
Sharing God’s Love: Through Actions 
John 21:15 

神の愛を分かち合う：行動をもって 

ヨハネ 21:15 

Setting: 

A. Spending time with God=Connected 

 One of last recommendations of Jesus Christ: Express 
love through actions=An authentic faith is exposed by 
actions 

 Action as a form of communication. Communication 
is 7% verbal 93% non-verbal 

 What time of actions?  » Feed my sheep 
B. What does it mean to feed sheep? 

 Sheep=God’s creation, humanity 
 Sheep can only be valuable when shepherd takes 

care of them 
 Through serving others, God use us » We can 

glorify God=Testimony 

聖句の背景:  

A. 愛の表現方法＝行動をもって 

 イエス・キリストの遺言的勧め・チャレンジ：行動をもって

愛を示しなさい＝本気の信仰は、行動として出てくる 

 行動というコミュニケーション。 コミュニケーションは７％

言語、93％非言語 

 どのような行動？ » 私の羊を飼いなさい 

B. 羊を飼うとは？ 

 羊＝神様が創造された人々 

 羊は、羊飼いに世話をしてもらって始めて価値を見出す 

 周りの人に仕える＝神様が私達を用いられる » 神様へ

の栄光＝証 

Application: 

When we display God’s love through actions, we can 

glorify God. It’s a form of worship. 

 Worship should happen beyond the church. We 
should worship through life style that glorifies God 

 Wouldn’t you think God would want us to use what 
He has given to us (love)? 

 Let’s think of real life application 
o To God? 

 Do you live by the Word? John 14:21 
 There’s a difference between knowing the 

map and walking the map. In same token, the 
Word is meaningless if we don’t live by It 

o To people around us? 
 Luke 10  Do you love your neighbor as 

yourself? 
 Example: A Samaritan who helped a victim 

 Beyond his call of duty 
 He wasn’t able to do much but did 

everything he could do 
 Let’s become the neighbor instead of looking 

for someone to be your neighbor 
o To church? 

 Ephesians 2:10 We=God’s masterpiece » God 
created us so that we can do good work for 
Him 

 What can you do to be a part of the body of 
Christ? 

 Healthy=everything is functioning 
 You are a significant valuable piece of this 

church 

聖句の適用方法:  

神様の愛を行動をもって表現すると、私達は神様の栄光を

現す事ができる。これは、礼拝の一種です。 

 礼拝は、教会で行う物だけでなく、神様の栄光を現すライ

フ・スタイルをもって礼拝しよう 

 神様もあげた物(愛)を用いて欲しいと思いませんか？ 

 実用方法を考えてみましょう 

o 神様に対して？ 

 御言葉に沿って生きていますか？ ヨハネ 14:21 

 地図を理解していても、そこを歩いているのとは違

うのと同じで、御言葉もそれに沿って生きていない

と意味がない 

o 周りの人に対して？ 

 ルカ 10 隣人を自分のように愛せていますか？ 

 例：襲われた被害者を助けたサマリヤ人 

 自分の義務以上の事を率先して 

 充分ではなかったが、やれる事をして  

 仕える対象の隣人を探すのではなく、私達自身が

率先して、周りの人の隣人となろう 

o 教会に対して？  

 エペソ 2：10 私達＝マスターピース、神様の傑

作 » 神様の為に良い業を行えるように、神様はそ

う創って下さった 

 あなたは、神の体の一部として何が出来ますか？ 

 健康＝全部が機能する必要がある 

 あなたは、神の教会のかけがえのない大切なピース

です 

Prayer: 

 Guide us as we follow Your Word daily and allow It 

to direct our path 

 Help us to be Your witness and fill us with Your love 

as we serve others 

 Use us to glorify You as we thank you daily for 

creating us 

いのり: 

 日々あなたの御言葉を私達の人生の指針として歩ん

でいきますので、導いて下さい 

 率先して、周りの人に仕えていきますので、あなたの

愛で私達を満ち溢れさせ、あなたの証人となれるよう

に助けて下さい 

 私達をあなたが創って下さった事を日々感謝し、あな

たの栄光のために私達を用いて下さい 


