
Sharing God’s Love: using words effectively 

James 3:3-6, 9-10 

神の愛を分かち合う：言葉を上手く用いて 

ヤコブ 3:3-6, 9-10 

Setting: 

A. There’s a power in spoken words 

 Creation 

 Move things or starts a fire 

B. Positive & negatives of words 

 Words can be 2 edges sword 

 The key is how we use them: hammer, gun 

C. A church is built upon encouragements 

 Barnabas=son of encouragement Acts 4:36 

o Helped Paul to be used greatly 

o Antioch church: first called Christians 

聖句の背景:  

A. 言葉には力があります 

 創造 

 物を動かし、時には火種となり 

B. 言葉というツールのプラス面とマイナス面 

 言葉は、諸刃の剣となりゆる 9-10 節 ヘブル 4:12 

 使い方が大事：金槌や銃と同じ 

C. 慰めと励ましによって教会は建て上げられる 

 バルナバ＝慰めの子、励まし 使徒 4：36 

o パウロが用いられる為の下地づくり 

o アンテオケ教会：最初にクリスチャンと呼ばれた 

Application: 

By speaking positively and effectively, we 

can deepen our relationship with God, help 

others, and assist in establishing the church 

 The wisdom in love-filled positive speech 

o Proverbs 12:25 Cheerful 

o Proverbs 15:1 Gentle responses rather 

than reactions 

o Proverbs 15:2 Wise 

o Proverbs 15:4 Kind & strengthen 

o Proverbs 15:23 Appropriate 

o Proverbs 25:25 Good news  

o Colossians 3:11 Considering, 

appetizing, bring out the best of others 

 Think about real life application 

o To God? Are we praising God with 

thanksgivings and love? 

o To others? Isn’t it communicating with 

God’s love a part of reaching out to 

others? 

o To the church? 

 The ministry of 

Barnabas=Encouragement 

 Words that encourage and unify 

 Faith-filled speech 

聖句の適用方法:  

肯定的な言葉を上手く用いる事によって、神様との信頼関

係が深まり、周りの人を助け、教会を建て上げていく事が

できます 

 愛溢れる肯定的な言葉の知恵 

o 箴言 12:25 心から励ます言葉 

o 箴言 15:1 激しい言葉にも穏やかに対応する言

葉：対応と反応の違い 

o 箴言 15:2 知恵に満ちた言葉 

o 箴言 15:4 優しく元気づける言葉 

o 箴言 15:23 状況にあった良い助言 

o 箴言 25:25 うれしい知らせ 

o コロサイ 3:11 受ける側を考え、快い、相手のベス

トを引き出す言葉 

 実用方法を考えてみましょう 

o 神様に対して？ 日々感謝と愛の言葉をもって賛美

ができていますか？ 

o 周りの人に対して？ 神様から頂いた愛のこもった言

葉で伝える事は、伝道の一種では？ 

o 教会に対して？  

 バルナバのミニストリー＝励ましのミニストリー 

 一致と助け合いを促す言葉 

 信仰にあふれた言葉 

Prayer 

 Guide us to praise You daily with words 

of love & thanksgivings 

 Fill us with Your amazing love, and help 

us to speak to other with love 

 Build this church as we strive to speak & 

encourage each other with love 

いのり 

 日々、あなたへの感謝と愛の言葉をもってあなたを賛

美し、祈りをささげていけるように導いてください 

 あなたの素晴らしい愛で私達を満たし、その愛のこも

った言葉を周りの人に語れるように助けて下さい 

 愛に溢れる励ましと慰めの言葉を口にしていきますの

で、この教会をあなたが建て上げて下さい 


