬を飼っている牧場 

でよく一緒に遊びました。ある曰の夕方，ジェイミ一がブ一ツと遅くまで牧場で遊んでいると 

お母さんが夕御飯ですよと呼びに来ました。ジェイミーは囲いの門の所まで走って行って急い 

で門をバタンと閉じて行きました。 

食事がすむとジェイミーはもう一度ブーツと遊ぼうと出て行きました。門の所まで来ると， 

門は開いていました。ブーツと馬がいるはずの牧場は空っぽでした。ジェイミ一があんまり急 

いで門を閉めたので掛金がちゃんとかかっていなかったのです。 

ジェイミ一はどこから探したらよいか分かりませんでした。ジェイミーは，お父さんが小さ 
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第15課 

かったころ，山の中で迷子になったときの話を思い出しました。お父さんはひざまずいて，天 

のお父様に助けてくださいとお祈りしました。間もなくキャンプに戻る羊飼いがお父さんを見 

つけ，家に連れて帰ってくれたのでした。 

ジェイミーは草の中にひざまずくと目を閉じてお祈りしました。「天のお父さま，助けてくだ 

さい。ぼくが門をちゃんと閉めなかったので，お父さんの馬とブーツがいなくなってしまいま 

した。どうか見つけることができるように助けてください。」 

間もなくジェイミーは道の上に動物の足跡を見つけました。彼は木の枝につかまりながら， 

足跡をつけて丘の上へと登って行きました。ついに，ブーツの鳴き声が聞こえてきました。 

ジェイミーはよじ登って行って，ブーツがやぶの中にからまっているのを見つけました。馬は 

近くに立っていました。ジェイミーはブーツの足をやぶの中から出してやりました。ブーツは 

立とうとしましたが，倒れてしまいました。足が折れていたのです。 

もう一度彼は天のお父さまに助けを願い求めました。ジェイミーは上着をぬいで三角包帯を 

作り，それにブーツを乗せて，丘を下って行きました。馬を後に従えて，ジェイミーは急な小 

道を注意深くたどって行きました。ブーツは重く，ジェイミーは何度もつまずきました。 

ジェイミーとブーツと馬が家に近づくと，兩親が走って来て，助けてくれました。お父さん 

はブーツのけがの手当てをしながらこう言いました。「ここに早く連れて来て良かったね。もう 

少し見つけるのが遅かったら，出血がひどくて死んでいたかもしれない。」 

お母さんは聞きました。「どこを探したらいいかどうして分かったの？」 

「お父さんだったらこうするだろうと思ったことをしたんだよ」とジェイミーは答えました。 

「それはどういうことかな？」とお父さんが尋ねました。 

「お父さんが迷子になったときのこと覚えているでしょう。お父さんは天のお父様に助けてく 

ださいとお祈りしたでしょう。ぼくもそうしたの。ぼくがお祈りしたので天のお父様が助けて 

くださったんだよ。」("The Open Gate, “ Friend, 1977年4月号，28 — 31参照） 

まとめ�

黒板を使った 以下の質問をしてレッスンの復習をする。答えた子供には前に出て来させ，黒板に手型を取 

活動 り，手型の中に名前を書かせる。 

•リーハイと家族はどこに行こうとしていましたか。（約束の地） 

•リアホナはいつも動きましたか。（いいえ。家族が義にかなったことをしたときだけ動いた） 

•リアホナはニーフアイに何を教えましたか。（船をどちらの方向に進めればよいか教えてくれた） 

• ニーフアイが縛られると何が起こりましたか。（ひどい嵐が起こった。リアホナが動かなく 

なった） 

•綿が解かれたら何が起こりましたか。（嵐がやんだ。リアホナがまた動き始めた） 

•なぜニーフアイは天父の助けを求めて祈ったのでしょうか。 

•天父の助けが必要なとき，わたしたちは何をしたらよいでしょうか。（天父が助けてくださる 

との信仰を持って祈る） 

全員の手型が取れるまで質問を続ける。黒板の手がみんなの助けを表していることを説明し， 

その助けに感謝する。 

証 天父がわたしたちを愛しておられ，助けを求めて祈る人を助けたいと思っておられることを 

証する。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用ぃてもよぃし，復 

習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.子供たちに祈りにつぃての短ぃ詩を紹介し，動作をつける。 

うでをくんだら頭を下げて 

お目めをとじたらさあいのろう 
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または 

うでをくんだら頭を下げて 

耳をすましながらいのりましよう 

2.子供たちにクレヨンまたは鉛筆と次の絵を複写したものを配る。そして，レッスンのテ一 

マが分かるように星印の付いた所を塗りつぶすように言う。終わったら，みんなで何が書 

いてあるか言わせる。クレヨン（鉛筆）と絵を集め，絵はレッスンが終わったら一人一人 

に返す。 
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聖霊はわたしたちに 
真理を知らせてくださる 

第 課 

目 的 聖霊はイエス•キリストの教えが真実であることを知らせてくださるということを理解させる。 

準 備 1.モーサヤ11章；12 ：17-19 ；13 ：1-9 ；17章；18 ：1-3 ；モロナイ10 ： 4 - 5 ；教義と聖約 

130 ： 22を祈りをもって研究する。 

2.「聖霊」（『子供の歌集』56)を歌うか，または歌詞を朗読できるように準備する。歌詞は 

巻末に掲載されている。 

3.次のような紙を用意する。表に文字を書き，裏に番号を書く。字の読めない子供のために 

は数字の横に点を書いたものを用意する。 

できれば，クラスが始まる前に，子供たちのいすの背に，順序をバラバラにしてはっておく。 

4.「お父様は生きています」（『子供の歌集』8)の1番を歌えるように準備する。 

5.教材 

a.モルモン書（読める子供の人数分） 

b.粘着テープ（準備できれば） 

c.黒板，チョーク，黒板ふき。または書ける紙 

d.絵3-47「ノア王の前に立つアビナダイ」（『福音の視覚資料セット』308) 

6.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をするC 

注意を引くための 

活動 

聖霊はアルマが真理を知るのを助けられた�

紙を探させ，「せいれい」という名前を組み立てさせる。年少の子供の場合は数字で並べさせ 

たうえで裏の字を読むようにする。全員で組み立てた名前を復唱する。 

信仰箇条 

聖句と絵と物語 

子供たちを立たせ，教師と一緒に信仰箇条第1条を復唱させる。 

絵3-47「ノア王の前に立つアビナダイ」を見せる。次の物語を教師自身の言葉で話し，聖 

霊がどのようにしてアルマを助けられたかよく聞くように言う。 

ニーファイとその家族がエルサレムを出発してから長い年月が過ぎて，ノアという名の悪い 

男がニーファイ人の王様になりました。 

ノア王はとても悪い王様でした。ノア王は，ニーファイの民に悪い行いをするように教えました。 

主は，ニーファイ人たちを教えるためにアビナダイという名の預言者を遣わされました。ア 

ビナダイは，王とニーファイ人が悪い人であることと，天父が彼らに対して悔い改めるように 

望んでおられることをニーフアイ人に話しました。 
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ノア王はアビナダイに腹を立てて，アビナダイを捕らえました。それからアビナダイは，王 

と悪い祭司たちの前に連れて行かれました。アビナダイは，ノア王と祭司たちに向かってイエ 

ス様の教えを教えました。だれも聞こうとしませんでした。でも，主がアビナダイを祝福され 

たので，伝えるよう命じられていたメッセージを伝え終わるまで，アビナダイはだれにも捕ら 

えられませんでした。アビナダイは，これらの教えは真実であると言いました。ノア王とほと 

んどの祭司たちはアビナダイの言葉を信じようとしませんでした。それに自分たちの悪い行な 

いを悔い改めようとはせず，それどころかアビナダイを殺せと言いました。 

しかし，アルマという祭司はアビナダイを信じました。聖霊がアルマに，アビナダイが真実 

を語っていることを知らせてくださったのです。アルマはノア王にアビナダイを釈放するよう 

に願いました。ノア王はますます腹を立て，アルマを追い出して，僕たちを遣わしアルマを殺 

すように命じました。けれどもアルマはノア王の僕たちの手を逃れて姿を隠しました。そして， 

数日間，安全に隠れていることができました。アビナダイが，天のお父様に命じられたことを 

すべてノア王に言い終わると，ノア王はアビナダイを殺してしまいました。 

アルマは隠れている間に，アビナダイが教えた教えを書き記しました。アルマはこれらの教 

えが真実であることを知っていました。アルマは自分の罪をすべて悔い改め，戒めに従って生 

活し始めました。アルマは自分が知った真理を人 に宣べ伝えることによって偉大な宣教師と 

なりました。 

•アルマはどのようにしてアビナダイの言葉が真実であることが分かったのでしょうか。 

聖句暗唱 モロナイ10 ： 5を聞くように助け，ここに答えが書いてあることを説明する。年長の子供にこ 

の聖句を読ませるか，教師自身が朗読する。聖霊がアルマに，アビナダイが真実を語っている 

と知らせたことを説明する。 

聖句を黒板か大きな紙に書き，子供たちに暗唱させてもよい。この聖句を何回か一緒に読ん 

でから一つか二つの言葉を消して，繰り返させる。全部の言葉が消えるまでこれを繰り返す。 

(字の読めない子供には，何度か一緒に読んだ後で途中で止め，重要な部分を子供に言わせるよ 

うにする）希望があれば，クラスのみんなの前で聖句を読む機会を与える。 

聖霊はわたしたちが真理を理解できるよう助けてくださる�

教師の提示 聖霊は，わたしたちが正義を選んだときによい気持ちを与えてくださることを強調する。また，真 

実の教えを学んだとき，聖霊は，それが真実であることをわたしたちに知らせてくださる。 

物 語 聖霊の力を通して真理を知ったある少年の物語を聞かせる。 

宣教師が初めて家に来たとき，義男君は彼らの教えを聞くのが楽しみでした。宣教師たちは， 

義男君と家族にすばらしい話をたくさんしてくれました。特にすばらしかったのはイエス様に 

ついての物語でした。宣教師が，イエス•キリストのまことの教会がこの地上に回復されたこ 

とを話してくれたとき，義男君は，それはとてもすごいことだと思いました。宣教師は，天の 

お父さまに祈れば宣教師が教えたことは真実であると分かると言いました。宣教師はモロナイ 

10: 5を引用して，「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」と 

言いました。 

義男君は，宣教師のメッセージが真実かどうかどのようにして確かめたらよいかよく分かり 

ませんでしたが，とにかく宣教師の言ったとおりにやってみることにしました。義男君は天の 

お父さまに真実を知らせてくださいと祈りました。そして宣教師の教えを聞いているうちに， 

温かい，平安な気持ちが心の中に満ちてくるのを感じました。義男君の心の中にはもう疑いは 

ありませんでした。宣教師たちが教えてくれたことは確かに真実だとはっきり分かりました。 

聖霊からよい気持ち，つまり証を得たのです。 

•聖霊は義男君に何を知らせてくださいましたか。（宣教師の教えは真実であるということ） 

•聖霊は義男君にどのようにして語りかけられましたか。（宣教師の教えを聞いているとき，温 

かい，平安な気持ちが心の中に満ちてきた） 
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第12課 

•義男君はこの気持ちを聖霊から頂くために何をしましたか。（祈り） 

子供たちに，初等協会や家庭の夕べのレッスンのときなど，真理が語られているときに同じ 

経験をすることができることを話す。多くの人 は，聖文や生ける預言者の言葉を読んだり， 

耳にしたりするときに，この気持ちを感じる。聖霊は必ずしも耳に聞こえるような語りかけを 

するとは限らないことを強調する。聖霊は人の心によい気持ちを与えることによって真理を知 

らせてくださる。 

聖霊は霊の体しか持っておられないので（教義と聖約130 ： 22参照）しばしば「御霊」と呼ば 

れることを説明する。子供たちは人が「主の御霊があるように」と祈るのを耳にすることがあ 

るが，それは聖霊がともにあるようにと願っているのである。わたしたちは聖霊とともに過ご 

すことによって天父を近く感じ，戒めを理解し，正義を選ぶことができる。 

目正 

まとめ�

できれば，聖霊を通して真理を知ったときの自分の経験を話すとよい。聖霊が神会の御一方 

であり，真理を知らせ，何が正しいかを告げてくださる御方であることを証する。 

歌 「お父様は生きています」の1番を歌わせるか声に出して読ませる。 

おとうさまはいきています 

みたまはわたしに 

ささやいてる 

ほんとのことと 

•歌の中で，聖霊（御霊）はわたしたちに何をささやいていると言っていますか。（天父は生き 

ておられ，わたしたちを愛しておられる） 

もう一度この歌を歌う。 

聖句の復習 もう一度モロナイ10 ： 5を繰り返させ，家族にも分かち合うように励ます。 

聖霊は真理を耳にするすべての人によい気持ちを与えてくれるが，パプテスマを受ける教会 

員として確認されると，人は特別な賜物を受ける。それは聖霊の賜物と呼ばれ，義にかなった 

生活をしていればいつでも聖霊からの影響を得ることができることを意味する。聖霊の賜物に 

ついては，ほかのレッスンでさらに学ぶことを子供たちに話す。 

歌 「聖霊」を子供たちと歌うか，または歌詞を朗読する。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.「小さな声で」（『子供の歌集』144)の「みみをすまし……」から後の部分を歌うか，また 

は歌詞を声に出しながら動作をつける。 

みみをすまし（手を耳のところでおわんの形にする） 

よくきいてごらん（人差し指で唇を指す） 

ちいさなささやきのこえを（手を耳のところでおわんの形にする） 

みたまのこえを（手を胸に置く） 

2. ノア王と祭司たちの前に立つアビナダイの物語のロールプレーをさせる。アビナダイの役 

の子供が天父の戒めの一つを言う。それに対してアルマはそれを信じていることを認め， 

ノア王にアビナダイの命を助けるように頼む。しかし，アルマは追い出される。隠れてア 

ビナダイの教えを書いているアルマの姿も演じさせる。 
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わたしたちはイエス•キリス卜教会の 

会員として大きな祝福を受ける 

第p1課 

目 的 教会員になることによって大きな祝福がもたらされることを理解させる。 

準 備 1.モーサヤ18章とエノス1章を祈りをもって研究し，物語ができるように準備する。 

2.「聖霊」（『子供の歌集』56)と「人をゆるせるように」（『子供の歌集』52)を歌うか，または歌詞を 

読めるように準備する。歌詞は本書の巻末に掲載されている。 

3.クラスの始まる前に，あらかじめ用意するもの——絵3-13，3-14，3-48，3-49など 

(教材の4d参照)——をテ一ブルの上に並べ，布で覆いをしておく。 

4.教材 

a.次のカードを用意する。 

バプテスマのしゅくふく 

イエス•キリストの教会のかいいんとなる 

せいれいのたまもの 

天父はわたしたちをゆるしてくださる 

b.できれば次の物を集めておく。 

モルモン書，聖書，イエス•キリストの小さい絵，CTRの指輪 

c .上で集めた物にかぶせることのできるような大きな布を1枚 

d.絵3-48「モルモンの泉でパプテスマを施すアルマ」（『福音の視覚資料セツト』309)， 

3-13「パプテスマを受ける少年」；3-14「確認を受ける少女」；3 — 49「祈りをささげ 

るエノス」（『福音の視覚資料セツト』305) 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

注意を引くための 

活動 

わたしたちはイエス•キリス卜の教会の会員になることができる�

テ一ブルの上の布の下には，品物が幾つかあることを話す。これから10秒間だけ布を取るの 

で，この中の物をできるだけたくさん覚えるように言う。 

全員をテーブルの周りに集める。10秒間布を取る。それからまた布をかぶせる。子供たちを 

席に戻らせる。 

子供たちに順番にテーブルにあった物の名前を全部言わせる。何人かに答えさせた後で，ど 

のくらい覚えていたか確認するために覆いを取る。これらはすべてパプテスマを受けたときに 

天父から受ける.祝福であることを思い起こさせる。 

カード 

絵と聖文の物語 

「パプテスマのしゅくふく」というカードを一人の子供に黒板にはらせる。 

絵3-48「モルモンの泉でバプテスマを施すアルマ」を見せる。 

第20課のアルマの話を簡単に復習する。アルマは邪悪なノア王の僕たちから逃れた後で荒れ 
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第12課 

野に隠れたことを思い出させる。アルマは，預言者アビナダイの言葉をすべて書き記した。 

何日かたった後，アルマは町に戻ってひそかにイエス•キリストについて民に教え始めた。 

多くの人がアルマの話を聞いて信じた。アルマは信じた人 はモルモンと呼ばれている場所に 

行った。そこにはきれいな水のわき出る泉と，アルマがノア王の追っ手から昼の間隠れていた 

小さな森があった。 

アルマの話を聞こうとたくさんの人 が集まって来た。アルマは信仰と悔い改めについて教 

えた。アルマは希望する人 にバプテスマを施し，彼らはイエス•キリストのまことの教会の 

会員になった。 

力一ド 一人の子供に，「イエス•キリストの教会のかいいんになる」というカードをはらせる。 

わたしたちは聖霊の賜物を受けることができる�

カードと話し合い •わたしたちはパプテスマを受けた後にどのような贈り物を頂くでしょうか。（聖霊の賜物） 

一人の子供に，「バプテスマのしゅくふく」のカードの下に「せいれいのたまもの」という 

カードをはらせる。 

パプテスマを受けると，按手礼によって聖霊の賜物を受けることを説明する。これも天父か 

らのすばらしい贈り物である。もしわたしたちが正しい行いをするならば，聖霊はいつもわた 

したちとともにいて何が正しいかを告げてくださる。 

歌 子供たちと「聖霊」を歌うか，または歌詞を読む。 

信仰箇条 子供たちと信仰箇条第4条を復習する。聖霊の賜物はふさわしい生活をする人 にとって生涯 

祝福となることを説明する。 

物 語 聖霊がどのようにしてティムを助けたかという物語を教師自身の言葉で紹介する。 

ティムは，お母さんが心配しているのが分かりました。お父さんは疲れて悲しそうでした。 

伝道しているお兄さんのウォリ一から手紙が来てからもうだいぶ時がたっていました。 

ティムは居間のソファに座りました。お父さんとお母さんが台所で話しているのが聞こえて 

きました。 

「何てひどい地震が起きたんだろう」とお父さんが言いました。「それもウォリ一の伝道して 

いる所のすぐ近くだよ。ウォリーが大丈夫かどうか早く知りたいものだ。」 

ティムはじっと聞いていました。「地震……ウォリー兄さんの所で？」ティムはもう少しで泣 

きそうになりました。お兄さんがけがをしたり，大きな石の下敷きになっているところを想像 

しました。机の上に飾ってあるウォリーの写真を見ると，涙があふれてきました。ティムは急 

いで自分の部屋に行き，ドアを閉めました。恐ろしいことが次から次へと思い浮かび，ティム 

はその夜も次の日もずっと心配でたまりませんでした。ウォリーのことを両親に話そうとする 

と泣きだしそうになるので何も言うことができませんでした。 

ティムの恐れはだんだん強くなっていきました。ティムはだれかにこのことを話そうと思い 

ました。お父さんは地下室で働いていました。ティムは下りて行きました。 

ティムは言おうと思っていたことを話そうとロを開きかけました。けれどもウォリーのこと 

を話すのは容易なことではありませんでした。ティムはうなだれて，目に涙をためていました。 

「ウォリーのことを心配してるんだろう，ティム」とお父さんが尋ねました。「地震のことを 

聞いたとき，お父さんたちも心配したよ。お母さんとわたしはウォリーの無事をお祈りしたよ。 

そして，すべて大丈夫だから心配する必要はないという聖霊の慰めを受けたんだよ。おまえも 

同じ慰めを受けることができるんだよ，ティム。」 

「どうやって？」とティムは尋ねました。 

「天のお父様にお祈りしてごらん。天のお父様におまえが恐れていることを話すんだよ。ウォ 

リーが無事がどうか知らせてくださいとお祈りしてごらん。きっと慰めを得られるよ。」 
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ティムはお父さんに言われたとおりにやってみました。ウォリーの無事を祈ったのです。 

ティムは，天のお父様にウォリーが生きていて元気かどうか知らせてくださいとお祈りしまし 

た。ティムが祈り終わると，すばらしい平安と慰めの気持ちが心を満たしました。ティムはも 

うウォリーについて心配しませんでした。すべてがうまく行っていることを知ったのです。 

ウォリーの無事を知らせる手紙がやっと着きました。ティムはちっとも驚きませんでした。ウ才 

リ一が無事だということをすでに知っていたからです。彼は聖霊の慰めを受けていたのでした。 

•聖霊はどのようにしてティムを助けてくださいましたか。（ウォリーが無事だという慰めを与 

えてくださった） 

聖霊の賜物は，ティムと家族にとって大きな祝福となったことを述べる。聖霊の賜物はわた 

したちにとっても大きな祝福となる。 

パプテスマを受けた後，天父はわたしたちを赦してくださる�

カード 一人の子供に「天父はわたしたちをゆるしてくださる」のカードをはらせる。 

パプテスマのもう一つの大きな祝福は，過ちや罪を犯したときに赦しを受けることができる 

ということである。天父は，すべての子供たちが過ちを犯すことを御存じである。天父は，す 

ベての人に悪い行いを悔い改めるように言われた。もしわたしたちが悔い改めるならば，天父 

はわたしたちを赦してくださるだけでなく，ほかの祝福も与えてくださる。悔い改めの中には 

イエス•キリストを信じる信仰を持つこと，イエスの言われる生き方をすること，つまり戒め 

をもっとよく守ることが含まれる。わたしたちは聖文を学ぶことにより，イエスとイエスが与 

えてくださった戒めについて理解を深めることができる。 

絵と聖文の物語 絵3-49「祈りをささげるエノス」を見せる。 

エノスがモルモン書に登場する預言者であることを説明する。エノスの父はエノスに，聖文 

と民の歴史が収めてある記録を大切に取っておくように言いました。その記録は金属の版に書 

かれていました。エノスの父はその記録に書かれた福音をエノスに教えていました。ですから 

エノスは，どんな生活をしたらよいか知っていました。ある日エノスは森に行き，天のお父様 

に一日中，そして夜に入ってからも祈り続けました。自分が犯した過ちを赦してくださるよう 

にお願いしたのです。すると，すばらしいことが起こりました。 

天父がエノスを赦し，祝福を与えると約束されたことを説明する。声が聞こえてきてこう言 

いました。「エノスよ，あなたの罪は赦された。あなたは祝福を受けるであろう。」（エノス1:5) 

エノスは自分が読んだ記録について，イエス•キリストを信じる信仰を持っていたので，赦 

されました。また，イエス•キリストの犠牲を信じていたので赦されました。天のお父様はま 

た，その記録が安全に保管され，やがてレーマン人もその言葉を読む日が来ることを約束して 

くださいました。その記録は，イエスのことを学び，戒めを守り，過ちを犯したときに赦しを 

受けるうえで助けになるのです。 

わたしたちはその版に書かれた事柄をモルモン書から読むことができるので，主が約束を果 

されたことが分かります。 

•エノスが悔い改めたときに受けた二つの祝福は何でしたか。（どんな答えでも受け入れる。天 

父が赦しを与えてくれたことを強調する） 

真の悔い改めをすればだれもが赦される。そのことに感謝している気持ちを自分の言葉で話 

す。聖文がイエス•キリストを信じる信仰を育てるうえで，また主の教えを学ぶうえで大きな 

祝福となっていることを強調する。 

歌 「人をゆるせるように」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

まとめ�

カードに書いた教会員となったときの祝福について復習する。天父は，パプテスマを受けて 

戒めを守る人 に大きな祝福を約束された。 
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第15課 

子供たちに，次に聖餐を受けるときに，天父が与えてくださった祝福について考えるように 

言う。聖餐の祈りをよく聞いて，パプテスマを受けたときに交わす約束について考える。バプ 

テスマを受けている人は，そのときのことを考える。 

ぁ証 天父はパプテスマを受けて戒めを守る人に大きな祝福を与えると約束してくださったことを 

話す。教会員であることによって特に祝福された経験があれば，それを話す。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用いてもよいし，復習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.3ニーファイ11：33の聖句を書いた模造紙を用意する0次にそれと同じ大きさの紙に「パプ 

テスマのしゅくふく」と書いて，ジグソーパズルのように小さく切る。そして，ピースを 

すべて模造紙にテープではって，聖句を書いた紙が全部隠れるようにする。テープは，は 

がすときに紙を破ってしまわないように気をつけてはる。 

「バプテスマのしゅくふく」のパズルを見せ，題を読ませる。このレッスンについての質 

問を読むので，正しく答えることができたら，1枚ずつパズルをはがし，下の聖句が全部見 

えるようにすることを説明する。以下は質問の提案である。 

•わたしたちはパプテスマのときにどんな聖約を交わしますか。（イエス•キリストをいつ 

も覚えていること，御名を受けること，戒めを守ること） 

•アルマはモルモンの泉で何をしましたか。（人 にパプテスマを施した） 

•アルマと彼に従う人 はどなたの教会の会員となりましたか。（イエス•キリスト） 

•テイムの祈りはどのようにしてこたえられましたか。（聖霊がウォリーは無事だと知らせ 

てくださった） 

•エノスはなぜ祈ったのですか。（罪を赦されたいと思ったから） 

•金版から翻訳された本は何と呼ばれていますか。（モルモン書） 

•あなたはいつパプテスマを受けることができますか。（8歳の誕生日が来たとき） 

パズルが全部取り除かれたら，全員でその聖句を読む。「神の王国を受け継ぐ」とは，永遠 

に天父とともに住むという意味であることを説明する。 

2.「みめぐみ数えあげ」（『賛美歌』153番）を歌うか，または歌詞を朗読する。 

みめぐみかぞえあげしゅのわざかぞえみよ 

みめぐみかぞえあげしゅのみわざほめたたえよ 

3. 「教会いんとしてのしゅくふく」と書いた紙とクレヨンを各自に渡し，パプテスマを受け 

て教会員として確認を受けた後で受けられる祝福を絵に描かせる。 
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イエス•キリス卜の贖い 
第 課 

目 的� イエス•キリストが罪を贖ってくださったので悔い改めができることを理解させるC 

準 備� 1.ルカ22 ： 39-46とモーサヤ27章を祈りの気持ちをもって研究し，アルマの悔い改めの物語 

を話せるようにしておく。 

2.第10課で使ったカードを用意する。（「わるかったとかんじる」「ゆるしをもとめる」「あや 

まちをつぐなう」「あやまちをくりかえさない」） 

3. 8歲に達しない子供は責任能力がないので’悔い改める必要がないことを心に留める。 

4.教材 

a.モルモン書と教義と聖約 

b.大きな石など重い物とそれを入れて肩にかつぐ袋。石には「ぬすみ」と書いた紙を 

はっておく。 

c.切り抜き絵——息子アルマ（3-3)，モ一サヤの4人の息子（3-4)，天使（3-5) 

d.絵3-46「ゲツセマネで祈るイエス」（『福音の視覚資料セット』227) 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

注意を引くための 

活動 

人は間違つた選択を悔い改めることができる�

次の物語をする。 

善太君はお母さんが買い物をしている間に，店の品物をお金を払わずにポケットに入れまし 

た。悪いことだとは分かっていました。バプテスマを受けたばかりで，正しいことをしなけれ 

ばならないことは知っていたのです。 

子供たちに袋に入った大きな石を見せる。 

子供たちに，善太君は自分のしたことをどう思ったか考えさせる。善太君になったつもりで 

一人の子供に袋をかつがせる。善太君は盗みをしたことをよく思わなかった。それは袋の中の 

重い石のようで，心の底から幸せな気持ちになれないことを説明する。 

•もっと楽な気持ちになるにはどうしたらよいでしようか。（悔い改める） 

•善太君は間違った選択を正すために何ができるでしようか。（悔い改める） 

黒板に4枚のカードをはる。前の課で悔い改めについて学んだことを思い起こさせる。 

•善太君は悔い改めるために何ができるでしようか。（次のような答えが考えられる。盗んだも 

のを返す，お金を払う，店の人にあやまる，償いのために何かをすることを申し出る） 

悔い改めるために何ができるかを子供たちに挙げさせたら，袋の中から石を取る。悔い改め 

ると重苦しい気持ちや悲しい気持ちから解放され，楽になることを説明する。 

悔い改め，赦されるということはすばらしい祝福であることを述べる。 

糸:̂ 絵3-46「ゲツセマネで祈るイエス」を見せる。救い主のおかげで赦しを受けられるように 

なったことを話す。 

教師の提示 

イエス•キリス卜はわたしたちの罪を贖つてくださつた�

十字架の上で亡くなる少し前に，イエスは十二使徒とともにゲツセマネの園という所に行か 
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第12課 

れた。3人の使徒，ぺテロ，ヤコブ，ヨハネがイエスとともに園の中に入った。彼らは，イエス 

が園の奥に入って行って天父に祈っている間，少し離れた所で待っていた。イエスは，わたし 

たちが悔い改めて罪の赦しを受けられるようにするためには，御自分が苦痛を経験しなければ 

ならないことを知っておられた。イエスがわたしたちのために大きな苦痛を受けられたのは， 

ゲツセマネの園と十字架上においてであった0イエスはわたしたちの罪，つまりわたしたちの 

悪い行いのために苦しまれたのである。 

黒板に「あがない」と書く。贖いとは，わたしたちが悔い改めて赦しを受けられるように， 

イエス•キリストが代価を支払ってくださったという意味であることを説明する。イエスは， 

わたしたちを愛しておられたので，わたしたちが悔い改めて清くなることを望まれたのである。 

イエスはわたしたちの罪や間違った選択を贖ってくださったのである。全員で一緒に「あがな 

い」と言う。 

天父もまたわたしたちを愛しておられるので，わたしたちが悔い改めて再びともに生活でき 

るように望んでおられる。イエスの贖いがあったので，わたしたちは悔い改めるならば，8歳に 

なってからの罪や間違った選択に対する赦しを受けられるのである。 

息子アルマ，悔い改める�

切り抜き絵を使った アルマの悔い改めと，どのようにして彼がすっかり生活を変えたかという物語を教師自身の 

聖文の物語 言葉で紹介する。登場人物が出てくるごとに切り抜き絵を見せる。 

モルモン書に登場する預言者アルマには，大変反抗的で悪いことばかりしていた息子がいた 

ことを説明する。預言者である父親のアルマは，アビナダイの話に出てきたアルマと同じ人で 

ある。父親のアルマは聖霊の声に耳を傾け，教会の偉大な教師となり，指導者となった。この 

アルマの息子もまたアルマという名であった0わたしたちはこの二人を区別するために，息子 

の方をよく息子アルマと呼ぶ。 

モーサヤ27 ： 8-14から以下の点を指摘する。 

1.息子アルマは父に従わなかった。息子アルマと彼の4人の友達は，人 に悪いことを教えて 

教会を滅ぼそうとした。 

2.大勢の人 が息子アルマの言うことを信じた。戒めを守るのをやめた。 

3.父アルマは息子とほかの教会員のことを心配した。 

4.父アルマは息子が真理を知るように祈った。 

話し合い •天父は父アルマの祈りにどのようにこたえられましたか。（天使を遣わして息子アルマと4人 

の友達に悔い改めるように言われた） 

參それからどうなったかだれか知っていますか。 

子供たちに続きを話させる。以下の点を採り上げる。 

1.彼らは天使を見てとても驚き，地に倒れた。 

2.息子アルマはロが利けなくなり，体を動かすことができなかった。 

3.友達は息子アルマを父親のところに連れて行き，何が起こったか話した。 

4.父アルマと教会の祭司たちは2日間断食をし，アルマが再び力を得て話せるように祈った。 

5.彼らの祈りがこたえられ，息子アルマは立って父親がとてもうれしくなることを話した。 

息子アルマが何を言ったかを見つけるために，モーサヤ27: 24の「わたしは自分の罪を悔い 

改め……ました」の部分を年長の子供に読ませる。 

•アルマは何をしたと言いましたか。 

復習の活動 幾つか質問をして，息子アルマが真の悔い改めをしたかどうか調べてみましょう，と言う。 

はってあるカードを使って復習する。 

•アルマは自分のしたことを悪かったと感じましたか。 

*息子アルマはだれに赦しを願いましたか。（天父，父親のアルマと教会） 
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アルマは自分のした間違いを正すために町 を巡り，真実の教会について話して回ったこと 

を指摘する。 

•アルマは真の悔い改めをしたと思いますか。（アルマの生活が悔い改めの後で完全に変わった 

ことを強調する） 

•アルマはなぜ悔い改めたときに赦しを受けることができたのでしようか。（後に息子アルマの 

罪のために苦しまれたイエス•キリストの贖いのため） 

まとめ�

イエス•キリストの愛と贖いのおかげで，わたしたちは問違ったことをしても，悔い改める 

ならば，天父とイエスの赦しが受けられることを述べる。初めから間違いをしない方が，悔い 

改める必要もないのでもっとよいことを説明する。しかし，たとえ罪を犯しても，わたしたち 

は悔い改めて清くなることができる。イエスは，わたしたちが心から悔い改めれば，わたした 

ちの間違いを忘れてくださるとさえ言われた（教義と聖約58 ： 42参照）。 

教師の証 イエス•キリストの贖罪と悔い改めの大切さについて自分の証を述べる。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用ぃてもよぃし，復習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.年長の子供たちに信仰箇条第3条を暗唱させる。年少の子供には内容の復習をする。分かり 

にくぃ言葉や概念はよく説明する。 

2.黒板に教義と聖約19 ：16を書き，年長の子供たちに一緒に朗読させる。この聖句の「神」 

はイエス•キリストであることを説明する。この聖句につぃて子供たちに自分の言葉で説 

明させる。 

天父はわたしたちを愛し，わたしたちとともに再び生活したぃと思っておられることを説 

明する。しかし，その前に，わたしたちはすべての罪を悔ぃ改めて赦しを受けなければな 

らなぃ。 

•イエス•キリストはなぜわたしたちのために進んで苦しみを受けられたのでしょうか。 

(わたしたちを愛しておられるから） 

•イエス•キリストが苦しみを受けられたために，わたしたちはどんな恵みを受けました 

か。（わたしたちの罪のために苦しまれたので，悔ぃ改めることにより赦しを受けること 

ができる） 

以下の「とくべつなメッセージ」の複写と鉛筆を，読み書きのできる子供全員に配る。 

メッセージを一緒に読む。空欄に入る言葉が分かる人がぃるか尋ねる。最初の空欄には 

「しょくざぃ」が入り，2番目には「くぃあらため」が入る。子供たちに言葉を入れさせる。 

そしてそれを家に持ち帰り，両親の前で読んで，初等協会で学んだことを説明させる。 

メッセージを全員で朗読してクラスを終える。 

3.「おそれずぎをなせ」（『子供の歌集』80)を歌うか，または歌詞を朗読する。歌詞は本書 

の巻末に掲載されている。 

とくべつなメッセージ  

イエスさまが をしてくださつたので 

わたしは をするならば， 

ゆるしをうけることができます。 
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互いに赦し合う 第po課 

目 的 人を赦すという戒めに従いたいと望むようになる。 

準 備 1.教義と聖約64: 9を祈りをもって勉強する。 

2.「ぶんぷん」と「にこにこ」という言葉を顔の切り抜き絵（3-6)のそれぞれの裏側に書 

さ人れる。 

3.息子アルマの話（モーサヤ27章参照。第22課）を復習できるように準備しておく。 

4.教材 

a.教義と聖約 

b.切り抜き絵3-3「息子アルマ」；3-4「モーサヤの4人の息子たち」；3-6「顔」 

c .朱色と白の布または紙。白いものは純白のものにする。 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

イエス•キリス卜に従う�

注意を引くための これからすることを全部まねしてほしいと子供たちに言う。立ったり，背伸びをしたり， 

活動 笑ったり，腕を組んだりして，まねをさせる。 

教師のしたことを全部したということは，教師に従ったことになることを説明する。だれか 

に従うということは，その人と同じことをすることである。 

これから，イエスに従うとでも大切な方法を学ぶことを述べる。 

イエスはわたしたちを愛し，赦してくださる�

物語の復習 子供たちに息子アルマの改宗の話を復習させる。切り抜き絵を使うとよい。 

次の点を明確にする。 

1.初め，息子アルマは，イエスが救い主であることを信じなかった。そればかりでなく人 を誘 

惑して数多くの悪い行いをさせた。彼は，イエスの教えと教会は真実ではないと教えた。 

•父アルマと教会の会員たちはどう感じたでしょうか。 

2.息子アルマは悪い人で，悪い行いをたくさんしたにもかかわらず，イエスは彼を愛してお 

られた。 

•イエスは息子アルマにどのように愛を示されたでしょうか。（悔い改めるように命じられ 

た。モーサヤ27 ：11-16参照。またすベての罪を贖うことにより愛を示された。これに 

よってアルマは悔い改めて罪の赦しを受けられるようになった） 

•アルマの父と教会の人々は，どのようにアルマに愛を示したでしょうか。（アルマが快復 

するように，祈って断食した。モーサヤ27 ： 21-24参照） 

3.息子アルマは，自分の行いが悪かったと感じ，悔い改めた。 

•息子アルマが悔い改めた後で，イエス•キリストはどうされましたか（赦された。モー 

サヤ27 ： 28参照)。 

•悔い改めた後で息子アルマは何をしたでしょうか（アルマは国中を巡り歩いて，人 に 

自分に起こったことを宣べ伝えた彼は，イエス•キリストと教会について真実を教えた。 

モーサヤ27 ： 32参照）。 
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息子アルマを愛して赦されたように，イエス•キリストはわたしたちが犯した過ちを悔い改 

めるときにわたしたちを愛し，赦してくださることを説明する。 

わたしたちは人を赦すべきである�

話し合い •だれかがあなたを押し倒したり，けがをさせたりしたら，あなたはどう感じますか。 

•だれかがあなたをばかにしたり，からかったりしたら，あなたはどう感じますか。 

•友達から仲間外れにされたとしたら，あなたはどう感じますか。 

•だれかがあなたの物を壊してしまったら，あなたはどう感じますか。 

各 の質問に答えさせ，だれかに不親切にされたり，傷つけられたりすると，わたしたちは 

普通腹を立てることを説明する。 

切り抜き絵の怒った顔を見せる。（年長の子供の場合は言葉の書いてある方の面を使ってもよい） 

腹を立てたときはどのような気持ちがするか話し合う。だれかに対して腹を立てているとき 

は嫌な気持ちがすることを強調する。 

•腹立たしい気持ちになるとわたしたちはどんな行いをしたくなりますか。（怒ると天父やイエ 

ス•キリストが望んでおられることをしたくなくなる点を強調する） 

わたしたちは，イエスがわたしたちを赦してくださるように，人を赦さなければならないこ 

とを説明する。人に傷つけられたとき，その人を赦すのは簡単なことではない。しかし，主 

は御自身の模範に従うように望んでおられる。 

•赦すとはどういうことですか。（救い主にとって赦しとは，わたしたちが悔い改めると，犯し 

た罪に伴う罰を帳消しにしてくださるということである。また，義にかなった生活をするよ 

うに助けてくださる。わたしたちにとって赦しとは，その人を愛し，その人がどんなことを 

わたしたちに対してしたとしても，それに対して悪い気持ちを抱かないということである） 

子供たちに朱色の布または紙を見せる。そして，イザヤ1：18から次の部分を読む。「たとい 

あなたがたの罪は緋のようであっても，雪のように白くなるのだ。」 

•この節はどういう意味だと思いますか。（白という色が清いことを意味するのに使われること 

を話す） 

朱色の布または紙を白いものに替える。朱色のものを純潔を示す白いものに替えたように， 

救い主は悔い改める人を清めることがおできになる。 

年長の子供に教義と聖約64 ： 9から次の部分を読ませる。教師が読んでもよい。「それゆえ， 

わたしはあなたがたに言う。あなたがたは互いに赦し合うべきである。」 

•だれかがあなたを傷つけたり不親切なことをしたりしたとき，イエス•キリストの赦しの教 

えに従うにはどうしたらよいでしょうか。（その人を赦して愛する） 

わたしたちは人を愛して赦すために次のことをしなければならないと説明する。 

1.怒りの気持ちや人に仕返しをしてやりたいという気持ちをなくす。 

2.不親切を忘れる。 

3.人 に親切にし，愛を示す。 

入をほんとうに赦したときには，その人の悪い行いを忘れ，怒りの気持ちを親切な愛ある気 

持ちに変えようとすることを指摘する。人を赦すということは，赦した後で大きな愛を示すこ 

とを含んでいる。 

怒った顔をほほえんだ顔で覆う。言葉の書いてある面を使ってもよい。 

物語と話し合い 治君という少年の話をする。自分が治君の立場だったらどう感じ，どう振る舞うか考えるよ 

うに言う。 

治君はほかの少年たちのように背が高くありませんでした。学校には背が低いといって，治 

君をからかう子もいました。特に清君という背の高い少年はいつもからかったりいじめたりし 

てきました。 

•治君はどのような気持ちがしたと思いますか。（嫌な気持ち，怒りの気持ち） 
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ある.日治君は珍しい石を探しに丘を登って行きました。学校の宿題で岩石を採集することに 

