
両親と指導者	

のための導入ガイド

末日聖徒イエス・キリスト教会

子供と青少年



親 愛なる兄弟姉妹の皆さん， 末日聖徒イエス・キリ
スト教会の子供と青少年は，神の愛する息子，娘
です。彼らは世界に大きな影響を与える可能性

を秘めています。

子供と青少年のためのこの取り組みにおいて教えられてる
原則は，若い世代がイエス・キリストに従い，主の福音を生活
のあらゆる分野で応用するよう励ますためのより高く，より
神聖な方法を示しています。このおもな取り組みには，福音
学習，奉仕の特権，個人の成長，実践的で楽しい活動が含ま
れます。この取り組みは家庭で始まります。両親には，光と
義をもって子供たちを教えるという神聖な責任があります。
教会指導者は子供や青少年，そして彼らの家族にとって有益
なサポートと導きを与えます。

わたしたちは皆さんを愛しています。皆さんを心から信頼
しています。皆さんが信仰をもって天の御父の子供を指導
し，導くときに，御父が皆さんを祝福し，支え続けてくださる
ことを約束します。 
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ビジョン
若い世代のイエス・キリ

ストを信じる信仰を強め，

子供や青少年とその家族

が人生のチャレンジに直

面するときにも聖約の道

に沿って進歩できるよう

助ける。
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「教会の長期的な目標は， 
主イエス・キリストと 

主の贖罪に対する信仰を増し， 
神と聖約を交わして守れるように， 
……すべての会員をサポートする 

ことです。」
ラッセル・M・ネルソン大管長「開会のあいさつ」 

『リアホナ』2018 年 11月号，7

はじめに
以下の事柄を通して，両親と指導者は協力しながら，
子供と青少年が改心を深め，主イエス・キリストのふさ
わしい弟子となり，高潔な男性と女性になるのを助け
ます：

• 個人の決意を促す福音学習。

• 身体と霊を強化する奉仕と活動。

• 実りある進歩をもたらす個人の成長。

この冊子に概説されている指針となる原則と一般的な
役割は，それぞれの状況に合った方法で活用すること
ができます。それらを実践するうえで唯一の正解は 
ありません。アイデアや例については Childrenand 
Youth .ChurchofJesusChrist .org にて，オンラインで
閲覧可能です。各個人にとって何が最適かどうかを知
るために霊感を求めてください（「調整と適応」参照）。

若い世代
預言者たちは，この世代の子供と青少年が，主がこれ
までにこの世に送ってこられた中でも選りすぐりの
人々であると述べています（ラッセル・M・ネルソン

「シオンのつわもの」ワールドワイド・ユース・ディボー
ショナル，2018 年 6 月 3 日，16 参照）。彼らは世界
に大きな影響を与える可能性を秘めています。そして，
幕の両側でイスラエルを集めるのを助けるよう招かれ
ています。彼らを心にかけ，彼らにミニスタリングする
に当たってより高く，より神聖な方法が必要です。以下
の方法によって子供と青少年を助けることができるで
しょう：

• 彼らの永遠の属性と目的を知る。

•  彼らのイエス・キリストへの改心を深め，主の福音を
彼らの心の中に届け，彼らが主に従うことを選ぶよう
促す。

• アロン神権の務めを果たす。

• 一緒に救いの業に携わる。

•  必要に応じて両親のサポートと指導者の支援を得な
がら個人的に成長する。

•  神殿に参入するにふさわしくあり，聖約の道において
永続する喜びを得る。

子供と青少年が自分の人生について啓示を受け，福音
を中心とした関係を築き，成長に応じて選択の自由を
使うとき，彼らはこれらの目的をうまく果たすことがで
きるでしょう。
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「イエスはますます 
知恵が加わり， 
背たけも伸び，そして 
神と人から愛された。」

ルカ2：52

救い主に従うよう努力する
イエスは若いころ，神のすべての子供たちがしなければ
ならないのと同様に，御自分の神聖な属性と務めに 
ついて学ぶ必要がありました。主は「ますます知恵が
加わり， 背たけも伸び， そして神と人から愛され」まし
た（ルカ 2： 52）。すべての子供と青少年は，主と同じ 
ようにバランスよく成長することができます。

子供と青少年が，安息日だけでなく，人生のあらゆる 
面において救い主を招き入れることができるよう助けて
ください。彼らがイエス・キリストを人生の中心と 
するよう努力するとき，主は聖霊を彼らの慰め主，また
導き手として遣わすことを約束しておられます。