なっていたのです。治君は家にきれいな石を幾つか持っていましたが，もっと探したいと思っ 

たのです。そのとき，どこかで聞いたことのある声がしました。清君でした。清君も石を探し 

ていたのです。清君は治君に，自分の方が先に来たのだからあっちに行けと言いました。そし 

て，丘を下りろと言って，追いかけて来ました。しばらくして，丘の上の方で大きな叫び声が 

しました。走って戻ってみると清君がひどく痛がっていました。足をくじいたらしいのです。 

•治君は清君があっちへ行けと言って追いかけて来たとき，どんな気持ちがしたと思いますか。 

•治君は清君が足をくじいたのを見てどんな気持ちがしたと思いますか。 

話の続きを聞いて，治君が何をしたか理解させる。 

治君は清君を助けようとしましたが，力が足りませんでした。治君は清君を慰めて，助けを 

呼びに走って行きました。 

治君はお父さんを連れて来て，二人で清君を丘から下ろし，自分たちの家へ運びました。治 

君のお母さんは清君の足に包帯を巻きました。治君は自分の石を清君に分けてあげました。清 

君は倒れたときに石をなくしてしまったからです。 

清君は今まで治君にしたことを赦してほしいと謝りました。治君はにっこり笑いました。ニ 

人は親友になりました。 

•治君は赦すという戒めにどのように従いましたか。（自分にいじわるをした人を赦して親切にした） 

•治君は赦したことをどのように表しましたか。（清君を助けようとした。お父さんを連れて来 

て清君を助けた。清君の友達になった） 

•治君にとって，清君の行いを赦し，清君を助けることは簡単なことだったと思いますか。 

治君にとって，それまで清君が自分にしてきたことを忘れるのはとても難しいことだったか 

もしれないが，治君はイエス•キリストの戒めに従って赦したことを指摘する。 

ロールプレー 子供たちに次の場面を演じさせる。全員が参加できるようにする。それぞれの場面で感じる 

気持ちを表現させる。また，赦しの戒めに従うにはどうしなければならないかを説明させる。 

怒りの気持ちを愛と親切な気持ちに変え，意地悪をしようという気持ちをなくして親切に振る 

舞わせる。それぞれの場面の後に書いてある質問を参考にするとよい。 

1.田中君と池田君がサッカーをしていました。中川君が走って来て田中君をつき倒し，ひざ 

にけがをさせてしまいました。しばらくたってから中川君が田中君の家に来て，一緒に 

サッカーをしないかと聞きました。 

•田中君は中川君につき倒されたときどのように感じたでしょうか。 

•田中君は中川君がサッカーをしようと誘いに来たとき，どのようにして赦しを中川君に 

表すべきでしょうか。（たとえ赦しを請わなくても，また自分のしたことを悪いと感じて 

いなくても，みんなを赦さなければならないことを強調する） 

2.信彦君と正子さんは将棋をしていました。正子さんが勝ちました。信彦君は怒って将棋板 

をテ一ブルから床に落としてしまいました。次の日，信彦君は正子さんにもう一度将棋を 

やろうと言いました。 

•正子さんは信彦君が将棋板を落としたとき，どう感じたと思いますか。 

•正子さんは信彦君がもう一度将棋をやろうと言ってきたとき，どうすべきでしょうか。 

(謝ってくれなくても，どんな人でも赦さなければならないことを強調する） 

3.美恵ちゃんは学校の帰りにいとこの英二君の家に寄りました。美恵ちゃんは母の日のプレ 

ゼントを持っていました。英二君が急に出て来てプレゼントをつかみました。そして，そ 

れを落としてしまったので，壊れてしまいました。その日の夕方，英二君が来て美恵ちゃ 

んにごめんなさいと言いました。 

•美恵ちゃんはどのように感じたでしょうか。 

•美恵ちゃんは英二君が来たときにどうするべきでしようか。 
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教師の提示 だれかに従うということは，その人と同じことをすることであると再び述べて締めくくる。 

わたしたちがイエスに従おうとするならば，わたしたちは人を赦すという主の戒めに従わなけ 

ればならない。あなたが人を赦してよい気持ちを味わった経験を子供たちに話してもよい（子 

供たちが知っている実名は使わない)。赦すために何をしなければならないかを子供たちにもう 

一度考えさせる。 

1.怒りの気持ちや人に仕返しをしてやりたいという気持ちをなくす。 

2.不親切を忘れる。 

3.人 に親切にし，愛を示す。 

これから1週間，人を赦すことをいつも覚えておくように話す。そして，次回のレッスンで人 

を赦したときの気持ちを話させるので準備をするようにと言う。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用ぃてもよぃし，復習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.年齢の低ぃ子供たちに長ぃ単語（ぃりおもてやまねこ）などを言わせる。長ぃ言葉の中に 

はなかなかうまく言えなぃものがあるが，「ゆるしてあげる」とぃう言葉もなかなか言えな 

ぃことがある。でも，「ゆるしてあげる」とぃう言葉が悲しぃ気持ちを明るくしてくれるこ 

とを説明する。 

2.「人をゆるせるように」（『子供の歌集』99)を歌うか，歌詞を朗読する。歌詞は本書の巻 

末に掲載されてぃる。 

3.子供たちと次の指遊びをする。（靴下を手にかぶせて小さな目を描き，指人形にしてもよぃ） 

二人の友だちが右と左にぃて（両手をこぶしを握って挙げる） 

あらそぃをしてぃましたが，けんかになりました。（こぶしをぶつけ合う） 

その日は二人とも楽しくありませんでした。 

なかよくあそぶことを教わってぃたからです。 

すると一人がはずかしくなってうなだれました。（右手を下げて後ろを向く） 

もう一人も同じことをしました。同じようにかんじたからです。（左手を下げて後ろを向く） 

さぃしよの人が言ぃました。「ぃぃことがある。」（手をたたく） 

「ぼくがわるかったんだ。ごめんなさぃ。ゆるして。」 

もう一人も言ぃました。「ぼくの方こそ本当にごめん。」 

「これからなかよくして，楽しくあそぼう。」（腕を組んで座る） 

4.紙に鉛筆で薄く点を幾つか付ける。黒板にチョークで書ぃてもよぃ。これは間違った行ぃ 

や選択を表す。次にその点を見えなくなるまで完全に消す。わたしたちが悔ぃ改めれば， 

イエス•キリストはまるで消しゴムや黒板ふきで点を消すようにわたしたちの罪を消して 

くださる。（クラスの前に練習しておくとよい） 
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主は宣教師を助けてくださる 

目 的� 宣教師が教会について教えるとき，イエス•キリストが助けを与えてくださることを理解させるc 

準 備 1.アルマ17-19章を祈りをもって研究する。 

2.あなたのワードから伝道に出ている宣教師か，手紙を送ることのできる知り合いの宣教師 

を一人選んでおく。子供たちに何を書いたらよいか（絵でもよい）教えることができるよ 

う準備しておく。 

3.信仰箇条第7条を朗読できるように準備する。「ニーファイのように」（『子供の歌集』172) 

を歌うか，歌詞を朗読できるように準備する。 

4.教材 

a.モルモン書 

b.紙と鉛筆またはクレヨン（人数分） 

c.宣教師の名札 

d.絵3-50「ラモーナイ王の羊の群れを守るアンモン」（『福音の視覚資料セット』310) 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をするc 

注意を引くための 

活動 

イエス•キリス卜はアンモンが良い宣教師になれるように助けてくださった�

一人の子供に助けてもらう。その子をみんなの方に向いてみんなの前に立たせる。 

•「その子の名前」が宣教師のように見えるようになるには，何があったらいいでしょうか。 

その子の胸に名札を着ける。この名札はイエス•キリストの僕であることを示すものである。 

そのことを説明する。「長老」や「姉妹」という称号がどれほど大切なものであるかを話す。 

中央幹部でさえ長老という称号で呼ばれる。 

話し合い 子供たちの中で，自分の兄弟や姉妹や祖父母，親戚で現在伝道に出ている人または伝道に出 

たことのある人が何人いるか尋ねる。親戚の人の伝道の経験を話させるとよい。中には両親の 

伝道のときの話をしてくれる子供もいるだろう。みんながどこで伝道し，伝道中どんなことを 

したか尋ねる。 

教師の掲示 イエス•キリストは地上のすべての人 を愛しておられることを話す。主は，すべての人に 

まことの教会について知ってほしいと望んでおられる。主は特に，宣教師があらゆる場所で 

人 に真理を伝えようとすることを喜んでおられる。 

絵と物語 絵3-50「ラモーナイ王の羊の群れを守るアンモン」を見せる。アンモンという若者がどの 

ようにして良い宣教師になったかを，自分の言葉で話す（アルマ17-19章参照)。 

アンモンは，ニーファイ入の王子でした。彼はモーサヤ王という義にかなった王様の息子でした。 

アンモンは王になるよりもイエス•キリストの福音をレーマン人に伝えたいと思いました。 

アンモンはイエス•キリストを愛し，イエス•キリストに仕えたいと望んでいました。彼は 

御霊の助けが得られるように断食して祈りました。 

アンモンがレーマン人のところへ行くと，レーマン人たちは敵だと思って彼を縛り上げ，王 
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のところへ連れて行きました。ラモーナイ王はアンモンが気に入り，生かしておきました。 

ある日，アンモンとほかの僕たちが羊に水を飲ませようとしていると，王の敵がやって来て， 

羊を追い散らしました。王の僕たちは恐れました。王は羊を盗まれたりなくしたりした人を殺 

すということを知っていたからでした。 

アンモンはそれを聞いて助けてあげようと言いました。彼は，自分が泥棒をやっつけるから， 

羊を集めるようにと彼らに言いました。彼は主の御霊が助けてくれることを知っていたのです。 

敵はアンモンが追って来るのを見ても恐れませんでした。敵は大勢でアンモンは一人だった 

からです。泥棒たちは御霊がアンモンを助けていることを知りませんでした。アンモンはすご 

い力を振るって石投げ器で石を投げ始めたので，彼らは驚きました。彼らはやがて石ではアン 

モンを撃てないことが分かりました。主の御霊がアンモンを守っていたのです。 

泥棒たちは今度は棒で打ち殺そうとしましたが，アンモンは主から強い力を授かっていたの 

で，棒を振り上げた人は皆アンモンの剣にかかって腕を切り落とされました。泥棒たちは驚い 

て逃げ出しました。こうしてアンモンは主の助けによって王の羊を守ることができたのでした。 

話し合い •御霊はアンモンをどのように助けましたか。（御霊はアンモンを泥棒から守り，彼らを打ち負 

かすことができるように強い力を与えた） 

では，宣教師たちは救い主の教会について人 に教えるのに戦ったりする必要はないことを 

指摘する。アンモンが戦ったのは王の羊を守るためだった。 

アンモンの働きを知ったラモーナイ王は，アンモンの言葉を聞く気になりました。ラモーナ 

イ王は，アンモンが忠実な僕であり，アンモンの言うことは真実であり，信頼できることを知 

りました。アンモンは王とその民にイエス•キリストの祝福について話しました。 

聖 文 アルマ18: 33の最初の文を読む。これはアンモンの話の後でラモーナイ王が語った言葉である。 

ラモーナイ王の信仰は強かったので，それからは悪い行いをしようと思わなくなったことを 

述べる。王は天父とイエス•キリストを信じ，教えに従いたいと思った。王は福音を聞いてと 

ても喜び，アンモンに教えられたことをすべて民に教え始めた。 

アルマ19: 35を読む。読んでいる間，アンモンが良い宣教師となるのを御霊が助けたために 

何が起こったか考えるように言う。 

御霊は宣教師を助けてくれる�

アンモンがその時代に良い宣教師であったように，たくさんの宣教師が現在世界宁でまこと 

の教会について宣べ伝えていることを説明する。御霊は，アンモンを助けたように今日のすべ 

ての宣教師を助けている。 

歌 子供と一緒に「ニーファイのように」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

ニーフアイのように 

よいちちははよりふくいんまなび 

いましめまもる 

ヒラマンのゆうしのように 

こどものときからおしえうけ 

みことばのべつたえる 

(ジャニス.カップ*ペリ一作：©1983 Janice Kapp Perry,許可を得て転載） 

物 語 御霊が宣教師を助けた次の話をする。 

ある一人の若い男性がボリビアで伝道するように召されました。そして彼は，福音を聞きた 

いという人があまりいない地域に送られました。彼は同僚と一緒に頑張りましたが，あまりう 

まくいきませんでした。そしてある晩のことです。雨がひどくなりました。村を流れる川の水 

かさが今まで見たことがないほどが増えています。村と町を結ぶ道路のたった一つの橋が流さ 
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れてしまいました。村は混乱状態に陥りました。 

この若い宣教師は助けを求めている人たちを見ると，素早く天のお父様に祈りをささげて水 

に飛び込み，その人たちを助けました。天のお父様は彼が大勢の人 の命を救い，傷ついた人 

を助け，飢えている人を助けられるように，力を与えてくださいました。 

彼のこの偉大な奉仕の業のおかげで，それまで彼や同僚の話を聞こうとしなかった人が話を 

聞いてくれるようになりました。人 は彼を愛するようになり，彼を訪ねて来るようにもなり 

ました。そして彼のイエス•キリストについての証やジョセフ•スミスを通して回復された福 

音を受け入れました。こうしてわずか数か月間で，たくさんの人 が教会に入ったのです 

(F • メルビン.ハモンド，"You Can Make a Difference, ” New Era，1991年 3 月号，44 — 47参照）。 

•天父はこの宣教師をどのように助けられましたか。 

天父とイエスは宣教師を愛し，彼らが人 に教会について教えるとき，助けを与えてくださ 

ることを述べる。宣教師たちは，天父とイエスに近くあり常に御霊を受けることができるよう 

に，度 断食して祈る。 

信仰箇条 教会の会員，特に宣教師たぢは特別な霊的な賜物を受けることを説明する。信仰箇条第7条は 

そのことについて述べている。全員で何回か信仰箇条第7条を繰り返す。それから，次の部分を 

強過1る。 

「わたしたちは，異言，……異言の解釈などの賜物があることを信じる。」 

物 語 異言を語る力の賜物を受けた一人の宣教師の話をする。現在中央幹部となっている菊地長老 

は，宣教師だったとき，英語をほとんど話すことができなかった。次の話をする。 

「菊地長老は教会に加わり，……やがて宣教師としての召しを受けました。そして彼はとても 

霊的な経験をしました。 

わたしが福岡で伝道していたとき，中央幹部になったばかりのゴードン.B•ヒンクレー長 

老が伝道部を訪れました。ヒンクレー長老はアジア地域の担当でした。そして，宣教師大会が 

開かれました。 

当時わたしは，英語は『おはようございます』『こんにちは』『お元気ですか』『ありがとう』 

しか話せませんでした。わたしは集会で何が話されているのか知りたいと非常に強く思いました。 

それは霊感に満ちあふれた集会でした。わたしは御霊を感じましたが，言葉は理解できませ 

んでした。 

ヒンクレー長老が証を述べ，言葉を理解しようと熱烈に祈っていた菊地長老を除いて，すべ 

ての宣教師がかわるがわる証を述べました。最後に，ヒンクレー長老が立って，一人を除いて 

すべての人が証を述べたと言いました。それから彼は菊地長老に，話すようにと言いました。 

わたしは何を言われたか分かりませんでした。同僚がわたしをそっと突ついて，ヒンクレ一長老 

が言ったことを教えてくれました。その場に立ったわたしはよい気持ちを感じましたが，『アジアで 

教会を成長させるために，英語を理解したい』とずっと歯ぎしりをするような思いでした。 

わたしは一つか二つの文章を日本語で言いました。そのとき，心の中に不思議な気持ちがわ 

いてきました。わたしは英語で話し始めていたのです。みんなは後で，とても上手な英語だっ 

たよ，と言いましたが，わたしは自分の言ったことを理解できませんでした。わたしは自分が 

良い証を述べたと信じています。 

証を述べ終わると，ヒンクレ一長老はこの若い宣教師に，あなたは祝福を受けることでしょ 

う，と約束しました。『ヒンクレ一長老はわたしに，主がわたしをこのアジアの主のぶどう園に 

シオンを打ち建てる大きな業に召すために，備えておられると言われたのです。』」（ゲリ一-

エーバンド，“War's tragedy lead to gospel，，’ Church News，1977年10月29日付，5) 

•主は宣教師だった菊地長老をどう助けてくださったでしょうか。 

•あなたがもし菊地長老のような経験をしたらどんなふうに感じたでしょうか。 

歌 信仰箇条7条を子供たちと朗読する。 
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宣教師に手紙を書くことによって宣教師を助けられることを話す。だれに手紙を書くかはあ 

なたが決めてもよいし，ワ一ドから伝道に出ている宣教師の中から子供たちに選ばせてもよい。 

宣教師は手紙をとても楽しみにしていること，またイエス•キリストが宣教師を助けてくだ 

さっていることを聞くと喜ぶことを説明する。子供たちほ何を書いたらいいか考えさせる。ま 

たグループみんなの考えをまとめたグループの手紙でもよい。宣教師になったときの自分の姿 

を描かせて家に持ち帰らせるか，手紙の中に入れさせる。 

宣教師が人 に福音を教えるときに御霊が助けてくれることを証する。人に福音を伝えよう 

としたときに御霊の助けを受けた経験を話すとよい。ほかの人の体験でもよい。 

子供たちにこれから1週間宣教師になって，友達に福音を伝えるか，モルモン書をプレゼント 

するように言う。（このクラスプロジェクトについては監督または支部長に話し，資金援助をし 

てもらう） 

一人の子供に閉会の祈りをさせる。真実の教会について教える宣教師を助けてくださること 

を天父に感謝させる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用いてもよいし，復習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.帰還宣教師をクラスに招き，伝道中に助けを受けた経験について話してもらう。（その人が 

ほかのワ一ドの人であれば，監督から必ず許可を得るようにする） 

2.「宣教師になりたい」（『子供の歌集』169)を歌うか，または歌詞を朗読する。歌詞は本書 

の巻末に掲載されている。子供たちが喜ぶようであれば，この歌をレッスンの中で何度か 

繰り返して歌うとよい。 

3.今から良い宣教師になる準備をするにはどうしたらよいか話し合う。正しいことをし，人 

に親切にすることが良い宣教師になる準備であることを説明する。正しいことをすれば天 

父が助けて祝福してくださることを話す。 

4.「モルモン書の物語」（『子供の歌集』62)の1番と5香を歌うか，または歌詞に合わせて動 

作をする。 

モルモンしよのものがたりは 

レーマンじんのふるいれきし 

うみのむこうからきたたみが 

ただしいときはさかえた 

アンモンはおうのひつじまもり 

レーマンじんにおしえひろめるため 

どんなときにもちからづよく 

ただしいもはんしめした 

5.年少の子供たちのためには以下に示す「イエスさまは子どもがすき」の言葉を使って動作 

をする。イエス•キリストはわたしたちを愛してくださっているので，みんなにほんとう 

のイエス•キリストの教会について知ってほしいと思っておられることを説明する。 

イエスさまは子どもがすき（手を前に広げる） 

まだまだちっちゃいけれど（手で背が低いことを示す） 

かごの中の赤ちゃんも（揺りかごを揺する動作をする） 

大きく強くなるでしよう（手を頭の上に挙げる） 

手紙を書く活動 

教師の証 
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第 2 5 課 

目 的 わたしたちも伝道することができることを理解させる。 

準 備 1.教義と聖約133: 37を祈りをもって勉強する。 

2.宣教師の少年または少女の絵を複写するか写し取ったもの（人数分） 

3.巻末に載っている「宣教師になりたい」（『子供の歌集』91)を歌うか，または歌詞を朗読 

できるように準備する。 

4.教材 

a.教義と聖約 

b.紙とはさみとクレヨン 

c.絵3-51「山上の垂訓」（『福音の視覚資料セット』212) 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。世界中の宣教師のために祈るように言う。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

注意を引くための 

活動 

わたしたちはイエス•キリス卜の福音を教えるお手伝いができる�

だれか手伝ってくれる人を募る。「始め」と言ったら部屋にいる人全員に紙を配ってほしいと 

その子供に説明する。配り終わったらまた紙を集める。配る人数が増えればもっと速く配れる 

かどうか子供たちに尋ねる。もう一人配る人を募る。二人に半分ずつ配らせる。二人になると， 

一人のときよりどれだけ速くできるかを指摘する。配ってくれた子供を席に着かせ，紙を再び 

集める。（人数が少ない場合は配る紙の種類を多くしてもよい） 

絵 絵3-51「山上の垂訓」を見せる。 

イエス•キリストは福音を教える助け手が欲しいと望んでおられることを説明する。助け手 

がたくさんいれば，世界中の人 に教えを広めることができる。イエス•キリストはすべての 

人に教えを知ってもらいたいと望んでおられる。 

聖句を使った 教義と聖約133: 37を読む。「福音」とはイエス•キリストの教えであることを説明する。「部族」と 

話し合い は親戚の集まり，「国語」とは言葉のこと，そして「民族」とは国や人種などの意味である。 

•聖文にはどんなことが起こると書いてありましたか。（福音がすべての人に宣べ伝えられる） 

•天父のために福音を教えるお手伝いをする人をわたしたちは何と呼んでいますか。（宣教師） 

教会のすべての会員は，何歳であっても，イエスの教えを人 に宣べ伝えることによって宣 

教師になれることを述べる。 

物 語 道夫君という少年がどのようにして宣教師になったかという物語をするのでよく聞くように言う。 

道夫君は学校が大好きでした。特に担任の山根先生が大好きでした。 

ある日山根先生は，大きくなったら何になりたいか絵に描くようにと言いました。道夫君は 

何を描こうかと迷ったりしませんでした。背広を着て聖文を持って通りを歩いている男の人の 

絵を描いたのです。道夫君は，何よりもまず，大きくなったらお兄さんのような宣教師になり 

たいと思っていました。 

先生は道夫君の絵を見て，何を描いたのか分かりませんでした。山根先生は教会員ではな 
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かったので，道夫君が描いた人が何をしているのか分からなかったのです。先生は，道夫君に 

説明してほしいと言いました。道夫君は大きくなったら末日聖徒イエス•キリスト教会の宣教 

師になりたいと言いました。山根先生は，道夫君の夢がおまわりさんやお医者さんになること 

ではなく，教会の宣教師になることだと知って驚きました。 

授業が終わった後で先生は道夫君に，なぜ宣教師になりたいのか話してほしいと言いました。 

道夫君は，教会が大好きであることと，お兄さんが宣教師としてどのように伝道しているか 

について話しま•した。彼はまた，教会の教えはイエス•キリストの教えなのでほんとうの教え 

だと言いました。 

その夜，道夫君は両親に山根先生のことと描いた絵について話しました。道夫君は両親に山 

根先生を食事に招待して教会について話してほしいと頼みました。 

次の日，道夫君は食事に招待することを書いた手紙を山根先生に届けました。先生はこの招 

待を受け，数日後に道夫君の家を訪れました。山根先生は道夫君の家族と楽しく時を過ごし， 

それから度 訪問するようになりました。彼らは教会について何度も話し合い，6か月後に山根 

先生はパプテスマを受けました。先生は道夫君が教会について教えてくれたことを今も感謝し 

ています。 

宣教師になる方法はたくさんある�

復 習 子供たちに宣教師になる方法はいろいろあることを説明する。この中で子供たちが知ってい 

るものがないかどうか調べる。これから言うことをよく聞くように言う。そして，宣教師にな 

るための良い方法であれば立たせる。あまり良くない方法のときは座ったままでいさせる。 

•友達を仲間外れにする。 

*友達を初等協会に誘う。 

•教会員でない友達にイエス•キリストの教会について話す。 

•近所の人に失礼なことをする。 

•伝道のためにお金をためる。 

•聖餐会の間敬虔にする。 

•学校のテストでカンニングをする。 

•人の物をことわりもなく使う。 

•親の言うことを守らない。そしてそのことを友達に自慢する。 

•友達を家庭の夕べに招く。 

•近所に引っ越してきた子と一緒に遊ぶ。 

•クラスの友達をからかって泣かせてしまう。 

眷宣教師のために祈る。 

宣教師になるためにあなたが取った方法を子供たちに紹介してもよい。また子供たち自身や 

家族が福音を分かち合った経験について話させることもできる。 

まとめ�

活 動 子供たち一人一人に宣教師の少年または少女の配付資料を配る。そして，それに自分の顔を 

描かせる。また名札に自分の名前を書き，本にはモルモン書と書く。色を塗り終わったらそれ 

ぞれの絵を切り抜く。 

歌 「宣教師になりたい」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

子供に閉会の祈りをさせる。みんなに宣教師になる機会を与えてくださったことを天父に感 

謝させる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用ぃてもよぃし，復習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 
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1.最近改宗した人にクラスに来てもらい，改宗のときにどんな人の助けを受けたか話しても 

らう。（自分のワード/支部以外から来てもらうときは，必ず監督または支部長の許可を得 

ること。自分のワード/支部の人の場合は初等協会会長の許可を得るようにする） 

2.次の場面について話した後でロールプレーをさせる。 

a.教会員でないあなたの友人が，あなたが「神の子です」を歌っているのを聞いて，何 

の歌なのと尋ねました。この機会を利用して教会のことを説明し，初等協会に誘おう 

と思います。どうしたらよいでしょうか。 

b.近所に新しい子が引っ越して来ました。恥ずかしがり屋で，まだ友達がいません。良 

い宣教師になるにはどうしたらいいでしょうか。 

c.日曜日の朝，あなたの弟は起きましたが，教会に行きたくないと言います。良い宣教 

肺になるにはどうしたらよいでしょうか。 

3.第24課のアンモンの話を絵（3-50)を使ってもう一度紹介する。ボールなど柔らかいもの 

を投げて，受け取った子供に質問に答えさせる。正しく答えられたら立ってボールを投げ 

返させる。全員が答えられるまで続ける。 
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聖霊はわたしたちを 
導いてくださる 

目 的 聖霊はわたしたちが正しいことをするように助けてくださり，また危険を知らせてくださる 

ことを理解させる。 

準 備�

レッスン�

1.1ニーファイ4:16; 2ニ一ファイ32: 5;教義と聖約8: 2を祈りをもって研究する。 

2.ゲームで使う9つの質問をそれぞれ紙に書き，袋に入れておく。 

3.「正しい道えらぼう」（『子供の歌集』82)と「聖霊」（『子供の歌集』56)を歌うかまたは 

歌詞を朗読できるように準備する。歌詞は本書の巻末に掲載されている。 

4.教材 

a.モルモン書と教義と聖約 

b.目隠しに使うハンカチあるいは布 

c.黒板，チョーク，黒板ふき 

d.絵3-52「馬を止めて息子を救う父親」；絵3-53「キャロライナの祈り」 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

注意を引くための 

活動 

聖霊はわたしたちを導いてくださる�

次の活動をする際に協力する子供を一人選ぶ。 

その子供をドアのそばに立たせ，目隠しをし，自分のいすを探して座るように言う。助けは 

与えない。（けがをしないように気をつける） 

もう一度繰り返す。今度は別の子供にそばについて教えさせながら行う。 

目隠しを取って，子供を席に返！す。 

•なぜ（子供の名前）さんは2回目の方が簡単にいすを見つけられたのでしようか。 

黒板を使った 

話し合い 

黒板に「みちびく」と書く。人を導くということは，その人に行く方向を教えたり，何らか 

の方法で助けたりすることであると説明する。 

天父とイエス•キリストは，わたしたちが人生において特別な助けを必要とする時が来るこ 

とを知っておられた。御二方はわたしたちを導いてくださる御方を送ろうと約束された。 

聖句と絵と物語 教義と聖約8 ： 2を読んで聞かせる。これから絵3-53「キャロライナの祈り」を見せて次の 

話をする。 

スウェーデンにキャロライナという名の小さな女の子が住んでいました。キャロライナと弟 

のエリックはいつも一緒でした。キャロライナはエリックを愛していたので，いつもよく面倒 

を見ていました。エリックは4歳です。二人の家は海の近くでした。たくさんの船が港に出入り 

するのが見えます。船は食糧や機械を積んできました。キャロライナとエリックのお父さんは 

そのような船で働いていました。 

ある日，二人は丘の上で，大きな船が水の上を滑べるように動いて行くのを眺めていました。 

キャロライナが言いました。「エリック，下に行って荷物を下ろすところを見ようよ。すごく 

大きな船vよ。何を積んでるのか見たいわ。じゃまにならなければ見ていてもお父さんにしから 

れないと思うよ。大きな箱に座ってればみんな見えるからね。」 
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第12課 

エリックはうれしそうにキャロライナと手をつないで丘を駆け下りました。そして下に着い 

た二人は，線路伝いに行くことにしました。その方が海岸まで近かったからです。 

線路伝いに歩きながら，キャロライナはきれいな花を見つけました。キャロライナはエリッ 

クの手を放してその花を摘み始めました。 

エリックはスキップをしながら線路のまくら木の間を跳んで行きました。このゲームがおも 

しろくてたまらない様子でした。すると突然，キャロライナは叫び声を耳にしました。顔を上 

げると，エリックが叫んでいます。「キャロライナ，キャロライナ。足が挟まっちゃった。抜け 

なぃょぅ。」 

キャロライナは手に持っていた花を放り投げてエリックのところに行きました。エリックは 

痛さと恐れのために泣いています。キャロライナはエリックの足を穴から出そうとして，エ 

リックの体を何度も引っ張りました。でも，足は抜けません。腰に腕を回して体を持ち上げよ 

うともしました。でもエリックは足が痛くて大声で泣くばかりです。引っ張れば引っ張るほど 

痛みが強くなります。キャロライナは言いました。「エリック，わたしのカじゃできないわ。だ 

れかに助けてもらわなくちゃ。すぐ戻るから。」 

キャロライナは線路沿いに走りだしました。ところがカーブの所に来ると，ずっと向こうに 

汽車が見えます。キャロライナは時間がないと思いました。運転士が気づいてブレーキをかけ 

ても間に合わない距離だったからです。 

•キャロライナには何ができたでしょう。 

キャロライナは振り向くとエリックのところに走って行きました。そして，怖くて仕方がな 

かったのですが，もう一度足を引っ張ってみました。そして天のお父様にこう祈りました。「天 

のお父様，助けてください。どうしたらいいか分かりません。助けてください。」 

突然キャロライナはすごく小さな声が聞こえたように思いました。その声が「靴のひもを解きなさ 

い」と言うのです。キャロライナは震える手で靴のひもを解きました。エリックの靴は線路のまくら 

木の下にはまったままでした。でも，キャロライナが強く引っ張ると，足だけがすっぽり抜けたので 

す。二人は勢い余って線路のそばに倒れました。二人は急いで線路から離れました。するとそこを 

汽車が蒸気を上げながら，二人をかすめるように走り去って行きました。 

汽車が走り去ると，エリックはまた泣きだしました。「ぼくの靴見てよ。」つぶれて変な形に 

なっています。キャロライナはそれを上手に元どおりにしました。そしてエリックを抱いてこ 

う言いました。「靴なんかいいのよ。それより天のお父様がわたしの祈りにこたえてくださった 

ことに感謝しなくちゃ。天のお父様の助けがなかったら，どうしたらいいか分からなかったん 

だから。」 

キャロライナはエリックを抱き締めました。弟の命を救えたことがうれしくてたまりません 

でした。二人はしっかりと手をつないでお父さんのところに行きました。そして天のお父様が 

聖霊を通してキャロライナの祈りにこたえてくださったことをお父さんに話しました。 

話し合い •キャロライナを助けてくださったのはどなたでしょう。 

•聖霊はどのようにしてキャロライナが弟の命を救えるように助けてくださったでしょうか。 

聖霊はいろいろな方法でわたしたちを助けてくださることを指摘する。ほとんどの場合，聖 

霊はわたしたちの心に語りかけられる。聖霊が語りかけられると，わたしたちはどうしたらい 

いかと心に感じる。しかし，助けを与える声をじかに聞く人もいる。 

歌 「聖霊」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

聖霊はわたしたちが正しいことをするように助けてくださる�

次の亜紀子と譲ニの話をして，聖霊が彼らを正しいことをするようにどう助けてくださった 

かを見つけるように言う。 
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物語と話し合い 夏の初めに亜紀子さんの友達が彼女を水泳に誘いました。行く前に亜紀子さんは去年の水着を 

試着してみました。亜紀子さんはびっくりしました。水着がすごく小さくなっていたからです。 

そのまま着ると，体の線が強く出てしまい，あまりふさわしいとは言えません。 

亜紀子さんは友達が待っていたので，早く彼女の家に行きたかったのですが，一つの考えが 

心に浮かびました。天のお父様とイエス•キリストはつつましい服装をするように教えておら 

れます。もし去年の水着を着て行ったら，嫌な気持ちがするでしょう。別の水着にすべきだと 

亜紀子さんは思いました。 

亜紀子さんはお姉さんのところに行きました。そして彼女が持ってる水着で借りられるものがな 

いか見てもらいました。二人はお姉さんの古い水着で亜紀子さんにぴったりのものを見つけました。 

亜紀子さんはお姉さんにお礼を言ってその水着に着替え，友達の家に走って行きました。 

亜紀子さんは正しいことをしたので幸せでした。 

•聖霊は亜紀子さんが正しいことができるようにどのように助けてくださったでしょうか。 

物語と話し合い ジョージとジョージの友達は，サッカーが大好きでした。彼らは学校の休み時間にサッ力一 

をしたり，テレビで観戦したり，自分の好きなチームのことを知るのに雑誌を買って読んだり 

もしました。またサッカーの試合を見に行ったり，すごいプレーについて話したりしました。 

決勝戦が近づいてきました。ジョージはとても面白い試合になるだろうと思っていました。 

でも，決勝戦は，テレビでは，日曜日の集会と同じ時間に放送されることになっていました。 

ジョージの友達たちは家でお父さんと試合を見ることに決めていました。ジョージも一緒に 

見に来るように誘われていましたが，教会の集会を休むことはよくないと感じていました。 

ジョージは家にいて試合を見ることがよいことかどうか考えました。「教会には毎週行けるけ 

ど，決勝戦は年に1度しかないんだもの。1回ぐらい教会を休んだってどうってことないや。」 

ジョージが教会を休もうと決めようとしたとき，心の中に一つの考えが浮かんできました。 

「天のお父様とイエス•キリストはぼくにどうしてほしいと望んでいらっしやるだろう。」 

ジョージはこの質問について考えているうちに，どうするべきか分かりました。こうして， 

ジョ一ジは教会に行くことにしました。 

•どなたがジョージを助けてくださったと思いますか。 

•聖霊はどのようにしてジョージを助けてくださいましたか。 

聖霊が亜紀子さんに正直であるようにとささやき，ジョージに教会に行くようにとささやい 

たのは，二人が戒めに従おうとしていたからであると説明する。わたしたちが正義を選ぶなら， 

聖霊はわたしたちを導いてくださることを指摘する。 

CTRの指輪 CTRの指輪は正義を選ぶことを思い出させてくれることを話す。 

歌 「正しい道えらぼう」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

わたしたちは聖霊の導きに従うときに祝福を受ける�

絵と物語 わたしたちは聖霊の導きに聞き従うときに大いなる祝福を受けることを説明する。 

絵3-52「馬を止めて息子を救う父親」を見せ，ブルース.R•マッコンキー長老とお父さん 

が，聖霊の導きに従ったことによってどのような祝福を受けたかを話す。 

「わたしのごく幼いころのことで一つ覚えていることは，りんご園を馬に乗って散歩したことです。 

わたしの馬はよく慣らされており，よく仕込まれていたので，安心して乗ることができました。 

ところがある日，その馬が何かに驚いて急に果樹園の中を走り出したのです。その拍子に片 

方の足があぶみから外れて，わたしはくらから滑り落ちてしまいました。」 

絵の中のあぶみを示す。 

「そのとき，わたしは……今にも切れそうな1本のなめし皮のひもにぶら下がっていました。 

わたしの体重では切れて当然でした。しかしどうしたものか，そのひもはしばらくの間切れま 

せんでした。もう1歩か2歩馬が暴走し続けたら，きっと皮ひもは切れてしまったことでしよう。 
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たとえそうでなくても，わたしは手を離してしまっていたでしょう。そして，片足があぶみ 

にもつれたままひきずられて，大けがをしたか，死んでしまったかに違いないのです。 

突然，馬は止まりました。そしてわたしは，だれかが手綱をしっかりと握りしめ，興奮のた 

め身をぶるぶる振るわせている馬を落ちつけようとなだめているのに気づきました。 

次の瞬間わたしは父の腕に抱き上げられていました。 

何があったのでしょう。わたしを救うために，父をよこしてくれたのは何だったのでしょう。 

わたしが，暴走する馬のひづめにかかる前に，しかも，数秒を争うときに。 

父が家で，いすに腰かけて新聞を読んでいるとき，御霊がこうささやいたのです。『急いで果 

樹園へ走って行きなさい。』 

一刻も迷うことなく，理由を考えようともせずに，父は走りました。どうして果樹園に来た 

のか分からずにです。見ると馬が暴走していました。父は，「止めなくては」と思いました。 

そして，わたしを見つけてくれました。このようにしてわたしは，大けがをするか，あるい 

は死んでしまったかもしれなかったところを救われたのでした。」（ブルース.R •マッコン 

キー「御霊の声に従う」『聖徒の道』1973年1月号，24-25参照） 

話し合い •聖霊はマッコンキー長老がひどいけがをしないようにどのように助けてくださいましたか。 

•マッコンキー長老のお父さんが御霊のささやきにすぐに従っていなかったらどうなっていた 

と思いますか。（ブルース.R•マッコンキー長老が後に七十人，そして十二使徒に召された 

ことを説明する。御霊のささやきに従わなかったら，このような大切な指導者を失っていた 

かもしれない） 

•このような出来事はわたしたちの証にどのような影響を与えると思いますか。それはなぜで 

しょう。 

わたしたちは，聖霊の導きに聞き従ったからといっていつもすぐにその祝福が分かるわけで 

はない。しかし，導きに従えば必ず祝福が受けられる。 

まとめ�

質問ゲーム 子供たちに用意した袋から順番に質問の紙を取り出して，その質問に答えさせる。小さな子 

供たちには質問を声に出して読んであげるとよい。以下の質問を使う。全員が答えられるよう 

に，必要であれば質問を付け加える。 

1.人を導くとはどういう意味ですか。（方向を教えたり，何をしたらよいか教えること） 

2.わたしたちを導いてくださるのはどなたでしょうか。（聖霊） 

3.聖霊はわたしたちをどのような方法で導いてくださいますか。（わたしたちの心に考えや気 

持ちを抱かせたり，直接話かけたりすることによって） 

4.聖霊はどのようにして助けてくださいますか。（何が正しいかを教えてくださる） 

5.聖霊は亜紀子さんをどのように助けてくださいましたか。（つつましくなるようにと導いて 

くださった） 

6.聖霊はジョージをどのように助けてくださいましたか。（天父とイエスが望んでおられると 

おりに教会へ行くようにとささやいてくださった） 

7.聖霊はキヤロライナをどう導いてくださいましたか。（弟の靴のひもを解いて，足を抜いて 

あげられるように） 

8.ブルース.R•マッコンキー長老は，お父さんが聖霊の導きに聞き従ったためにどのような 

祝福を受けましたか。（重傷を負うか死ぬかもしれなかったところを救われた） 

9.わたしたちは聖霊の導きを受けたらどうしたらよいでしょうか。（聞き，従い，正義を行う） 

証 あなたが人生で受けた聖霊の導きに対して感謝の気持ちを述べる。聖霊の導きを受けた場合， 

自分または知人が聖霊の導きを受けた個人的な経験を話すとよい。 

聖霊は決してわたしたちに間違ったことをするように勧めたりはなさらないことを説明する。 

聖霊は，天父とイエスが望んでおられることをするようわたしたちを導き，助けてくださる。 
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信仰箇条 信仰箇条第1条を暗唱させる。 

聖霊の賜物とは，パプテスマと確認を受けた後で受ける特別な賜物であることを思い出させる。 

子供に閉会の祈りをさせる。聖霊の導きへの感謝を祈りに加えるように言うとよい。クラス 

の一人一人が聖霊の導きを受けたときにそれに気づけるよう，祈りの中で天父の助けを求める 

ことを提案する。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用ぃてもよぃし，復習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.次のトーマスモンソン長老の話をよく聞くように言う。 