救い主に従う努力は家庭で始めるのが理想的です。 
教会指導者は個人と家族にとって重要なサポートを 
行うことができます。
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リソースについては ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org	
をご覧ください。

家庭中心
両親はイエス・キリストの福音を教え，それぞれの子
供の必要を満たすために，家族としてどのような経験
をともにし，どのようなことを話し合うか計画します。
それは，大切なスキルを教え，人格を強め，成長する機
会を与え，家族として協力しながら実践することがで
きます。

成長を促す
• 導きを求めて祈ってください。天の御父はあなたの
子供を御存じであり，彼らを教えるのを助けてくださ
います。

• 子供が聖霊の影響を求め，認識するのを助けてくだ
さい。

• 愛を示し，子供がよい行いをしようと努力したことに
対して，また彼らの中にあるキリストのような性質に
ついてしばしば褒めてください。

• 家族としてほかの人に奉仕する機会を見つけてくだ
さい。

導きを与える
• 子供が人生のあらゆる分野で福音を応用する方法を
知ることができるよう助けてください。

• 子供を導き，彼らが自分自身の目標と計画を立てられ
るよう励ましてください。 

• 彼らが自分自身で問題に対する解決策を見いだせる
よう助けてください。

• その中でサポートや助け，励ましを与えてください。

指導者と話す
教師や指導者と話し合い，彼らがどのようにあなたの子
供を最善の方法でサポートすることができるか見極めて
ください。子供の秘密を打ち明けたり，彼らに恥ずかし
い思いをさせたりしないよう注意してください。

「今こそ，教会が家庭を中心と 
したものに，そして支部やワード，

ステークの建物内で行われる 
ことがそれをサポートする 

ようになるときです。」
ラッセル・M・ネルソン大管長「開会のあいさつ」 

『リアホナ』2018 年 11月号，7
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リソースについては ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org 
をご覧ください。

教会サポート
教会の役割にはイエス・キリストの福音を教えること
と，家庭をサポートすることが含まれています。指導者
と教師は，自身が仕える子供や青少年の成長を助けら
れるよう，彼らと強い信頼関係を築くことによって両親
をサポートします。

両親と話す
• 子供をどのようにサポートするかを見いだすために，
両親と個人的に連絡を取ってください。気づいた長
所を伝えてください。

• 子供がクラスや活動でどのようなことを経験し，学ぶ
ことを望んでいるかを両親に尋ねてください。

両親が活発な教会員でない場合，以下のようにしてくだ
さい：

• 両親に子供と青少年をサポートするこの取り組みにつ
いて説明し，子供を参加させるかどうか，また，子供を
どのように参加させたいかについて尋ねてください。

• どのようなサポートが欲しいか子供や青少年に尋ねて
ください。

• できるだけ両親にかかわってもらう方法についてワー
ド評議会で話し合ってください。

子供と青少年をサポートする
• 両親に子供と青少年をサポートするこの取り組みにつ
いて説明し，子供を参加させるかどうか，また，子供を
どのように参加させたいかについて尋ねてください。

• どのようなサポートが欲しいか子供や青少年に尋ねて
ください。

• できるだけ両親にかかわってもらう方法についてワー
ド評議会で話し合ってください。リソースについては
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org をご覧
ください。

福音学習 奉仕と 
その他の活動 個人の成長

家庭中心	
（家族）

教会サポート	
（指導者）
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福音学習
家庭で
個人と家族の聖文研究と
祈りは，子供と青少年が
聖霊の影響を感じ，認識
し，救い主を愛することを
学ぶ助けとなります。個
人 と 家 族 は，『わ たし に
従ってきなさい — 個人と
家族用』と生ける預言者
の言葉を使ってイエス・キ
リストの福音を研究する
よう勧められています。

教会で
子供と青少年は，ともに
集まりイエス・キリストの
福音を学びます。子供は
クラスのレッスンや初等
協会の歌の時間を通して
福音を学びます。青少年
はクラスや定員会で教義
を学びます。子供と青少
年は，学んだことを家庭で
分かち合い，生活の中で
福音を応用するよう勧め
られています。

福音学習

家庭中心
祈り
聖文研究
家庭の夕べ
安息日
家族歴史

教会サポート
安息日のレッスン
セミナリー

奉仕と活動
家庭で
奉仕と活動は，子供や青
少年が義にかなった日々
の習慣を身につけ，家族
の関係を築き，生活にか
かわるスキルを学び，キリ
ストのような特質を伸す
助けとなります。家族の
奉仕や活動は，個人や家
族の必要に焦点を当て，
日常の経験の中で福音の
原則を応用する機会を提
供することができます。

教会で
定期的な奉仕や活動は，
集まり，新しいスキルを 
身につけ，難しい課題を
達成し，仲間や指導者と
福音を中心とした関係を
築く機 会を提 供します。
これらの活動は，子供や
青少年が霊的，社会的，身
体的，知的に成長し，ほか
の人々に有意義な奉仕を
する助けとなるべきです。
JustServe（ JustServe .org）
は地域社会の奉仕活動を
行う際に有益なリソース
です。

リソースについては ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org	
をご覧ください。
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奉仕と 
その他の活動

家庭中心
家庭の夕べ
家族の奉仕
家族の活動
ミニスタリング

教会サポート
聖餐の儀式
奉仕と活動のアイデア
JustServe
宿泊活動
ミニスタリングの割り
当て

個人の成長
家庭で
子供と青少年は，成長し，
救い主に従う者となれる
よう何を行うか決めます。
両親は，彼らがすでにどの
ように成長しているか，ま
たどこを改善する必要が
あるかを認識するうえで
助けを与えることができ
ます。教会や学校，友人
関係，スポーツ，芸術，仕
事，そのほかの個人的な
趣味を含むすべての活動
は，子供と青少年がイエ
ス・キリストに従う助けと
なり得ます。

教会で
指導者は子供と青少年一
人一人を愛し，彼らに仕
え，彼らの必要や興味に
ついて把握します。愛の
ある関係を通して，指導
者はそれぞれの子供と青
少年に合った方法で力強
い影響を与え，彼らが個人
として 成 長する の を サ
ポートし励ますことがで
きます。

個人の成長

家庭中心
個人の目標
家族の目標
導き
励まし
愛

教会サポート
導き
励まし
目標のアイデア
ワードのリソース

宿泊活動には，「若人の強さ
のために」（FSY）カンファレ
ンス，ユースカンファレンス，
キャンプ，そのほかの集会が
あります。これらの活動は青
少年が救い主に従う望みを深
め，普段の生活から離れ，自
分が義にかなった目標をとも
に持つ大きな青少年のグルー
プの一員であることを知る助
けとなります。

活動や目標に関するリソースについては ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .orgをご覧ください。
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シンプルにしてください。うまくいく方法で行ってください。

調整と適応
個人や家族，そしてワード
や支部は皆それぞれ異な
ります。あるものに対し
てうまくいったものが別
のものではうまくいかな
いことがあるかもしれま
せん。あなたの家族やク
ラス，定 員 会，ワードに
とってうまくいく方法で
行ってください。あなた

の機会や心配事について
話し，それぞれの子供と
青少年が神聖な可能性を
発揮するのを助けるため
に，この取り組みをどのよ
うに調整するかについて
啓示を求めてください。

子供と青少年によって個
人の成長への取り組み方
は様々です。目標の種類

や数，頻度，そして彼らが
どれほどのサポートが必
要かどうかは個別に判断
すべきです。クラスや定
員会も必要を満たすため
に調整を行います。さら
に，活動の種類や頻度は
地元の状況によって変更
することができます。

「回復されたイエス・キリ
ストの福音のメッセージ

は，すべての人はこの世に
いるかぎり，より善い者に
なれるし，また，そのよう
な希望を持たなければな
らないと教えています。」

ヘンリー・B・アイリング管長 
「わたしたちの完全な模範」『リアホナ』

2009 年 11月号，70

啓示を求める
個人の必要を満たす
状況に合った方法で行う
シンプルにする

リソースについては ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .orgをご覧ください。
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動機づけをする，成長を祝う
動機づけ
子供と青少年は，愛され
ていると感じ，成長，進歩
し，生活の中で聖霊を感
じるときに自然と動機づ
けられます。変化するこ
とや成長することが彼ら
にとって難しいとき，試練
を克服する方法を見いだ
したり，計画を調整したり
するよう励ましてくださ
い。両親や指導者，仲間
との強固な信頼関係は，
彼らに挑戦し続ける強さ
をもたらすでしょう。