少し前のこと，モンソン兄弟姉妹は，預言者からサモア諸島に行くように言われました。 

彼らはそこに滞在してぃる間，サウニアツ村に住む子供たちのクラスを訪問しました。 

モンソン兄弟姉妹はそのクラスでお話をし，その後で教師が閉会の歌を歌うとぃうこと 

を告げました。そのとき，モンソン長老の心の中にある考えが浮かんできました。そこに 

ぃた247人の子供と一人一人握手した方がよぃとぃうささやきが聞こえたのです。けれども 

モンソン長老が時計を見ると，もう時間も遅くなってぃて，一人一人とあぃさつしてぃる 

時間はなさそうでした。モンソン長老はこの考えを心の中から払ぃのけようとしましたが， 

できませんでした。 

閉会のお祈りの前に，モンソン長老はもう一度，一人一人の子供と握手するようにとぃ 

うささやきを聞きました。 

モンソン長老はつぃに教師の方を向ぃて言ぃました。「一人一人の子供と握手したぃと思 

ぃますが，できるでしょうか。」 

教師はほほえんで，サモア語で子供たちにそのことを伝えました。子供たちは賛成のし 

るしに，熱心にうなずきました。教師はモンソン長老に，子供たちがなぜにこにこしてぃ 

るのかを説明しました。十二使徒の一人がサモアを訪れることを聞ぃたとき，教師は子供 

たちに，子供たち一人一人が聖書やモルモン書に出てくる人 のように心から信仰をもっ 

て祈るならば，その十二使徒はきっとこの村を訪れてくれるでしょう，そして聖霊の導き 

を受けて子供たちみんなと握手をしてくれるでしょうと言った，とぃうことでした（トー 

マス.S•モンソン，"Talofa Lava，” Friend, 1972年5 月号，12 日-13 参照）。 

•どなたがモンソン長老にささやかれたのですか。（聖霊） 

•聖霊はどのようにしてモンソン長老を導かれましたか。 

聖霊は様 な方法で人々に導きを与えてくださることを指摘する。聖霊は，モンソン長 

老の場合のように，よくわたしたちの心に語りかけてくださる。 

モンソン長老は聖霊のささやき，すなわち導きに耳を傾けたので，天父とイエスが望ん 

でおられることを行うことができた。 

2.子供たちに生活の中で聖霊の導きを受けたと思う体験を話させる。 
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責任を負う年齢 

目 的� 8歳は自分の行動に責任を持てるようになる年であることを理解させるc 

準 備� 1.アルマ23章と24章を祈りをもって研究する。 

2. ロールプレーで使うお金を用意する。紙で作ったお金でもよい。 

3.「おそれずぎをなせ」（『子供の歌集』80)を歌うか，または歌詞を朗読できるように準備 

する。歌詞は巻末に掲載されている。 

4.教材 

a.モルモン書（人数分） 

b.靴，帽子，セ一夕一など赤ちゃんの衣類を一つ 

c.任意（この活動は必要と思うとき，また品物が安価に手に入るときのみ行う）： 

本，ボール，袋詰めのキャンデーかクッキーなどの食べ物 

d.黒板，チョーク，黒板ふき 

e.絵3-54「武器を地に埋めるアンタイ•ニーフアイ•リーハイ人」（『福音の視覚資料 

セット』311) 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をするC 

注意を引くための 

活動 

8歳になったら責任を負う�

用意した赤ちゃんの衣類を見せる。 

•だれかこれがぴったりな人はいますか。（実際にだれかに試させるとよい） 

•なぜ着られないのでしょう。（小さすぎるから） 

子供たちは，このような小さなものが身に着けられるほど小さかったが，今は大きく成長し 

ていることを話し合う。子供たちは体が大きくなっただけでなく，ほかの面でも成長している。 

例えば自分で洋服を着るというような能力の面でも発達している。 

•赤ちゃんのときにできなくて，今できるようになったことにはどんなことがありますか。 

これらの例は子供たちが成長し，学んでいることを示すものである。これらのことができる 

人は，善悪を見分けてもよい年頃になっている。 

話し合い 天父は賢明であられることを思い出させる。天父は，わたしたちが善悪を知る必要があるこ 

とを知っておられた。そして，成長して善悪の区別がつくようになったら，わたしたちは自分 

のことは自分で責任が取れるようになる。責任を負うとは，間違ったことに対してきちんと責 

任を取り，正しいことに対しては祝福を受けるということである。 

•天父はわたしたちが何歳になれば責任が持てると考えておられるでしょう力、。（8歳） 

天父は，わたしたちが自分の行動に十分責任が持てることを御存じなので，8歳になると大切 

なことが行われると説明する。 

• 8歳になったときの大切な出来事とは何ですか0 (パプテスマを受けること。教義と聖約68: 

27参照） 

•パプテスマはなぜそんなに大切なのですか。（パプテスマを受け，確認の儀式を受けると聖霊 

の賜物を受け，戒めに従うという聖約を交わすから） 
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パプテスマを受けることは，決して二度と過ちを犯さないという意味ではない。それは，わ 

たしたちが自分の選びに十分責任を持てる年齢であることを意味する。つまり善悪の違いが分 

かる年齢である。 

信仰箇条 *わたしたちがg分の罪に対して責任があると述べているのは信仰箇条第何条ですか。（信仰箇 

条第2条。分からない言葉があれば説明する） 

一緒に信仰箇条第2条を復唱する。2，3人の子供に暗唱させる。 

わたしたちは自分の選択に対して責任がある�

クラスの指輪 •クラスの指輪には何と書いてありますか。 

子供たちに「CTR」と繰り返し言わせ，指輪の「CTR」という文字は子供たちが正義を選ぶ 

責任のある年頃であることを思い出させるものであることを説明する。 

教師の提示 善悪を見分けるようになることは，大人になっていくうえでの大切な一歩である。天父は， 

わたしたちに正しいことを行うように強制されることはない。天父はわたしたちに，善悪を自 

分で選ぶ自由を与えてくださり，約束を守る責任を与えてくださった。天父は，わたしたちが 

自分で選ぶ自由を得てこそ成長し，学ぶことができることを御存じであった。 

黒板に「CTR」と書く。この文字は何を表しているか尋ねる。子供たちは善悪を見分け，自 

分の行動に責任を持てるようになることを説明する。 

活動 一人か二人の子供に準備した本を渡し，本を保管する責任があると話す。本を渡された子供 

はレッスンの間，この本に対して責任がある。なくなったり，破れたり，落書きをされたりし 

たら，その子が申し開きをしなければならない。その子はその本を預かったことについて，あ 

なたに対して責任を持っている。 

別の子供にボールを渡す。その子供は，先の子供が本に対して責任があったと同じように， 

このボールに対して責任があることを説明する。 

もう一人の子供にキャンデーの入った袋を渡す。責任をもって配れる子供を選ぶようにする。 

その子供に，閉会の祈りの後で全員にキャンデーを配ってもらうことを話す。その子は，配 

る時間が来るまでキャンデーを保管する責任がある。 

•(子供の名前）さんはこのキャンデーを自分一人で食べてしまうことができますか。（はい。先 

生の言うことに従わずに，みんなに分けないで自分だけで食べてしまうことができる） 

どうするかは本人の自由であるが，自分の選択に対しては責任があることを強調する。 

人の一生についても同じことが言える。天父はわたしたちが選択できるように計画してくだ 

さった。わたしたちは賢明に善を，また愚かにも悪を選ぶこともできる。わたしたちは自分の 

選択とその結果に対して責任がある。 

聖文の物語 モルモン書を見せる。モルモン書の中でとても難しい選択に迫られながらも正義を選んだ 

人 の話をする。次の物語を自分の言葉で話す。 

宣教師であったアンモンがラモーナイ王にイエスの教えを教え，改宗させた後，王は自分の 

民にアンモンとその兄弟たちの教えを聞くように言いました。ラモーナイ王は，この人 が真 

実を語っていると分かったのです。 

アンモンとその兄弟たちは町から町を一軒一軒回って人 に真理を教えました。多くの人 が彼 

らを信じ，改宗しました。人 はイエスの教えが真実だと知って悪い行いを悔い改めました。 

彼らは正しい人になろうと努力していたので，自分たちの名前をレーマン人からアンタイ• 

ニーファイ•リーハイ人と変えることにしました。それは，イエスの教えに従わない邪悪な 

レーマン人と自分たちを区別するためでした。 

彼らは，アンタイ•ニーファイ•リーハイ人という名前を付ける前に，たくさんの人 を剣 

にかけて殺していました。彼らは今や，人と戦って傷つけることは悪いことだと分かりました。 
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そして自分たちのした悪い行いを悲しく思い，悔い改めたいと思いました。そこで天のお父様 

と，もう二度と人 に剣を上げないと約束しました。 

聖 文 彼らは戦うことを拒絶したばかりか，それ以上の選択をした。アルマ24 ：17-18を読む。子 

供たちに聖句を目読させる。 

•アンタイ•ニ一ファイ•リーハイ人たちはどのようなことを決めましたか。（剣を地に埋める 

ことにした） 

•なぜ彼らはそうしたのですか。（二度と人を殺さないと聖約したから） 

絵と物語 絵3-54「武器を地に埋めるアンタイ•ニーファイ•リーハイ入」を見せる。 

話を続ける。 

アンタイ•ニーファイ•リーハイ人が剣を地に埋めた後，邪悪なレーマン人が攻め寄せて来 

ました。アンタイ•ニーファイ•リーハイ人にとっては難しい選択でした。天父との約束を 

破って戦うこともできました。また戦わない方を選ぶこともできました。でもそうすると殺さ 

れるかもしれません。最後に彼らは戦わない方を選びました。こうして多くのアンタイ•ニー 

ファイ•リーハイ人が殺されましたが，レーマン人たちは彼らが戦ったり武器を取ったりしな 

いのを見て，驚きました。そしてレーマン人の多くが武器を投げ捨てました。自分たちが，人 

を殺すという非常に大きな過ちを犯していることに気づいたからです。彼らも悔い改め，アン 

夕イ• ニーファイ•リーハイ人とともに義人の中に加わりました。 

アンタイ•ニ一ファイ•リーハイ人は，人から殺されそうになったときも約束を忠実に守った。 

•アンタイ• ニーファイ•リーハイ人は自分たちの行いにどう責任を取りましたか。 

•正義を選ぶことについて，アンタイ•ニーファイ•リーハイ人の出来事から何を学べますか。 

8歳になると天父に対して責任を負う�

黒板を使った 「責任を負う」とは自分の行動に責任を持つことである。 

話し合い 黒板に「責任を負う」と書いて，この言葉を読む。子供たちにも繰り返させる。8歳になると 

十分自分の行動に責任を負うことができると天父は考えておられる。 

歌 「おそれずぎをなせ」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

事例 子供たちに，8歳になると責任を負うようになることを説明する。8歳になっていない子供た 

ちは，両親を助けたり人と約束したことを守ったりしながら，責任を負う練習をすることがで 

きる。次の状況を話す。（子供たちに演技をさせてもよい） 

お母さんが病気で，家の中の掃除を手伝ってくれるように言われました。あなたは遊びた 

かったので，言うことを聞かないで外に遊びに行ってしまいました。 

家に帰ると，お母さんがベッドからあなたを呼んでこう尋ねました。「掃除を頼んだけど，も 

うできた？」 

あなたは「うん」と答え，掃除をするはずだった部屋の中を急いで片付けました。 

話し合い 両親が子供たちに何かを頼むとき，それは責任を持ってその仕事ができると分かっているか 

らである。 

•あなたは初等協会や友達の家や学校から帰って来て，お父さんかお母さんに「今日は何をし 

たの？」と言われたことがありますか。 

子供たちは親に自分のしたことを報告するとき，自分の行動の理由を説明していることにな 

るのを指摘する。親は子供を愛しているので，子供たちが家や学校で何をし，どのような遊び 

をしているのか知りたいのである。 
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信仰箇条 天父もまたわたしたちを愛しておられ，両親のように，わたしたちに善い行いや過ちを報告 

し，善いことでも悪いことでも，その理由を説明してほしいと思っておられる。間違ったこと， 

すなわち物を盗んだり，うそをついたり，人を傷つけたりするとき，8歳を過ぎるとそれは罪と 

呼ばれるようになる。一緒に信仰箇条第2条を復唱させる。 

黒板の「責任を負う」という言葉を指し，子供たちに声を出して読むように言う。子供たち 

に，今は天父に対して責任を負う準備をしていることを伝える。8歳になると責任が持てるよう 

になり，正しいことと間違っていることの区別ができるようになるからである。 

まとめ�

活動 子供たち自身やほかの人がどんな責任を負っているか知るために幾つか質問をすると言う。 

一緒に答えさせる。 

1.皆さんにお祈りを教えるのはだれの責任ですか。 

2.皆さんのお祈りをささげるのはだれの責任ですか。 

3.初等協会で皆さんにレッスンを教えるのはだれの責任ですか。 

4.先生が教えることを学ぶのはだれの責任ですか。 

5.皆さんの初等協会での態度はだれの責任ですか。 

6.天のお父様とイエス•キリストが望んでおられることをするのはだれの責任ですか。 

7.パプテスマの聖約を守るのはだれの責任ですか 

話し合い 以上のほかに自分が責任を負うことを一人一人に挙げてもらう。友人に親切にする，うそを 

つかない，慎み深くする，教会に出席する，アルコール性飲料や麻薬，たばこを避ける，約束 

を守るなどが、含まれる。 

活動と教師の証 本とボールを渡した子供に，この時間中それらの物をどうしていたか報告させる。本とボー 

ルを返させ，よくできたときには褒める。 

この時期は子供たちの生涯において大切な時期であるが，決して一人ではないことを話して 

結びとする。彼らには助けてくれる両親や指導者がいる。また彼らを愛し，導いてくれる天父 

とイエスもおられる。パプテスマを受けた後は聖霊が導いてくださる。自分の行いに対して責 

任を負う大切さを学び，それを今まで以上に行動で示すよう励ます。 

また，間違ったことをすることもあることを指摘する。だれもが間違いをする。しかし，毎 

日聖霊の助けを借りて悔い改め，進歩することができる。 

天父が子供たち一人一人を愛しておられることを証する。そのため主は，成長して神のよう 

になる道をわたしたちに備えてくださった。子供たちが皆，今よりももっと責任を負えるよう 

になることを信じていると話す。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

閉会の祈りの後で，キャンデーを持っている子供にキャンデーをどうしていたか報告させる。 

それからみんなにキャンデーを配らせる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用ぃてもよぃし，復習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.子供たち一人一人に以下の状況を割り当て，それぞれにどのように責任を負うかを考えさ 

せる。（あなたが自分で考えたものを使ってもよぃ） 

a.外に遊びに行こうとしてぃますが，外はすごく寒そうです。お母さんからコートを着 

るように言われました。 

b.お父さんから，土曜の朝に部屋を片付けたら夕方に野球の試合を見に連れて行ってあ 

け、ると言われました。 
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第27課 

C.友達がおもちゃを貸してほしいと言っています。友達は自分のおもちゃを貸してくれ 

ています。 

d.お母さんから妹の面倒を見るように言われました。 

e.お母さんのお手伝いをしてケーキを焼いています。お母さんからさめるまで入れ物に 

触らないように言われました。 

f .友達や友達のお兄さんからビールを飲もうと誘われました。 

g.あなたはきちんとした服装をしないままで外に遊びに行こうとしています。 

h.お父さんが庭仕事の手伝いをしてくれるように頼みました。でもあなたはいやだと 

言って友達と遊びに行きます。 

i .あなたの初等協会の先生が静かに座って歌を歌うように言っています。でもあなたは 

そうしたくありません。 

2.子供たちに責任を負っている様子を描かせる。絵に「わたしはせきにんをおうことをまな 

んでいます」と書く。 
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両親はわたしたちが 
学ぶのを助けてくれる 

目 的 両親や保護者はわたしたちが戒めに従えるよう助けてくれることを子供たちに理解させる。 

準 備 1.アルマ 53 ：10-22 ； 56 ： 3 — 10，46-48, 55-56 ； 57 ： 24-25 ；教義と聖約 93 ： 40 ；モーセ 

6 ： 58を祈りをもって研究する。 

2.「光の中進もう」（『子供の歌集』70)を歌うか，または歌詞を朗読できるように準備する。 

3.レッスンの最初の部分で母親に赤ちゃんを連れて来てもらう。（不可能であれば母親と赤 

ちゃんの絵を使ってもよい） 

4.レッスンの間，両親のそろっていない子供や福音の教えに添った生活のできていない家庭 

の子供がいることを心に留める。 

5.教材 

a.標準聖典 

b.お手玉か小さなボール，またはそのほかの柔らかい物 

c.絵3-38「2，000人の若い兵士たち」（『福音の視覚資料セット』313) ； 3-5「子供たち 

を教えるアダムとエバ」 

6.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

わたしたちには学ぶのを助けてくれる両親がいる�

注意を引くための お母さんと赤ちゃんをみんなに紹介する。子供たちに赤ちゃんを少し見せてから次のように 

活動 尋ねる。 

•赤ちゃんが自分でできることは何でしょうか。 

•お母さんは赤ちゃんのために何をするでしょうか。 

•赤ちゃんはどうやって話せるようになるでしょうか。 

•赤ちゃんはどうやって歩けるようになるでしょうか。 

赤ちゃんはだれかの世話を必要とすることを話す。すべて両親が面倒を見なければならない。 

両親は赤ちゃんを愛していて，昼も夜も赤ちゃんの世話をしている。 

•あなたが赤ちゃんのころから学んできたことにはどんなことがありますか。 

•だれがあなたに教え，あなたの世話をしてくれましたか。 

クラスに来てくれた母親と赤ちゃんにありがとうを言い，帰ってもらう。 

両親はわたしたちが戒めに従えるように助けてくれる�

絵と物語 絵3-5「子供たちを教えるアダムとエバ」を見せる。 

地上の最初の夫婦であったアダムとエバは，イエス•キリストの福音を教わり，それを子供 

たちに教えるように言われた。モーセ6: 58を「すなわち」の前まで読む。 

•イエス•キリストが両親に与えてくださっている戒めは何ですか（子供を教育すること。両 

親は福音の真理を教えるべきである。教義と聖約93 ： 40参照)。 

歌 「光の中進もう」を歌うか，または歌詞を朗読する。子供たちに，「光の中を進む」とはどう 

いうことか聞きながら考えさせる。 
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第47課 

ひかりのなかすすもういつもいのり，したがい 

ただしいみちえらんでひかりのみちゆこう 

こどもたちよいっしょにしゅのみことばまなぼう 

てんへもどれるようにひかりのみちゆこう 

かんしゃします，やさしいしゅのめぐみとみちびき 

かんしゃのうたうたってひかりのみちゆこう 

拳「光の中を進む」とはどういう意味ですか。（天父に従うこと） 

わたしたちは学ぶためにこの世に生まれた。そして天父はわたしたちが両親から学べるよう 

に，わたしたちを家族の中に置いてくださった。両親は，わたしたちがいつか天父のもとに行 

けるように備えをさせる戒めを受けている。 

聖文の物語と絵 モルモン書の中には，両親から戒めに従うことを教えられた若者たちの話が載っている。 

次の話を教師自身の言葉で紹介する。 

教会の教えに改心し，ほかのレーマン人と区別するために自分たちをアンタイ•ニーファ 

イ•リーハイ人と呼んだレーマン人のことを思い出させる。アンタイ• ニーファイ•リーハイ 

人は改宗したとき，武器を使わないことを神と聖約した。そして，聖約を守るという証拠に武 

器を地に埋めた。 

ニーファイ人はアンタイ•ニ一ファイ•リ一ハイ人を自分たちの地に住まわせ，レーマン人 

から守ってやりました。アンタイ•ニ一ファイ•リーハイ人は義にかなって，正直なことで知 

られるようになりました。彼らは，ニーファイ人の兵士たちのために食べ物や着る物を準備し 

头し/‘。 

多くの年月がたちました。邪悪なレ一マン人はニーファイ人の地を再び攻め始め，ニーファ 

イ人の町を幾つか占領しました。ニーファイ人は町を守るのに苦心しました。アンタイ• ニー 

ファイ•リーハイ人は，町や自分たちを守るためにニーファイ人が苦心して戦っているのを見 

て，とても悩みました。彼らは聖約を破って，ニーファイ人を助けて戦うべきだろうかと考え 

ました。 

ヒラマンという勇敢なニーファイ人の指導者は，彼らに聖約を破らないようにと言いました。 

彼はまた，この義にかなった人 には，聖約を交わしたときには大変小さかった多くの息子 

がいることを知っていました。この息子たちは天父と聖約を交わしていなかったので，町や両 

親を守るためにニーファイ人と一緒に戦うことができるのでした。この2，000人の強い若者たち 

は，進んでヒラマンとともに戦うことを申し出ました。 

絵3-38「2，000人の若い兵士たち」を見せ，話を続ける。 

この若者たちは正直で信頼できる人 でした。彼らは母親から，神の戒めを守ることは大切 

なことであるということと，神に頼れば神は守ってくださるという教えを受けていました。彼 

らは母親の教えと父親の模範を信じ，それに従ったので，恐れずヒラマンに従いました。彼ら 

はニーファイ人のために様 な戦いに参加しました。そして勇敢に戦い，ニーファイ人の軍の 

ために大きく貢献しました。 

アルマ56: 47の「彼らは母親から」から，48節の終わりまで読む。 

ヒラマンは，親がその子供を愛するようにこの若者たちを愛しました。ある大きな戦いでは 

たくさんの人が死にました。ヒラマンは，若者たちの中にも死んだ者がいるのではないかと心 

配しました。しかし数を数えてみると，うれしいことに一人の若者も死んでいませんでした。 

若者たちは神を信じ，母親の教えに従ったので，神はレーマン人から彼らを守ってくださった 

のです。 

話し合い この若者たちと同じように，わたしたちも両親から戒めを学べることを指摘する。そして， 

学んだ戒めに従うのである。両親は天父の戒めを教えることにより，わたしたちがパプテスマ 

を受けたときに交わした聖約を守らなければならないことを理解させてくれる。 

113 



•わたしたちが両親から教えられた戒めにはどんなものがありますか。（子供たちに答させる。 

次のことを強調する。天父とイエスを愛する，互いに愛し合う，両親を敬う，人を赦す，バ 

プテスマを受ける，祈る，什分の一を納める，断食をする，知恵の言葉を守る，正直になる， 

安息日を聖く守る，教会の集会に出席する，聖文を勉強する） 

まとめ�

両親の言うことをよく聞き，戒めに従うように勧める。 

戒めを教えてくれる両親に感謝するように励ます。 

教師の証 天父がわたしたち一人一人を愛しておられることを証する。天父はこの愛を通して，この世 

の両親にわたしたち子供を育て，慈しみ，正しい道を教えるように戒められた。両親が天父の 

望まれるような生活をしているのを見ると，わたしたちはいつも正義を選ぶことを両親から学 

ぶことができる。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用いてもよいし，復習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.子供たちに，両親から教わったことを何か考えさせる。それから次のゲームをする。 

まず教師が「わたしの（お母さん，お父さん，両親）はわたしに（例——ケーキの焼き方） 

を教えてくれました」と言う。それから次の人の名前を言って，その人にお手玉かボール 

など柔らかい物を投げる。そして，「あなたの両親は何を教えてくれましたか」と尋ねる。 

するとその子供は，「わたしの（お母さん，お父さん，両親）はわたしに（例——名前の書 

き方）を教えてくれました」と答え，お手玉をあなたに投げ返す。 

全員が1回か2回答えるまで続ける。 

2.次の詩を子供たちに読んで聞かせる。次に子供たちを立たせてもう一度読む。今度は「天 

国」と「家」という言葉が聞こえたら両手を自分の頭に乗せるように言う。 

わたしの家は天国にありました。 

わたしの家は天国にありました。 

お母さんがそう言ったのです。 

天のお父さまといっしょに生活してたって。 

あまりむかしじゃないみたい。 

わたしは天国にいました。 

お父さんが本当だよと言います。 

天のお父さまがここにおくってくださったんだって。 

せいちようして，学んで，じっこうできるように。 

わたしは天国の家がすきでした。 

でも，ここに来てよかった。 

かぞくといっしょに生活できるし， 

友だちやきんじょの人もいるんだもの。 

3.「幸せな家族」（『子供の歌集』104)を子供たちと一緒に歌うか，または歌詞を朗読する。 

歌詞は巻末に掲載されている。 

一人の子供に母親，もう一人に父親の役をさせる。「お母さん」という歌詞のところで母親 

役の子供が立ち，「お父さん」という歌詞のところでは父親役の子供が立つ。「わたし」の 

ところではみんなが自分を指さす。 
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イエス•キリス卜を 
信じる信仰を持つ 

第pq課 

目 的 子供たちのイエス•キリストを信じる信仰を強める。 

準 備 1.モーサヤ4 ： 21；アルマ32章；エテル2-3章；教義と聖約29 ： 6を祈りをもって研究する。 

エテル2 ：17，23 ； 3 ： 6 ；教義と聖約29 ： 6を読めるように準備する。 

2.小さなきれいな小石あるいは石を表す厚紙を用意し，1個に1字ずつ次のように書く。「イエ 

ス•キリストをしんじるしんこう」文字の面を下にしてテーブルか床の上に置いておく。 

@©@0(8@g)(E)i) 
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3.教材 

a.モルモン書と教義と聖約（人数分） 

b.紙と鉛筆またはクレヨン（人数分） 

c.できればレッスンに関係した何かおもしろいものと，それを隠す布 

d.絵3-55「主の指を見るヤレドの兄弟」 

4.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

わたしたちはイエス•キリス卜を信じる信仰を持つことができる�

次の話を教師自身の言葉で紹介する。 

小さな女の子が井戸の中で働いているお父さんにお弁当を届けに行きました。井戸の中は暗く 

て見えませんが，彼女が呼ぶとお父さんが答えました。それで，お父さんがいることが分かりまし 

た。お父さんはお弁当を落としてくれるように言いました。女の子はそうしました。お父さんは受け 

取りました。しばらくすると，またお父さんの声がしました。お弁当が余りそうなので一緒に食べな 

いかと言うのです。お父さんは「飛び降りて。受け取めるから」と言いました。 

「おまえには見えないと思うけど，わたしには見えるから大丈夫だよ。しっかり受け取めるか 

らね。」女の子は暗い井戸の中に飛び込みました。そして，お父さんの力強い腕の中にしっかり 

抱き止められました。二人は一緒に楽しくお弁当を食べました。 

この小さな女の子が父親を信頼して飛び降りたことを説明する。女の子には父親の姿が見え 

なかった。この信頼は信仰と似ている。信仰とは目には見えなくても真実であるとの大きな望 

みを抱くものを信じることである（ェテル12: 6参照）。 

子供たちに布で隠したものを見せる。 

•みんなはこの下に何かがあると信じています。なぜですか。 

子供に隠れているものが何か当てさせる。それから布を取る。見えなかったにもかかわらず 

そこに何かがあることをみんなが信じたことを強調する。 

レッスン�

注意を引くための 

活動 

実物を使った 

レッスン 
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わたしたちはイエス•キリストを見てはいないが，イエスの実在を信じている。イエスが創 

造された世界を見れば主の実在の証拠を見つけることができる。天の星を見てもそうだし，特 

に聖文を読むときに，わたしたちはその証拠を得ることができる。また，わたしたちには主と 

まみえたことを語る預言者がいる。今日は信仰が強かったために，主を見ることができた預言 

者のことをモルモン書から学ぶことを説明する。 

ヤレドの兄弟とヤレド人は信仰を持っていた�

聖文の物語と モルモン書の中のニーファイ人とレーマン人にっいて学んだことを思い出させる。新世界に 

話し合い は別の民も来たことを説明する。その民はリーハイの家族よりもずっと前にやって来た。それ 

はヤレド人である。彼らの指導者はヤレドという名前の人で，その人には兄弟がいて，偉大な 

信仰の持ち主だった。イエス•キリストはヤレドの兄弟の祈りを聞かれ，民を祝福された。 

主はヤレドの民に，家族と持ち物とあらゆる種と家畜の群れとを集めるように言われたこと 

を説明する。主はヤレドの民に，すべてのものを集めたら，御自身が彼らを選ばれた土地へ導 

くと言われた。 

ヤレドの民は忠実で，主に従いました。主は雲の中から彼らを荒れ野へとお導きになりまし 

た。一行は水のある所を多く渡り，大海の岸にやっと着きました。 

ヤレドの兄弟は強い信仰を持っていたので祝福されたことを思い出させる。ヤレドの兄弟は 

民を助けてくれるよう天父に祈り求めることによってまた，天父が命じたことを行うことに 

よって，天父とイエスに対する信仰を表した。 

ヤレドの兄弟の話を続ける。 

主はヤレドの兄弟に，海を渡って約束の地に行けるよう8隻の船を造るようにと命じられまし 

た。主の命令に従ってヤレドの民は船を造りました。 

主はヤレドの兄弟に，船は時には水の中を潜って行くだろうと言われたので，船は水が漏れ 

ないように造られました。 

聖句朗読 聖文が読める子供には，モルモン書の中からエテル2 ：17を探させる。17節を一緒に読む。そ 

こには，ヤレドの民が造った船のことが述べられている。 

子供たちに両手をおわんの形にして一つに合わせ，船の形をしてみるように言う。それから 

それが海の中を上になったり下になったりして進んで行く様子を動作で表現させ，船が2枚の皿 

をぴったり合わせたようなものでなければならなかったことを指摘する。 

絵を描く活動 紙と鉛筆またはクレヨンを配る。聖句をもう一度読み，この聖句から船がどんな形であった 

か考えて描くように言う。描いている間，必要であればもう一度聖句を読む。 

各自の絵をみんなに見せるように言う。それから絵とモルモン書を集める。船がどのような 

形であったかはだれも知っている人がいないことを説明する。 

ヤレドの兄弟，イエス•キリス卜を見る�

船は水が漏れないように造ってあったので，船の中には光が入りませんでした。また，新鮮 

な空気をどのようにして取り入れたらよいかも分かりませんでした。彼らは航海している間， 

どのようにして物を見たり息をしたりしたらよいのだろうと思いました。主は，船の上と下に 

穴を開けるように言われました。この穴は閉じることもできます。それで，船が海の上にいる 

ときには，上の穴を開けて新鮮な空気を入れることができます。また，水が穴から入って来た 

ら，穴を閉じるのです。 

ヤレドの兄弟は，船の中に光が必要であることを知っていました。そこで光を得るためにど 

うしたらよいかを主に祈り求めました。 

聖句を使った ェテル2: 23を読み，主がヤレドの兄弟に何と言われたか説明する。主はヤレドの兄弟に答え 

話し合い を与えられず，逆にどんな助けが必要なのか尋ねられたことを説明する。 

•あなたがヤレドの兄弟だったら，どんな解決方法を考えますか。 
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聖文の物語と 

実物 

ヤレドの兄弟は山に行き，岩から16個の小さな透き通った石を溶かし出したことを説明する。 

用意した石（あるいは紙で作った石）に注目させる。ヤレドの兄弟の作った石はこれらの石 

に形は似ているが，ガラスのように透き通っていたということを説明する。 

ヤレドの兄弟は石を持って山の頂上に登り，祈りました。祈りの中で彼は，もし主が指で石 

に触れれば，光を放つようになることを知っていると言いました。そうすれば船が海を渡る間， 

船の中に光があることになります。祈り終わると，すばらしいことが起こりました。 

聖句朗読 エテル3: 6を「指」という語の所まで読む。 

•イエス様は石をどうされましたか。（指で触れられた） 

絵と聖文の物語 

教師の提示 

絵3-55「主の指を見るヤレドの兄弟」を見せる。 

ヤレドの兄弟は，石に触れる主の指を見て非常に驚き，地に倒れてしまいました。主がなぜ倒れ 

たのかとお聞きになったので，ヤレドの兄弟は，主が人間のょうな指を持っておられるとは知らな 

かったのです，と言いました。主はヤレドの兄弟に，主の言われることをすべて信じるかお尋ねに 

なりました。ヤレドの兄弟が，はい，と答えると，主は彼に，あなたは強い信仰を持っているので， 

わたしの姿を見せょうと言われました。そしてイエス様はヤレドの兄弟に御姿を現され，あなたの 

ょうにわたしを深く信じる人はかつてなかったと言われました。 

•イエスはなぜヤレドの兄弟に御姿を現されたのですか。（ヤレドの兄弟が強い信仰を持ってい 

たから） 

ヤレドの兄弟は，主が石に指で触れてくださるならば，石が船の中で光を放つということを 

知っていました。そしてそのとおりになりました。 

ヤレドの民もまたイエス•キリストを信じるとても強い信仰を持っていました。やがてヤレ 

ドの民は船で海に乗り出しました。主を信じる信仰のゆえに，彼らは約束の地に無事に導かれ 

よししO 

わたレたちはヤレドの兄弟のょうな信仰を持つことができる�

今日の人 もヤレドの兄弟のょうな信仰を持つことができる。信仰とは，天父とイエスを信 

じ，信頼することである。わたしたちは従順になり，ょく祈ることにょって信仰を表す。わた 

したちは，正しいことを信仰をもって求めれば祈りがこたえられるという約束を受けている 

(モーサヤ4 ： 21参照）。 

信仰箇条 子供たちに信仰箇条第4条をできるところまで暗唱させるc 

聖句を使った 

話し合い 

教義と聖約29 ： 6を読む。 

天父に祈るときには信仰が必要であることを説明する。天父は，信仰をもって願うならば祈りは 

こたえられると約束してくださっている。ただ祈りの言葉を述べるだけでは十分ではない。主はわ 

たしたちにとっていちばん良い方法で祈りにこたえてくださるという信仰を持つ必要がある。 

事例と話し合い 次の事例を読む。各 の状況の主人公がどのようにして信仰を表したか答えさせる。 

事例1 

バートは校庭でCTRの指輪をなくしてしまいました。いちばん仲良しのジムは校庭は砂利 

と砂だから，きっと指輪は見つからないよ，と言いました。バートは，特別な助けが必要 

だと思いました。どうしても指輪を見つけたかったのです。その夜バートは，天のお父様 

に指輪が見つかるように助けてくださいと祈りました。祈り終わったとき，心の中でよい 

気持ちがしたので，きっと助けが得られると思いました。 

•バートはイエス•キリストへの信仰をどのように表しましたか。 

•バートの信仰はどのようにこたえられましたか。 
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事例2 

さおりさんは，次の週の初等協会でお話をするように頼まれていました。さおりさんは今 

まで初等協会でお話をしたことがなかったので，とても心配でした。その週，さおりさん 

はお話の準備をするのに一生懸命でした。日曜日になってもまだ心配で，お話をする自信 

がありませんでした。そこで，家を出る前にベッドのそばにひざまずいて，天のお父様に 

落ち着いてできるようにと祈りました。さおりさんは一生懸命準備したので，天のお父様 

が必ず助けてくださると思いました。 

•さおりさんはどのように信仰を表しましたか。 

•さおりさんの信仰はどのようにこたえられましたか。 

信仰をもって願い求めるならば祈りはこたえられるということを思い出させる。わたした 

ちの祈りはいつも望みどおりにこたえられるわけではないが，天父とイエス•キリストに信 

仰を持つならば，与えられた答えがわたしたちにとっていちばん良いものであるということ 

が分かるはずである。 

まとめ�

ゲーム レッスンの中で見せた石または紙で作った石を使って次のゲームをする。石に書いてある字 

を当てさせる。石に書いてある字が当たっていたら，その石の字の方を表にする。もしニつ以 

上ある字を当てたら（例えば「し」）その字が書いてある石全部を表にすることができる。「イ 

エス•キリストをしんじるしんこう」という文ができるまでゲームを続ける。一緒にこの文を 

読み，次の質問をする。 

•天のお父様とイエス•キリストを信じる信仰を表すにはどんな方法がありますか。 

教師の証 信仰をもって求めるときに天父がわたしたちの祈りに耳を傾け，答えを与えてくださること 

を証してレッスンを締めく くる。祈りがこたえられたあなた自身の経験を話してもよい。信仰 

を強めるように子供たちを励ます。 

•ヤレドの兄弟はどのようにして信仰を強めたでしようか。（以下のような答えが考えられる——助 

けを求めて祈った，イエス•キリストの声に耳を傾けた，与えられた戒めに従順に従った） 

初等協会の終わりに船の絵を返し，家に持ち帰らせる。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用ぃてもよぃし，復習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.ヤレドの兄弟のような信仰を持てるように，子供たち一人一人にレッスンで使った石（紙 

の石）を渡す。石に「しんこう」と書かせてもよぃ。 

2.子供たちに信仰箇条第4条の最初の部分を復唱させる。「わたしたちは，福音の第一原則と 

儀式とは，第一に主イエス•キリストを信じる信仰……であることを信じる。」 

3.「信仰」（『子供の歌集』50)を動作をつけて歌うか，または歌詞を朗読する。 

しんこうはたぃようが（頭の上で半円を作る） 

のぼること（手をゆっくり肩まで下ろす） 

しゅがぃのりききたもう（耳の後ろでおわんの形を作る） 

ことをしる（手を合わせて祈りの形にする） 

こころにしんこうのたねをまき（左手をおわんの形にして種をまくしぐさをする） 

おおきくそだてよう（おわんの形をした左手から草木が生長する様子を右手で表現する） 

よぃことをして（両手を胸に置く） 

4.子供たちに種を見せる。種をまぃて世話をしたらどんなことが起こるか尋ねる。紙コップ 

に土を入れたものを用意し，実際に種をまかせてもよい。これから2週間芽が出るようによ 

く世話をさせる。 
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•この種が芽を出せるように，わたしたちは何をしなければなりませんか。 

わたしたちは，きちんと世話をすれば種は芽を出すと信じている。同じように，戒めを 

守り信仰を込めて祈れば，天父はわたしたちの祈りにこたえてくださる。 
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イエス•キリス卜はわたしたち 
一人一人を愛しておられる 

目 的 イエスはどの国の子供たちも愛し，祝福してくださることを理解させる。 

準 備 1.マルコ10 ：13—16と3 ニーフアイ17章を祈りをもって研究する。 

2.次のように書いた紙を人数分用意する。 

3.次のカードを用意する。 

オランダ 

フイジー 

メキシコ 

4.世界地図で次の場所を指摘できるようにしておく。 

a.日本b.エルサレムc.アメリカ大陸d.オランダe.フイジーf. メキシコ 

5.「世界中の子供たち」（『子供の歌集』4)を教えられるように準備しておく。 

6.教材 

a.民俗衣装を着た次の切り抜き絵——切り抜き絵3-7「オランダの少年」，3-8「フイ 

ジーの少女」，3-9と3- 10「メキシコの少年」の二人 

b.絵3-56「キリストと子供たち」（『福音の視覚資料セット』216) ； 3-57「ニーファイ 

人の子供たちを祝福するイエス」；3-58「世界地図」あるいはできれば地球儀 

7.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をするC 

注意を引くための 

活動 

イエス•キリス卜はすべての子^^たちを愛しておられる�

絵3-58「世界地図」を見せて，日本の国を指す。これから世界のほかの国 について学ぶ 

と言う。 

「オランダ」というカードと切り抜き絵（3 — 7)を見せる。地図でオランダを示す。この国の 

大部分はかつて海であったことを説明する。人 は水をポンプでくみ出し，水が再び入って来 

ないように堤防を築いた。かつてはポンプを動かすために風車が使われていた。人 はチュー 

リップやそのほかの美しい花を育てることで有名である。農場や海辺に住む人 はクロンペン 

と呼ばれる木靴をはいている。この木靴は歩くと音がするが，じめじめした土の上を歩くには 

革靴よりずっとよい。 
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「フィジー」というカードと切り抜き絵（3 — 8)を見せる。地図でフィジーを示す。フィジ一 

の子供たちは海に囲まれた島に住んでいることを説明する。 人 は，バナナやココナツや砂糖 

きびを育てている。暖かい熱帯の気候はとても気持ちがいい。ある人 はフィジーを，「美しい 

日の出の国」と呼ぶが，フィジーの人 は「幸せの島」と呼んでいる。フィジーの人 は島の 

家が大好きだからである。 

「メキシコ」という力一ドと切り抜き絵（3-9と3-10)を見せる。地図でメキシコを示す。 

メキシコの人 はスペイン語を話す。ずっと昔，彼らはとうもろこしの育て方を学び，今では 

とうもろこしはとても大切な食べ物になっている。クリスマスの9日前に，友達や近所の人 が 

集まって，マリヤとヨセフのベツレヘムへの旅の劇をして楽しむ。その後，子供たちは「ピ 

ニャ一夕」をして遊ぶ。ピニャ一夕は動物の形をした粘土や張り子で作ったつぼや人形で，中 

にキャンデーや果物やおもちゃを入れる。ピニャ一夕は，子供たちの頭上につるされる。そし 

て子供たちは目隠しをして順番に棒でピニャ一夕を割る。ピニャ一夕が割れると，子供たちは 

中に入っていた物をわれ先に取ろうとする。 

これらの国 に住む子供たちは見かけや振る舞いは違っていても，一つの面で皆同じである 

ことを説明する。天父とイエスは，日本の子供たちを愛すると同じようにこれらの国 の子供 

たちも愛しておられる。天父とイエスは，どこに住んでいるかや，どんな物を着て，どんな 

かっこうをしているかといったことに閨係なく子供たちを愛し，見守っておられる。 

歌 「世界中の子供たち」の歌を教える。1，2回通して歌わせる。 

いちにちがおわるとき 

せかいじゅうのこらがいのる 

てんのおとうさまありがとう 

ことばはそれぞれちがうけど 

グラーシヤス，マロ，ヴィア•ダンケン•ディア， 

せかいじゅうのことばで 

トーク，メルシー，ウィ一•サンク•ズィ一，かんしゃします 

てんのおとうさまこれをきいて 

こどもたちみなをあいしてくださる 

絵と聖文の物語 絵3-56「キリストと子供たち」を見せ，世界地図でエルサレムを示す。そこがイエスが住 

んでおられた場所であることを説明する。マルコ10 ：13-16にあるイエスと十二使徒と子供の 

話をする。以下の点を明らかにする。 

1.イエスの教えを聞くためにたくさんの人 がイエスの周りに集まっていた。 

2.イエスに祝福していただくために，人 が子供たちをみもとに連れて来た。 

3.十二使徒たちはイエスのことを考え，人 と子供たちを去らせようとした。 

4.イエスは十二使徒たちに，子供たちを来るままにしておきなさいと言われた。 

5.イエスは子供たちを愛し，祝福された。 

絵と聖文の物語 絵3-57「ニーファイ人の子供たちを祝福するイエス」を見せ，世界地図でアメリカ大陸を 

指す。3 ニーファイ17章から次の話をする。 

イエス•キリストは十字架におかかりになった後，アメリカ大陸のニーファイ人を訪れ，多 

くの麗しい教えを施されました。 

イエスが彼らを去る時が来ると，人 は泣きだしました。人 はイエスを愛し，イエスの大 

きな愛を感じていたからです。人 は，イエスにもっと長くいてほしいと思いました。 

人 の信仰と望みを見て，イエスはもう少し長くいることにされました。 

イエスは父親と母親に，子供たちをみもとに連れて来るように言われました。やがて，小さ 

い子供たちがイエスの周りに集まりました。 
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イエスは，子供たち一人一人を腕に抱いて，祝福を与えられました。それから，小さい子供 

たちのために天のお父様に祈られました。 

そしてイエスが父親と母親に，「あなたがたの幼い子供たちを見なさい」（3ニーファイ17 ： 23) 

と言われたので，彼らが見ると，天が開け，天使たちがやって来て子供たちを取り囲み，それ 

から子供たちの中に入って行きました。 

イエスはエルサレムやアメリ力大陸の子供たちを愛し祝福されたと同じように，今の子供た 

ちも愛し，祝福されるということを説明する。 

イエスはわたしたちを愛し，祝福してくださる�

切り抜き絵と 民俗衣装を着た子供の切り抜き絵を見せる。話を聞いて，ほかの国 の子供たちがどのよう 

物語 に天父やイエスから祝福を受けているか考えるように言う。 

一人の子供に，オランダの少年の絵を地図のオランダの近くにテープではらせる。次の話をする。 

「11歳になるジョン•ルーソフは，オランダのロッテルダムに住んでいました。学校や教会に 

行ったり，友達と遊んだり，いろいろなおもしろいことをしては，楽しく暮らしていました。 

ところがあるとき，突然目の病気になり，それがもとで目が見えなくなってしまいました。も 

う学校に行くことも本を読むこともできません。それに，友達と楽しく遊ぶこともできません 

でした。 

来る日も来る日も悲しみと不安でいっぱいでした。 

オランダの末日聖徒に，ジョセフ.F.スミス大管長がおいでになるという知らせが届きま 

した。ジョンはしばらくこのことについて考えました。そしてお母さんにこう言いました。『預 

言者はこの地上のだれよりも大きな力を持っているんだよ。だからもし，お母さんがぼくを集 

会に連れて行ってくれて，大管長がぼくの目を見てくださったら，きっとよくなるよ。』 

次の日曜日のことです。集会が終わって，スミス大管長は一人一人と握手をし，あいさつを 

するために小さな礼拝堂の後ろの方に行かれました。ルーソフ姉妹は，目に包帯をしたジョン 

が愛する指導者に話しかけてもらえるように，手を取って連れて行きました。 

スミス大管長は，目の見えないジョンに手をかけ，それから優しく包帯を取って，痛そうな 

ジョンの目をのぞき込みました。そして預言者はジョンを祝福し，また見えるようになると約 

束してくださいました。 

家に帰ってから，お母さんはジョンの目の包帯を取って，お医者さんに言われたとおりに目 

を洗いました。そして洗い終わったとき，ジョンは大喜びで叫びました。『お母さん，ぼくの目 

治ったんだ。よく見えるよ，遠くだって。それにもうちっとも痛くなんかないんだ！』」（「少年 

を癒したスミス大管長」『聖徒の道』1974年2月号，69) 

•ジョンはどうして祝福されたのでしょう力、。（預言者が彼を再び見えるように祝福してくださ 

り，天父が癒してくださったから） 

•天のお父様とイエスはジョンを愛していることをどのように示されましたか。（預言者に霊感 

を与えてジョンを祝福し，癒された） 

切り抜き絵と 一人の子供に，メキシコの子供たちの絵を地図のメキシコの近くにテープではらせる。話を 

物語 始める前に，この子供たちの名前はミゲルとトマスと言い，二人の母親は洗濯屋をして家族を 

養っていることを説明する。 

「ある日のこと，洗濯物を届けて帰って来たお母さんはがっくりと肩を落としました。あんな 

に一生懸命働いたのに，その日はだれも代金を支払ってくれなかったのです。お母さんには， 

パンを買うお金さえありませんでした。子供たちは，昨日の夕食に少しパンを食べただけで， 

それから何も口にしていません。どんなにおなかをすかせていることでしょう。いちばん上の 

兄のミゲルは，自分の分を妹のマリアに分けてあげました。まだ小さくて家に食べ物のないこ 

とが分からないマリアは，それでもまだおなかがすいているようでした。トマスは，お母さん 

が_分の分を全然食べずに子供たちに分けてあげていることに気づきました。 

ミゲルとトマスは，何とかしてお母さんの助けになりたいと思いました。お母さんは，よく 

122 



第29課 

イエスの話をしてくれましたが，イエスが人 に助けを求めて祈るように教えられたことを思 

い出しました。ミゲルとトマスは助けが必要だったので，一緒にひざまずいて祈りました。 

祈った後，二人はパン屋のアロンゾさんのところへ行って何か手伝うことはないか尋ねました。 

二人の事情を知らないアロンゾさんは，その申し出を断りました。それから一日中，ミゲルと 

トマスは仕事を探して歩きました。暗くなるまでに幾らかお金を稼げましたが，それでも家族 

のパンを買うには足りません。 

二人はおなかをすかせたまま，とぼとぼと家へ向かいました。途中，一人の男の人が自転車 

に乗って向こうからやって来ました。そして，自転車が何かにつまずいた拍子に買い物かごの 

中から何かが飛び出しました。ミゲルが後を追いかけて呼んだのですが，男の人は気づかない 

ようでそのまま行ってしまいました。トマスが包みを拾ってみると，それは焼きたてのパンで 

した。二人は急いでアロンゾさんの店へ戻って，その出来事を話しました。アロンゾさんは， 

その買い主を覚えていて，『今度店に来たときに新しいのをあげよう』と言いました。それから， 

『このパンは形が少し崩れたから半額にしよう』と言うのです。ミゲルとトマスは，急いでお金 

を数えました。ちょうどあります。二人はパンを買うと，一目散に家へ帰りました。 

お母さんがパンを見て驚いているので，二人は祈りがどのようにしてこたえられたかを話し 

ました。その夜，家族はひざまずいて食物が頂けることを主に感謝しました。」 

•天のお父様とイエス様はミゲルとトマスをどのように祝福されましたか。（祈りにこたえてく 

ださった） 

教師の提示 天父とイエスは，子供たちが世界のどこに住んでいても祝福してくださることを説明する。 

イエスのまことの教会は世界中どこでも同じである。教会の子供たちは世界中どこでも初等協 

会に出席して同じ歌を歌い，同じレッスンを聞くことができる。また，どこに住んでいても8歳 

になるとバプテスマを受けることができる。パプテスマは，近代的なパプテスマフォントで， 

あるいは氷の張った湖や小さな川，池，海で受けるかもしれない。けれども，それらのパプテ 

スマは宵，水に沈められるバプテスマであり，神権を持っている入によって行われる。 

まとめ�

聖句と教師の証 子供たちに2 ニーフアイ26 ： 33を，「そして主は，御自分のもとに……」から読んで聞かせる。 

それから順番に，イエス•キリストが自分たちを愛してくださっていることをどうして知った 

か話させる。 

天父は子供たちをすベて愛しておられることを証する。だれであっても，どこに住んでいて 

も，住んでいる家や髪の毛の色，目の色，肌の色に関係なく，みんなが幸福になり，天父のも 

とに戻ることを望んでおられる。 

歌 子供たちに「世界中の子供たち」を歌わせるか，または歌詞を読ませる。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

配付資料 帰るとき一人一人に，「イエスさまはわたしをあいしてくださる」と書いた紙を渡す。イエス 

が世界中の子供たちを愛しておられることについて，学んだことを家の人に話すように励ます。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用ぃてもよぃし，復習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.空のペットボトルを用意する。子供たちを円形に座らせ，円の中心でペットボトルを回転 

させる。ボトルの注ぎ口の方が向ぃた人にイエスが自分を愛しておられることが分かるも 

のを何か挙げさせる。次に，答えた子供がボトルを回す。全員に順番が回るように，答え 

た人は少し後ろにずれて座るようにする。 
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2.子供たちに次の詩を教え，動作をさせる。 

イエスはこどもをあいされる 

こどもたちがほこりだらけの道を走る（その場でかけ足をする） 

小さな足をけんめいにうごかして（足を指さす） 

人ごみをおし分けてばしょを見つけ（ひじで人をかき分ける様子をする） 

イエスに近づき，その顔を見る（つま先立ちして見回す） 

おとなは言う。「こどもはだめだ。」（手のひらを前に突き出す） 

「イエスさまはいそがしい。こどもはだめだ。」（怖い顔をして首を横に振る） 

でもイエスは言われる。「わたしのもとに来させなさい。」（手招きをする） 

「こどもは父の国におり，父もわたしもこどもを愛している。」（自分を抱き蹄める） 

3.年長の子供たちとは，イエス•キリストのわたしたちへの愛を示す以下の原則について話 

し合うとよい。以下の祝福は住んでいる場所に関係なくすべての人に与えられることを強 

する。 

•イエス•キリストはわたしたちを導くための戒めを与えてくださった。 

•わたしたちには預言者がいて，導きを与えてくれる。 

•イエスが贖いの業を行ってくださったので，わたしたちは悔い改めることができる。 

•わたしたちは神権の祝福を受けることができる。 

4.イエス•キリストが子供たちを愛してくださっている様子を絵に描かせる（家族，木，花， 

動物など)。 

5.これから1週間だれかに親切にして，そのことを来週報告させる。忘れないように週日に電 

話をするとよい。 
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イエス•キuス卜はわたしたちが 

すべての人を愛するように望んでおられる 

第C31課 

目 的 人 に愛を示すことにより，人 が自分は天父とイエス•キリストにとって大切な存在であ 

ると感じられるように助けられることを理解させる。 

準 備 1.ヨハネ13 ： 34と3 ニーファイ17 ：18-25を祈りをもって研究する。 

2. 「共に愛し合え」（『子供の歌集』74 ；歌詞は巻末に掲載されている）と「イエスさまのお 

話を読む時」（『子供の歌集』35)を子供たちに教えられるように準備しておく。 

3.教材 

a.聖書とモルモン書 

b.黒板，チョーク，黒板ふき 

c.絵3-57「ニーファイ人の子供たちを祝福するイエス」 

4.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせるC 

注意を引くための 

活動 

イエスはわたしたちがすべての人を愛するようにと望んでおられる�

先週1週間人に親切にしたことについて報告させる（第30課『楽しい活動』5参照)。 

•人に親切にするとどんな気持ちがしますか。 

•天父とイエス•キリストはわたしたちに，どう人に接しなさいと教えておられますか 

聖句を使った 聖書とモルモン書を見せる。これらの聖典は，わたしたちがほかの人にどう接しなければな 

話し合い らないかを教えていることを説明する。 

ヨハネ13 ： 34を読む。 

•この聖句はわたしたちにどうするように教えていますか。（互いに愛し合う） 

互いに愛し合うということはとても大切な戒めであり，聖文の中に繰り返し出て来ることを 

強調する。天父は，わたしたちが自分の家族を愛すると同様，すべての天父の子供を愛するよ 

うに望んでおられる。 

歌 「共に愛し合え」を歌うか，または歌詞を朗読する。イエスはわたしたちが人を愛するよう 

に望んでおられることを強調する。 

黒板を使った 

話し合い 

黒板に「あい」と書く。イエスがほかの人 に愛を示された方法を挙げるように言う。 

•イエスはどのようにして人 に愛を示されたでしょうか。（子供たちの答えを黒板に書くとよい） 

•わたしたちもイエスの模範に倣って，イエスが教えてくださったことを実行するにはどうし 

たらよいでしようか。（黒板に書く。前の答えと並べて書くとよい） 

聖文はわたしたちがイエスにとって大切な存在であることを教えてくれる�

絵，聖句，話し合い イエスがアメリカ大陸のニーフアイ人を訪れられたとき，彼らはイエスのいることを大変う 

れしく光栄に思った。彼らはイエスのそばにいて教えを聞くことを好んだ。 

絵3-57「ニーフアイ人の子供たちを祝福するイエス」を見せる。 

第3ニーフアイはイエスのニーフアイ人への訪れにっいて書かれたものであることを説明する。 

3ニーフアイ17: 21を「また，イエス」の所から読む。 
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絵の方を指して，次の質問をする。 

•この絵の中の女の子はどのように感じたと思いますか。 

子供たちもイエスのそばにいる子供たちの中にいると想像させる。 

•イエスがあなたの頭の上に手を置かれたとしたらどのように感じるでしょうか。 

歌 「イエスさまのお話を読む時」を2番まで歌うか，または歌詞を朗読する。 

よにエスさまあるときのおはなしをよむとき 

わたしもそのときいたなら 

よかったとおもうよ 

エスさまのてがわたしのあたまにおかれたら 

こどもよわれにこよという 

やさしいこえきくでしょう 

わたしたちは人�に自分が天父とイエスにとって大切な存在であると感じさせることができる�

物 語 レニーがマークに自分の大切さをどのように感じさせたか，次の話をよく聞くように言う。 

レニーがちょうど昼食を終わったところへ，リッチとジェリーが裏口から駆け込んで来ました。 

「行こうよ！」とリッチがせき立てました。 

「でも」とレニーは，二人が持っている野球道具を見て，びっくりして言いました。 

「ぼくたちの午後はマークのところへ行くはずだったじゃないか。」 

「それは試合の始まる前のことさ。こんなにいい天気なのに家の中にいるなんてもったいないよ。」 

レニーは，ためらいながら，お皿とコップを流しの中に入れました。 

友達のマークは，退院したばかりでした。何か月か前に重い病気にかかったのです。お医者 

さんの話では，マークが再び走ったり遊んだりできるようになるまでには，ちょっと時間がか 

かるだろうということでした。病気になる前，マークはチームのレギュラーメンバーでした。 

レニーが選択を迫られたことを説明して話を続ける。 

「来いよ，レニ一，行こうよ。」リッチが強く誘いました。でもレニーは首を横に振りました。 

「ぼく，マークのお母さんに行くって約束したんだ。やりたけりゃ君たちだけでやれよ。」 

「でもレニー」と二人は言いました。「君がいないと大変なんだよ。」 

「悪いけど。」レニーはきっぱりと言いました。 

するとリッチはロをとがらせて言いました。 

「何だよ。チームが負けてもいいのかよ。」 

二人が行ってしまった後で，レニーは2階で赤ちゃんを寝かしっけていたお母さんに「行って 

きます」といって家を出ました。 

少しして，レニーはマークの家に向かってゆっくりと通りを歩いていました。……レニ一は 

ほんとうは野球をしたかったし，自分のせいでチームが負けるかもしれないと思うとあまりい 

い気持ちがしませんでした。でも，マークがかわいそうです。マークは入院中，楽しいことな 

んてなかったでしょう。 

「リッチとジェリーは？」マークのお母さんはレニーを迎えながら尋ねました。 

「二人とも来れないんです」とレニーは言いました。 

マークのお母さんはため息をっきました。レニーは，マークのお母さんのきれいな目の周り 

にくまができているのが分かりました。マークの病気は両親にとっても大変なことだったので 

す。「でも，あなたが来てくれてうれしいわ。マークは待ってたのよ」とお母さんはにっこり 

笑って言いました。 

レニーは，マークが青白い顔をして，元気がないことに気づきました。マークは片方の足に 

副木を当てていて，足を引きずりながら，レニ一を出迎えに来ました。 

マークのお母さんが行ってしまったので，二人は居間のソファに腰かけておしゃべりをしま 

した。しばらくたつと，マークは口数が少なくなってきました。レニーは，マークが窓の外を 
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見ているのに気がつきました。外は春らしいお天気です。 

「お父さんは，いつかまた野球ができるようになるって言うんだ。ぼくもきっともうじきでき 

るようになると思ってるよ。」マークは明るく言いました。 

そのとき，レニ一はいいことを思いつきました。 

「すぐ戻って来るから」と楽しそうに言って，レニーは急いで台所にマークのお母さんを探し 

に行きました。 

「野球はできないけど，見るのならいいでしよう。」レニーは，マークのお母さんに自分の思 

いつきを話しました。 

「なぜそれを思いつかなかったのかしら。マークもきっと喜ぶと思うわ」とお母さんは言いました。 

マークのお母さんも喜んでいます。マークが野球場まで歩くのは無理なので，レニーは車庫 

に行ってリヤカーを持って来ました。 

それから数分後，レニ一はマークをリヤカーに乗せて野球場へと向かいました。野球場に着くと 

びっくりして見る少年たちもいましたが，やがてみんなはマークに声をかけにやって来ました。 

「君，やるの？」と一人がレニーに聞きました。 

「そうだよ，レニーはやるよ。」マークが言いました。 

リッチが少しもじもじしながら近づいて来ました。ジェリーもその後からやって来ました。 

「ぼくは今は出番じゃないんだ。マークとおしゃべりするよ」とジェリーが申し出ました。 

もう，マークは独りぼっちではありませんでした。レニーは，ジェリ一とリッチが自分たち 

のしたことを反省していることが分かりました。 

その日の試合はとてもいい試合でした。試合が終わってから，ジェリーとリッチがマークの 

乗ったリヤカーを引いて，レニ一はその横を歩いてみんなで家に帰りました。（エバ•グレゴ 

リー•デ.ピミエン夕，“Bad-Weather Friends, ” Friend, 1975年 4 月号，8 - 10) 

•レニーは，マークが自分は愛され，必要とされていると感じられるようにどう助けたでしよ 

うかo 

•試合の場所に姿を見せたマークに，ほかの子供たちはどう接したでしようか。 

物 語 子供たちに次の話を聞くように言う。 

アイリーンは家族と一緒に外国から引っ越して来ました。アイリーンが初等協会に出席する 

と，クラスの子供たちは服装や話し方が変だと言ってアイリーンをばかにしました。アイリ一 

ンは独りぼっちでした。 

ハーマン兄弟の初等協会のレッスンは，イエス•キリストが一人一人にどう思いやりを示さ 

れたか，そして一人一人に自分が愛されていて価値のある存在であることをどう伝えられたか 

というものでした。アイリーンのクラスメートの一人であるカレンは，自分も含めてクラスの 

子供たちがアイリーンをいじめたことを恥ずかしく思いました。 

•カレンはアイリーンが自分は愛されていると感じられるように何をすることができたでしようか。 

カレンはアイリーンがどんなことに興味を持っているのか，またどんな才能を持っているの 

かを見つけることにしました。アイリーンと話したカレンは，アイリーンが算数が得意だとい 

うことが分かりました。カレンは算数が苦手だったので，アイリーンに一緒に勉強してくれる 

ように頼みました。そして一緒に勉強していくにつれて，共通の趣味がたくさんあることが分 

かり，二人はとても良い友達になりました。 

話し合い •カレンはアイリーンが必要とされていると感じられるように何をしましたか。 

ほかの人に自信を持たせるにはあまり大きな努力を要しないことが多い。その人に関心を示 

し，自分が価値ある存在であることを感じてもらえばよいのである。 

事 例 以下の各事例を紹介し，子供たちに話し合わせる。子供たちにロ一ルプレーをさせたうえで 

どう感じたか話させる。 
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1.あなたは友達と一緒に裏庭に小屋を作っています。そこへ弟が来て，手伝ってもいいかど 

うか尋ねました。 

•あなたは弟に「自分は大切な存在だ」と感じさせるためにどうすることができますか。 

(くぎを渡してもらったり，木を押さえてもらったりして助けてもらう） 

•もしあなたが弟で，お兄さんが一緒に小屋を建てさせてくれたとしたらどう思いますか。 

2.初等協会のあなたのクラスは奉仕活動の計画をしています。みんな楽しそうにアイデアを 

出していますが，美代子さんだけは内気であまりしゃべりません。急に美代子さんが話し 

始めましたが，だれかに遮られて最後まで話すことができません。 

•あなたは美代子さんに関心があることを示し，美代子さんが自分を大切な存在だと感じ 

るようにするために何ができますか。 

•もしあなたが美代子さんで，だれかがあなたの言うことに関心を示してくれたとしたら， 

あなたはどのように感じるでしようか。 

3.あなたは休み時間で外にいます。何人かの男の子が一人の男の子に，「君とは遊ばない」と 

言っているのを聞きました。男の子たちは一緒になってその子をいじめています。 

•その男の子に自分の存在の大切さを感じさせるためにあなたはどうしますか。 

•ほかの人たちから「君とは一緒に遊ばない」と言われたとき，もしだれかが一緒に遊ぼ 

うと言ってくれたらどう思いますか。 

4.初等協会に一人の女の子が転入して来ました。何人かの女の子が服装が変だということで 

その子をからかっています。 

•その女の子に，自分は大切な存在であると感じさせるにはどうしたらよいですか。 

•もしあなたが転入した先の教会で，だれかが喜んで迎えてくれたとしたら，あなたはど 

う感じますか。 

わたしたちには毎日，ほかの人 がわたしたちにとって大切な存在であることを知らせる機 

会がたくさんある。 

あかし 

個人的な経験と証 だれかが自分に注意を払ってくれたことによって，自分の存在の重要性を感じたときの経験 

を話す。例えば，クラスの子供が通りや店で手を振ったりほほえみかけたりしてくれるとき， 

教師であってどんなによかったと思うか話すとよい。 

天父とイエス•キリストがわたしたち一人一人を愛してくださることを証する。わたしたち 

は御二方にとって大切な存在である。御二方はわたしたちを助けるために何でもしてくださる。 

みもとに帰って永遠にともに生活することを望んでおられるのである。わたしたちは人を愛し， 

彼らがわたしたちや天父とイエス•キリストを大切に思ってくれるように助けることによって， 

天父とイエス•キリストのお手伝いができる。 

子供たちに，自分という存在の大切さを人から感じさせられたり，逆に人に対してそのよう 

な気持ちを感じさせたりした経験があれば話させる。 

信仰箇条 この教会の会員として，わたしたちはすべての人 に対して善を行うことを信じている。 

人 にその人の存在の重要性を感じさせることによって，わたしたちは人 に善を行い，愛を 

示すことができる。これは信仰箇条第13条の中の一部であることを説明する。 

信仰箇条の中から次の箇所を一緒に何回か繰り返させる。「わたしたちは，……すべての人に 

善を行うべきことを信じる。」 

子供たちに，この1週間，一人の人に自分は大切な存在であると感じさせるようにするよう 

チヤレンジする。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用ぃてもよぃし，復習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 
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1.一人の子供をクラスの真ん中の席に座らせ，王子または王女にする。王女や王子になった 

人は何も言うことができない。代わりにほかの全員は，王女か王子になった子供のいい点 

だけを言う。例えば「笑顔がいい」「髪の毛がさらさらしているのがいい」「クラスでいつ 

も静かに話を聞いている」「クレヨンを貸してくれた」などである。簡単な冠を作ってかぶ 

せる。全員に王女か王子になる順番が回るようにする。 

2.よく聞いてあげることは，自分が価値ある存在であることを感じさせる良い方法である。 

人が話しているときはよく聞き，中断しないようにする。次の話をよく聞いて，起こりそ 

うもないようなことが聞こえたら黙って手を挙げるようにして言う。 

ちえみさんは教会に行く時刻の5分前に目を覚ましました。急がないと，今起きたような顔 

で教会に行かなければなりません。ちえみさんは急いでバスルームに行き，（オートミール） 

で顔を洗いました。自分の部屋に戻ると，ペットとして飼っている（わに）につまずいて 

しまいました。「ちえみ，あと2分で出かけるわよ」と（人形）が大声で言います。ちえみ 

さんは急いで（ドレス）をくしでとかし，いちばん気に入っている（ヘアブラシ）を着て 

玄関を出ました。 

よく聞いて中断しなかった子供たちに感謝する。もう一度話を読み，間違っている言葉を 

正しい言葉に置き換えさせる。 

3.紙人形をつなげたもの（図参照）を子供たち一人一人に作る。人形に色を塗り，家族やク 

ラスメートに見立てる。各人が自分は愛されていると感じるには何ができるか話し合う。 

(思いやりのある言葉で話す，仲間外れにしない，良い聞き手になる，困ったときに助け合 

う，など） 

4.黒板の一方の端に「イエス•キリストはどのようにしてわたしたちにあいをしめされるか」 

と書く。もう一方の端には「どのようにして人にあいをしめすか」と書く。レッスンの初 

めの方でこの二つの質問をし，子供たちの答えを基にしてリストを作る。お手玉を投げて 

受け取った人に答えさせるとよい。 
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聖餐を受けるとき 
イエス•キリス卜を思い起こす 

目 的 聖餐を受けるときにいつもイエス•キリストとパプテスマの聖約を思い起こす。 

準 備 1 . 3 ニーフアイ18 ：1 — 11と20 ：1-9を祈りをもって研究する0 

2.小物が幾つか入った袋を用意する。 

3.第30課の「イエス•キリストはすべての子供たちを愛しておられる」という見出しの所の 

イエスとニーフアイ人の子供たちの話を復習しておく。 

4.「救い主の愛」（『子供の歌集』42)を子供に教えられるように準備する。歌詞は巻末に掲 

載されている。 

5.教材 

a.モルモン書と教義と聖約 

b.絵3-57「ニーフアイ人の子供たちを祝福するイエス」；3 —22「最後の晩餐」（『福音の 

視覚資料』225) ； 3-1「イエスにパプテスマを施すパプテスマのヨハネ」（「福音の視 

覚資料セツト』208) ； 3-51「山上の垂訓」（『福音の視覚資料セツト』212) ； 3 - 5 6 

「キリストと子供たち」（『福音の視覚資料セツト』216) ； 3-10「最初の示現」（『福音 

の視覚資料セツト』403) ； 3-59「聖餐のパス」 

c.できればパンと水の聖餐トレイ 

6.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

注意を引くための 

活動 

聖餐はイエス•キリス卜のことを思い出させてくれる�

用意した袋から小物を一つずつ取り出す。そして取り出した物について短く説明する。終 

わったらどの品物を1番目，2番目，3番目……に取り出したかを当てさせる。 

この活動は子供たちの記憶がどれほどいいかを試すものであることを説明する。 

絵3-57「ニーフアイ人の子供たちを祝福するイェス」を見せる。子供たちにこの出来事に 

ついて覚えていることを話させる。少しでも話したら褒める。 

絵と話し合い イエス•キリストは使徒たちとエルサレムにおられるとき，ぺテロとヨハネを遣わして御自身と使 

徒たちのための特別な夕食をする準備をされた。そのことを説明する（マタイ26:17 - 30参照）。 

絵3-22「最後の晩餐」を見せる。 

主が使徒たちに，彼らと一緒に食事をするのはこれが最後になると言われたことを説明する。 

主は御自分が間もなく死ぬことを知っておられた。そしてその食事の後で，主はそれまでこの 

世で一度も行われていなかったことを行われた。聖餐を祝福して配られたのである。イエスは 

パンを裂き，使徒たちに，それを食べるときはイエスの体を思い起こすように言われた。また 

ぶどう酒を配られ，彼らのために地に流される血の記念とするように言われた。そして，彼ら 

が永遠に生きられるように御自身の命をささげられたことをいつも覚えているように言われた。 

聖文の物語 主がニーファイ人を訪れられたときも聖餐を配られたことを説明する（3ニーファイ18 ：1-

11参照）。エルサレムでのときと同様に，イエスは十二弟子にパンとぶどう酒を用意させた（今 

ではぶどう酒の代わりに水を用いることを説明する）。弟子たちが出かけている間，イエスは 
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人 に周りに集まるように言われた。 

弟子たちがパンとぶどう酒を持って戻って来ると，イエス•キリストはパンを小さく裂いて 

祝福された。そしてそれを弟子たちに配り，食べるように言われた。それから弟子たちに，残 

りのパンを人 に配るように言われた。それが終わると，今度はぶどう酒を祝福して弟子たち 

に配り，次いで人 に配るように言われた。そしてイエスは，聖餐を祝福して主の教会の会員 

全員に配る権能を弟子たちに与えることを説明された。 

そして再びイエスは，聖餐を全員に配られた後で，エルサレムで使徒たちになさったと同じ 

ように，人 に聖餐の目的を説明された。 

聖句朗読と 子供たちにモルモン書の3 ニ一ファイ18 ： 7を朗読する。これはイエスが，人 に聖餐を配ら 

話し合い れたときに語られた言葉であることを説明する。聖餐を受けるということはイエス•キリスト 

を覚えていることを天父に証明することである。 

• ニーフアイ人は聖餐を受けたとき，イエス•キリストについてどう感じたと思いますか。 

実物を使った 絵3-59「聖餐のパス」を見せる。 

話し合い 聖餐式の様子を説明する。質問をしながら以下の点をまとめる。 

1.いつも聖餐の賛美歌を歌う。 

2.神権者（通常は祭司）がパンを裂く。（パン用の聖餐トレイを見せる） 

3.神権者（通常は祭司）がひざまずいてパンの祝福の祈りをささげる。（モロナイ4，5章なら 

びに教義と聖約20 ： 77，79にある聖餐の祈りの言葉を読んでもよい） 

4.神権者（通常は執事）が聖餐を配る。 

5.神権者（通常は祭司）がひざまずいて水の祝福の祈りをささげる。（水用の聖餐トレイを見 

せる） 

6.神権者（通常は執事）が聖餐を配る。 

•聖餐が配られているとき，わたしたちは何を考えていればいいでしようか。（イエス•キリス 

トのこと，イエスがわたしたちをどれだけ愛しておられるか） 

話し合い 

わたしたちは聖餐の間，イエス•キリス卜を思い起こさなければならない�

•聖餐式の間イエス•キリストを思い起こすにはどうしたらいいでしようか。 

•聖餐式の間イエス•キリストのどのようなお話を思い出したらいいでしようか。 

•聖餐式の間思い起こす歌にはどのようなものがありますか。 

聖餐式の間，わたしたちはイエス•キリストを思い起こし，イエスへの愛を深められるよう 

なことを考える。 

歌 「救い主の愛」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

•この歌を歌って（または歌詞を読んで）どんな気持ちがしましたか。 

•聖餐式の間にこの歌詞を思い起こしたらどんな気持ちがするでしょうか 

絵を使った 

話し合い 

今，絵を何枚か持っていて，それについて説明することを話す。絵を見せて一つずつ短く説 

明する。できるだけ子供に意見を言わせる。絵3-1「イエスにパプテスマを施すパプテスマの 

ヨハネ」；3-51「山上の垂訓」；3-56「キリストと幼子たち」；3 —10「最初の示現」を用いる。 

イエスについてのお話や，イエスがどれだけ自分たちを愛しておられるかを思い起こすこと 

によってイエス•キリストのことについて考えることができることを説明する。 

ロールプレーと 聖餐式の間どう振る舞ったらよいかをもっとよく理解できるように一つの活動を行うことを 

話し合い 話す。二人の子供を選んで次のことをさせる。二人を前に呼び，一人一人に何をするか耳打ち 

する。そして一人ずつそれぞれの動作をさせ，残りの子供たちに聖餐式のときの行動としてど 

ちらがよいか選ばせる。またロ一ルプレーをした二人には，その動作をしてどんな気持ちがし 
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たかを述べさせる。そして，積極的な行動を取ったときにイエス•キリストのことをもっと 

敬虔な気持ちで考えられるのはなぜかを話し合う。 

1.絵を描いたり，塗り絵をしたりする。 

きちんと座って，聖文の中のイエス•キリストのお話を思い起こす。 

2.隣の人に小声で話しかける。 

きちんと座って，イエス•キリストが自分をどれだけ愛してくださっているかを考える。 

3.おもちゃで遊び，音を立てる。 

静かに聖餐を取り，隣の人に渡す。 

まとめ�

聖句朗読 聖餐を受けるとき，また週の残りの日 もイエス•キリストのことを思い起こすように子供 

たちに話す。3ニーファイ18 ： 7から次の文をもう一度読む。「あなたがたは，いつもわたしを覚 

えているならば，わたしの御霊を受けるであろう。」 

教師の証 わたしたちがイエス•キリストを覚え，その教えに従うとき，天父は喜ばれる。そのことを 

証する。次に聖餐を受けるときにイエス•キリストのことについて思いをはせるよう，子供た 

ちに勧める。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用いてもよいし，復習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.できればイエス•キリストの小さな絵を人数分用意し，裏に一人一人にあてた手紙を書く。 

その絵をイエスが自分たちを愛してくださっていることを思い出せるような場所に飾らせる。 

2.「エス様の話聞かせて」（『子供の歌集』36)を朗読するか，または歌う。 

エスさまのはなしきかせて 

ながいたびのとちゅうあったこと 

エスさまがあったひと 

エスさまのみことば 

エスさまはこどもあつめて 

しゅくふくのことばあたえた 

そのことばとえがおに 

しゅのあいがかがやく 

みそばによるでしさとして 

あれるうみしかりしずめる 

なみをうち 

くるしむこころすくうしゅのあい 

3.レッスンが終わって部屋を出るときに，一人一人の子供に次の聖餐式の間イエス•キリス 

トについて何を考えるか，一つだけ耳打ちさせる。耳打ちさせるのは，ほかの子供のまね 

をしないようにするためと，敬虔さを保つためである。 

4.イエスを思い起こすことによって助けられた少年の以下の物語をよく聞くように言う。「修 

二君と家族は新しい町に引っ越して来たばかりでした。新しい家に入った最初の日は修ニ 

君の8歳の誕生日でした。しかし一緒に遊ぶ友達もいなければ，前は必ず訪問してくれたお 

じいさんやおばあさん，そしていとこの訪問も何もありませんでした。 
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お母さんが言いました。『修ニ，心配しなくていいのよ。来週から学校も始まるし，そう 

したらたくさん新しい友達ができるわ。』 

学校は始まっても，修二君の寂しい気持ちは募るばかりでした。みんなには前からの仲 

良しがいて，お互いにふざけ合ったりして楽しんでいました。でも修二君は仲間に入れて 

もらえませんでした。修二君はいつもわきの方で眺めているばかりでした。学校が終わる 

といつも修二君は独りで家に帰って来ました。 

修二君は後になってこの寂しかった時期を振り返り，こう言っています。『引っ越す前に 

前の日曜学校の先生が小さな縁取りのしてあるイエス様の絵をくれました。ぼくはそれを 

ベッドのそばに飾っておきました。ぼくはこの絵を見る度に元気が出てきました。それは 

イエス様が子供たちを愛しておられることを思い出したからです。ぼくはイエスがぼくを 

愛してくださっていること，ぼくの気持ちを知っておられることが分かったのです。』（『家 

庭の夕べ』1973年，124) 

•イエス•キリストを思い起こすことによって修二君はどのように助けられましたか。 

•わたしたちはイエス•キリストを思い起こすことによってどのように助けられますか。 

5.子供たちに1分間時間を与え，イエス•キリストについて考えさせる。 

6.「イエス様を思うのは」（『子供の歌集』148)を朗読するか，または歌う。 

じゅうじかでくるしまれたイエスさまのことおもうのは 

むずかしくはありません 

しずかにすわってかんがえる 

コーラス 

わたしはこどもだけれど，しゅをおもうことができる 
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聖餐の儀式は 
聖約を思い出させてくれる 

目 的� 1縫を受けることによりパプテスマの聖約を思い出すことができることを理解させる。 

準 備 1.モロナイ4 ： 3と5 ： 2を読む。 

2.子供たちに信仰箇条第3条を暗唱させる準備をする。 

3.教材 

a.モルモン書 

b. CTRの盾と指輪 

c.絵3-13「パプテスマを受ける少年」；3-59「聖餐のパス」；3 —9「イエス•キリスト」 

(『福音の視覚資料セツト』240) 

4.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン�

注意を引くための 

活動 

子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

聖餐の祈りは/ (プテスマの聖約を思い出させてくれる�

子供たちに注意して聞くように言う。そして，聖餐式の間すべきことであれば立つ。すべき 

でないことであれば，座ったまま体を前に倒す。 

以下の文を読み，一つ一つについて子供に答えさせる。 

1.天父とイエス•キリストがわたしたちを愛しておられることを覚える。（立つ） 

2.ピクニックに行くことを考える。（体を倒す） 

3.イエス•キリストが病人を癒されたことを考える。（立つ） 

4.隣の人に話しかける。（体を倒す） 

5.体を動かす（体を倒す） 

6.天父に祈る（立つ） 

7.絵を描いたりおもちゃで遊んだりする。（体を倒す） 

8.イエス•キリストについてのお話を思い起こす。（立つ） 

絵を使った活動 

聖句と話し合い 

絵3-13「パプテスマを受ける少年」，絵3-59「聖餐のパス」を見せる。先週，聖餐を受け 

たときのことを考えさせる。聖餐式の間，何を考え，何をしていたか思い出すように言う。次 

の質問に，声に出さないで心の中で答えるように言う。 

•あなたは聖餐式の間，敬虔な態度でしたか。 

•あなたは聖餐式の間，救い主について考えていましたか。 

•あなたは聖餐の祈りの言葉をよく聞いていましたか。 

モロナイ4 ： 3を読み，わたしたちが聖餐を受けるときに天父と交わす二つの約束を聞き取る 

ように言う。必要なら見つけやすいようにその部分を強調する。 

わたしたちは 

1.いつも御子を覚え（一人の子供に絵3 —9「イエス•キリスト」を飾らせる） 

2.戒めを守る（一人の子供にCTRの盾と指輪を飾らせる。CTRの意味について復習する）。こ 

とを約束する。 
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子供たちに毎週，聖餐の祈りをよく注意して聞き，次の二つの約束を聞き取るように励ます。 