成長を祝う
子供と青少年が成長する
にしたがい，彼らの努力
を称賛し，励ましてくださ
い。彼らが学んでいるこ
とを分かち合う機会を与
え，成長を祝ってくださ
い。さらに，すべての子
供と青少年に指輪やメダ
ルなどの品々をプレゼン
トし，彼らがイエス・キリ
ストに従うよう努力する
世界規模のグループの一
員であることを思い起こ
してもらうようにしても
よいでしょう。子供や青

少年が霊的，社 会的，身
体的，知的な目標を達成
した場合，追加のバッジ
をプレゼントしてもよい
でしょう。

「わたしたちは，自分が何
者であ〔る〕……のかと
いった真理を知るように
なり，その真理に従って行
動することによって，真の
永続的な喜びを見いだし

ます。」
ダリン・H・オークス管長「真理と計画」  

『リアホナ』2018 年 11月号，25 － 26

耳を傾ける
努力を称賛する
成長を祝う
失敗から学ぶ

リソースについては ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .orgをご覧ください。
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家庭と両親
わたしの役目は何で	
しょうか
子供に対して義にかなっ
た模範となってください。
人生のあらゆる分野で成
長するための方法を教え
てください。聖約を守り，
新しい才能を発見し，難し
いことを行う喜びを彼ら
が味わえる方法を見つけ
てください。あなたの家
族が成長して天の御父と
イエス・キリストに近づ
き，日常の中で福音に従っ
て生活するのを助けてく
ださい。

何を行えばよいで	
しょうか
あなたが子供のことをど
れほど愛しているかを伝
えてください。彼らの人
生にかかわってください。
祈りをもって彼らの個人
的な必要を見極め，それ
らの必要にこたえるため
に福音研究や活動の計画
を立ててください。定期
的にあなたの証を分かち
合ってください。子供を
サポートするのに役立つ
方法について指導者と話
し合ってください。

何から始めたらよいで
しょうか
子供と話したり，子供に耳
を傾けたりすることを続
けてください。彼らをサ
ポートする方法について
祈ってください。彼らが
興味のある学習分野を見
つけ，それに取り組み始め
るのを助けてください。
子供の成長を助けるため
に家族の祈り，福音研究，
奉仕の機会，活動を始め
るか，あるいは続けてくだ
さい。

愛を示す
模範となる
啓示を求める
生活にかかわるスキルを教
える
成長を祝う
努力を称賛する

「義にかなって注意深く 
親の務めを果たすこと 
以上に重要な務めは 

ありません。」
ラッセル・M・ネルソン大管長 

「安息日は喜びの日」『リアホナ』  
2015 年 5 月号，131

リソースについては ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .orgをご覧ください。
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初等協会の指導者と教師
わたしの役目は何で	
しょうか
子供を愛し，強めてくださ
い。子供が自分に対する
天の御父の愛を感じ，イ
エス・キリストの福音を
理解し，聖霊の影響を感
じて認識し，神聖な交わし
て守れるよう両親を支援
してください。

何を行えばよいで	
しょうか
初等協会のクラスと歌の
時間が，子供が御霊を感
じ，信仰を増し，生活の中
でイエス・キリストの福音
の喜びを感じる助けとな
るようにしてください。ル
カ 2：52 で 示 さ れて い
る成長の分野を指針とし
ながら，証を築き，家族を
強め，一致や個人の成長
を育むような楽しく，楽し
い奉仕や活動を計画して
ください。

何から始めたらよいで
しょうか
子供とその家族のことを
知り，彼らの必要にこたえ
てください。初等協会会
長会として，子供が救い主
に従うのを教師，音楽指
導者，活動の指導者が助
けるうえで，あなたがどの
ように支援できるかにつ
いて祈りをもって尋ねてく
ださい。

神聖な属性について教える
福音を応用する
人間関係を築く
聖約について教える
生活にかかわるスキルを 
教える

「地上と天における 
究極の宝は 

わたしたちの 
子供と子孫で〔す。〕」

ダリン・H・オークス管長 
「人に幸福を与える偉大な計画」 

『聖徒の道』1994 年 1月号，84 参照

リソースについては Primary .ChurchofJesusChrist .orgをご覧ください。



12

若い女性指導者
わたしの役目は何で	
しょうか
若い女性が神の娘として
の属性を理解し，神殿の
聖約に備え，自らの神聖
な目的を果たすうえで両
親やビショップリックが導
きや促しを与えるのを助
けてください。クラス会
長会がクラスのメンバー
を導き，教え，仕えるうえ
で導きを与えてください。