1.いつも御子を覚え〔る〕 

2.戒めを守る 

この二つの約束はパプテスマのときに交わす約束と同じものである。この二つの約束を声に 

出して繰り返させる。天父は，わたしたちが交わした約束を守ると信じておられ，いつもわた 

したちへの約束を果たしてくださることを強調する。 

交わした約束を忘れずにいることは，いつも簡単にできるわけではない。毎週日曜日に聖餐 

を受け，聖餐の祈りを聞くことによって，天父と交わした約束を思い起こすことができる。 

信仰箇条 信仰箇条第3条を暗唱できるように助ける。戒めを守ることによってのみ天父とイエス•キリ 

ストとともに生活できることを強調する。 

物 語 聖餐式の大切さを感じた少年の話を教師g身の言葉で紹介する 

洋ー君は，両親と一緒に田舎の大きな牧場に住んでいました。洋ー君は自分の子馬を持って 

いて，よくお父さんが牧場の馬の世話をするのを手伝っていました。ある日，牧場で事故が起 

こりました。洋ー君が子馬から落ちて背中を痛めたのです。診察したお医者さんは洋ー君と両 

親に，けがは治るが数週間は寝ていなくてはならないと言いました。 

洋ー君は事故の2か月前にパプテスマを受けて教会の会員になったばかりでした。洋ー君は戒 

めを守ることを天のお父様と約束していました。それで洋ー君は，聖餐を受ける度にこの聖約 

を思い出していました。よく注意して聖餐の祈りを聞き，聖餐が配られている間，敬虔な態度 

で座っていました。そして，御子を覚え，戒めを守るという聖約の言葉に耳を傾けました。洋 

一君は，「アーメン」と言って聖餐を受けることは，天父との聖約を全力を尽くして守ることだ 

ということをよく知っていました。 

洋ー君は寝ていなければならなかったので，教会へ行くことも，聖餐を受けることもできま 

せんでした。聖餐が祝福されて配られるときの，静かで敬虔なひとときを味わうことができな 

いことを寂しく思いました。交わした聖約を度 思い起こすことがどんなに大切かよく分かっ 

たのです。天父の御霊を得たいと思った洋ー君は，監督に日曜日に聖餐を家に持って来てもら 

えるかどうか聞いてみようと思いました。 

監督は，洋ー君が聖餐を受けたいと思い，また天父と御子イエス•キリストと交わした聖約 

を思い起こしたいと思っていることを知って喜びました。監督は，二人の神権者に日曜日ごと 

に牧場にいる洋ー君を訪れて，聖餐を準備してくれるように取り図らってくれました。 

•洋ー君はなぜ教会に行けないことを残念に思ったのですか。（聖餐を受けられないから） 

•洋ー君はなぜ聖餐を受けたかったのでしょう。（バプテスマのときの聖約を思い起こすことに 

より御霊を得たかった） 

パプテスマの聖約は，イエスの教えに従う助けになる�

事例と話し合い イエスを毎日思い起こすならば，イエスの教えやイエスに従うという約束をさらに思い出し 

やすくなる。次の事例を読み，どのように解決するか考えさせる。 

1.明美さんと博美さんはきょうだいです。明美さんの友達が遊びに来ました。博美さんもニ 

人と一緒に遊びたいのですが，明美さんは友達と二人だけで遊びたいと思っています。明 

美さんはどうすべきでしょうか。 

•明美さんはイエス•キリストを覚えることによって，どのように戒めを守ることができ 

るでしょう力、。 

•明美さんはどの戒めを守ることになりますか。 

2.達夫君はお兄さんの上着を黙って着て，染みを付けてしまいました。 

•達夫君はイエス•キリストを覚えることによって，どのように戒めを守ることができる 

でしょうカゝ 。 

•達夫君はどの戒めを守ることになりますか。 
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3.英雄君は家の外でおもちゃの自動車を見つけました。英雄君はそれを欲しいと思いました 

が，通りの向こうに住んでいる健二君のものだということを知っていました。英雄君はど 

うすべきでしようか。 

•英雄君はイエス•キリストを覚えることによって，どのように戒めを守ることができる 

でしようか。 

•英雄君はどの戒めを守ることになりますか。 

4.雅彦君は，外に遊びに行くところでした。お母さんは，お客さんが来るので家の中を掃除 

していました。お母さんはとても疲れているように見えました。雅彦君はどうすべきで 

しょうか。 

•雅彦君はイエス•キリストを覚えることによって，どのように戒めを守ることができる 

でしようか。 

•雅彦君はどの戒めを守ることになりますか。 

子供たちが良い答えを出してくれたことを褒める。 

まとめ�

パプテスマを受けるときには，いつもイエス•キリストを覚えていることを約束する（親指 

を折る）。また，主の戒めに従うことを約束する（人差し指を折る）。次に手を出してCTRの指 

輪を見るように言う。そしていつもCTRの指輪を見るときには親指と人差し指も見て，イエ 

ス•キリストと交わした二つの約束を思い起こさせる。 

第32課のイエス•キリストが聖餐を祝福し配られたお話を復習する。 

教師の 1正し イエス•キリストがわたしたちを愛しておられ，わたしたちにいつまでも御自分を覚えてい 

てほしいと思っておられることを話す。聖餐式のとき敬虔にし，聖餐の祈りの言葉について考 

え，イエスを覚えることにより，パプテスマのときに交わした聖約の備えをするように励ます。 

パプテスマを受けた後は，聖餐を受ける度にイエスと交わした聖約を守りたいとの気持ちを天 

父に示すことになる。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

次の活動の中からクラスの子供たちに最も適したものを選ぶ。選んだ活動はレッスンの一部 

として用いてもよいし，復習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の「クラスの 

時間」の項を参照する。 

1.聖餐会に出席するときに，聖餐式の間静かに席に座り，天父とイエス•キリストがどれだ 

け自分を愛してくださっているかを考えるように言う。 

子供たちに次の詩を紹介する。 

うでを組んで頭を下げて 

しずかに，しずかにします。 

せいさんのしゅくふくの間 

あなたさまを思います 

子供たちに詩を読んで聞かせ，次に動作を入れながら繰り返す。 

•組むのは何ですか。（腕） 

•下げるのは何ですか。（頭） 

•聖餐式の間は静かにしていますか，それともうるさくしていますか。 

•聖餐式の間はどなたのことを考えますか。（イエス） 

詩をもう一度繰り返す。言葉を埋めさせたり動作をさせたりしてよく覚えさせる。最後に 

みんなでもう一度繰り返す。 

2.子供たちにイエス•キリストについて何を知っているか尋ねる。これは，子供たちが聖餐 

式の間考えるべき事柄である。絵3-46「ゲツセマネで祈るイエス」を見せ，ゲツセマネの 

園でどのようなことが起こったかを説明する（マタイ26 ： 36-46参照）。この神聖な出来事 

について教えるときには，御霊の導きに従うようにする。 

楽しい活動�
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3.はさみとのりと次の配付資料を配る。一緒に上の部分を読む。点線に沿って切り離し，正 

しい順番に並べるように言う。答えは「いつも御子を覚える」と「戒めを守る」である。 

正しい順番にのりではらせる。 

イエス•キリス卜をおぼえる  

せいさんをうけて天父とのせいやくを新たにするとき， 

わたしたちはつぎのや<そくをします。 

〇 

〇 

：まもる|おんこを|いつも\いましめを|おぼえる丨 
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わたしたちは 
天父に祈ることができる 

第 3 0 課 

目 的 イエス•キリストのように天父に祈りたいと思う気持ちを強める。 

準 備 1 . 3 ニーファイ17-19章を祈りをもって研究する。 

2.「神さまありがとう」（『子供の歌集』9)を歌うか，または歌詞を朗読できるように準備する 

3.次のような紙を人数分用意する。 

……をかんしゃします……をおねがいします 

4.教材 

a.モルモン書 

b.鉛筆かクレヨン（人数分） 

c.絵3-60「祈る少女」；3-61「ニーファイ人とともに祈るイエス」 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

わたしたちは天父と話すことができる�

絵3-60「祈る少女」を見せる。 

•どのようにして天父と話をすることができるでしょうか。 

•なぜ天父に祈るのでしょうか。 

•いつ天父に祈ることができるでしょうか。 

天父はわたしたちをとても愛しておられるので，わたしたちが天父と話すことができるよう 

にしてくださった。天父は祝福に感謝するように望んでおられる。また，必要なときはいつで 

も助けを願ってほしいと望んでおられる。 

わたしたちは天父に感謝することができる�

話し合い わたしたちは祈るとき，与えられた祝福を天父に感謝する必要がある。 

•天父が与えてくださっているどんな祝福に感謝することができますか。（答えとしては家，家 

族，美しい地球，食物，衣類などが含まれるであろう） 

わたしたちは天父に祈るとき，特別な言葉を使う。感謝するときは，「……を感謝します」と言う。 

子供たちにどのようにして天父に感謝するかを言わせる。一人一人に具体的に何を感謝する 

か考えさせ，「……を感謝します」にあてはめて言わせる。 

注意を引くための 

活動 
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第47課 

物 語 次の話は，ジーンという少女が天父に感謝することを覚えた話である。子供たちによく聞く 

ように言つ。 

そのとき，イギリスは戦争中でした。辺りは真っ暗で，ジーンはこわくて仕方がありません 

でした。おばあさんがロンドンの近くの小さな村に住んでいたので，ジーンはおばあさんのと 

ころへ行く途中なのです。街道までは3キロ以上もあります。ジーンは無事であるように心から 

祈りました。 

そのとき，強い冷たい風が吹いてきたので，ジーンは声が苦しくなりました。そこでまた 

ジーンは無事を願い，どうにかして道が見えるようにと祈りました。 

すると突然，丘の向こうに明かりが見えてきました。ジーンはその明かりに向かってペダル 

を踏みました。その明かりはおばあさんの家に着くまでずっとジーンの前を照らしました。 

ジーンは，天のお父様が祈りに答えてくださったことを知って，とても感謝しました。そし 

て，ジーンはこのときのことを思い出す度に，天のお父様に感謝しました。（ルシール•〇• 

リーディング，“The Light,” Children's Friend, 1965年 8 月号，45 参照） 

ジーンが天父に感謝することを覚えていたように，わたしたちは天父が与えてくださるすべ 

てのものや助けについて忘れずに天父に感謝しなければならない。 

歌と話し合い 「神さまありがとう」の1番を歌うか，または朗読する。 

かみさまおめぐみとあい 

いつもくださりありがとう 

ちちははともだちおうちも 

みなおめぐみよありがとう 

子供たちにほかの祝福で天父に感謝しているものを挙げさせるc 

あかし 

絵と証 

歌 

わたしたちは天父に助けを願い求めることができる�

絵3-60「祈る少女」を指す。 

どんな問題があっても，必要であればいつでも天父に助けを求めることができることを証する。 

•天父に助けていただくことにはどのようなことがありますか（子供たちに考える時間を与え 

る。答えには，話の責任を果たす，宿題を完成させる，戒めを守る大切さについて理解し学 

ぶ，特別な守りを受ける，病気が治る，などが含まれるであろう）。家族や友人，近所の人な 

ど，ほかの人のために祈った経験を子供たちに話させる。 

天父に助けを願い求めるときに使う特別な言葉は，「……お願いします」である。これを何度 

か繰り返し言わせる。 

「神様ありがとう」の2番を歌うか，または歌詞を朗読する。歌詞を聞いて天父に何を願い求 

めるか考えるように言う。 

わたしがよいことなるように 

ちちははのいうこときくように 

きようもやさしいエスさまの 

みなによりていのります 

わたしたちはイエスのように度�祈るべきである�

教師の提示 イエスはこの地上におられたとき，何度も天父に祈られたことを指摘する。イエスは復活し 

た後も天父に祈られた。イエスはニーファイ人を訪れられたとき，彼らを教え，祝福されただ 

けでなく，人 のために祈り，人 も祈るべきであると教えられた。 

絵 絵3 —61「ニーファイ人とともに祈るイエス」を見せる。 

モルモン書には，イエス•キリストが人 を周囲に集め，ひざまずかせたことが書かれてい 

る。人 が地にひざまずくと，イエス様御自身もひざまずいて天父に祈られた。イエスの祈り 
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はとてもすばらしかったので人 の心は喜びに満たされた。イエスは人 に多くのすばらしレ 

ことを教えた後で，自分がしたように祈りなさいと教えられた。 

3ニーフアイ18 ：16を読む。 

•この聖句から，イエスはニーフアイ人に何を教えられたと言えますか。（祈ること） 

イエスはそれからニーフアイ人のもとを離れたが，もう一度戻って来られた。イエスは戻っ 

て来られたときに，再び天父に祈りをささげ，ニーフアイ人の弟子たちを助けてくださったこ 

とを感謝された。イエスはまた天父に人 を祝福してくださるように願い求められた。イエス 

はニーフアイ人とともにおられたとき，何度も祈られた。イエスの祈りの幾つかはモルモン書 

に載っている。モルモン書には，ある祈りはとても美しいので書き記せないと書かれている。 

イエスがニーフアイ人に度 天父が祈るように教えられたように，わたしたちもイエスの模 

範に倣って度 天父に祈るべきであると説明する。 

•わたしたちはいつ天のお父様に祈るのですか。（自由に答えさせ，いつ祈るかについて話し合 

う。毎朝，毎晩，食事のとき，家族と一緒に，問題があったり特別な助けが必要なときなど） 

•わたしたちは天父とお話しするとき，どんな特別な言葉を使いますか。 

子供たちに，「……を感謝します」「……をお願いします」と言わせる。 

まとめ�

準備した紙と鉛筆かクレヨンを配る。紙の左半分には感謝すること，右半分には願い求める 

ことを書かせる。 

祈りについての証を述べる。天父に感謝し，助けを願うことができるのは大きな祝福である 

ことを強調する。毎日祈るように勧める。また，必要なときには，いつでもどこでも祈ること 

ができることを確認する。 

閉会の祈りの準備として，代表して祈る人のために天父に感謝することを提案させる。また， 

願い求めることも挙げさせる。 

閉会の祈りは教師が行い，子供たちが考えたことを祈りの中に入れる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.次の詩を身振りを加えて読む。次に子供たちにも身振りを加えて復唱させる。 

神さま，明るいお日さまの光にかんしゃします（腕を挙げて大きな輪を作る） 

朝日の中でなく小鳥をかんしゃします（腕を広げて翼のように上下に動かす） 

せかいじゆうの元気な子供たちをかんしゃします（ほほえむ） 

そして天のお父さまのあいにかんしゃします（祈りのときのように腕を組み，頭を下げる） 

2.男の子の祈りがこたえられた次の物語を自分の言葉で話す。 

8歳の男の子が病院の手術台の上にいました。彼の両親はもう亡くなっていましたが，そ 

の男の子はお祈りの仕方を知っていました。また彼は，手術が難しいものであることも 

知っていました。そこで，手術を担当する医師にこう言ったのです。「先生，手術をする前 

にぼくのために祈ってくれませんか。」医師は驚いて言いました。「ぼくには君のために祈 

ることはできないよ。」 

そこでこの男の子はほかの医師たちにも頼みました。でも，同じ答えが返って来るばか 

りでした。そこで男の子は言いました。「みんなができないならちょっと待ってください。 

ぼくが自分のために祈りますから。」彼は手術台の上にひざまずき，腕を組み，こう祈りま 

した。「天のお父様，ぼくはみなしごです。大変な病気でこのお医者さんたちが手術をして 

ださいます。正しくできるように助けてください。ぼくは，もし治ったらいい子になりま 

す。ぼくを助けてくださってありがとうございます。」 

祈り終わると，医師や看護婦の目には涙があふれていました。少年は横になって言いま 

聖句を使った 

話し合い 

活 動 

教師の証 
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第29課 

した。「もう大丈夫です。お願いします。」（ジョージ•アルバート•スミス，Sharing the 
Gospel of Others，プレストン•ニブレー編，144—145より翻案） 

3.一人一人に1週間の祈りの表を作り，朝と晩にチェックできるようにする。紙の半分にその 

表を作り，残りの半分に祈っている自分の姿を描かせる。表を家の目につく所にはって， 

朝晩忘れずにチェックするように言う。 

4.信仰箇条第1条を子供たちと一緒に復習する。 
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神殿と永遠の家族 第 3 5 課 

目 的 家族が永遠に存続するものであることを子供たちに理解させる。 

準 備 1.「家族は永遠に」（『子供の歌集』，98)と「幸せな家族」（『子供の歌集』，104)を歌うか， 

または歌詞を朗読できるように準備する。歌詞はどちらも本書の巻末に掲載されている。 

2.レッスン全体を通じて，両親のそろっていない子供や教会員でない親やきようだいのいる 

子供の心を傷つけないように気を配る。 

3.教材——絵3-5「子供たちを教えるアダムとエバ」；東京神殿の写真とできればそのほかの 

神殿の写真を数種類。（または絵3-62「ポートランド神殿」を用いる） 

4.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

わたしたちには天の家族とこの世の家族がある�

注意を引くための活動「幸せな家族」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

絵を使った この世に生まれる前，わたしたちは兄弟姉妹として美しい霊界に住んでいた。わたしたちは 

話し合い 愛する天の両親とともに天の家族の中にいた。 

絵3-5「子供たちを教えるアダムとエバ」を見せる。子供に絵の中の人がだれか尋ねる。ア 

ダムとエバが地上の最初の両親であったことを話す。天父はアダムとエバに子供をもうけるよ 

うに言われた。こうしてアダムとエバは地上で最初の家族となった。 

天父がアダムとエバとその子供たちを愛されたことを話す。天父はアダムとエバに，福音を 

子供たちに教えるように言われた。今日でも，天父はアダムとエバのときと同じように，家族 

に子供を与えてくださっている。天父は子供たちすべてを愛しておられ，すべての両親に，子 

供に福音を教えるよう命じられた。 

わたしたちが死んでこの世を去ると，天父とイエス•キリストはわたしたちに天国でまた家 

族として生活してほしいと願っておられる。天父とイエスはわたしたちにその方法を示された。 

家族は神殿で永遠に結び固められる�

•神殿とは何でしようか。 

子供たちに，神殿について以下のことを理解させる。 

1.神聖な建物である。 

2.主の家と呼ばれる。 

3.天父の計画についてたくさんのことを学ぶ場である。 

4.神殿の中でわたしたちは天父と聖約という特別な約束を交わす。また天父もわたしたちと 

約束をしてくださる。 

多くの神聖で重要な事柄は神殿の中でしか行われないことを説明する。 

写 真 神殿の絵を飾る。 

•天父の神殿を見たことのある人はどのくらいいますか。 

•神殿を見たときにどう感じましたか。 
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自分が見た神殿について子供たちに話させる。まだ見ていない子供もいつか見てほしいと話 

す。できれば家に神殿の写真を飾るように勧める。 

教師の提示 神殿では夫婦が永遠にわたって結び固められる儀式が行われることを説明する。これは結び 

固めまたは神殿結婚と呼ばれる。神殿以外の所でこの世だけの結婚をした夫婦でも，神殿で結 

び固めの儀式を受け，夫婦として永遠に過ごすことができる。また，子供たちも結び固められ 

て永遠に家族の一員に数えられる。この特別な祝福は，神殿で結び固めを受けて，そこで交わ 

した約束を守った人だけに与えられる。子供たちに家族がどんなにすばらしいか，また家族が 

永遠に一緒にいられることはどれほどうれしいことかを思い起こさせる。 

天父はすべての人を愛しておられることを説明する。神殿に参入した人も，まだ参入してい 

ない人も同じように愛しておられる。天父は家族が神殿で永遠に結び固められることを望んで 

おられる。たくさんの家族がまだ結び固められていないことを説明する。しかし，そうした家 

族でも，正しく準備すれば神殿に行くことができる。結婚するとき，神殿で結び固めを受けて 

自分自身の永遠の家族を持てるように，今からふさわしい生活をするよう子供たちに勧める。 

歌 「家族は永遠に」の1番とコーラスの部分を子供たちに教える。歌詞について話し合う。みん 

なで立って歌うか，または歌詞を朗読する。 

神殿に参入するにはふさわしくなければならない�

教師の提示 教会員でふさわしい生活をしていて，監督または支部長から（神殿推薦状という形で）許可 

を得ることのできる人ならだれでも神殿に参入できることを説明する。神殿に参入する人は主 

の家に入るにふさわしい人でなければならない。 

歌 「家族は永遠に」の2香の歌詞について話し合う。それから子供たちと一緒に歌うカゝ，または 

歌詞を朗読する。 

話し合い •神殿に参入するにふさわしくなるためにどう準備したらよいでしょうか。 

•家族が神殿の近くに住んでいて度 参入することが可能な場合，あなたはどう助けられますか。 

•子供たちと神殿参入の準備の方法について話し合う。次のような質問をして，どのような準 

傭が必要かを理解させる。 

•お金をもらったり働いて得たりしたらどうしますか。（什分の一を納める） 

•日曜日は.どうしますか。（教会の集会に出席し，天父を礼拝する） 

•両親や兄弟姉妹とはどう接しますか。（親切に，愛をもって） 

•正直とはどういう意味ですか。（うそをついたり盗んだりしないこと） 

•自分の体はどう扱ったらよいでしょう。（よい食物を食べる，知恵の言葉を守る） 

•天父とイエス•キリストに対してはどのような思いを抱くべきでしょうか。（愛し，戒めを守 

り，生ける預言者の教えに従う） 

•ほかの人にはどう接したらよいでしょうか。（互いに愛し合う） 

•天父は子供たちに，正しい生活をしていつの日か神殿に参入してもらいたいと思っておられ 

る。天父の戒めを守り，正しいことを行おうと努力すれば，神殿に参入する資格が得られ， 

天父から特別な祝福を受けることができる。 

信仰箇条 信仰箇条第13条で天父がわたしたちに何を期待しておられるかを復唱する。これらのことを 

行えば神殿参入に備える助けとなることを説明する。 

まとめ�

家族が永遠に生活するための計画を天父が備えてくださったことを説明する。天父はわたし 

たちを愛しておられるので，すべての子供たちに神殿で与えられるあらゆる祝福にあずかって 
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ほしいと思っておられる。神殿は世界中の多くの場所にあり，大勢の子供たちが家族と永遠の 

結び固めをする祝福を受けている。神殿の写真をもう一度見せる。教会員数が多くなればもっ 

とたくさんの神殿が建てられることになることを説明する。 

•家族に神殿についてどんなことを話せますか。 

学んだことを家族に話すように励ます。（否定的な反応が出ることが予測される家族について 

は十分注意する） 

k 神殿についてあなたの証を述べる。家族が永遠に一緒にいるための方法はただ一つ，神殿で 

結び固めを受けることである。神殿結婚の祝福について，また神殿参入の備えをする子供たち 

にもたらされる幸せについて証する。（あなたがまだ神殿に参入していなければ，監督または支 

部長，あるいは監督または支部長が推薦する神殿参入者にレッスンの最後の方でクラスに来て 

もらい，神殿の祝福について証をしてもらう） 

今週1週間家族に対して思いやりのある言葉をかけたり，両親から頼まれたことを行ったりし 

て，家族を幸せにするよう子供たちを励ます。 

子供に閉会の祈りをさせる。家族と神殿の祝福について天父に感謝するよう勧める。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用ぃてもよぃし，復 

習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.子供たち一人一人に，家族の人数分のカードを用意する。また，のり，またはテープとぺ 

ンを用意する。 

まず一人に2枚ずつ力一ドを配る。一つに「お父さん」，もう一つに「お母さん」と書き， 

それを輪にして結ぶ。 

結婚したとき，お父さんとお母さんはこの輪のように一つにつながったことを子供たちに 

説明する。それから子供の輪をつなげさせる。そして，神殿で結び固めを受けるとき，み 

んなが永遠に結ばれるようになることを説明する。こうして，輪が永遠に続くように，家 

族も永遠に続くのである。 

2.次の指遊びをする。 

(最初に片手でこぶしを作る） 

これがお父さん（人指し指を伸ばす） 

これがお母さん（親指を伸ばす） 

これがせの高ぃおにぃさん（中指を伸ばす） 

これがおねえさん（薬指を伸ばす） 

これが赤ちゃん（小指を伸ばす） 

みんなみんなあぃしてる（指を全部伸ばして手を挙げる） 

3.家族が結び固めを受けるときに神殿に参入したことのある子供がいれば，その子かその子 

の両親に話をしてもらう。 
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イエスに愛を示す 胃 3 6 , 

目 的 イエス•キリストが望んでおられることを行うことによってイエス•キリストに愛を示すよ 

う助ける。 

準 備� 1.ヨハネ14 ：15を祈りをもって研究する。 

2. 6枚の小さな紙に次のヒントを書いておく。 

a.ヒント1——この御方は，わたしたちを愛しておられます。 

b.ヒント2——この御方は，わたしたちと同じ方法で水に沈めるパプテスマを受けられました。 

c .ヒント3——この御方は，少年のころ，大工仕事を習われました。 

d.ヒント4——この御方は，小さい子供が好きで，その子供たちを祝福されました。 

e .ヒント5——この御方は，わたしたちに互いに愛し合いなさいと教えられました。 

f .ヒント6——この御方は，わたしたちのために命を捨てられ，悔い改めができるようにして 

くださいました。 

クラスの始まる前にこれらの紙を教室のあちこちに隠しておく。 

3.「共に愛し合え」（『子供の歌集』74)を歌えるように準備しておく。歌詞は本書の巻末に 

掲載されている。 

4.教材 

a .聖書 

b.鉛筆と紙またはカード（人数分） 

c.絵3-9「イエス•キリスト」（『福音の視覚資料セット』240) ； 3-23「聖文を読む子 

供」；3-25「教会に行く」；3-26「什分の一を納める子供」；3-27「三輪車を仲良く 

使う」；3-59「聖餐のパス」；3-60「祈る少女」 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

注意を引くための 

活動 

イエスはわたしたちを愛しておられる�

今日のレッスンに関係のあるヒントを書いた紙が教室の中に何枚か隠してあると言う。静か 

にそれを探させる。ヒントが全部見つかったら，1番から順番に並べさせ（または並べるのを手 

伝い）子供たちと一緒に読む。それぞれのヒントについて，子供たちの考えを聞く。 

•これらのヒントはだれについて言ったものですか。（イエス•キリスト） 

絵と話し合い 絵3 —9「イエス•キリスト」を見せる。 

イエスがわたしたちを愛しておられることは，わたしたちのためにとても多くのことをして 

くださったことから分かると話す。 

•イエス•キリストはわたしたちのために何をしてくださいましたか。（イエス•キリストがわ 

たしたちのために戒めや預言者，教会，神権の儀式を与えてくださったことを理解させる。 

イエス•キリストのあがな贖いによって，わたしたちは自分の悪い行いを悔い改め，いつか 

天父とイエス•キリストとともに住むことができるようになった） 

イエスはこれらのすばらしい祝福を下さることによって，わたしたちへの愛を示された。天 

父とイエス•キリストにとって，わたしたち一人一人は特別な存在である。 
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黒板を使った イエス•キリストがわたしたちに対して愛を示してくださったこと，わたしたちもまたイエ 

話し合い スに対して愛を示すことができることを説明する。黒板または紙に，「わたしは こと 

によってイエス•キリストさまにあいをしめすことができます」と書いて，読む。そして，こ 

れからイエス•キリストに愛を示す方法について話し合うと言う。字を読める子供のために話 

し合いながら黒板に書いていく。小さい子供のためには絵を描いて説明するとよい。 

戒めに従うことによってイエス•キリス卜への愛を示す�

聖句と黒板を使った ヨハネ14 ：15を読む間，よく聞いて，イエス•キリストに愛を示す一っの方法にっいて考え 

話し合い るように言う。 

イエス•キリストは，戒めを守ることが御自身への愛を示すことであると言われた。わたし 

たちはパプテスマを受けるときに戒めを守ると約束する。わたしたちは戒めを守るとき，イエ 

ス•キリストにわたしたちの愛を示すことができる。黒板またはリストが書かれた紙に，「いま 

しめをまもる」と書く。ほほえんだ顔を描いてもよい。 

絵を使った •戒めとは何でしようか。（わたしたちが幸せになれるように天父とイエス•キリストが作って 

話し合い くださったル一ル） 

•イエス•キリストへの愛を示すために守る戒めにはどのようなものがありますか。 

子供たち全員に立たせて，戒めを挙げた子から順に座らせてもよい。（答えられない子につい 

てはあらかじめ準備しておく） 

子供の提案した内容を示す絵を飾る。教会に行く，聖餐式の間イエス•キリストのことを考 

える，什分の一を納める，正直になる，祈る，聖文を学ぶ，家族を助ける，など。 

教会のものを大切にすることによりイエス•キリス卜に愛を示す�

物 語 キムがどのようにしてイエス•キリストへの愛を示したかを聞くように言う。 

キムが住んでいる所をひどい嵐が襲いました。キムの家族は新しく建てられた教会堂の近く 

にあります。そこでキムのお父さんは監督から，嵐で教会が壊れていないかどうか調べてくる 

よう頼まれました。キムとお父さんは風で倒れた木の枝をよけながら歩いて行きました。窓が 

飛ばされた家もあり，壊れた車もありました。キムは，教会も壊れているのではないかと心配 

になりました。 

教会堂に着くと，大きな窓が一つ嵐で壊れています。そこから雨が入って中が水浸しになり， 

泥や木の葉，紙くず，木の枝などでいっぱいでした。キムのお父さんはキムに外で待っている 

ように言いました。中に入っても安全かどうか調べるためです。お父さんは急いで外に出て来 

ました。ほかの部分は被害がないとのことでした。二人は教会堂の中に入りました。お父さん 

が被害の様子をもっと詳しく調べている間，キムは忙しくなりました。何も言われずに，木の 

葉や木の枝，紙くずを集めています。 

お父さんは教会員の人に一人助けに来てもらい，お父さんと二人で窓に覆いを付けました。この 

間キムは中の掃除を熱心に続けました。こうして，木の枝や木の葉はほぼきれいに片付けられまし 

た。お父さんはキムに家に帰って休むように言いましたが，キムはこのまま教会の掃除を手伝いた 

いと思いました。キムは残って，みんなで泥を取り除き，壁や床を洗うのを手伝いました。 

•キムはイエス•キリストへの愛をどのように示しましたか。（教会堂をきれいにした） 

•仕事を終えたキムはどう思ったでしょうか。 

教会堂や教会堂の中のものを大切にする方法は幾らでもあることを説明する。わたしたちは 

教会堂をきれいにし，いつも美しく保つことができる。ごみを拾うこともできるし，自分でご 

みを床に落とさないようにすることもできる。また，聖文や賛美歌も大切に扱うようにするこ 

とができる。時には教会堂や庭の特別掃除会に参加することもできる。どんな人でも教会堂を 

大切にする活動に参加できるのである。 

黒板または紙の「わたしは次のことによって，イエスさまにあいをしめすことができます」 

の下に「教会のものを大切にする」と書く。ほほえんだ顔を描いてもよい。 
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人を愛するときに，わたしたちはイエス•キリス卜への愛を示すことができる�

歌 非常に大切な戒めについて学ぶので注意して聞くように言う。 

「共に愛し合え」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

話し合い この歌からイエス•キリストがわたしたちに何を望んでおられるのか分かりますか。（イエス 

様がなさったように互いに愛し合うこと） 

•新しい教えとは何ですか。（互いに愛し合うこと） 

•弟子とはどういう意味ですか。（イエス•キリストを信じ，従う人） 

•あなたがイエス•キリストに従い，イエスを信じていることを，ほかの人はどのようにして 

分かりますか。（人に愛を示し，何でも正しいことを行おうとすれば，人は分かる） 

イエス•キリストはだれよりも親切で理解のある御方であることを説明する。主の模範に従 

うには，わたしたちは人にたくさんの愛を示さなければならない。この歌の歌詞は真実で，聖 

書から来たものである。イエスは言われた。「わたしがあなたがたを愛したように，あなたがた 

も互に愛し合いなさい。」（ヨハネ13 ： 34参照。15:12，17も参照）わたしたちは主がわたした 

ちを心から愛してくださっていることを知っている。その同じ愛で人を愛さなければならない。 

わたしたちは人を愛することでイエスへの愛を示すことができる。 

リストの最後に「人をあいする」と書く。ハートを描いてもよい。 

まとめ�

わたしたちは教会のものを大切にしたり，戒めを守ったり，人を愛したりすることによって， 

イエス•キリストへの愛を示すことができる。わたしたちは行いを通してイエスへの愛を示す 

のである。 

活 動 鉛筆と紙またはカードを配る。字の書ける子供に，「わたしは次のことによってイエスさまに 

あいをしめすことができます」と紙に書くように言う。小さい子供の力一ドには教師自身が書 

いてもよい。それから，イエスへの愛を示すために今週できることを一つ書くように言う。絵 

に描いてもよい。どのように実行したか来週聞くと言う。絵を家に持ち帰り，この1週間，思い 

出せるように目につく所にはっておくように言う。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.お手玉など，投げても安全な柔らかい物を用意する。子供たちを床に円形に座らせる。そ 

してこう言う。 

イエスにあいをしめすには 

ただしいことをじっこうする 

そうすれば，そのあいがつたわるよ 

この詩を子供たちと復唱する。これから一人の子供の名前を言い，お手玉をその子に投げ 

て，イエス•キリストに愛を示す方法を一つだけ言い，終わったらお手玉を教師に返させ 

る。全員に順番が回るまで続ける。 

2. 「共に愛し合え」を歌う。「あい」という言葉が出てきたら，片方の手のひらを下に向け， 

おわん状にする。その手の甲をもう片方の手で丸くなでる。これは手話で「あい」を表す。 

わたしたちは天父のすべての子供に理解と愛を示さなければならない。相手を指さした後， 

「あい」に相当する手話をすることによって，子供たちに「あなたをあいしています」を表 

す手話の仕方を教える。子供たちに家に帰ってから家族に見せるように言う。愛するとい 

うことはイエスの模範に従って人に親切にすることである。 
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3.「すべての人を愛しなさい」（『子供の歌集』39)を動作をつけて歌うか，または歌詞を朗 

日冗 5る。 

イエスさまむかしいいました（腕を広げる） 

すべてのひとをあいしなさい（隣りの人にほほえみ，握手をする） 

あなたのむねにあいあれば（胸に両手をつける） 

ひとびとのあいうけるでしょう（腕を広げ，それを胸の所で合わせる） 

4.一人一人にハートの形をした紙を3, 4枚配る。このハートを使って今週愛を示してもらう 

ことを話す。何か親切なことをしたら，そこにハートの形をした紙を置いておく。人を助 

けることはイエスがわたしたちに望んでおられることである。子供のできる親切を少し紹 

介する。ロールプレーをして紹介してもよい。 

5. 丁寧に扱われず破損している賛美歌があればそれを見せ，どうしたらこんなことにならな 

かったかを話し合う。 
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人に仕えることにより 
主に仕える 

目 的 人に仕えることによってイエスに愛を示すことができることを理解させる。 

準 漏 1.モーサヤ2 ：17とルカ10 ： 30-37を祈りをもって研究し，説明できるように準備する。 

2.「お手伝い」（『子供の歌集』108)と「小さな川が」（『子供の歌集』116)をハミングで歌 

えるように準備する。 

3. 「かんとくさん」（『子供の歌集』140)を歌うか，または歌詞を朗読できるように準備する。 

4.監督（支部長）から子供時代の話を聞いておく。子供のころ，どのように人に仕えたかを 

聞く。だれのことを話しているのか推測できるように監督（支部長）についての短い紹介 

を用意する。できれば，監督に小さいときの写真を借りておく。（初等協会の会長やほかの 

指導者でもよい） 

5.次のような花を折り紙で人数分作る。裏に短いメッセージを書ける大きさにする。 

6.教材 

a.モルモン書と聖書 

b.人数分のストロー または棒（用意できれば） 

c.透明の粘着テープ（用意できれば） 

d.鉛筆またはクレヨン（人数分） 

e.花瓶または瓶 

f .黒板，チョーク，黒板ふき 

g .絵 3 —63「良きサマリヤ人」（『福音の視覚資料セット』218) 

7.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

子供に開会の祈りをさせる。 

人に仕えることによってイエス•キリス卜に愛を示す�

先週1週間，どのようにしてイエス•キリストに愛を示したか報告させる（第36課参照）。こ 

れから，イエス•キリストに愛を示すもう一っの方法を学ぶと言う。 

これから行うゲームにより，イエス•キリストに愛を示すとても大切な方法を知ることがで 

レッスン�

注意を引くための 

活動 
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きる。ある歌をハミングするので，歌の名前が分かったら手を挙げるように言う。歌の途中で 

答えを言わせてもよいし，歌が終わるまで答えを待たせてもよい。 

「お手伝い」の歌をハミングする。歌の名前を聞く。 

•この歌は何についての歌ですか。（お手伝い） 

黒板に「お手伝い」と書く。 

「小さな川が」の歌をハミングする。歌の名前を聞く。 

•この歌は何についての歌ですか。（人に何かをあげること） 

「お手伝い」の下に「あげること」と書く。 

• 「手伝う」という意味と「人に何かをあげる」という意味を持つ一つの言葉は何だと思いま 

すか。（仕える。子供たちが分からなかったら，分かるまでヒントとして文字を幾つか与えて 

考えさせる） 

「仕える」という言葉は黒板に書いてある二つの言葉を含んでいることを説明する。わたした 

ちは人に手伝ったり，人に与えたりして仕えることができる。 

信仰箇条 信仰箇条第13条の以下の部分を一緒に斉唱させる。 

「わたしたちは……すべての人に善を行うべきことを信じる。」 

聖 句 モーサヤ2 ：17を読む。この聖句の意味は，わたしたちが喜んで人に仕えるとき，天父とイエ 

スにも仕えているということである。わたしたちは，お互いに仕えることによって天父とイエ 

スに対する愛を示すことができる。 

物語と絵 次の物語を教師自身の言葉で紹介し，適当なところで絵3-63「良きサマリヤ人」を掲示する。 

イエス•キリストは「良きサマリヤ人」という物語で人に仕えることの大切さを教えてくだ 

さいました。昔，エルサレムからエリコに旅をしている人がいました。ところが途中で強盗に 

襲われました。強盗はその人の着ている物をはぎ取り，半殺しにして行ってしまいました。そ 

こに，祭司が通りかかりました。でも彼はその傷ついた人を見ると，道の反対側を通り’行っ 

てしまいました。次に儀式のときに祭司の助けをするレビ人がやって来ました。しかし彼も道 

の反対側を通って，何もしないで行ってしまいました。 

次にサマリヤ人が来ました。ユダヤ人から憎まれていた人 です。サマリヤ人は立ち止まっ 

て傷ついた人を助け，傷を洗って包帯をしてやりました。そしてその男を自分の家畜に乗せて 

宿に連れて行き，その宿に一緒に泊まりました。翌日，サマリヤ人は宿屋の主人にお金を払い， 

傷ついた人の世話のためにもっとお金が必要であれば帰りに支払うからと言いました。 

•祭司とレビ人はなぜこの人を助けず通り過ぎて行ったのでしょう。（次のような答えが考えら 

れる——急いでいた，傷ついた入のことを怖がっていた，ほかの人の問題に煩わされたくな 

かった） 

•なぜわたしたちは時 ，助けの必要な人のところを通り過ぎてしまうのでしょうか。 

助けの必要な人を助けることにより，わたしたちも良きサマリヤ人になることができる。助 

けが必要な事例を話し，どのように助けるか子供たちにロールプレーをさせる。次のような事 

例を紹介する。 

•おもちゃが床に散らかっていて赤ちゃんが泣いています。お母さんは夕御飯の仕度をしなけ 

ればなりません。 

•隣りに引っ越して来た家族の女の子は，外国から来たので言葉がよく話せません。外にいて 

も寂しそうです。 
•加藤姉妹は毎週教会に来ますが，だれも気に留める人がいません。年を取っていて，いつも 

独りで寂しそうな顔をしています。 

•あなたの妹は大好きなおもちゃが壊れたので怒っています。 

わたしたちが進んで人に仕えるときに，イエスは喜んでくださる。子供たちに，人に親切な 

行いをするように提案する。 
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教会の中で仕えることによってイエス•キリス卜に愛を示すことができる�

絵の提示 教会には，毎週人 を助けることによってイエスに仕えている人 がたくさんいることを説 

明する。初等協会の先生や音楽指導者，オルガニスト，聖餐の儀式を担当する執事や祭司，そ 

のほかたくさんの人 がいる。 

手に入れることができれば，監督（支部長）の子供のころの写真を見せる。だれであるかは 

言わないでおく。 

この写真の少年は，大きくなってからこのワード（支部）で大切な人物となったことを説明 

する。この人は，毎週このワード（支部）で人 に喜んで仕えている人であると述べる。 

教師の提示 今話した人はみんなのよく知っている人であることを話す。そして彼は子供のころに人 に 

仕えたことを話す。ここで，だれと思うか当てさせる。必要ならば，正しい答えが出るまでさ 

らにヒントを与える。（例えば，この人はわたしたちが正義を選ぶのを助けてくれる。この人は 

わたしたちが問題を抱えているときに助けてくれる，わたしたちは什分の一をこの人に渡す） 

監督は毎週ワードの会員のために何時間もの時間を使っていることを説明する。それは日曜 

日だけではない。 

•監督はワードの人 に仕えることによって，ほかにどなたに仕えていますか。（神） 

•監督はそのようにしてだれに愛を示していますか0 (イエス•キリストとワードの会員たち） 

歌 「かんとくさん」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

かんとくさんは 

だれより 

いそがしいのに 

いっでも 

やさしいことば 

かけてくださる 

ぼくらもなにか 

てっだおう 

まとめ�

活 動 監督がわたしたちのために働いてくれることに対し感謝の贈り物をしたいことを説明する。 

子供たち一人一人に花と鉛筆とストローを渡す。花びらの上にイエスに愛を示す方法と各自の 

名前を書くように言う。最後にストローを茎の代わりにテープで留める。 

全員が終わったら用具を集め，花を用意した花瓶に入れさせる。クラスの後で子供たちと一 

緒に監督室に行き，子供たちの代表から花を監督に渡す。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.第7代大管長であるヒーバーづ•グラントの話を紹介し，彼が人にどう仕えたかを話し合う。 

ヒーバーのお父さんはヒーバーが生まれて9日で亡くなりました。お母さんはとても貧しく 

て，自分と小さいヒーバーの生活を支えるのに大変な苦労をしました。縫い物をしたり， 

下宿人を置いたりしました。時には休みなく長い間縫い物をしたので，古いミシンの足踏 

みを踏めなくなってしまうほどでした。ソルトレークシティーの冬は寒いです。ヒーバー 

は薄いコートしか持っていませんでした。ヒーバーは暖かいコートを欲しいと思いました 

が，家には食事を賄うだけのお金しかありません。そんな中でヒーバーは誕生日のプレゼ 

ントがうれしくてたまりませんでした。お母さんから手作りのコートをもらったからです。 

その新しいコートはヒーバーにとっては宝物でした。それから数週間後のことです。ヒー 

バーはお遣いで外に出ていました。すると，同じぐらいの体格の男の子がセー夕一だけで 
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寒そうに震えています。その子のセーターは薄いものでした。ヒーバーは自分が暖かな 

コートがなかったときのことを思い出しました。そして，新しいコートを脱いでその子に 

着せてあげました。ヒーバーはその子に，家にもう一つあるからこのコートはあげるよと 

言いました。 

子供にロールプレーをさせ，各登場人物がどんな気持ちを抱いたかを話させる。 

2.子供を円形に座らせ，「お手伝い」をハミングしながらお手玉やボールなど，柔らかい物を 

回させる。ハミングを止めたところでお手玉を持っていた人が，どのように人を助けるか 

を話す。全員が発言できるようにする。 

3.ほほえんだ顔の絵を上下反対にして，子供たち一人一人の胸にテープかピンで止める。子 

供たちに，だれかに親切にしたら向きを元に戻すように言う。 
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わたしたちは清く義に 
かなった者となることができる 

目 的 清く義にかなった者となりたいと望むようになる。 

準 備 1.3ニ一ファイ27 ： 27 ；モルモン1：1 — 4，13-17 ； 2 ：1,16—19 ；教義と聖約100 ：16を祈り 

をもって勉強する。 

2.「正しい道選ぼう」（『子供の歌集』82)を歌うか，または歌詞を朗読できるように準備す 

る。歌詞は本書の巻末に掲載されている。 

3.教材 

a.モルモン書と教義と聖約（人数分） 

b.中身の詰まった塩入れとこしょう入れ（用意できれば) 

c. CTRの盾と指輪 

d.絵3-34「記録を短くまとめるモルモン」（『福音の視覚資料セット』306) 

4.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

モルモンは清く義にかなつていた�

注意を引くための 塩入れとこしょう入れを見せる。手のひらに少し塩を取って子供たちに見せる。手の中には， 

活動 純粋な塩があると言う。これは塩のほかに何も混じっていないので純粋である。 

手の中の塩にこしょうを少し振る。塩はもはや塩だけではなくなったので純粋ではないこと 

を説明する。人は心の中に悪い思いや不親切な気持ちを抱いたり，悪いことや不親切な行いを 

すると，清くなくなる。塩とこしょうが混じり合ったようになるのである。清い人はいつも親 

切で清い思いを抱き，親切で清い行いをしようと努力する。 

聖文の物語 モルモン書の中から清く義にかなっていたある人について話すと言う。次の物語を教師自身 

の言葉で話す。 

少年のころ，モルモンは特別な人として認められていました。モルモンはわずか10歳のとき 

に，大きくなったら金版を託されることになるだろうと言われました。ニーファイ人の歴史は 

この金版に記されていました。また民を観察し，24歳になったら，民の歴史を書くようにと言 

われました。これは大変重要な責任であることを理解させる。 

•なぜモルモンは10歳のときに次の記録保管者に選ばれたのだと思いますか。モルモンはどん 

な子供だったのでしょう。（子供たちに話し合わせる。話し合いを進めるためにモルモン1： 

1-2を読む。モルモンは良い生徒であり，「〔彼の〕民の教育方法に従ってかなり教育を受け 

始めてい」て，「まじめな子供」〔誠実で，信頼できる〕であり，「観察が鋭い」〔注意深い〕 

子供だったとあることから，彼がよく気がつき多くのことを学んだ子供だったことが分かる。 

モルモンが天父を愛し戒めを守ったので清く義にかなう者となれたことを話す。天父はモル 

モンを信頼しておられたので，ニーファイの版を託すことができた） 

モルモンは15歳のとき，主イエス•キリストの訪れを受けるというすばらしい経験をした。 

(モルモン1：15参照）。 

•あなたがモルモンだったら，主イエス•キリストの訪れを受けてどのようなことを感じたで 

しょつカゝ 。 

153 

第 3 0 課 



•モルモンはどういう点で清く義にかなっていたでしょうか。（子供たちの答えを黒板に書いて 

もよい） 

モルモンの時代の民のほとんどが邪悪だったことを説明する（モルモン1：13-14参照）。モ 

ルモンは民が悔い改めてバプテスマを受けることにより，義にかない幸せな民になってほしい 

と思った（モロナイ3: 2参照）。そこで民に悔い改めを呼びかけたが，民は耳を傾けようとしな 

かった。 

•義の民になろうとしたわずかな人 の一人として，モルモンはどう感じたでしょうか。 

絵3-34「記録を短くまとめるモルモン」を見せる。 

モルモンは主に命じられたとおり，金属の版に民の歴史を書いた。また，ほかの人 が書い 

た歴史の編さんも行った。 

•モルモンが書いた歴史はどこにありますか。 

モルモン書を見せ，タイトルに「モルモン」の名が使われていることを指摘する。モルモン 

書にモルモンの名が使われているのは，彼が記録を編さんし，保管したからであり，また彼が 

義にかなった人だったからである。 

思い，言葉，行いを清くする�

聖句を使った •わたしたちはどのようにすれば清くなれるでしょうか。 

話し合い 質問に答えるために3 ニーフアイ27 ： 27のイエス•キリストの言葉を読む。（「あなたがたはど 

のような人物であるべきか。まことに，あなたがたに言う。わたしのようでなければならないo」） 

•わたしたちはどのような人になるべきですか。 

イエス•キリストが考えたり，語ったり，行ったりなさったことはすべて，善いことであっ 

た。イエスのようになるには，イエスが考え，語り，行われると思うことをわたしたちも考え， 

語り，行わなければならない。悪いことをするように誘惑されたときは，こう問いかけなけれ 

ばならない。「イエスさまはわたしに何するよう望まれているだろうか。」そうすれば，わたし 

たちは清く正しくあることができる。 

CTRの盾と指輪 子供たちにCTRの盾と指輪を見せる。盾と指輪は子供たちがいつもイエスが望まれること 

を思い出させるものであることを指摘する。いつも正義を選ぶことによって間違った思いや行 

いを遠ざければ，清く義にかなうことができる。 

歌 「正しい道選ぼう」を子供たちと一緒に歌うか，または歌詞を朗読する。 

物 語 困難であったにもかかわらず，正しいことを選ぶことができた少女の話をする。 

英子さんの大好きなおじさんは，英子さんの家族が教会に加わったときにとても腹を立てま 

した。そして，1年近くも英子さんの家族に会おうとしませんでした。でも，やっとやって来て， 

英子さんにおじさんの家族と一緒に山にハイキングに行こうと誘いました。英子さんはとても 

喜びました。 

ハイキングの2日目に，英子さんは水筒を落として壊してしまいました。太陽が強く照り，英 

子さんはだんだんみんなから遅れるようになりました。英子さんはのどが渴いて，水が飲みた 

くなりました。 

山の上の方で，みんなが缶に入った飲み物を飲んでいるのが見えました。英子さんは，自分 

も飲めるように急ぎました。 

英子さんがおじさんのところへ行くと，おじさんは，「飲んでごらん，英子」と言いました。 

見ると，おじさんは缶ビールを持っていました。最初，英子さんはのどが渴いていることしか頭に 

ありませんでした。英子さんは福音を学び，パプテスマを受けていたので，ビールを飲んではいけ 

ないということを知っていました。でも，のどはからからです。英子さんは正しいことをしたいと 

思っていました。パプテスマを受けてから一生懸命努力していたし，戒めを守ることができるように 

と祈っていました。今，英子さんは強くなれるよう助けを必要としています。 
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「おじさん，わたし，ビールは飲まないの。何かほかのものないんですか。」英子さんはそう 

言って，おじさんの目をまっすぐ見詰めました。 

ちょっとの間，おじさんは腹を立てたようでした。それからこう言いました。「英子はモルモンだ。 

何かほかの飲み物をあげよう。悪かった。」英子さんは戒めを守ってよかったと思いました。 

話し合い •英子さんは清く義にかなうために何をしましたか。 

•英子さんは戒めに忠実に従った後でどう感じたと思いますか。 

•英子さんはどのようにしておじさんの良い模範になったでしょうか。 

物語と話し合い これから，思いと言葉と行いを清く義にかなったものにしようとした子供たちの話を3つすると言う。 

1.とおる君は，隣りに引っ越して来た同い年のすすむ君と友達になりました。二人はほとん 

ど毎日一緒に遊びました。ある日，二人は近所の子供たちと一緒に外で野球をしていまし 

た。すすむ君は，自分のチームが負けたので，怒って相手チームの悪口を言い始めました。 

もうつまらなくなったのでみんなは帰ってしまいました。もうすすむ君と一緒に遊びたく 

ないと思ったからです。 

とおる君は残って，すすむ君と話しました。とおる君はすすむ君に，自分たちは両親か 

ら，相手の人にあんなことを言うのは悪いことだと教わっていると説明しました。そして， 

自分たちはそういう言葉を聞くのが嫌だとはっきり言いました。それからとおる君はすす 

む君に，もし悪口を言わないで野球をしたいと思うなら，みんなに頼んでもう一度野球を 

してもいいと言いました。 

•とおる君はどのようにして自分が清く義にかなうことを示しましたか。（悪口を言わな 

かった。また悪口を言うのは悪いことだと友達に忠告した） 

•悪口を言うのはなぜ悪いのですか。（次の点を明らかにする。天父とイエスはわたしたち 

に優しく話すように望んでおられる。悪口を言う人は悪い模範を示していることになる。 

悪口は心に不親切な思いを抱かせ，嫌な気持ちにさせる） 

2.ある日，まさし君が休み時間に外で遊んでいると，友達と一緒に一人の少年に校庭の隅に 

呼びつけられました。この少年はポケットにたばこを持っていて，まさし君たちに吸って 

みるように勧めました。みんなはどうしていいか分からず，顔を見合わせました。とうと 

うまさし君が，ぼくは吸いたくないからお断りします，と思い切って言いました。ほかの 

少年たちも，自分も吸いたくないからと同意しました。 

•まさし君は，清く義にかなうことをどのようにして表しましたカゝ。（たばこを吸うのを断った） 

*そのことはみんなをどう助けましたか。 

•その場にいたら，あなたはどうしていたでしょう。 

3.やすお君は友達の家で雑誌を読んでいました。すると友達が週刊紙に載っている良くない写真 

を見つけて，やすお君に「見てごらん」と言いました。やすお君はどんな写真か分かったので 

嫌な気持ちになりました。イエス•キリストはそんな写真は御覧にならないことが分かっていた 

からです。やすお君は見たくないと言って，外で遊ぶことを提案しました。 

•やすお君はどうして義にかなっていたのですか。（良くない写真を見るのを断った） 

•週刊紙や本，映画，テレビ番組の中には，わたしたちに悪い思いを抱かせるものがあることを 

指摘する。やすお君のように心を清く保ち，よい思いで満たすことの大切さを強調する。 

話し合い 映画やテレビの番組はわたしたちの行いに影響を与える。これらは，わたしたちの心にそれまで 

になかった思いを抱かせる。その思いがよいものであるか悪いものであるかは，番組次第である。 

•今までに，映画やテレビに出てくる人になったふりをしたことがありますか。 

これは「まねっ子遊び」と呼ばれていることを説明する。映画の主人公のまねをするのは楽しい。 

•映画やテレビ番組の中には，わたしたちが見るのにふさわしくないものがありますか。（はい） 

•良い映画や良いテレビ番組はありますか。（はい） 
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自分の好きなものを挙げさせる。次に，いちばん好きな映画またはテレビの主人公について 

考えさせる。次の質問に答えさせる。 

•あなたの好きな主人公はいつも法律を守っていますか。 

•あなたの好きな主人公は悪い言葉遣いをすることがありますか。 

•あなたの好きな主人公はいつも義にかなった行いをしていますか。 

•あなたの好きな主人公はふさわしい服装をし，b遜な振る舞いをしていますか。 

これらの質問の中で一つでも「いいえ」という答えがあれば，たぶんもっと義にかなった人 

を選んだ方がよいと言う。 

どの映画やテレビ番組を選ぶかについて，両親と話し合うように提案する。見ていた番組に 

ふさわしくないものが出てきたら，チヤンネルを替えたり，スイッチを切ったり，映画であれ 

ば映画館を出たりすることを強調する。 

子供たちに，善悪の区別をするときに聖霊が助けてくださることを思い起こさせる。何かに 

対してよくない思いやおかしな気持ちがするときは，聖霊がそれはよくないと言ってくださっ 

ているのである。 

あかし 

教師の証 思いと言葉と行いを清く正しく保つことの大切さについて証を述べる。誘惑があったにもか 

かわらず清く義にかなった状態を保つことのできた経験について紹介してもよい。義にかなっ 

た状態を保つことは時として大変であるが，実行できたときには喜びがあることを子供たちに 

理解させる。 

どのようにして正義を守り通すか分からなくなるようなときには，いつも，イエス•キリス 

トならどう思い，語り，行われるだろうかと心に問いかけるように言う。 

聖 句 教義と聖約100 ：16を朗読する。わたしたちは主が起こされた清く正しい民である。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.イエス•キリストはわたしたちに，たとえ周りの人が正しくなっていなくても，モルモン 

のような人になるように言われた。信仰箇条第13条の表を使い，みんなで最初の文を復唱 

する。「慈善」とは人に親切にすることで，「正直」「真実」「純潔」「徳高くあること」とは 

清く義にかなったことであると説明する。 

この信仰箇条を覚えるように勧める。 

2.親子で前もってどの番組を見るかを決めておけば，悪い番組を避けるのは簡単である。い 

ろいろな番組を挙げて，それらを見ることが正義を選ぶことになるかどうかを尋ねる。 

3.子供が「感謝」（『子供の歌集』141)が歌えるように，または歌詞を朗読できるように助ける。 

よいことをみるめ（目を指さす） 

しんりきくみみ（耳を指さす） 

このあしであるく （足踏みをする） 

すきなところ 

これらをかみにかんしゃして（手を組んで祈る動作をする） 

よいことのため（掃除などの動作をする） 

つかいましよう（ボールを投げるなどの動作をする） 

やさしくこえかけては（唇を指さす） 

はたらき（両手を合わせる） 

すべてこのからだ 
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しゅくふくされ（自分を指さす） 

これらをかみにかんしゃして（手を組んで祈る動作をする） 

よいことのため（掃除などの動作をする） 

つかいましよう（ボールを投げるなどの動作をする） 

第と。』 
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両親に愛を示す 第 3 9 課 

目 的 従順になり，よく助けることによって両親に愛を示すように助ける。 

準 備 1.出エジプト20 ：12とモロナイ8 ：1を祈りをもって研究する。 

2.「幸せな家族」（『子供の歌集』104)を歌う準備をする。楽譜は巻末に掲載されている。 

3.両親がそろっていなかったり，特殊な状況にある子供がいるときは，扱いに十分配慮する。 

4.教材 

a.モルモン書 

b.小さなお手玉またはボール 

c.家族の木の複写を人数分（課末の例を参照） 

d.絵3-34「記録を短くまとめるモルモン」（『福音の視覚資料セツト』306) ； 3-35「ク 

モラの丘に金版を隠すモロナイ」（『福音の視覚資料セツト』320) ； 3-5「子供たちを 

教えるアダムとエバ」 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

天父は両親にわたしたちを育てる責任をお与えになった�

注意を引くための 絵3-5「子供を教えるアダムとエバ」を見せる。 

活動 •これはだれの絵でしょうか。（アダム，エバ，その子供たち） 

•天父はアダムとエバが子供たちに何を教えることを望まれたでしょうか。（福音。これは最近 

クラスで話し合った。第35課参照） 

天父は，子供たちがいっの曰か天父のみもとに戻るまで，子供たちを愛しその世話をする責 

任を両親にお与えになった。天父はわたしたちすべてが次の世で天父とともに生活する資格を 

得る方法を学ぶことを望んでおられる。天父が両親に期待しておられるのは，子供たちに戒め 

を教え，子供たちの必要を満たすことである。これが両親に与えられた大きな責任である。 

子供たち一人一人に家族の木の複写を渡す。木の幹の部分に両親の名前を書かせる。顔を描 

かせてもよい。そして枝の部分に自分と兄弟姉妹の名前か顔を書く。 

話し合い •天父はなぜわたしたちに両親をお与えになりましたか。（わたしたちを愛し，育て，戒めを教 

えるため） 

天父は子供たちが両親に対して愛を示すことができることを知っておられる。天父はわたし 

たちにそれを命じられた（出エジプト20 ：12参照)。 

両親に愛を示す方法はたくさんある。 

よく助けることにより両親に愛を示す�

物 語 よく助けることが両親に愛を示す一つの方法であることを説明する。次の物語を教師自身の 

言葉で話す。 

恵美さんはお母さんが具合が悪いことに気づきました。疲れた顔をしていて，時 座り込ん 

でしまいます。弟の芳夫君や君人君を呼ぶときの声にもいつもの力がありません。恵美さんは 

お母さんがこれまで自分にしてくれたことをいろいろ思い出し，お母さんが元気になれるよう 
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第47課 

に何でもしたいと思いました。 

•恵美さんはお母さんを助けるために何ができるでしょうか。 

恵美さんは弟たちと一緒に遊びました。静かに機嫌よく遊べるように手伝ってあげました。 

それから，お母さんが横になって休めるように，弟たちを寝かしつけてあげました。そして， 

後でおもちゃを片付けてあげました。 

お母さんが夕食の準備を終えると，恵美さんは弟たちに手を洗わせ，お祈りができるように 

しました。お母さんはにっこりして，恵美さんを抱き締めてくれました。 

「今日はほんとうによく手伝ってくれたわね。ありがとう。」お母さんは恵美さんの耳もとで 

そうささや’きました。 

話し合い •恵美さんはお母さんとどのように愛を示しましたか。 

•お手伝いをした後で恵美さんはどう感じたでしょう。 

•お母さんはどう感じたと思いますか。 

活 動 一人一人にお手玉を投げて次の質問をする。答えたらお手玉を返すように言う。全員両方の 

質問に答えられるようにする。 

•あなたのお父さんとお母さんはどのようなことをして愛を示してくれますか。 

•あなたはお父さんとお母さんにどのようなことをして愛を示しますか。 

従順になることによつて両親に愛を示す�

話し合い 従順は両親に愛を示すもう一つの大切な方法であることを説明する。 

物 語 アナンドと彼の父親の物語を教師自身の言葉で話す。 

ついにアナンドはやぎの係になりました。とうとう山で草をはむやぎのそばについていられる年 

になったのです。アナンドは8歳。やぎの群れの世話をする責任を首を長くして待っていました。 

アナンドは，毎朝村のやぎを小道を伝って山の上の方の草原へ連れていくときに，どうした 

ら犬のヌ一ミーと一緒にやぎの群れを集めることができるだろうと考えました。夕方には，お 

父さんが登って来て，アナンドとヌ一ミーを助けてやぎを家まで追って行ってくれるのです。 

お父さんはこう言いました。「決して道を離れてはいけないよ，アナンド。やぎが離れたら， 

呼びかけるんだ。決して道を離れてはいけない。山は険しいし，とても危険だ。お父さんの 

言ったとおりにするんだよ。決して道を離れてはいけないよ。」 

日ごとにアナンドは新しい責任をたやすく果たせるようになり，山で過ごす時間が大好きに 

なりました。 

ある日の午後，アナンドは，お父さんが助けに来るのが遅いことに気がつきました。アナン 

ドは，やぎを集めて，お父さんに会うために道を降りて行こうと思いました。ヌーミーの助け 

を借りて，すぐにやぎを輪の中に集めました。ところが，3匹いないのです。アナンドは困って 

しまいました。年取ったシューマとシューマの2匹の子やぎがいなくなったのです。どうしたら 

よいのでしよう。アナンドは，シューマはたぶん前に何回も連れて行ったことのある，道の上 

の方に登って行ったのだろうと思いました。アナンドはやぎを追いかけなければなりません。 

ほかのやぎはヌーミ一に任せて，アナンドは道の上の方へと登って行きました。やがてアナ 

ンドは，シューマと子やぎたちが道からずっと離れた草むらにいるのを見つけました。そこは 

たくさんの茂みや岩があって，シューマと自分の間に何があるのか分かりません。アナンドは， 

道を離れてはいけないのを知っていたので，呼んでみました。けれどもシューマは，もっと遠 

くに行ってしまいました。 

だんだん暗くなってきて，アナンドには3匹のやぎが全然見えなくなりました。アナンドはど 

うにかしなくてはならないと思い，やぎを追いかけて行くことにしました。きっと追いついて 

道に連れ戻すことができるはずです。 

アナンドは道を離れようとしたとき，お父さんが「アナンド，決して道を離れてはいけない 
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よ」と言っていたことを思い出しました。 

アナンドは，お父さんに従わなければならないことを知っていたので，座って，もう一度 

シューマを呼びました。すると突然，草の中で動く音がしました。見るとシューマと2匹の子や 

ぎでした。やっと帰って来たのです。 

アナンドがやぎを連れて道を下って行くと，お父さんがやって来るのに出会いました。ヌー 

ミーを先頭にして，二人は一緒にやぎを家まで連れ帰りました。 

次の日，アナンドはお父さんを連れて，シューマを待っていた所に行きました。お父さんは 

アナンドをやぶのそばに連れて行って，絶壁を見せました。もしシューマを追いかけて行って 

いたら，アナンドは絶壁から落ちてしまっていたことでしよう。アナンドは心の中で，お父さ 

んを敬い，従って良かったと感謝しました。 

話し合い •アナンドはお父さんをどう思っていたと思いますか。（愛していた） 

•アナンドはどのようにしてお父さんに愛を示しましたか。（道を離れず，お父さんの言うこと 

に従った） 

•お父さんに従ったことでアナンドはどのように助けられましたか。（道から離れなかったので 

危険に遭わなかった） 

時 わたしたちは，両親がなぜそんなことを言うのか分からない時がある。両親はわたした 

ちを愛し，わたしたちにとっていちばん良いことを望んでいる。だからわたしたちは両親に従 

い，言われたとおりにするべきである。わたしたちは両親に従うとき，彼らに対して愛を示し 

ているのである。 

歌 「幸せな家族」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

モ•ナイは父モルモンに愛を示した�

聖文の物語と絵 モルモン書の中には，両親を助け，従順になることによって愛を示した人についての話が幾 

つかある。その一つが預言者モロナイの話である。 

絵3-35「クモラの丘に金版を隠すモロナイ」を見せる。この絵について知っていることを尋 

ねる。モロナイは金版を埋め，後に天使としてジョセフ•スミスに現れ，金版のありかを教え 

たことを理解させる。モロナイの父は預言者モルモンである。モロナイの絵の隣に絵3-34「記 

録を短くまとめるモルモン」を飾る。 

モルモンは天父に選ばれて歴史を編さんし，金版に記録したことを説明する。彼は常に命じ 

られたことを行うことによって，主への愛を表した。彼は息子のモロナイにも同じようにする 

ように教えた。モロナイを愛していたモルモンは，モロナイに幸せになってほしいと思った。 

そして，天父を知り，天父を愛することがモロナイが幸せになる道であると理解していた。 

モロナイが大人になってからも，モルモンはモロナイに引き続き主を愛するように教えた。 

モロナイは父を愛し，父の模範に従いたいと思った。 

モロナイは父をとても愛していたので，父の教えに従った。彼は世の人 が皆，父モルモン 

の教えを知ることができるように，それを書き留めた。モルモンは金版を書き終える前に死ん 

だので，モロナイが記録を引き継ぎ，書き終えた。 

聖句と話し合い モルモン,8 ：1を読む。 

•モロナイはなぜお父さんのモルモンに従ったのですか。（お父さんを愛していたから） 

•モロナイはどのようにしてお父さんに愛を示しましたか。（従順になり，よく助けることに 

よって） 

まとめ�

話し合い •なぜ天のお父様は私たちに両親を与えてくださったのですか。（わたしたちを愛し，戒めを教 

え，世話をするため） 
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第29課 

•わたしたちはどのようにして両親に愛を示すことができますか。（従順になり，よく助けるこ 

とによって） 

•アナンドと恵美さん，モロナイの話はどんなところが似ていますか。（従順になり，よく助け 

ることによって両親に愛を示したところ） 

教師の証 両親の大切さと両親に従うことによって得られる祝福について証を述べる。今週1週間両親に 

対して愛を示す方法を一つ選ばせる。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用ぃてもよぃし，復 

習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.クラスで「家族は永遠に」（『子供の歌集』98)を歌う。歌詞は巻末に掲載されてぃる。 

2.両親に愛を示す方法を絵に描かせる。 

3.「先生，わたしは」のゲームをする。全員教室の端に教師と向かぃ合って横一列に並ばせ 

る。まずあなたの方でこう言う。「(子供の名前を呼ぶ），食事の後片づけをしてお母さんの 

お手伝ぃをしてね。」すると子供は，「先生，わたしは食事の後片づけをしてお母さんを助 

けてぃぃですか。（あるぃはそれに類する言葉）」と言わなければならなぃ。こう言えたら 

「大きく一歩前進」と言う。この質問を言わなぃで前進したら一歩下がらなければならなぃ。 

こうして最初にあなたに触った子の勝ちである。 
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教会における礼拝 

目 的� 教会で礼拝したいという気持ちを高めるC 

準 備� 1.出エジプト20 ： 8と教義と聖約25 ：12を祈りをもって研究する。 

2.図のような星を準備する。ゲームで使うので紙袋に入れておく c 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をするC 

注意を引くための 

活動 

日曜日は特別な日である�

子供たちと「教会に行くのは」の歌を一緒に歌うか，または歌詞を朗読する。 

きようかいにいくのは 

たのしいな 

しずかなおんがく 

そっとせきについて 

せんせいやともだちと 

あいさつする 

きようかいでうたうのは 

だいすきだ 
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3.「教会に行くのは」（『子供の歌集』142)を歌うか，または歌詞を朗読できるように準備する。 

4.教材 

a.教義と聖約 

b .紙袋 

c.絵3-25「教会に行く」；3-59「聖餐のパス」（62021);3-64「教会で祈る」；3-65 

「教会で歌う」；3-66「教会で聞く」；3-67「スペンサー• W •キンボール大管長」 

d.チョーク，黒板，黒板ふき 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 



おいのりのあいだ 

てをくんであたまさげて 

おしゃべりは 

やめましょう 

かみさまについて 

べんきょうします 

はなやきや 

いえやかぞっくやともだち 

すべてよいものを 

かんしゃします 

わたしたちには毎週，天父とイエスについて学ぶ時間が必要であることを天父は御存じで 

あった。天父はわたしたちのために，日曜日を聖餐会と初等協会に行く特別な日と定められた。 

天父は，わたしたちが日曜日を心待ちにするような楽しい日とすることを望んでおられる。わ 

たしたちは教会に行くことを選ぶとき，正義を選んでいる。 

教会は特別な所である�

物語と話し合い ある問題があって，もう少しで教会に行けなくなるところだった少年の話をする。少年の名 

前はボーン.J•フヱザーストーンで，後に彼は中央幹部となった。フヱザ一ストーン長老の 

家庭はとても貧しく，月Rもたくさんは買えなかったことを説明して話を始める。 

「わたしは1足，教会用の靴を持っていましたが，上等のものではありませんでした。底に穴 

があいていたので，（オートミールの箱の）厚紙を切り抜いては敷皮のように中に敷いていまし 

た。教会では，両足を床の上にぴったりとくっつけて，靴の底が見えないよう,に腰掛けました。 

足を組んだりして靴の底から箱に印刷してある文字を見られるのが嫌だったからです。わたし 

はこのようにして，だれにも靴の底を見せずに教会へ行っていました。けれど，とうとう靴が 

はけないほどにぼろぼろになってしまったのです。どうすればよいのか分かりませんでした。 

確かそれは土曜日だったと思います。わたしは思いました。『明日は教会へ行く日だ。教会は 

知っている人ばかりだしみんな僕を見るに決まってる』と。何度も何度もそのことばかり考え 

ていました。そして，近所の人からもらった靴が入っている小箱のところへ行って，全部はい 

てみました。けれど，わたしに合うのはたった1足だけで，……それも看護婦の靴でした。『ど 

うして僕にこんな靴がはけるだろう。教会のみんなに笑われる。』わたしはそう思いました。そ 

してこんな靴をはいて行く くらいなら教会へは行くまいと決めたのです。」 

•あなたがフエザーストーン長老だったらどう思うでしょうか。 

•あなたならどうしますか。 

何人かに答えさせ，話を続ける。 

「夜になり，安息日の朝が来ました。……教会へ行かなければならないのは自分がいちばんよ 

く知っています。……そのとき，一つの考えが浮かびました。早く教会へ行って，みんなが来 

る前にいちばん前に座ればいいのです。『足を椅子の下に入れておけばだれにも見られない。そ 

して，みんなが礼拝堂を出るまで待っていて，みんなが行ったら少し遅れて家に帰ればいいん 

だ』と考えたのです。わたしはそれを実行することにして，30分早く家を出て教会へ走って行 

きました。思ったとおりだれもいませんでした。腰かけの下に足を入れて座わっていると，間 

もなく，みんなが入ってきました。すると突然，このように言う声が聞こえてきたのです。『そ 

れでは，これから各クラスに分級してください。』わたしは，分級のことをすっかり忘れていた 

のです。一瞬，血のけが引くような思いでした。アッシャーが後ろからだんだん前の方に近づ 

いてきて，みんなは立ち上がって礼拝堂を出て行きました。わたしだけが，そこに座わったま 

までした。体が動きません。だれかわたしの靴を見はしないかと恐れていたのです。……わた 

しがそこを動かないかぎり集会が始まらないように見えたので，ようやく席を立ちました。そ 
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してクラスの人たちの後について1階に降りて行きました。 

その日，わたしはそれまでに体験したことのない大切な教訓を得ました。1階に行くと，先生 

は大きな半円にわたしたちを座らせました。わたしの靴だけがなんと大きく感じられたことで 

しょう。穴があったら入りたい思いでした。わたしは，じっと周りを見ました。けれど，8歳か 

ら9歳の子供がいるそのクラスで，一人として笑っている人はありませんでした。わたしを見た 

り，靴を指さしたりする人はだれもいませんでした。先生もそうでした。わたしは始終みんな 

を見ていました。だれか，わたしの方を見ている者はいないかとずっと見ていたのです。…… 

もちろん，みんなは，わたしがどうしてもはいて行かなければならなかったその看護婦の靴に 

気がついていました。しかし，あえてそれを笑わないでいてくれたのです。（“Acres of 

Diamonds, “ Speeches of the Year, 1974年，349 — 352) 

•なぜフエザーストーン長老は教会へ看護婦さんの靴をはいて行く気になったのでしょうか。 

(教会へ行きたかったから） 

フエザーストーン長老は教会に行くことが大切なことを知っていた。家には彼の靴を買う余 

裕がなかったが，彼は毎週教会へ行くのを楽しみにしていた。教会へ行くことは，良い靴をは 

くことより大切だと思ったのである。 

黒板と絵 

わたしたちは天父とイエスを礼拝するために教会に行く�

世界中の少年少女と彼らの両親が毎週イエス•キリストの教会に行っていることを説明する。 

わたしたちが教会に行って話を聞いたりレッスンを受けたりするのは，天父とイエス•キリス 

トを礼拝していることなのである。絵3-25「教会に行く」を見せる。教会に礼拝をしに行く 

ことを説明する。 

黒板に「れいはいする」と書く。 

教会で礼拝する方法はたくさんあることを説明する。絵3-59「聖餐のパス」を見せる。 

わたしたちは聖餐を受けるとき，イエスのことを思い出す。パプテスマを受けていれば，主 

をいつも覚えていて戒めを守るという聖約を新たにする。聖餐を受けることは，教会に行って 

イエスを礼拝する最も大切な方法の一つである。 

絵3-65「教会で歌う」を聖餐の絵の隣に飾る。 

聖 句 わたしたちは心に感謝の念を抱きながら賛美歌を歌うとき，天父とイエスにわたしたちの愛を表 

していることになる。もし歌わなければ，天父と御子を礼拝する機会を逃していることになる。 

教義と聖約25:12を読む。天父はわたしたちが賛美歌や聖歌を歌うときに喜ばれることを強調する。 

絵を使った活動 「教会で歌う」の隣りに絵3-64「教会で祈る」の絵を飾る。 

わたしたちは教会でたくさんの祈りを聞くことを説明する。ほかの人が祈りを捧げていると 

きには，目を閉じ，頭を下げて，祈りの言葉をよく聞く必要があることを思い出させる。 

•わたしたちは祈りの終わりに何と言いますか。（アーメン） 

•なぜ「アーメン」と言うのですか。（祈りに同意し，支持する気持ちを表すため） 

聖餐の間，わたしたちは心の中で祈ることができることを指摘する。イエスや交わした聖約につ 

いて考えている間，天父に正義を選んで戒めを守れるように助けを願い求めることができる。 

絵3-66「教会で聞く」の絵を祈りの絵の隣に飾る。 

活動のための 

話し合い 

•お話を聞いていることをどのようにして示すことができますか。（静かに座っている，おしゃ 

ベりをしない，話している人や先生の方を見る） 

教会ではどのような人の話を聞かなければならないかを尋ねる。考えた人の数を指で示させ 

る。次のような答えが出るであろう。初等協会や聖餐会の話者，聖餐を祝福する若い男性，ク 

ラスや集会で祈りをする人，教師など。 
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物 語 絵3-67「スペンサー• W •キンボール大管長」を飾る。キンボール大管長は預言者で教会 

の第12代大管長であった。次の話を紹介する。 

集会でソルトレークから来た教会の指導者から聖文を読みなさいというお話を聞いたのは， 

スペンサー•W•キンボール大管長がまだ少年のころでした。スペンサーは，自分がそれまで 

聖書を一度も読んでいなかったことに気づき，聖書を読むという目標を立てました。 

スペンサーは家に帰ると自分の小さな屋根裏部屋へ行き，ランプに灯をつけて，その夜は創 

世記の初めの何章かを読みました。それはとても大変なことでしたが，スペンサーは，ほかの 

人にできるのなら自分にもできるはずだと思いました。 

1年後には，聖書のすべての章を読み終わっていました。読み終わったとき，スペンサーは目 

標を設定してそれを達成できたことに強い満足感を覚えました。（スペンサー•W•キンボール 

「豊かで満ち足りた人生を計画する」「聖徒の道」1974年9月号，418参照） 

•なぜスペンサー• W •キンボールは聖書を読もうと決心したのですか。（教会で話し手の人が， 

みんなが聖文を読まなければならないと言うのを聞いたので） 

•教会でおもしろいと感じた物語が何かありますか。戒めを守るのを助けてくれたり，福音に 

ついて教えてくれるような話は何かありましたか。 

まとめ�

ゲーム 用意した星を見せる。礼拝する4つの方法が書かれていることを指摘する。紙袋の中に星を入 

れるので，一人1回ずつ星を紙袋から取り出すことができると言う。手で持った所に書いてある 

言葉について次の質問を出すので答えるように言う。 

以下に質問例を挙げる。同じ所を選んだら，同じ質問をする。各 の質問にはたくさんの答 

えが考えられるので，何回か繰り返してもよい。 

聞く——教会でよく聞かなければならない時はどんなときですか。一っ挙げなさい。（監督会 

の人が話しているとき，聖餐式の間，お話のとき，初等協会の時間） 

歌ぅ——教会で歌う歌で好きなものを一つ挙げてください。（子供たちが選んだ歌をみんなで 

歌ってもよい） 

祈る——教会で祈りをささげるのはいつですか。一つ挙げてください。（開会の祈り，パンの 

祝福，水の祝福，閉会の祈り，心の中での祈り，初等協会での開会と閉会の祈り） 

聖餐——聖餐式の時にできることを一っ挙げてください。（イエスを思い起こす，祈る，敬虔 

に座っている，祈りをよく聞く，パプテスマの聖約を思い出す） 

教師の 1 正“ 正しい方法で礼拝をするときに，平安な気持ちや福音の理解が得られ，天父とイエス•キリ 

ストに近づけることを証する。次週の聖餐会では祈りの言葉にもつと耳を傾けるように勧める。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用ぃてもよぃし，後 

習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.隅に一箇所ボタンをつけたハンカチを用意する。これからハンカチをほうるので，落ちる 

音を聞ぃた人は手を挙げるように言う。手を挙げた子供には，よく聞けたことを褒める。 

今度はボタンをはずしてハンカチをほうる。そして聞こえた人に手を挙げさせる。 

教会で話を聞くときはハンカチが落ちるのを聞くぐらぃの気持ちで聞かなければならなぃこ 

とを話す。だれかが立って話をするときは，それが監督であれ，初等協会の会長や子供であれ， 

耳を傾けなければならなぃ。教師が前に立ったときは耳を傾けて話を聞くとぃうしるしである。 

大切なことを聞き漏らすことがなぃよう，話をきちんと聞くことを勧める。 

2.次の話をする。 

カレンは初等協会に行くのが好きでした。ある日曜日，カレンのお父さんが尋ねました。 

「今日は初等協会で何を習ったの。」カレンは少し考えてぃましたが，こう言ぃました。「お 

父さん，覚えてない。」カレンは初等協会の間ずっと，明日のサリーちやんの誕生パー 
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テイ一のことだけを考えていたことに気づきました。初等協会で話を全然聞いていなかっ 

たのです。 

お父さんは言いました。「カレン，君が初等協会に行ってくれてうれしいんだけど，お父 

さんとお母さんは敬虔にすることも学んでほしいんだ。」 

「でもお父さん，わたし静かにしてたわ。」 

「静かにしていることはいいことだね。でもそれは敬虔にすることの一部にすぎないんだ。 

よく話を聞いて，レツスンに参加しなくちゃいけない。祈りのときには自分が祈っている 

ようにその祈りのことを考え，アーメンと言うんだね。歌うときも歌詞の意味を考えなく 

ちゃならない。先生の話もよく聞いてね。こうしていろんなことに参加していると，天父 

が近く感じられる。これが敬虔にするということなんだね。」 

3.欠席したりあまり活発でない子供がクラスにいたら，その子にクラスで手紙を書く。欠席 

している子供がいたときにクラスでやることを提案させてもよい。また会いたいと思って 

いることを手紙に書く。一人一人に名前を書かせて手紙を届ける。 
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断食により天父と御子に近づく 

目 的� 断食によって天父とイエス•キリストを近くに感じること，また断食と祈りによって特別な 

祝福を願い求めることができることを理解させる。 

準 備� 1.マルコ9 ：17-29と教義と聖約88 ： 76を祈りをもって研究する。 

2.本課は断食日の前の週に行うとよい。 

3.入手できれば『家庭の夕べビデオ補助教材（国際版）』(53736 300)の中の「断食の律法」 

(4分10秒）を見せる。 

4.教材 

次の質問を紙片に書き，容器に入れる。 

•断食とはどういう意味ですか。 

•だれが断食すべきですか。 

•断食をしてその分のお金を監督（支部長）に渡すとき，そのお金を何と呼びますか。 

•監督は断食献金を何に使いますか。 

•断食をする理由は何ですか。 

•断食はわたしたちにとってどんな助けになりますか。 

•断食日はいつですか。 

•断食によってわたしたちは天父とイエス•キリストに何を示しますか。 

•あなたやあなたの愛する人が助けを必要としているとき，あなたは喜んで断食をしますか。 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

断食とは正しい目的のために食べ物と飲み物をとらないことである�

注意を引くための 「断食の律法」を上映する。 

活動 次の物語を教師自身の言葉で話す。 

日曜日の朝，たけし君は，お母さんが忙しく聖文を勉強している台所に急いで入って来て言 

いました。 

「朝ごはんは？おなかすいちゃったよ。」 

するとお母さんは，悲しそうに彼を見ると言いました。「お父さんはあまり具合が良くないのよ。」 

たけし君のお父さんは，事故でけがをして，動くことができないので，入院しているのです。 

「お父さんは良くなったと思ってたのに。」たけし君は目に涙を一杯に浮かべて答えました。 

「お父さんのために，今日は信仰を示して祈りましょう。」と，お母さんは優しく言いました。「わ 

たしたちは天のお父様とイエス様に近づいて，お父さんが良くなるように祈る必要があるわ。」 

「そうするためには」とお母さんは続けました。「今日はお食事を頂かないのよ。食べ物も飲 

み物も取らないの。お父さんのためにそうしたいと思う？」 

「うん，するよ」とたけし君は答えました。 

•正しい目的のために食べ物と飲み物を取らないことを何と言いますか。（断食） 

わたしたちは断食することによって，天父とイエス•キリストを愛し，御二方がわたしたち 

を助け，祈りに答えてくださると信じていることを示すのである。 

天父とイエスは，わたしたちにとって断食がつらいことを御存じである。したがって，わたしたち 

が断食をするときは心から祈り，ほんとうに助けを必要としているのだと分かってくださる。 
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話し合い 小さな子供や病気の人は断食するように期待されていないことを説明する。わたしたちはバ 