何を行えばよいで	
しょうか
イエス・キリストの弟子と
して模範を示してくださ
い。クラス会長会が『わ
たし に 従って き な さ い 
—若い女性用』のレッ
スンを祈りをもって計画
し，レッスンを教えるのを
助けるうえで導きを与えて
ください。彼女たちが，若
い女性が人生のあらゆる
分野において成長する助
けとなる奉仕や活動を主
導的に計画し，実施するよ
う励ましてください。さら
に助けを必要としている
若い女性にはそのような
助けを与えてください。

何から始めたらよいで
しょうか
若い女性一人一人のこと
を知ってください。若い
女性の成長をサポートす
る方法について若い女性
やその両親，ビショップ
リックと話してください。
クラス会長会が召しをう
まく果たすのを助ける方
法を知るために祈ってく
ださい。

神聖な属性について教える 
救いの業を果たす
神聖な役割に備える 
立ち直る力を育む
生活にかかわるスキルを教える

わたしは天の両親の 
愛する娘であり， 

神の性質と永遠の行く末が 
あります。

リソースについては YoungWomen .ChurchofJesusChrist .orgをご覧ください。
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アロン神権指導者
わたしの役目は何で	
しょうか
両親やビショップリック
が若い男性を神権の職の
聖任，神殿の聖約，伝道，
神聖な役割に備えるのを
助けてください。彼らが
神の息子としての目的や
属性を理解するよう促し
てください。定員会会長
会が 定 員会の 会員を導
き，教え，仕えるうえで導
きを与えてください。

何を行えばよいで	
しょうか
イエス・キリストの弟子と
して模範を示してくださ
い。定員会会長会が『わ
たし に 従って き な さ い 
—若い男性用』のレッ
スンを祈りをもって計画
し，レッスンを教えるのを
助けるうえで導きを与えて
ください。彼らが，若い男
性が人生のあらゆる分野
において成長する助けと
なる奉仕や活動を計画し，
実施するのを助けてくだ
さい。若い男性に主導し
てもらってください。さら
に助けを必要としている
若い男性には必要な助け
を与えてください。

何から始めたらよいで
しょうか
若い男性と一緒に時間を
過ごしてください。若い
男性一人一人のことを知
り，愛してください。若い
男性が成長してさらに救
い主のようになるのをサ
ポートする方法を見極め
るために，ビショップリッ
クや若い男性本人，そして
その家族と話してくださ
い。定員会会長会が召し
をうまく果たすのを助け
る方法を知るために祈っ
てください。

神権の義務を教える
救いの業を果たす
神聖な役割に備える
立ち直る力を育む
生活にかかわるスキルを教える

リソースについては YoungMen .ChurchofJesusChrist .orgをご覧ください。

若い男性に寄り添う。

若い男性を 
天に結びつける。

若い男性に 
主導してもらう。
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日曜学校教師
わたしの役目は何で	
しょうか
青少年がキリストの教義
を学び，それに従うことに
よってキリストのもとに来
るのを助けるよう努めて
ください。青少年がイエ
ス・キリストの福音を理解
し，分かち合 い，それに
従って生活するよう教えて
ください。

何を行えばよいで	
しょうか
イエス・キリストの弟子と
しての模範を示し，青少年
が信仰を築くのを助けて
ください。個人として，そ
して家族と一緒に，家庭
で聖文を研究するよう励
ましてください。彼らが
備え，教義的原則を教え
るのを助けてください。
学んでいることを個人の
成長のために応用するよ
う勧めてください。

何から始めたらよいで
しょうか
救い主がされたように教
えるよう努めてください。
青少年一人一人のことを
知ってください。彼らが
成長してさらに救い主の
ようになる方法を知るた
めに祈ってください。教
会や家庭で福音を学び教
える取り組みにおいて，ク
ラスメンバーとその両親
を強めてください。

「研究によって， 
また信仰によって 

学問を求めなさい。」
教義と聖約 88：118

証を築く
教義を教える
聖文を研究する
義にかなった習慣を身につける

リソースについては SundaySchool .ChurchofJesusChrist .orgをご覧ください。
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ビショップリックおよび 
クラス会長会と定員会会長会
彼らの役目は何で 
しょうか
ビショップリックはワー 
ドのアロン神権の会長会
であり，若い女性と若い
男性に対して責任を負っ
ています。アロン神権定
員会会長会は，定員会会
長が任命されるときに授
けられる鍵によって機能
します。若い女性のクラ
ス会長会は，ビショップリ 
ックの一員から任命され
た後，神権の権能の下で
機能します。