プテスマを受けてから断食を始める。断食はパプテスマを受けた人にとっては必要なことなの 

で，パプテスマを受ける年齢のころまでには断食を始める心づもりをしていなければならない。 

教会員は最低月に一度の日曜日に2食分を断食するようになっている。この断食は，食べ物も 

飲み物も取らない。断食する毎月第一日曜日は断食日と呼ばれる。 

また，末日の預言者は，助けを必要としている人に手を差し伸べるように言っている。これ 

には，断食で取らなかった食事の分を最低限として教会に献金をする。これを断食献金と呼ぶ。 

このお金は，貧しい人や乏しい人の食糧や衣服を買うのに用いられる。 

•断食献金とは何ですか。（貧しい人を助けるために教会に納められたお金） 

•断食献金は何に使われますか。（貧しくて困っている人に食糧や衣服，そのほかの必需品を買 

うため） 

わたしたちは，たけし君と家族がお父さんのためにしたように，いつでも断食と祈りをする 

ことができる。わたしたちやわたしたちの愛する人たちはどのようなときでも天父の助けを必 

要としているが，特に難しい問題を解決しなければならないときや，家族のだれかが重い病気 

にかかっているときは，日曜日以外に特別な断食をする。 

聖文の物語 イエス•キリストは，断食と祈りがいかに助けになるか知っておられた。マルコ9:17-29か 

ら次の物語を教師自身の言葉で話す。話した後で子供たちにロールプレーをさせてもよい。 

ある日，イエス•キリストと弟子たちが一緒にいると，大勢の群衆が彼らを取り囲みました。一人 

の男が群衆の中から出て来て，イエスの足もとにひざまずきました。男はイエスに，息子が何年も 

の間病気であると話しました。彼は，イエスの弟子たちに子供を祝福してくれるように頼んだので 

すが，子供は治りませんでした。目に涙を浮かべて，この父親はイエスに，息子を治してくださいと 

頼みました。彼は，息子の病気が治ることを知っていました。イエスが病気の少年を祝福し，手を 

取って起こされると，少年は立ち上がりました。少年は癒されたのです。 

弟子たちは驚きました。男が息子を連れて行った後で，弟子たちはイエスに，「なぜ自分たちは 

少年を治せなかったのですか」と聞きました。するとイエスは答えて言われました。「この少年を癒 

すには，祈りのほかにもっと必要なことがある。」弟子たちは断食をする必要があったのです。 

天父はいつでもわたしたちの祈りを聞いてくださるが，わたしたちは喜んで断食することに 

よって，自分がどんなに天父とイエス•キリストに信仰を持っているかを示すことができる。 

断食により，わたしたちは天父とイエス•キリス卜を近くに感じることができる�

教師の提示 喜んで断食をして祈るということは天父とイエスにわたしたちの愛を示すことであり，御ニ 

方の助けを受けるために御二方に近づこうとすることである。 

物語と話し合い 断食と祈りによってどのように天父とイエス•キリストに近づくことができるのか理解させ 

るために，次の話をよく聞くように言う。 

次の物語を教師自身の言葉で紹介する。 

春が来ましたが，盆地に住む農夫たちは困っていました。その年の冬は雪が降らなかったの 

で，雨を必要としていたのです。雨が降らなければ作物を育てることはできません。 

ステーク会長は特別な断食をすることに決め，盆地に住むすべての監督，ワードの人 に参 

加を呼びかけるように言いました。彼は，人 が必要な助けを受ける前に，天父とイエス•キ 

リストに近くなる必要があることを知っていたのです。人 はある日の夕方，断食と祈りに加 

わるために祈り会にやって来ました。人 は，畑を耕して作物を植え，育てることができるよ 

うに雨か雪を降らせてくださいと祈りました。人 は長い間待ちましたが，雨も雪も降りませ 

んでした。 

何か月かたちました。人 は引き続き断食し祈りました。ステーク会長はもう一度集会を開 

きました。そして，人 に言いました。「作物を植えてください。主はわたしたちの祈りを聞い 

てくださいました。」 

169 



雨が降る兆しはありませんでしたが，人 は指示に従いました。2, 3週間のうちに主の答え 

がありました。来る日も来る日も雨が降り，作物が育つのに必要な水分を与えました。その年， 

農夫たちは今までで最高の収穫を得ました。（デビッド•カール•ダニエルソン「季節季節に雨 

を」「聖徒の道」1979年4月号，16-17参照） 

•なぜ地元の教会の指導者は人 に断食と祈りをするように言ったのですか。 

•断食と祈りをすることによってどのような助けが得られましたか。（天父とイエス•キリスト 

に近くなった。作物の成長に必要な雨が降った） 

次の話をする。 

幼いロンダは，自動車事故に遭ってけがをしました。ロンダの家族はその知らせを聞いて病 

院へ駆けつけました。ロンダはこん睡状態に陥り，話すことも動くこともできませんでした。 

来る日も来る日も，家族の人 は，ロンダの快復を祈りつつ病院で待っていました。けれどもどう 

いうわけか，自分たちの祈りが十分でないように思えました。家族は，自分たちの愛を示し，娘を 

治してくれるように頼むために，天父とイエス•キリストに近づきたいと思いました。 

家族は断食して祈ることに決めました。親戚や近所の人 や友達のだれもが一緒に断食をし 

たいと望みました。監督が教会で発表したので，ワードの多くの人 がー緒に断食しました。 

彼らは，天父とイエス•キリストを身近に感じ，もしそれがロンダにとっていちばんいいこと 

なら，天父はきっと助けてくださると知っていました。 

その後，ひざまずいて祈っているとき，ロンダの両親は娘が快復するという感じがしました。 

その朝両親が病室に入って行くと，ロンダは二人を見上げて話しかけました。そしてロンダは 

べッドの上に座って食事をすることもできるようになりました。ロンダはだんだん快復してい 

きました。監督も，断食のおかげでワードの人 がー致し，以前よりもお互いに愛を示し合う 

ようになったことを話してくれました。 

•この特別な断食の結果，何が起こりましたか。（ロンダは祝福され，よくなった。ワードの 

人 がー致し，以前よりも愛を示し合うようになった） 

病気やけがの人に対して天父には別の計画があることもある。断食や祈りをささげてもよく 

ならないときは，天父の御心を受け入れなければならない。天父の知識はわたしたちの知識よ 

りも深いのである。 

教師の証 自分の個人的な経験や知っている人の経験から子供が自分も断食をしたいと思えるような経 

験を話し，断食の大切さについて証する。喜んで断食と祈りをすることは，わたしたちが天父 

とイエス•キリストに近づき，その助けを得たいと望んでいることを示す最も大切な方法であ 

るということを説明する。 

子供たちに知っている経験について話させる。 

まとめ�

話し合い 断食と祈りについて学んだことを復習する。一人一人に容器の中の質問の紙片を取らせ，答 

えさせる。 

•断食とはどういう意味ですか。（正しい目的のために食べ物と飲み物を取らないこと） 

•だれが断食すべきですか。（できる人はみんな） 

•断食をしてその分のお金を監督（支部長）に渡すとき，そのお金を何と呼びますか。（断食献金） 

•監督は断食献金を何に使いますか。（貧しく困っている人のために使う） 

•断食をする理由は何ですか。（天父に近づくため，天父から助けを得るため，人 を助けるた 

め，戒めだから） 

•断食はわたしたちにとってどんな助けになりますか。（天父とイエス•キリストに近づくこと 

ができる） 

•断食日はいつですか。（普通は月の最初の日曜日） 

•断食によってわたしたちは天父とイエス•キリストに何を示しますか。（わたしたちの祈りが 

誠心誠意であり，天父とイエスに対して信仰をを持っているということ） 
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第29課 

•あなたやあなたの愛する人が助けを必要としているとき，あなたは喜んで断食しますか。 

断食について両親と話し合い，いつ，どの程度断食したらよいか決めるように提案する。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用ぃてもよぃし，復 

習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.年齢の低ぃ子供たちには次の物語と話し合ぃが有効である。 

よう子さんのお父さんは長ぃ出張で留守でしたが，ようやく帰って来ました。よう子さ 

んは久しぶりにお父さんに会えてうれしくてたまりません。お父さんはよう子さんをしっ 

かり抱き締めると，出張してぃた町で買ったお土産を渡しました。 

よう子さんはそのおみやげを持って庭に行きました。隣に住むよしお君が遊んでぃます。 

よしお君はお母さんが病気なので，よう子さんのお母さんが面倒を見てぃるのです。 

「見て。」よう子さんが言ぃました。「お父さんがね，北海道からホワイトチョコレート 

買ってきてくれたのよ。」よしお君は袋の中をのぞき込みました。 

•よう子さんはどうしたでしょう。 

よう子さんは「あげなぃよ」と言ったと思ぃますか。それとも「一緒に食べよう」と 

言ったと思ぃますか。 

「あげなぃよ」と言われたら，よしお君はどう感じるでしょう。よう子さんがそう言った 

ら，よう子さんのお父さんはどう思うでしょう。うれしぃでしょうか。それとも悲しぃで 

しょうか。 

「一緒に食べよう」と言ったら，よしお君はうれしぃでしょうか。よう子さんのお父さん 

はどうでしょう。天のお父様はどうでしょう。よう子さんはどうでしょう。 

そうです。よう子さんは「一緒に食べよう」と言ぃました。そしてみんなが幸せな気持 

ちになりました。 

断食安息日に，みんなはよう子さんがしたのと同じことができます。その曰は朝ごはん 

を食べず（子供たちが普段食べるものを幾つか挙げる）を口にせずに過ごします。そして， 

その分のお金を取っておぃてお父さんやお母さんに渡すと，そのお金は監督さんが受け取 

ります。すると監督さんはそれをおなかのすぃた人のために使ってくれます。 

•こうすると，食べ物を欲しがってぃる人は幸せな気持ちになりますか。 

•あなたも幸せな気持ちになりますか。 

2.子供たちに，この人のために断食をしたいという人の顔を描かせる。 
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什分の一 
第 課 

じゆうぶん 

目 的 什分の一を納めたいという気持ちを強める。 

準 備 1.教義と聖約119 ： 3-4とマラキ3 ：10を祈りをもって研究する。 

2.「什分の一を主に」（『子供の歌集』139)を歌うか，または歌詞を朗読できるように準備する。 

3.教材 

a.聖書と教義と聖約 

b.東京神殿の写真 

c.什分の一•献金票と封筒（教師と生徒の人数分） 

d.鉛筆（人数分） 

e.同じ金額の硬貨を10枚 

f .瓶を1本 

g.りんごを10個（他の果物でも品物でもよい） 

h.絵3-26「什分の一を納める子供」；3-62「ポートランド神殿」；3-68「家族歴史を調 

ベる人」；3-69「伝道をする宣教師」 

i .黒板，チョーク，黒板ふき 

4.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

什分の一の律法�

注意を引くための みんなが見える所にりんごを10個（ほかのものでもよい）を飾る。 

活動 •もしみんなにこれ10個あげるから1個だけ返してねと言ったらどうしますか。返す人は手を挙 

げてください。 

•りんごが育つようにしてくださったのはどなたでしよう。 

•地球を造ってくださったのはどなたでしよう。 

教師の提示 この地球とこの地球にあるすベての良いものは，天父とイエス•キリストがわたしたちに与えてく 

ださったものであることを強調する。天父とイエス•キリストはわたしたちを愛しておられ，一人一 

人に関心を持っておられる。わたしたちは戒めに従い，教会を強めるために自分にできることを果 

たすことによって，御二方の愛と親切に対して感謝の気持ちを表すことができる。 

このレッスンは，一つの大切な戒めについてであることを説明する。わたしたちはこの戒め 

を守るとき，教会の発展を助けていることになる。 

子供たちによく聞いているように言って，教義と聖約119 ： 3-4を読む。 

•これから学ぶのは何という戒めですか。（什分の一） 

•什分の一とは何ですか。 

実物を使った 什分の一とは，10分の1であるという概念を復習する。10個の硬貨を見せる。 

レッスン •もしある人がこれだけのお金をかせいだとすれば，その人は什分の一をいくら納めればよい 

でしようか。 

一人の子供に前に出て来させ，什分の一として硬貨を1枚取らせる。 
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第47課 

天父とイエスは教会の会員一人一人に，什分の一として収入の10分の1を教会に捧げるように言 

われたことを説明する。わたしたちが受けるものはすべて天父から来たものなので，什分の一はそ 

の10分の1を天父に返すという意味である。什分の一は主のものである。盗んではならない。 

什分の一はどのようにして納めるか（訳注一一現在日本では会員直接献金制度が導入されてい 

ますので，この部分は現状に合うように調整して教えてください） 

活 動 什分の一の封筒を見せる。教会堂では，什分の一•献金票と封筒がどこにあるかを説明する。 

この封筒は普通，監督室の近くに置いてある。什分の一を納めるときには，この献金票と封筒 

を使う。什分の一•献金票と封筒と鉛筆を配る。名前と什分の一の金額をどこに書くか示す。 

什分の一を納めるときは，什分の一•献金票に記入し，封筒にお金を入れて封をし，表に名 

前を書いて監督か副監督に渡すことを説明する。 

封筒の表にg分の名前を書かせる。 

働いて得たお金やもらったお金の10分の1を什分の一として監督に納めることがいかに大切で 

あるかを強調する。 

•すでに多くの人が什分の一を納めたことがあるでしよう。そのことについて話してくれませんか。 

什分の一はイエス•キリス卜の教会の発展を助けるために使われる（訳注——現在日本では会員 

直接献金制度が導入されていますので，この部分は現状に合うように調整して教えてください） 

絵と話し合い 絵3-26「什分の一を納める子供」を見せる。監督が什分の一を受け取った後，什分の一が 

どうなるかを説明する。什分の一は，数え，領収書を書いてから，教会の地域管理本部に送ら 

れる。それから教会の指導者たちが，教会の発展を助けるためにいろいろな方面に使う。神殿 

や教会堂の建設，教材の製作，福音を学ぶためのセミナリーなどである。 

教会の指導者が主のお金である什分の一をどのように使うかを説明する。りんごを一つ取っ 

てクラスの子供の人数分に切る。そして食べさせる。このように，わたしたちが納める什分の 

一は多くの人 を助けることになる。 

わたしたちの納めた什分の一はほかの教会員が納めた什分の一と一緒になって，全世界の教 

会のために役立てられる。そして，いろいろな形でわたしたちのもとに戻ってくる。 

次の点を明らかにし，該当する絵を見せる。 

1.什分の一は，新しい建物を建てたり，礼拝堂や神殿，そのほかの教会の建物を維持したり 

するために使われる。 

2.什分の一のお金は，家族歴史や神殿活動のために使われる。 

3.什分の一のお金は，伝道活動を助けるために使われる。 

什分の一はそのほかに，セミナリーやインステイテユートのプログラムなど多くの事柄のために用 

いられる。什分の一を納めることは特権であり祝福である。わたしたちが納めた什分の一のお金 

が教会の発展を助けるために使われていると分かれば，よい気持ちがするにちがいない。 

物 語 次の話をよく聞いて，一人の人の什分の一が教会の発展をどのように助けているか考えるよ 

うに言う。 

ウィルソン兄弟は開拓者です。彼は立派な牛を2頭持っていました。ウィルソン兄弟は，この 

牛を使って畑を耕していました。 

什分の一を納める日のことです。ウィルソン兄弟には十分なお金がありませんでした。彼は， 

什分の一の何割かだけを払うのは嫌でした。完全な額を払いたいと望んでいたのです。 

そして彼は，たとえ牛の数が少なくなって畑を耕すのが大変になってもいい。気に入りの牛 

を什分の一としてささげようと決心しました。 

ウィルソン兄弟は牛を監督に渡しました。監督はウィルソン兄弟に領収書を渡しました。牛 

を手放したことで，ウィルソン兄弟は寂しい気持ちになりました。けれども彼は，天のお父様 

とイエス•キリストを愛していたので什分の一として牛を渡したことをうれしく思いました。 

ウイルソン兄弟は，よく什分の一としてささげた牛のことを考えました。そして，自分の牛 
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が教会にどのように役立ったのだろうかと思いました。あるとき，ウィルソン兄弟はソルト 

レークシティーに行きました。ソルトレークシティーでは神殿が建てられていました。彼は，2頭 

の見事な牛が重い石のブロックを引っ張っているのに気がつきました。そこで，牛が働いてい 

るのをもっとよく見ようと近づいて行きました。驚くと同時にうれしかったことに，2頭のうち 

の1頭は，彼の気に入っていた懐かしいあの牛でした。ウィルソン兄弟は，什分の一としてささ 

げた牛が神殿の建築に役立っているのを知って，どんなにうれしかったことでしょう。 

そのとき以来，ウィルソン兄弟は，什分の一を納めることが前よりも楽しくなりました。彼 

は，自分の什分の一が教会のためにどう使われているかをいろいろ考えるのでした。 

わたしたちは普通ウィルソン兄弟のように，自分の納めた什分の一の使い道を見ることはで 

きないが，什分の一が教会の発展を助けるために使われていることは分かっている。 

什分の一を喜んで納める�

歌 「什分の一を主に」の歌詞を子供たちに教える。 

じゅうぶんのいちを 

しゅにささげよう 

あいするしるしを 

しゅはよろこぶ 

みめぐみをうけた 

かんしゃのしるし 

じゅうぶんのいちを 

ささげましょう 

•わたしたちが什分の一を納めるとだれが喜びますか。（天父とイエス•キリスト） 

•什分の一を納めるとき，わたしたちは天父に何を示しますか。（天父を愛しており，天父から 

頂いているものに感謝をしていること） 

歌の1番を子供たちに復唱させる。什分の一を納めることによって天父に愛を示すことになる 

ことを指摘する。わたしたちが什分の一を納めると，天父とイエスは喜んでくださる。わたし 

たちが喜んで納めるときは特にそうである。 

わたしたちは什分の一を納めるときに祝福される�

聖句朗読 天父とイエスは，わたしたちが什分の一を納めるならば祝福を与えると約束しておられる。 

マラキ3:10を読む。 

•天の窓を開いて祝福してくださるとはどういうことですか。 

什分の一を納める人には祝福が来ることを説明する。末日の預言者の一人であるヒーバー• 

J •グラント大管長は，什分の一を納める人には天父とイエス•キリストについてのより偉大 

な知識やより強い証，戒めを守るためのより高い能力が祝福として与えられると述べた 

(Conference Report, 1925年4月号，10参照）。ほかの末日の預言者も，什分の一を納める人は 

栄えると述べている。栄えるとは，食べるものや住む場所などについて祝福を受けるというこ 

とである。 

•あなたはそのような祝福が欲しいですか。 

天父は什分の一を納めるあらゆる人を祝福してくださる。子供たちに天父が彼らを愛しておられ， 

彼らが什分の一を納めれば，一人一人に合った様 な方法で祝福を与えてくださることを話す。 

忠実に，正直で完全な什分の一を納め，天父に頼ることを強調する。 

まとめ�

ゲーム いすを円形にする。円形に座らせてもよい。瓶回しゲームをする。瓶を輪の中央に置く。瓶 

が止まって指した人が，問題が正しいか間違っているか答えることができる。次に，答えた子 

供が瓶を回す。 
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時間があればもう一度ゲームをしてもよい。 

次の文を読む。もし間違っていれば，正しい文を言わせる。 

1.什分の一を納めることは戒めである。（正） 

2.什分の一とは5分の1という意味である。（誤。什分の一とは，10分の1という意味である） 

3.什分の一は教会に納める。（正） 

4.什分の一は教会の建物を建てるのに使われる。（正） 

5.什分の一は宣教師を助けたり，本を印刷したり，家族歴史や神殿の業のために使われる。 

6.什分の一を納めるか納めないかは問題ではない。（誤） 

7.天父とイエス•キリストは，わたしたちが什分の一を納めるときに祝福してくださる。（正) 

教師の証 什分の一を納めたときの祝福に関する証を述べて結論とする。正義を選んで喜んで什分の一 

を納めるように励ます。 

配付資料 初等協会の終わりに什分の一の封筒を子供たちに返す。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用ぃてもよぃし，復 

習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.子供たちに什分の一を他のお金から分けておく特別な入れ物を用意させる。箱でも小さな 

瓶や缶でもよぃし，封筒でもよぃ。そして，お金を得たときはぃつも，まず什分の一の分 

を取り分けてその入れ物に入れるように言う。 

2.ワードまたは支部の書記を招き，監督または支部長が受け取った什分の一がどうなるかを 

説明してもらう。 

3.ビデオ「天の窓」（ビデオカセット『主の導き1』——53670 300)を見せる。 

4.全員に紙を渡し，表に「天のお父様のもの」，裏に「わたしZぼくのもの」と書かせる。そ 

して表には好きな品物を1個，裏に9個描かせる。 
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天父と御子の御名を尊ぶ 

目 的� 天父とイエス•キリストの御名を尊び，重んじるようにさせるc 

準 備� 1.モーサヤ13 ：15の最初の文とサムエル上3 ：1-10，19-20を祈りをもって研究し，朗読で 

きるように準備する。 

2.小さな毛布で巻いた人形（または毛布か夕オルを巻いたもの）を持参する。 

3.教材 

a.モルモン書 

b.チョーク，黒板，黒板ふき 

c.絵3-47「ノア王の前に立つアビナダイ」（『福音の視覚資料セット』308) ； 3-67「ス 

ペンサー• W •キンボール大管長」；3-70「主に召される少年サムエル」（『福音の視 

覚資料セット』111) 

4.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

注意を引くための 

活動 

名前は大切である�

腕に赤ちゃん（人形または毛布）を抱いて，ほほえみながら揺すっている姿を演じる。顔を 

上げて子供たちにこう言う。「みんながまだ赤ちゃんのころ，お父さんお母さんはみんなの名前 

を考えました。その名前は両親の大好きな，特別な名前です。」 

•あなたの名前の訳を知っていますか。（一人一人に答えさせる。先祖や親族にちなんだものや， 

何か特別な理由があるかもしれない。理由が分かっているいないにかかわらず，子供たち一 

人一人が自分の名前に対してよい気持ちを抱けるように導く） 

•あなたの名前を乱暴に言ったり，ばかにしたり，間違って言ったりしたときはどんな気持ち 

がしますか。 

名前はとても大切であることを説明する。人 は名前でわたしたちを知る。名前でその人が 

だれであるかわかる。 

話し合い 天父とイエス•キリストが子供たち一人一人の名前を御存じであることを指摘する。聖なる 

森で天父が少年ジョセフに最初に語った言葉が「ジョセフ」であった。天父はジョセフ•スミ 

スを名前で呼ばれたのである。また絵3-70「主に召される少年サムエル」を見せて，主がサ 

ムエルを名前で呼ばれた話（サムエル上3 ：1-10，19-20参照）を聖書から紹介するとよい。 

名前はその人がだれであるかを教えてくれる。知っている人の名前を耳にすると，わたした 

ちはその人のことを思い浮かべる。したがって，赤ちゃんが名前をつけてもらうときは特別な 

ときである。赤ちゃんはメルキゼデク神権者に囲まれ，命名と祝福を受ける。 

•あなたは監督の名前（監督または支部長の名前を言う）を聞くとどのような人を思い浮かべ 

ますか。（答えさせる。建設的なことを考えるように勧める） 

子供たちのよく知っている立派な人 の名前を使ってこの活動を2，3回繰り返してもよい。 

黒板を使った 

話し合い 

「イエス•キリスト」という名前を黒板に書く。または，「これから特別な名前を言います」と言って 
— けいけん 

「イエス•キリスト」という名を敬虔に，敬意を込めて言う。一緒にこれを言ってみる。 
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•あなたはこの名前を聞くと，どのような人を思い浮かべますか。 

黒板に「天の父さま」と書く。救い主の名前のときと同じように言った後で，一緒に言う。 

•この名前を聞いてどんな人を思い浮かべますか。（わたしたちを愛し，多くのものを与えてく 

ださった御方） 

天父とイエスはわたしたちのために多くのことをしてくださったので，わたしたちは御二方 

を愛している。御二方の名前を聞くと，わたしたちは御二方がしてくださった多くの良いこと 

を思い浮かべる。そのときわたしたちは愛と感謝に満たされる。 

わたしたちは愛する人 を敬い，尊ぶ。わたしたちはそれらの人 の名前を親切に，愛の気 

持ちを込めて用いることによって，尊敬の気持ちを表すことができる。 

信仰箇条 一緒に信仰箇条第一条を斉唱するC 

絵を使った 

話し合い 

天父とイエス•キリス卜の御名を尊ぶことは戒めである�

絵3-47「ノア王の前に立つアビナダイ」を見せる。 

•この絵は何の絵でしようか。 

預言者アビナダイは人 に教えを施しているときに，神が与えてくださった十戒について話をした。 

十戒はわたしたちが正しい生活をするための指針である。十戒の3番目の戒めは，天父とイエ 

ス•キリストの御名を敬い，尊ばなければならないことを教えている。 

聖句を使った 

話し合い 

よく聞いているように言い，第3番目の戒めを読む。モーサヤ13 ：15の最初の文を読み，「み 

だりに」という言葉が出てきたら止める。 

「みだりに」とは，天父とイエス•キリストの御名を軽 しく使ったり，良くない目的で使っ 

たりするという意味である。 

聖句を一緒に繰り返す。 

天父とイエス•キリストのほかの呼び方を幾つか挙げて下さい。（神，天の父，エホバ，主， 

キリスト，救い主） 

わたしたちがこれらの名前を用いるときには，尊敬を込めて話すべきであるということを理 

解させる。決して乱暴な言い方をしたり，軽 しく 口にしたり，冗談半分に用いたりしてはな 

らない。わたしたちは天父とイエスの御名を，祈りのときや御二方について話すときのみ尊敬 

の気持ちで使うべきである。 

クラスの子供が字が読めるときは，だれかに黒板に「うやまう」と「とうとぶ」と書かせる。 

もしわたしたちが天父とイエスを愛するならば，わたしたちは御二方の御名を愛と思いやりを 

込めて使い，敬い尊ぶ気持ちを表すはずであるという概念を補足する。 

天父とイエス•キリス卜の御名を正しく用いる�

•天父の御名はいつ用いるのが正しいですか。（敬虔と敬意をもって話すとき，祈りのとき） 

物 語 これはある母親が息子に語った話である。教師g身の言葉で話す。 

「『子供のころ，わたしは学校からの帰りはお兄さんと一緒でした。近道をするといつも黒い 

犬のいる家の前を通ります。その犬はわたしたちを追いかけます。わたしたちは走って逃げま 

すが，いつ走り始めるかを間違わなければ間に合って塀の向こうに行けるので安全です。いつ 

もはお兄さんがいつ走ったらいいかを教えてくれていました。 

ある日，わたしは独りでした。そして走り出すのが遅れました。犬はわたしに追いつき，う 

なり声を上げます。わたしは怖さで体が動きませんでした。うなりながら迫って来る犬を見て， 

わたしはありったけの声を張り上げてこう言いました。 

「天のお父さま，助けて。」 

すると突然，犬は前に壁があるかのように立ち止まりました。それでわたしは塀をくぐり抜 

け，無事に逃げることができました。わたしの祈りが答えられたのです。』」（S •マイケル• 

ウイルコックス，“No Other Gods before Me, ” Ensign’ 1994年1月号，22 - 23) 



天父とイエスの御名を祈るとき，あるいは敬虔さを込めて語るとき以外は用いないことは大 

切である。 

写真と物語 絵3-67「スペンサー• W •キンボール大管長」を見せる。キンボール大管長は第12代の大 

管長で，みんなから愛された人であることを話す。 

次の経験を紹介する。 

ある日，手術が終わった後で，キンボール大管長が車付きのベッドで手術室から出るとき， 

付添夫さんがつまずいてよろめきました。そのとき，付添夫さんは，主の御名を汚すような言 

葉を使いました。キンボール大管長は病気だったにもかかわらず，付添夫さんに言いました。 

「どうか，お願いです。あなたが悪く言ったのは，わたしの主なのです。」 

付添夫さんは黙って，それから小さな声で，「すみません」と言いました。（スペンサー. 

W •キンボール，“President Kimball Speaks Out on Profanity, ” Ensign, 1981年2月号，3参照） 

話し合い *付添夫さんはどの戒めを忘れていましたか。 

•なぜキンボール大管長は，そのような言葉を聞きたくなかったのですか。 

•わたしたちは天父とイエス•キリストの御名をいつ使うべきでしようか。 

•学校や近所でだれかが天父やイエスの御名を軽 しく使っていたらどうすることができますか。 

まとめ�

天父とイエス•キリストの御名を敬虔な思いと敬意を込めて用いるように，子供たちに勧める。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.次の詩を動作をつけて復唱させる。 

イエスさまのことを話すとき 

やさしい声で話してね（人差し指を唇に当てる） 

そして正しいことをして 

イエスのみ名をたたえます 

天のお父さまのお名前は 

あいとやさしさで語ります 

いのりをささげるときに（腕を組む） 

2.だれか一人の子供の名前を間違って呼び，用事を言いつける。その子に，間違った名前で 

呼ばれてどんな気持ちがしたかを話させる。この経験を基にして，名前の読み方を間違っ 

たり忘れたり誤って使われたりすると嫌な気持ちを相手に与えることを説明する。また 

怒った声でわたしたちの名前が呼ばれるのも嫌である。このように，名前を悪く用いられ 

るのは嫌なものである。天父もイエス•キリストも同じことが言える。御二方の御名を用 

いるのは祈りのとき，そして敬虔な思いと敬意を込めて語るときだけである。 

3.クラスの子供が字を書ければ，紙を渡して真ん中に自分の下の名前を書かせる。そしてその周 

りを一つの色の線で囲う。次にまた別の色の線で囲う。このようにして虹が囲んでいるように 

する。字の書けない子供の場合は教師が代わりに書いて，色の線は自分で書かせる。 

4.第20課のアビナダイのロールプレーをもう一度行う。そしてアビナダイ役の子供に「あな 

たは，主なるあなたの神の名をみだりに唱えてはならない」という言葉を邪悪なノア王役 

の子供に向かって言わせる。 

5.子供と一緒に「うるわしき朝よ」（賛美歌18番）を歌うか，または歌詞を朗読する。歌詞は 

巻末に掲載されている。 
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6.次のような大きな5枚のカードを用意する 

あなたは））しゅなるあなたの((かみの名を))みだりに(”fとなえてはならない 

今日レッスンで学んだことを覚えているかどうか試したいと言う。5人の子供にそれぞれの 

カードを渡す。それを順番に並べさせる。できたら全員で読む。 

自分で読みたいと言う子供がいたら読ませる。 
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目 的 ほかの人 とその所有物を尊重するようになる。 

準 備 1.3 ニーファイ14:12と出エジプト20:15を祈りをもって研究する。 

2.塩粘土を作る。小麦粉を2カップ，塩を1カップ，油を大さじ1，水を3/4カップ（食紅を4滴 

加えてもよい）用意して混ぜる。ボールに入れ，全体が柔らかくなめらかになるまでこね 

る。固さを調整するときは，水または小麦粉を大さじ1加える。 

3.「正しい道選ぼう」（『子供の歌集』82)を歌うか，または歌詞を読めるように準備する。 

歌詞は巻末に掲載されている。 

4.教材 

a.聖書とモルモン書 

b. CTRの盾と指輪 

c.チョーク，黒板，黒板ふき 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をするc 

注意を引くための 

活動 

人�を尊重する�

所有物とは本やおもちや，お金，衣服など，自分が持っているもののことである。大切な所 

有物とは，自分がいちばん気に入っていて大切にしているものである。大切な所有物は必ずし 

も高価なものとは限らない。値段は安くても，それを手に入れた場所やもらった人の関係で特 

別な意味を持つものがある。 

一人一人に塩粘土を配り，自分の大切にしている所有物を作るように言う。作る間少し時間 

を取る。 

分かち合い 子供たちに自分が作った作品を見せて，なぜそれが大切かを説明させる。 

•もしだれかが断わらないでその大切なものを借りたり，取ったり，壊したりしたらどう思う 

でしようか。 

子供たちの作品をテーブルか教室のほかの場所に飾っておく。 

話し合い •もしだれかにあなたの大切な物を貸したら，あなたはその人に，それをどのように扱ってほ 

しいと思いますか。 

•もしあなたが自分の大切なものを失くしてしまったら，それを見つけた人に，どうしてほし 

いと思いますか。 

•わたしたちが自分の大切なものをよく注意して大切に扱ってほしいと思っているのと同じよ 

うに，ほかの人 も大切なものを持っていて，それを注意して大切に扱ってほしいと思って 

いることを説明する。 

CTRの盾と指輪と 

聖文を使った 

話し合い 

イエス•キリストは，ほかの人 や，ほかの人 の物をどのように扱ったらよいか教えてく 

ださった。CTRの盾と指輪を見せ，聖句の中にイエス•キリストの答えがあることを説明す 

る。よく聞いて，答えを見つけるように言って，3 ニーフアイ14:12の最初の文を読む。 

人々を尊重する 
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この聖句の意味を話し合う。この聖句は「自分たちがしてほしいと望むことを，人 にもそ 

のとおりするべきである」という意味である。これは「黄金律」と呼ばれることもある。 

黄金律を何回か繰り返させる。そのことには，ほかの人の物をも大切に扱うことも含まれて 

いるということを説明する。 

盗まないことにより他の人の物を尊重する�

聖句を使った 主はわたしたちに，ほかの人 とその所有物を尊重するように戒められた。 

話し合い 出エジプト20 ：15を読み，この聖句を説明するように子供たちに言う。 

イエス•キリストも天父もわたしたちに盗んではならないという戒めを与えられた。そのこ 

とを強調する。わたしたちの国の法律にも，盗むことは悪いと書かれている。イエス•キリス 

トの教会の会員として，わたしたちは天父とイエスが与えられた戒めと同じように，これらの 

法律に従うべきであることも信じている。 

信仰箇条 信仰箇条第12条には，法律について述べてあることを説明する。「わたしたちは……法律を守 

〔る〕……ことを信じる」という言葉を繰り返し言わせる。 

物語と話し合い 難しい決断をしなければならなかった二人の女の子についての物語を話す。 

ジヤンとスーザンが自動販売機でガムを買おうとしていました。ところが小銭を入れてボタ 

ンを押すと，ガムは1個だけでなくたくさん出てきました。それに入れたはずの小銭も戻ってき 

てしまったのです。 

•同じことが起こったら，あなたはどうしますか。 

教会の中央幹部だったスターリング•W•シル長老も同じような経験をしている。シル長老 

の話はどうするか決めるうえで助けになると思われる。 

次の物語を教師g身の言葉で話す。 

「シル長老は，車を運転していて，のどが乾いてきたので，サイダ一を買うために車を止めま 

した。彼はガソリンスタンドの自動販売機に10セント硬貨を入れ，サイダ一の瓶を取り出しま 

した。けれども，10セント硬貨は戻って来てしまいました。シル長老は10セント硬貨を取り出 

すと，ポケットに入れ，車に戻ろうとして言いました。『どうせもうかっているんだろう。』し 

かし彼は，車にちゃんと戻ることはできませんでした。なぜなら，静かな細い声が耳もとで， 

とてもおもしろい質問をしたのです。『シル，君はほんとうに10セントのためにどろぼうになり 

下がるつもりかい』と。」（ハートマン•レクタ一.ジュニア，“Get U p and Glow," Brigham 
Young University Speeches of the Year, 1971年1月 5 日，6) 

•シル長老はどうしたと思いますか。 

子供たちが答えた後で，彼は，自動販売機の所へ戻ってお金を戻そうとしたことを話す。け 

れども，シル長老は新たな問題にぶつかった。 

•お金を自動販売機の中に入れたら，どうなるでしょうか。（もう1本サイダーが出て来て，お 

金がまた戻ってくるかもしれない） 

これでは，事態は悪くなるばかりであるということを指摘する。 

•あなたならどうしますか。 

シル長老は，10セント硬貨が自分のものではないことを知りました。彼は，すでにそのお金 

でサイダーを買ったのです。そこで彼は，ガソリンスタンドに入ってお金を返しました。 

•では，ジヤンとスーザンはガムとお金をどうしたと思いますか。（ガムとお金をそのまま持ち 

帰るのではなく，店の人に何が起こったかを説明した） 

ジヤンとスーザンもシル長老も正義を選んだことを説明する。3人は，盗んではならないとい 

う法律と同時に，天父とイエス•キリストの戒めに従うことをも選んだことを強調する。 

人の物を取らないということが，わたしたち一人一人にとって大切であることを指摘する。 
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返すことにより他人の物を尊重する�

話し合い もしあなたが自分の物をなくしたら，それを見つけた人にどうして欲しいと思いますか。（返 

してほしい） 

次の物語を教師自身の言葉で話す。 

恵子さんは学校へ行く途中に，道ばたの草の中で何か光っている物を見つけました。かがん 

でみると，それは金のネックレスでした。とてもきれいでした。恵子さんはそれを拾いながら 

考えました。「このネックレスは，真理ちゃんが誕生日にもらったネックレスによく似てるわ。」 

恵子さんは，ネックレスをポケットに入れると，学校へと急ぎました。 

授業が始まったとき，真理子さんはいませんでした。そして，だいぶ遅れて教室に入って来 

ました。目がまっ赤です。泣いていたようでした。 

お昼休みに，真理子さんは学校に遅れたわけを恵子さんに話してくれました。恵子さんが 

ネックレスを拾ったあたりで，ネックレスをなくし，ずっと探していたのでした。恵子さんは 

黙っていました。恵子さんはこう考えました。わたしが持ってるってこと，言うのよそうっと。 

わたしが見つけたんだから，わたしのものよ。」 

その日の午後，先生が，真理子さんがネックレスをなくしたことをクラスの人たちに説明し 

ました。そして，学校が終わったらネックレスを探すのを手伝ってくださいと言いました。 

恵子さんは最後に教室を出ました。怖くなったのです。恵子さんは，真理子さんがどんなに 

悲しい思いをしているか知っていました。たとえ自分が見つけても，ネックレスは真理子さん 

の物なのです。恵子さんはこう考えました。「もし，自分が落としたのなら，返してほしいと思 

うだろうな。」恵子さんは急いで真理子さんを探し，ネックレスを返しました。 

話し合い •恵子さんはどうすることに決めましたか。 

•恵子さんがネックレスを返したとき，真理子さんはどんな気持ちだつたと思いますか。 

•あなたは，自分の物でない物を拾ったら，どうしますか。 

わたしたちは人の物を大切に扱うべきである�

話し合い •もしだれかがあなたの物をわざと壊したり傷つけたりしたら，どういう気持ちがしますか。 

拾った物は持ち主に返すべきであるということを説明する。わたしたちは，決してほかの人 

の物を壊したり乱暴に扱ったりしてはならない。粘土の作品を一つ取り上げ，どのように扱っ 

たらよいかを説明する。そして作品をかわるがわる見せて扱い方の練習をさせる。 

物語と話し合い 次の物語を教師自身の言葉で話す。 

利夫君と雄三君が中村さんの家の納屋の隣りの空地で遊んでいました。利夫君は，石を投げ 

て，どっちが遠くまで投げられるかやってみようよ，と雄三君を誘いました。何個か石を投げ 

た後で，利夫君の投げた石が，中村さんの納屋に当たりました。利夫君は，雄三君をからかっ 

て言いました。「君なら，絶対納屋に当たりっこないね。」雄三君は石を拾って，投げようとし 

ました。 

•雄三君は，どうするべきだと思いますか。 

•雄三君は利夫君に何と言ったらよいでしょうか（ほかの的を探そうよ） 

話を良い結果に導くにはどうしたらいいか，続きを考えるように言う。子供の一人に，物語 

の結末を話させる。 

歌 シル長老も，恵子も雄三も皆，正義を選んだということを説明する。みんなで立って「正し 

い道選ぼう」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

話し合い ほかの人の所有物や財産を大切に扱うこととして，このほかにどういうことが考えられるか 

答させる。次の点を明らかにする。 

1.黙って人の家の芝生の上を歩いたり，庭で遊んだりしない。 
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2.人の物を傷つけるようなことをしない。例えば，壁や塀に落書きをしない。 

3.ゲームやおもちゃで遊ぶときは，よく注意して扱う。 

4.人の物を黙って使わない。 

5.人の物をわざと壊したり，傷つけたりしない。 

まとめ�

イエスは，何事でも人 からしてほしいと望むことは，人 にもそのとおりにせよ，と教え 

たことを強調する。イエスの教えに従うならば，ほかの人の物を取ることもしないはずである。 

わたしたちは，物を拾ったら，それを持ち主に返すべきである。また，借りた物は，壊したり 

傷つけたりせずに，大切に扱うべきである。イエスが教えたこの戒めは，「黄金律」と言われて 

いることを繰り返す。 

配布物と黒板 「黄金律」の内容を覚えているかどうか尋ねる。黒板にその言葉を書くかゆっくり言う。そ 

れから一緒に読む。粘土の作品を子供たちに返す。 

教師の証 人と接するときにイエス•キリストならどうされるかと考えて接することが大切であること 

を証する。だれかに親切にしてもらったときにどんな気持ちがしたかを話してもよい。家族や 

友人に対して，自分がそうしてほしいと思う方法で接するように励ます。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.以下のような事例をロールプレーで演じさせる。 