彼らは何を行えばよいで
しょうか

会長会は，定員会または
クラスの各メンバーが愛
されていると感じ，福音 
に従って生活する喜びを
見いだすよう助けるとき，
イエス・キリストの真の弟
子として行動するよう努
める必要があります。ビ
ショップリックの指示の
下，定員会会長会は聖餐
の儀式を執行する際にア
ロン神権者を導きます。
定員会とクラスの両方の
会長会は，幕の両側でイ
スラエルを集合させ，助 
けを必要としている人の

世話をする際に定員会ま
たはクラスを導きます。

何から始めたらよいで
しょうか
会長会は，主や指導者か
ら自分の義務について学
びます。彼らは定員会ま
たはクラスのメンバーの 
ために祈り，彼らの必要 
を把握します。そして，彼
らがイエス・キリストの弟
子となれるようサポート 
します。会長会は，どのレ 
ッスンや活動，奉仕が青
少年 を祝 福し，強め，定 
員会やクラスに一致をも
たらすかについてともに
評議します。

ミニスタリングを行う
ともに評議する
一致を築く
義務を果たす

リソースについては ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org をご覧ください。

「奉仕をしているとき，わたし
たちは自分のことをあまり考
えません。そのようなとき， 

聖霊は早くわたしたちを 
訪れ……てくださいます。」

ヘンリー・B・アイリング管長 
「霊感に基づくミニスタリング」 

『リアホナ』2018 年 5 月号，64
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モバイル，ウェブ，印刷物
のリソースが利用できま
す。両親や指導者，青少
年は目標 設 定のため の
ツール，目標のアイデア，
家庭や教会での奉仕や活
動のアイデア，安全に関す
る指針，そして様々な指
示を閲覧することができ
ます。

モバイルアプリ：	
Gospel Living
モバイルアプリの Gospel 
Living（iOS および Adroid）
は霊感を与え，魅力的で，
楽しく，日常生活に関連し
たものとなるよう設計され
ています。このアプリは以
下のような機能を通してキ
リストを中心とした生活を
サポートします：

• 霊感を与えるコンテンツ

• リマインダー

• 活動のアイデア

• コミュニケーション

• 日記の記録

• 個人の目標

Apple App Storeまたは An-- 
droid app markeplaceで
Gospel Living (Church of  
Jesus Christ) を検索して
ください。

ウェブ：		
ChildrenandYouth 
.ChurchofJesusChrist.org

「子供と青少年の育成」の
ウェブサイトは両親，子供，
青少年，指導者をサポート
するためのリソースを提供
しています。

•  両親と家族のための 
リソース

•  子供と青少年を 
サポートし励ます方法 
についてのリソース

•  初等協会の活動に 
関するリソース

•  奉仕や活動に関する 
指針，例，アイデア

•  個人の成長（目標）に 
関する例やアイデア

•  クラスや定員会の会長
会の訓練に関する 
リソース

•  印刷された資料の 
ダウンロード用データ

印刷物：	
子供と青少年の育成
印刷された冊子を使うこ
とが有用である場合，それ
を使って「子供と青少年の
育成」の原則を支持し，子
供と青少年が個人の成長
のための計画を立てる助
けとすることができます。

役に立つリソース
個人の成長

子供のガイドブック

個人の成長

青少年ガイドブック



扶助協会

長老定員会

聖約の道に	
とどまる
青少年が人生における次の
段階に進むとき，扶助協会と
長老定員会は，救いの業を
達成するためにともに働き，
彼らに喜びと成長を見いだ
すためのさらなる機会を与
えます。

「だれかを助けるために 
何かを行うときはいつでも， 

それが幕のどちら側であろう
と，神と重要な聖約を交わ〔す〕
……ことに向かって進むので 

あれば，あなたはイスラエルの
集合を助けています。」

ラッセル・M・ネルソン大管長「シオンのつわもの」 
青少年対象のワールドワイド・ディボーショナル，

2018 年 6 月 3 日，15



両親と指導者は協力しながら， 
子供と青少年が改心を深め， 

主イエス・キリストの 
ふさわしい弟子となり， 

高潔な男性と女性になるのを 
助けます。
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