•家の前の道でお金がたくさん入った財布を拾いました。どうしたらいいでしょうか。（持 

ち主を捜す方法をロールプレーで演じさせる） 

•友達の家で遊んで家に帰って来たら，ポケットの中に友達のおもちゃが入っていました。 

どうしたらいいでしょうか。 

•友達と遊んでいて，隣りの家の窓ガラスを割ってしまいました。わざとしたわけではあ 

りません。どうしたらいいでしょう。 

•お母さんと買物をしていて，積んであったジュースの缶を崩してしまいました。どうし 

たらいいでしょう。 

•外で遊んで服が泥だらけになりました。家にそのまま入ったので，泥が床に落ちていま 

す。どうしたらいいでしょう。 

2.毛糸と色紙でCTRネックレスを作る（図参照）。このネックレスは，自分がしてほしいよ 

うにほかの人にしてあげることを思い出すためのものである。そのことを話す。 
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わたしは家庭の中で 
良い模範になることができる 

目 的 家族の中で自分自身が良い模範となれることを，子供たち一人一人に理解させる。 

準 備 1.1ニーファイ2 ：1-4 ； 3 ： 4-5，7と3ニ一ファイ12 ：16を祈りをもって研究する。 

2.次のような，•大きな太陽の絵のポスターを作っておく。 

3.上のポスターの周りに置くカードを作る。 

4.課末の家の教材を人数分複写する。 

5.「お手伝い」（「子供の歌集』108)を子供たちと歌うか朗読できるように準備しておく。 

6.教材 

a.モルモン書 

b.クレヨン（人数分） 
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c. CTRの盾と指輪 

d.粘着テープ 

e.絵3-9「イエス•キリスト」（『福音の視覚資料セット』240) 

7.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をするc 

注意を引くための 

活動 

良い模範は人がイエス•キリス卜について学び，従ううえで助けとなる�

教室のどこかに絵3-9「イエス•キリスト」を飾る。 

子供を立たせ，腕を組んで目を閉じるように言う。最初の子供の手を取り，教室のいろいろな場 

所に案内する。ほかの子供も1列になってその子について来るように言う。けがをしたりしないよう 

に声をかける。そして，最終的にイエス•キリストの絵の所に来る。子供たちに，あなたに従った 

のでみんなが救い主のところに来ることができたことを説明する。子供を席に戻す。 

•暗い場所で案内人が大切なのはなぜですか。 

•良い模範とは何でしょうか。 

良い模範とは，わたしたちを安全に導いてくれる案内人のようなものであることを説明する。 

子供たちが案内人の声に従うことによって安全にイエス•キリストの絵の所に行けたように，預言 

者の声に従うことにより，わたしたちはいつの曰か天父とイエスのもとに戻ることができる。 

•天父とイエスに近づくことを助けてくれた模範にはどのようなものがありますか。 

聖句を使った 

話し合い 

イエス•キリストはわたしたちに人 の良い模範となるように言われた。3ニーファイ12 ：16 

を読んで話し合う。人に良い模範を示せばわたしたちは暗闇の中の光となり，人に正しい生き 

方を教えることができる。 

盾と指輪と物語 CTRの盾と指輪を見せる。次の物語を聞いて，ジェイアントがどのように天父とイエス•キ 

リストが望んでおられることを行ったか考えるように言う。 

「ジェイアントは，会員になる前から教会が大好きでした。彼はおじさんから，福音について 

の物語や，どのようにして彼がインド人として初めてフィ一ジーの教会に入ったかというお話 

を聞くのが好きでした。 

宣教師のお話を聞いてから，ジェイアントは両親に，教会に加わってもよいかどうかを尋ね 

ました。そして両親の許しを得ました。それからジェイアントは福音の原則に合った生活をし， 

良い模範になることによって家族に福音を伝えようと一生懸命努力しました。 

そのうちに，ジェイアントのお父さんと弟がパプテスマを受けました。けれども，お母さん 

は，まだ，ためらっていました。お母さんのおじいさんは，インドのヒンズ一教の祭司でした 

ので，自分が末日聖徒になると言うと何を言われるか分からなかったのです。けれども，その 

お母さんも，息子の良い模範のおかげで，ついに教会に加わりました。 

今では，ジヱイアントの家族は皆，フィ一ジーのシューバにある支部に活発に集って，天の 

お父様に仕える愛と喜びを味わっています。」("A Good Example, “ Friend, 1974年3月号，47) 

•ジェイアントはどのようにして家族の良い模範となりましたか。 

•ジェイアントの良い模範は，家族にどのような影響を与えましたか。 

CTRの盾と指輪を示す。わたしたちは，天父とイエス•キリストの望んでおられることを行 

うときに，正しいことを行い，戒めに従っていることを説明する。そのような行いをすれば， 

家族もまた義にかなった生活をしたいと思うようになる。 

ポスターを使った 

活動 

わたしたちは，家族の良い模範になることができる�

よく見える所に，太陽のポスターをはる。そこに書いてある文章を一緒に読む。 

力一ドまたは絵（写真）をテーブルか床の上に置く。この力一ドには，わたしたちがどうし 
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たら家族の良い模範になれるかといういろいろな方法が書いてあることを説明する。 

次の話をして，各 が終わった後で，子供の一人に，話に出て来る子供がどの方法で家族の 

良い模範となったのか，いちばん良く当てはまるものを選ばせる。その子供に，下のように， 

太陽の光線となるように，それをテープではらせる。もしクラスの人数が多かったならば，何 

人かの子供に力一ドを選ばせ，ほかの子供にはらせるようにしてもよい。 

順番にカードを選ばせ，円の周りに太陽の光線になるようにテープではらせる。そのカード 

に合う内容の話をする。 

全部のカードをはり，物語を話し終えたら，「わたしは， ことによって家族の良い 

模範となることができます」と言わせる。空白の部分には，カードの言葉や文章を用いる。例 

えば，「わたしは，平和をつくりだすことによって家族の良い模範となることができます。」 

物語と話し合い 従 順 

リーハイの家族がエルサレムを去るときの話をする（1ニーファイ2 ：1-4参照)。 

•リ一ハイが，真鍮の版を手に入れるためにエルサレムに戻ってほしいと息子たちに言ったと 

き，彼らはどのように振る舞いましたか（1ニーファイ3 ： 4 — 5参照）。 

レーマンとレムエルが不平を言って，行きたくないと言った後で，ニーファイが自分の気持 

ちを述べたことを話す。1ニ一ファイ3 ： 7を読む。 

• ニーファイは兄たちにどのようにして良い模範を示しましたか。 

•従順になるとなぜ良い模範が示せるのでしょうか。 

よく助ける 

進君のお母さんは，小さい妹たちが教会へ行く支度をするのを忙しそうに手伝っていました。 

進君は，お母さんがこれから自分の支度と赤ちゃんの着替えをしなければならないのを知っ 

ていました。それで，お母さんを助けようと思いました。進君は，赤ちゃんの寝ている部屋に 

行って，赤ちゃんに服を着せてあげました。それを見たお母さんはほんとうに喜びました。 

•進君はどのようにして家族の良い模範になりましたか。 

•どのようにしたらよく助ける人として模範を示せるでしょうか。 

歌 子供たちと「お手伝い」を歌うか，または歌詞を朗読する。 
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親切と思いやり 

恵子さんはお母さんが生まれたばかりの聡志君を抱いて家に戻って来たのでうれしくてたまりま 

せん。でも，聡志君は普通の子供と違っていました。脳性小児まひという病気だったのです。 

変に体を震わせたり伸ばしたりします。それでも，恵子さんは気に病んだりしませんでした。聡 

史君のことを心から愛していたからです。お母さんが忙しいときには抱いてゆすってあげます。 

そして歌も歌ってあげました。そのうちに，聡史君は恵子さんを見ると笑うようになりました。 

やがて聡史君が大きくなると，恵子さんは聡史君を乳母車に乗せて家の前を散歩するように 

なりました。そして，寝るときには着替えをさせ，聡史君が眠るまで本を読んであげました。 

•恵子さんはどのようにして良い模範となったでしようか。 

•あなたは家庭の中でどのようにして愛にあふれた優しさを示すことができますか。 

平和をつくる人 

洋子ちゃんが庭でブランコに乗っていると，弟が家から出て来て，ブランコの所に走って来 

て，大きな声で言い始めました。「降りてよ，お姉ちゃん。ぼくが乗ろうとすると，いつもお姉 

ちゃんが乗っているんだから。」 

洋子ちゃんは言い争いをしないで，言いました。「いいわよ。かわりばんこに押しましようよ。 

最初わたしが押してあげる。」 

洋子ちゃんが言い争いをしなかったので，二人は仲良くブランコで一緒に遊びました。 

•洋子ちゃんは，どのようにして弟の良い模範となりましたか。 

*どのようにしたら家で平和をつくる人としての模範を示せるでしようか。 

赦 し 

陽介君が学校に行っている間に，小さい弟が陽介君のおもちゃの自動車で遊んでいてなくし 

てしまいました。でも陽介君は怒りませんでした。それどころか弟と一緒になくした自動車を 

捜しました。自動車はベッドの下にありました。 

•陽介君はどのようにして家族に良い模範を示しましたか。 

•あなたは家で，どのようにしたら人を赦す良い模範になることができますか。 

理解する 

良子さんはインフルエンザにかかり，学校のクリスマスパーテイ一に行けませんでした。お 

肺さんの京子さんは，良子さんが行けなくてどんなにがっかりしているかよく分かったので， 

キャンデ一やナッツがたくさん入った袋を家に持ち帰りました。そしてパ一テイ一の様子を良 

子さんに話してあげました。 

•京子さんはどのようにして家族の良い模範となりましたか。 

•あなたが家族に理解を示して良い模範となるにはどうしたら良いですか。 

わがままでない 

トニーは，お隣の芝生を刈って，お金をもらいましたが，家族のことを考えて，何かしてあ 

げたいと思いました。それでお金の中から幾らか出して，家族みんなにアイスクリームを買い 

ました。 

•トニ一はどのようにして家族の良い模範となりましたか。 

•わがままにならずに家族の良い模範になるには，どうしたらよいですか。 

正 直 

博君と弟の清君が，お父さんの仕事場で遊んでいたとき，博君が，あやまってペンキの缶を 

ひっくり返してしまいました。二人で一生懸命ふいて大体はきれいになりましたが，少し床に 

こびりついてしまいました。博君は，お父さんが家に帰って来るとすぐにお父さんのところに 

行って，自分のしたことを説明しました。 
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お父さんは，博君がほんとうのことを言ってくれたのでうれしく思いました。お父さんは博 

君に，ペンキのうすめ液をあげて，床をきれいにするのを手伝ってくれました。 

•博君はどのようにして家族の良い模範となりましたか。 

•あなたは，何かあやまってしてしまったとき，どのようにすれば家族の良い模範になること 

ができますか。 

•このポスターは，何に見えますか。（輝く太陽） 

良い模範は太陽の輝きのようであるということを説明する。良い模範は人 に光を与え，正 

しい道を示す。 

あかし 

教師の証 家族にとって良い模範となることの大切さを証する。人の良い模範によって助けられた経験 

を話してもよい。 

絵を描く活動 次頁にある「わたしはかぞくのよいもはんになることができます」の，家の紙を各人に渡し， 

色を塗らせ，家の中に家族の顔を描かせる。そして，今週家族のための模範として行いたいこ 

とを描かせる。 

また，今晩寝る前に家族のために何かしたいことを一つ選ばせる。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.靴下か袋で指人形を作る。教室のテーブルをステージにするとよい。レッスンで話した8つ 

の分野について，人形を使ってどうすれば建設的な態度を示して家族に良い模範を示せる 

かを子供にロ一ルプレーさせる。 

2. 「わたしのするとおり」（『子供の歌集』146)を歌うか，または歌詞を朗読しながら，床を 

掃く，教会に行く，監督会の人と握手をするなど，善い行いの動作をさせる。 

わたしの 

するとおり 

まねをして 

ついておいで 

たかくひく く 

はやくおそく 

わたしの 

するとおり 

まねをして 

ついておいで 

(© 1963 D.C. Heath and Company.許可を得て転載） 

わたしたちの良い模範を見た人は，まねをしたくなることを子供たちに話す。 

3.子供たちに目をつぶらせ，ひざの上に何か置きますよと言う。そして各人のひざの上に絵 

を置いて目を開けさせる。子供たち一人一人に，その絵をみんなに見せ，絵の中の人がど 

んな模範を示しているかを話させる。付録の視覚資料の中の3-13，3-23，3-24，3-25, 

3-26，3-27，3 —59を用いるとよい。 
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イエス•キリス卜は，わたしたちが永遠に 

生きることができるようにしてくださつた(復活祭) 

目 的� イエスの愛のおかげで，わたしたちが永遠に生きることができるようになったことを理解させる。 

準 備�

レッスン 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をする。 

イエスはわたしたちを愛しておられるので，助けを与えてくださる�

注意を引くための クラスの生徒たちにイエスが子供たちを愛しておられることを話す。復活祭の朝に子供たち 

活動 が教会にいるのを見れば，イエスがどんなに喜ばれるだろうかということを説明する。 

絵3-15「復活されたイエス•キリスト」を壁か黒板かそのほかの場所に飾る。 

次に，一人一人の名前を書いた紙を用意していることを話し，順番に出て来てそれをイエス 

の絵の近くにテープではらせる。そのときに「イエス•キリスト様は（子供の名前）を愛して 

らっしゃいます。」と言う。 

聖文の物語 マルコ10 ：13-16の物語を教師g身の言葉で話す。 

イエス•キリストがこの世におられたとき，お母さんたちが子供をイエス様のことろに連れ 

て来ました。イエス様に祝福してもらいたかったのです。イエス様のお友達はイエス様に体を 

休めてほしかったので，お母さんたちに子供たちを連れて来ないように言いました。 

ところがお友達がそのように言っているのを耳にされたイエス様は，「幼な子らをわたしの所 

に来るままにしておきなさい。止めてはならない」と言われました。つまり「子供たちを来さ 

せなさい。追い返さないで。わたしは子供たちを愛しているのだから」と言われたのです。そ 

して一人一人ひざに乗せて祝福されました。 
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1.マルコ10 ：13 — 16 ；ルカ23，24章のイエス•キリストの死と復活の記述；3 ニーフアイ11章 

のイエス•キリストのニーフアイ人への訪れの記述を祈りの気持ちをもって研究する。 

2.「不死不滅」と書いた力一ド 

3.各人の名前を書いた紙片 

4.「イエス様よみがえる」（『子供の歌集』44)を教えることができるように準備する。 

5.教材 

a.聖書とモルモン書 

b.柔らかいボールかお手玉 

c .テープ 

d .手袋 

e.絵3-71「十字架」（『福音の視覚資料セット』230) ；3-15「復活されたイエス•キリ 

スト」（『福音の視覚資料セット』239) ； 3-72「ニーフアイ人に御姿を現されたキリス 

ト」（『福音の視覚資料セット』315) ； 3-56「キリストと子供たち」（『福音の視覚資料 

セット』216) ； 3-17「西半球で福音を教えるイエス」（『福音の視覚資料セット』 

316) ； 3-73「城壁の上に立つレーマン入サムエル」（『福音の視覚資料セット』314)； 

3-74「イエスの埋葬」（『福音の視覚資料セット』231)；3-75「墓のそばの女たち」 

6.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 



第47課 

話し合い 絵3-56「キリストと幼子たち」を見せる。絵を子供たちの近くに持って行き，よく見える 

ように，またこの絵の精神が理解できるようにする。イエス•キリストが子供たちに対して抱 

いておられる偉大な愛を感じ取れるように，次の質問をする。 

•子供たちはどう感じたと思いますか。 

•あなたがその場にいたら，イエス様に何と言ってほしいですか。 

•あなたがその場にいたら，イエス様に何と言っていたでしょう。 

•イエス様がその子供たちと同じようにあなたをも愛しておられることを知って，どんな気持 

ちがしますか。 

イエス•キリス卜はわたしたちのために命をささげられた�

聖文の物語と絵 聖文を掲げ，聖書とモルモン書を読むことによりイエスがわたしたちをどのように助けてく 

ださったかが分かることを説明する。次の物語を教師自身の言葉で話す。 

イエス•キリストは昔，天父から地球に来るように言われました。お父さんやお母さん，男 

の子や女の子がみんな正しいことを行えるように助けるためです。イエスはほとんどの時間を， 

今イスラエルと呼ばれているところで過ごされました。 

イエスはすべての人を愛されました。でも中にはイエスのことを嫌いな邪悪な人 もいまし 

た。彼らはイエス様を十字架につけました。 

絵3-71「十字架」を飾る。 

イエス•キリストは苦しんで命をささげられました。イエスを愛していた人たちは悲しみま 

した。彼らはイエスの遺体を墓に納めました。その当時の墓とはほら穴のような所で，そこに 

埋葬します。彼らは静かにイエスの体を横たえました。 

絵3-74「イエスの埋葬」を見せる。 

イエスの友人たちは，扉の前にあった大きな石を転がして，墓にふたをしました。 

イエスの友人たちは，イエスが生き返ることを理解できませんでした。兵士たちが何人か来 

て，イエスの遺体が納められた墓の見張りをしました。そしてイエスが亡くなられてから3日後， 

日の出前に天使が現れ，大きな石を扉から転がしました。イエスの体はそこにはありませんで 

した。兵士たちは恐ろしさのあまり，初めのうちは動くことができませんでした。そしてやっ 

とのことで逃げて行きました。 

絵3-75「墓のそばの女たち」を見せる。 

その同じ朝，何人かの女たちが墓にやって来ました。彼女たちはイエスを愛していたので， 

当時の習慣からイエスの体に香油を塗ろうと思ったのです。ところが，彼女たちは墓から石が 

取り除いてあるのを見ました。そこで墓の中に入ると，そこには天使が白い衣を着て立ってい 

ました。女たちは恐れました。天使は言いました。「恐れるな。そのかたは，ここにはおられな 

い。よみがえられたのだo」 

復活されたイエスの絵を指す。 

•イエスが復活されたことを知ったイエスの友人たちはどう思ったでしょう。 

黒板を使った イエスは復活されたとき，体と霊が一緒になったが，その体は性質が変わっていることを説 

話し合い 明する。 

「不死不滅」と書いたカードを見せる。 

•不死不滅とはどういう意味ですか。 

救い主の体が不死不滅となったとき，もう死ぬことのない永遠に生き長らえる体になったこ 

とを説明する。 

イエスは復活をして不死不滅となることにより，わたしたちにも復活して不死不滅となる機 

会を与えてくださった。つまり，復活したらわたしたちも二度と死ぬことはないということで 

ある。わたしたちも家族と永遠に暮らせるのである。 
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実演と話し合い 手袋を外した手を見せて，この世に生まれる前に天父と共に生活していたとき，わたしたち 

は霊と呼ばれていたことを話す。わたしたちは動く （指を動かす）ことも，考えることも，学 

ぶこともできた。 

わたしたちの霊がこの世に来ると，この世の体が与えられる（手袋をはめる）。わたしたちは 

動く （手袋をした指を動かす）ことも，考えることも，学ぶこともできる。天父はそのような 

すばらしい体を与えてくださり，大切にするように言われた。 

死ぬときに，わたしたちの体は霊から離れる（手袋を外す）。体は自分では動けない（手袋を 

指す）。しかし，霊は生きている。 

復活すると，体は完全になり，もう一度霊と一つになる（もう一度手袋をはめる）。復活する 

とわたしたちはもう二度と死なない。体と霊は決して離れることがないのである。 

イエス•キリストはわたしたち一人一人を心から愛しておられるので，わたしたちのために 

命をささげられたことを話す。イエスは復活された最初の人である。イエスの働きのおかげで， 

わたしたちも復活し，天父とともに再び生活することができる。復活祭のことを考えるときに 

は最初の復活祭のことを思い起こし，イエス•キリストがわたしたちのために示された愛につ 

いて思い起こすべきである。主はわたしたちのために命をささげられた。主は復活を遂げられ， 

今，天で天父とともに生活しておられる。 

イエス•キリストの復活はとてもすばらしい出来事なので，毎年わたしたちは復活祭を祝い， 

イエスに対して感謝の気持ちを示す。 

活 動 子供の一人一人に柔らかいボールかお手玉を投げて，順番に復活祭の物語で覚えていること 

を話せるようにする。 

イエス•キリス卜は復活の後にニーフアイ人を訪れられた�

絵を使った 聖文に，多くのイエス•キリストの弟子たちやイエスに従う者たちが，復活した後のイエス 

話し合い に会ったと書かれているので，わたしたちは，イエスが復活したことが分かる。 

アメリカ大陸に住む義にかなったニーフアイ人やレーマン人たちは，イエス•キリストを見 

た。そしてモルモン書には，その訪れのことが書かれている。エルサレムでの復活の後，イエ 

スはニーフアイ人を訪れられた。ニーフアイ人はイエスを見，その声を聞き，体に触れること 

ができた。 

預言者たちがニーフアイ人にイエス•キリストがいつの曰か彼らのもとを訪れるであろうと 

長年にわたって告げていたことを指摘する。 

絵3-73「城壁の上に立つレーマン人サムエル」を見せる。 

レ一マン人のサムエルという預言者は，イエスがお生まれになる何年か前にこの地上に生き 

ていましたが，人 に，イエスがエルサレムで十字架にかかり，そして復活する時がどのよう 

にして分かるかを話しました。彼は，イエスが亡くなるときには大いなる暗闇が地を覆い，そ 

れはイエスが復活されるまで3日の間続くだろう，と説明しました。 

レーマン人サムエルが言ったことはすべて真実となったということを強調する。エルサレム 

でイエスが死んだとき，大いなる暗閨がアメリカ大陸を覆った。邪悪な人 は滅ぼされた。多 

くの義人たちは集まって，今起きたことと，これからどうしたらよいかについて話し合った。 

彼らが話しているときに，突然，天から声が聞こえて来た。それは，優しく，愛に満ちた声 

だった。その声は何と言ったか，よく聞くように言う。一人の子供に3 ニーフアイ11：7を読ま 

せる。あなたが読んでもよい。 

•その声の主はどなたでしたか。（天父） 

人 が空を仰ぐと，白い衣を着た入が天から降りて来た。ニーフアイ人は天使を見ているの 

だと思、った。 

絵3 — 72「ニーフアイ人に御姿を現されるイエス•キリスト」を見せる。 

•天から降りて来られたのは，ほんとうは，どなただったのですか。（イエス） 

3ニーフアイ11：9 — 10を読む。イエスが人 に，自分はだれであるかをお告げになったとき， 
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彼らは，預言者たちがイエスの訪れについて言ったことを思い出し，幸せな気持ちになった。 

イエスは人 に，そばに来て，手と足にある釘跡と，わき腹の傷に触るように言われた。イエ 

スは人 に，御自身が十字架にかかって復活したその同じイエスであることを知ってほしいと 

思われたのである。 

絵3-17「西半球で福音を教えるイエス」を見せる。 

•イエスと一緒にいることができて，人 はどういう気持ちがしたと思いますか。 ， 

人 は，イエスに対する感謝と愛の気持ちでいっぱいになり，「ホサナ。いと高き神の御名が 

ほめたたえられますように」（3ニーファイ11：17)と叫んだことを説明する。彼らはひれ伏し 

てイエスを拝した。 

イエスは，人 に対する愛が大きかったので，人 の間に滞まり，病人を癒し，子供たちを 

祝福し，教えを施された。モルモン書には，地上にはこれまで，この民以上に幸せな民はいな 

かった，と書かれている。 

歌 「イエス様よみがえる」を一緒に歌うか，または歌詞を朗読する。 

イエスさまは 

ともだち 

こころの 

よろこび 

さんびうたおう 

イ一スタ一に 

イエスさまは 

かみのこ 

よみがえり 

しにかつ 

まとめ�

教師の証 イエスはわたしたちに，復活して永遠に生きることができるようにしてくださり，その大い 

なる愛を示してくださった。そのことに対する愛と感謝の気持ちを表し，証を述べる。 

家に帰ったら，わたしたちの体が永遠に生きられるようにイエスが何をしてくださったかを 

家族に話すように言う。 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用いてもよいし，復 

習やまとめとして用いてもよい。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.課末にあるイエス•キリストの愛の輪を複写して配る。 

鉛筆とクレヨンを何本か渡し，まず右上に名前を書かせる。 

輪の中の言葉を一緒に読む。それから輪の中心の円の中に自分の顔を描かせる。黒板に「イ 

エス•キリストはわたしをあいしておられます」と書いて，それを輪の下の方に写させる。 

2.立って次の動作をさせる。 

ここがイエスのおられるところ（指を差す） 

見て，石がころがしてある（もう一度指を差す） 

かがんて見てみよう（かがむ） 

中をのぞいてみよう（手で日差しを遮るしぐさをする） 

ここにはおられない（立つ） 

よみがえられたのだ 

よろこべ（手をたたく） 
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イエス•キリス卜がこの世に 
お生まれになった（クリスマス） 

目 的 イエスの誕生の重要性を理解させる。 

準 備 1.ヒラマン14章；3 ニーフアイ1章と，ルカ2章を祈りをもって研究する。ヒラマン14:5;3 

ニーフアイ1：13，21；ルカ2 ： 9-15を読めるように準備する。 

2.課末にある星のパズルの複写を人数分。パズルを小片に切り，一人分ずつクリップで止め 

ておくか，封筒に入れるかする。 

3. 「星の光る夜に」（『子供の歌集』24)と「きよし，この夜」（賛美歌118番）を教えられる 

ように準備する。朗読してもよい。 

4.教材 

a.聖書とモルモン書 

b.次の切り抜き絵3-11「イエスの誕生」；3-12「羊飼たち」；3-5「天使」；3 — 13「星 

を見ているニーフアイ人」 

c.色紙（人数分） 

d.のり 

e.絵3-73「城壁に立つレーマン人サムエル」（『福音の視覚資料セット』314) 

5.レッスンで用いる「楽しい活動」の準備をする。 

レッスン� 子供に開会の祈りをさせる。 

宿題を出していれば，その確認をするC 

注意を引くための 

活動 

イエスの誕生を天使が告げた�

•あなたは何か特別なことが起きるのを待ったことがありますか。 

•それは何でしたか。（赤ちゃんの誕生，祖父母の訪問，誕生日，パプテスマなどの答えが出て 

くるだろう） 

•待つのは長かったですか。 

•待っていたことが起こったとき，あなたはどう感じましたか。 

子供たちに経験を話させる。そのときのわくわくした気持ちを話させる。教師も心待ちにし 

ていた出来事について話すとよい。 

アダムの時代以来，天父はとても大切なことが起こることを告げてこられた。世の救い主と 

して御子を送ってくださるということである。この偉大な出来事を義にかなった人たちは心待 

ちにしていた。天父は必ず約束を守られることを知っていたのである。彼らはイエスの誕生を 

待ちわびていた。 

聖文と切り抜き絵を イエスの誕生の絵をはる。イエスの誕生の物語について知っていることを話すように言う。 

使った聖文の物語 一人一人が何か言えるように助ける。 

•その夜，ベツレヘムの近くの野にいたのはだれでしたか（羊飼い。羊の群れの番をしていた）。 

羊飼の絵をはる。 

イエスがお生まれになった夜に，一人の天使が，イエスの誕生という重要な知らせを告げる 

ため，これらの謙遜な羊飼たちに現れた。 

天使の絵をはる。 

•羊飼たちは天使を見たときにどのように感じたでしょうか。（羊飼たちは天使を見て非常に驚いた） 
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羊飼たちは，天使がとても大切なメッセージを携えていることを知らなかった。ルカ2:9-

15をg冗む。 

•羊飼たちは，イエスの誕生の知らせを聞いてどんな気持ちがしたと思いますか。 

•羊飼たちは，イエスの誕生を喜んでいることを示すためにどうしましたか。（ベツレヘムに生 

まれた幼な子イエスを見に行った） 

天使からお告げを受けたので，羊飼いたちはイエスが天父の御子であること，またイエスの 

誕生が大切なことであることを知った。このことを説明する。 

歌 子供たちがイエスの誕生の喜びを感じることができるように，「星の光る夜に」を歌うか，歌 

詞を朗読する。 

ほしのひかるよるにひつじかいらは 

てんしのみこえをおかにてきいた 

そのうたこのちにひびいてきこえる 

きけよクリスマスに 

はるばるさばくをみちびいてきて 

クリスマスのきれいなあのほしをごらん 

いまでもかがやきわれらをみちびく 

きれいなほしよ 

(ナンン—•ノくー广•ターナー，"^tars Were Gleaming, Hymns tor Primary Worsnip 
から。許可を得て転載） 

歌い（読み）終わった後で，イエスの誕生という重要なメッセージを受けたのは羊飼いたちだ 

けではなく，アメリ力大陸のニーファイ人とレーマン人も同じ経験をしたことを説明する。 

イエスの誕生はアメリカにおいても知らされた�

絵と聖文と物語 モルモン書中の預言者がイエスの誕生について話し，待ち望んでいることを説明する。キリ 

ストの教会の会員たちは，救い主の誕生を待ち望み，何年もの間，そのことについて祈ってい 

た。次の物語を教師g身の言葉で話す。 

イエスがお生まれになる5年前に，サムエルという預言者が，人 にイエスの誕生の準備をさせ 

るために，神から召されました。彼は人 に，悔い改めて救い主を信じるようにと警告しました。 

サムエルはレーマン人でした。ニーファイ人たちは邪悪になっていたので，聞こうとはしませんでし 

た。彼らはサムエルに対して腹を立てて，町から彼を追い出しました。けれども，主の声がサムエ 

ルに聞こえて，もう一度戻るようにと言いました。彼は勇気をふりしぼって町の城壁の上に立ち， 

人 に，悔い改めてキリストの誕生に向けてよく備えるようにと言いました。 

絵3-73「城壁の上に立つレーマン人サムエル」を見せる。 

サムエルは人 に，イエスは5年のうちに，この地上に来られるであろうと告げました。長い 

間預言されていた出来事が実際にすぐに起ころうとしているのです。サムエルは，ベツレヘム 

においてイエスがお生まれになったことを知らせるために，あることが起こるだろう，と説き 

ました。イエスがお生まれになる前の夜に，空には大いなる光が現れ，その光が夜の間とても 

明るく輝くので，暗闇がなくなってしまうということです。夜にも，昼間と同じように光があ 

るということでした。 

ヒラマン14 ： 5を読む。 

•サムエルは，ニーファイ人たちに，何が現われると言いましたか。（星） 

レーマン人サムエルはニーファイ人たちに，イエスがお生まれになるとき，夜には新しい星 

が現れるだろうと言いました。サムエルは，これらのしるしが現れることを天使に告げられた 

ので知っていたのです。 

•天のお父様はなぜ天使をサムエルに遣わして，これらのことをお知らせになったのですか。 

(サムエルが人 に告げることができるように） 
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•天のお父様はなぜサムエルに命じて，ニーファイ人にこれらのしるしを知らせるようにと望 

んだのでしょうカゝ。（彼らにイエスのお生まれになる時を知らせ，悔い改めさせるため） 

天父は，天使を遣わしてサムエルに，これから起こる出来事を知らせました。天父は，アメ 

リ力大陸の人 がイエスの誕生を待ち望むようになってほしいと思われたのでした。天父は彼 

らに，それがすぐ起こることを知らせたかったのです。 

サムエルがニーファイ人にイエスの誕生を告げてから5年後，教会員たちは，サムエルの話し 

ていたしるしを待ち望んでいました。彼らは，イエスの誕生のしるしである暗闇のない夜を 

待っていました。邪悪な人 は，サムエルの言葉を信じなかったので，忠実な人 に，日を定 

めてその日までにしるしが現れなかったら皆殺しにしてしまうと告げました。 

そのときの預言者はニーファイ人という人でした。ニーファイは，邪悪な人 が定めた日ま 

でにしるしが現れなかったときに義人に対して行う仕打ちのことを考えるととても心配になり 

ました。彼は心に憂いを覚え，天父に悩みを打ち明けて祈りました。ニ一ファイは一日中祈り 

ました。すると主の声がニーファイに聞こえてきました。 

聖句を使った 3 ニーファイ1：13を読む。 

話し合い •主がこれらのことを言われたのを聞いて，ニーファイはどう思ったでしょうか。 

ニーファイは慰めを受け，イエスが次の日にお生まれになることを知りました。 

その夜，最初のしるしが現れました。 

•その夜，何が起こったでしょう力、。 

子供たちに知っていることを話すように言う。夜が来ても暗くならなかったことを理解させ 

る。人 は，夜になっても暗くならなかったので驚きました。彼らは驚きのあまり，地に倒れ 

ました。義にかなった人 は，何年もの間待ち望んでいた時がついにやって来たことを知りま 

した。彼らは，イエスが間もなくお生まれになるに違いないことを知りました。それから，別 

の出来事が起こりました。 

聖句と切り抜き絵 3ニーファイ1：21を読んでその出来事が何かを見つける。 

今までと反対側に星を見ているニーファイ人の絵を飾る。 

救い主がお生まれになったことを説明する。彼らが空に新しい星を見たとき，長い間の信仰 

は今や大きな喜びに変わりました。ニーファイ人たちは，その幼子を見に行くことはできませ 

んでしたが，その幼子の誕生が，自分たちにとって重要であることを知っていました。 

•天のお父様は，なぜニーファイ人たちに星を見せられたのですか。（イエスが生まれたことを 

知らせるため） 

•ニーファイ人たちは星を見てどのように感じたと思いますか。 

エルサレムでも星が見えたことを説明する。イエスの誕生は，すべての人 にとって重要な 

ことであった。何年もの間待ち望んでいたことが，実際に起こったのである。 

歌 「きよし，この夜」を歌うか，または歌詞を朗読する。 

きよし，このよるほしはひかり 

すくいのみこはみははのむねに 

ねむりたもうゆめやすく 

きよし，このよるみつげうけし 

ひつじかいらはみこのみまえに 

ぬかづきぬかしこみて 

きよし，このよるみこのえみは 

めぐみのみよのあしたのひかり 

かがやけりほがらかに 
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教師の提示 

まとめ�

クリスマスごとに天使や星が現れ，イエスがお生まれになったことを告げる必要はないこと 

を説明する。わたしたちはそれが真実であることを知っている。わたしたちは，このことがわ 

たしたちにとって重要であることを知っている。また，羊飼いやニーフアイ人たちがイエスの 

誕生を知ったときと同じ喜びを感じることができる。イエスの誕生の愛と喜びを人 に伝える 

とき，それを感じることができるのである。 

•イエス.キリストの誕生の喜びをほかの人と分かち合うにはどうしたらよいでしようか。 

あかし 

教師の証 イエスの誕生の重要性と，どうすればほかの人 と愛と喜びを分かち合うことができるかに 

ついて証を述べる。 

活 動 パズルセットを一人一人に配る。一緒にパズルを解き，色紙にはるように言う。全員が終 

わったら，星の上に書いてあるメッセージを読む。「きようダビデの町に，あなたがたのために 

救主がお生れになった。このかたこそ主なるキリストである。」（ルカ2:11) 

話し合い •このメッセージを天使から受けた人はだれでしたか。（野にいた羊飼たち） 

•イエスの誕生のしるしとして星を見た人はだれでしたか。（ニーフアイ人とエルサレムに住む人 ） 

子供に閉会の祈りをさせる。 

楽しい活動 子供たちに最も適した活動を次の中から選ぶ。選んだ活動はレッスンの中で用ぃてもよぃし，復 

習やまとめとして用ぃてもよぃ。詳しくは「教師へ」の中の「クラスの時間」の部分を参照する。 

1.簡単な内容で子供たちにイエス.キリストの誕生のロ一ルプレーをさせる。 

2.子供たち一人一人に紙とクレヨンを渡す。紙をカードのように折り，表に「クリスマス」 

と書く。レッスンで学んだことを絵に描いて家族へのクリスマスカ一ドにする。 
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第29課 

バ-バき。うダビデのまちに 

へ、、、あなたがたのために 

すくじぬしがおうまれになった。 

このかたこそし梦なる 

) キリス卜である。、、、、 

(ルカ2 ：11) 、 
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本書で採り上げた歌の歌詞 

正しい道選ぼう�

しあわせになりましょう 

ただしいみちえらび 

イエスさまのみおしえに 

したがいながらゆく 

コーラス 

えらぼうえらぼう 

せいぎのみちを 

しんこうつよくもち 

ふくいんにしたがう 

おいのりをわすれずに 

たすけをねがいます 

コーラス 

おそれずぎをなせ�

おそれずぎをなせ 

ゆうきやさしさをもて 

なすべきことはたそう 

てんしもみわざすすめる 

コーラス 

ゆうきわすれず 

せいぎえらぼう 

おそれずぎをなせ 

おそれずぎをなせ 

ひとのよわさゆるして 

しんこうほまれまもろう 

しょうりめざしたたかい 

コーラス 

家族は永遠に�

わたしのすてきな 

かぞくののぞみ 

かたくいつまでもむすばれたい 

コーラス 

しゅはそのねがいかなえ 

みちびきたもう 

かぞくをみなむすぶみちを 

しゅはおしえたもう 

しゅはおしえたもう 

わたしのかぞくの 

のぞみはひとつ 

かたくいつまでもむすばれたい 

コーラス 

幸せな家族�

ママもすきです 

パパもすきです 

あいしあってる 

しあわせなかぞく 

ねえさんもすき 

おとうともすき 

あいしあってる 

しあわせなかぞく 

(詞：モイセラ•レンストロム。©1948，1975 Pioneer 

Music Press, Inc. Jackson Music Corp.許可を得て掲載） 

人をゆるせるように�

ひとをゆるせるように 

たすけてください 

ささげよういのりを 

しゅにちかくなれるように 

くいあらためできるよう 

あやまちなおそう 

ささげよういのりを 

しゅにちかくなれるように 

せいれい�

しゅはむかし 

なぐさめぬし 

せいれいおくると 

はなされた 

みたまささやく 
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ちいさなこえ 

かみをあかしして 

こころもやす 

しんけんの 

ちからにより 

えいえんのともを 

さずけられ 

ちいさなこえきき 

みちすベて 

みたまのひかりで 

えらんでいこう 

救い主の愛�

しゅイエスのあい 

みるものすベて 

あたたかく 

みたまそそぐ 

コーラス 

わたしはしゅに 

したがいます 

しゆイエスのあい 

いつもこころに 

(詞：ラルフ•ロジャーズ。©1978，1979 K •ニューエ 

ル•デイリー。版権所有。許可を得て掲載） 

宣教師になりたい�

ぼくがおおきくなったら 

せんきょうしになりたい 

そのときまでふくいん 

はなせるように 

じゅんびしょう 

しんりもとめるひとに 

ふくいんをわかつ 

せんきょうしになって 

わかいときしゅにつかえよう 

うるわしき朝よ�

うるわしきあさよ 

ひはかがやきて 

もりにはうたあり 

ことりやはちの 

ジョセフはこかげに 

かみとまみえぬ 

共に愛し合え�

あたしい 

しゅのおしえ 

みなともに 

めいしめ又 

しゅのでしはひかりとなれ 

たがいに 

めレ、しあレ、 

(詞：ルシアン•クラ一クフオックスo ©1961 renewed 

1989 Luacine C. Fox.許可を得て掲載） 

ニーファイの勇気�

しんせいなきろくえるように 

ニーファイうけたしゅのことば 

レーマン，レムエルおじけても 

ゆうきをもってへんじした 

しゅのみことばおこないましょう 

しゅはたすけとなるみちそなえる 

しゅのみことばおこないましょう 

しゅはたすけとなるみちそなえる 

いっせきのふねをつくるよう 

ニーファイうけたしゅのことば 

きょうだいたちがこばんでも 

ゆうきをもってへんじした 

しゅのみことばおこないましょう 

しゅはたすけとなるみちそなえる 

しゅのみことばおこないましょう 

しゅはたすけとなるみちそなえる 

(詞：ビル• N •ハンセン•ジュニア，リサ• T . ノヽ ンセン。 

©1986 Wiliord N. Hansen., Jr., and Lisa Tensmeyer 

Hansen.許可を得て掲載） 

神権の回復�

かみのしんけん 

かみのしんり 

ふたたびこのよに 

かいふくさる 

お手伝い�

すきなおかあさん※ 

てつだうとき 

うたがでるほど 

たのしくなる 

※「おかあさん」のかしょを「おとうさん」 

「おじいちやん」「おばあちゃん」などにかえてうたう。 
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