
When we are multiplied by God (we X God) 
Mark 6:35-44 

私達 X 神様 

マルコ 6:35-44 

Setting: 

A. Why were disciples perplexed? 

 Limited to their own thoughts and preconceived idea 
 They only understood their own limitations, and did 

not consider God in their thinking process 
B. God uses small but our best effort 

 Unknown boy. No special talent, knowledge or 
resources 

 Small sacrifice, but it was everything he could do 
 Instead of trying to figure problem with just what he 

had, but depended his possessions to God’s process 
C. Then, God worked 

 5000+ were fed by 5 loaves of bread & 2 pieces of 
fish 

 The remainders were over 12 baskets full = Overflow 
of blessing 

 When we depend on God and God works with in us, 
we will have an overflow of God’s love, joy, peace, 
blessing, forgiveness, and strength, victory, grace, 
mercy, etc 

聖句の背景:  

A. 弟子達はなぜ戸惑ったか？ 

 自分の考え、固定観念に縛られていたから 

 自分達の限界だけを知り、神様を自分達の考え、プロセ

スに加えていなかったから 

B. 小さいが精一杯の努力を神様は用いられます 

 無名の少年、特別な才能や知識や資源の無い 

 僅かな捧げ物だったが、自分の精一杯の捧げ物 

 自分の持っている物で問題解決するのではなく、神様の

プロセスに自分の持っている物を委ねきった 

C. そして神様の力が働いた 

 ５つのパンと２匹の魚で 5000人以上の人が養われた 

 １２のかごに残る程＝溢れるばかりの祝福 

 私達が神様に委ね、神様の力が私達のうちに充分に働

かれる時、私達からは神様の愛、喜び、平安、祝福、

赦し、力、勝利、恵み、憐れみ等が満ち溢れる 

Application: 

We X God = ∞ When we depend our everything 

completely to God, it will be multiplied by God of 
infinity and its result will be infinity. 

 Nothing is impossible to God Mark 10:27 Limiting 
God? 

 Christ who empowers me Philippians 4:13 (AMP) 
o Paul was imprisoned=He was limited but 

God is unlimited 
o Paul did not make his circumstances as 

his excuse for not to God to work (or limit 
God) 

o We are limited but God is unlimited 
 Depend completely? Depending our results as well = 

Don’t limit results (Believing that God will give us the 
best) 

 Depend completely = release. Instead of releasing 
crushing in the hand!? 

 Philippians 4:19 Believing that God will meet our 
needs 

 What if God is not in this equation? What if God’s 
part is zero? 

 What if our part is zero? 
 Even if our part is very small, the result will be infinity 

(limitless possibility) when God of infinity is in our 
equation. 

聖句の適用方法:  

私達 X 神様 ＝ ∞ 私達の全てを神様に委ねきる時、

無限大の神様の掛け算の業が起き、結果は無限大です 

 神様に不可能な事はない マルコ 10:27神様を制限し

ていませんか？ 

 神様のおかげで ピリピ 4:13（新共同訳） 

o 牢獄にいたパウロ＝彼には制限があったが、神

様は無制限である 

o 自分の現状を神様が働かれない理由にしなかっ

た（制限としなかった）パウロ 

o 私達にも制限があるが、神様は無制限である 

 委ねきるとは？結果も又委ねきるという事＝結果を制限し

ない （神様が私達にベストを与えて下さるという信仰） 

 委ねる＝手放す 手放さずに握り潰している！？ 

 ピリピ 4:1９ すべて満たして下さるという信仰 

 もし、神様がこの数式の中に居られなければ？神様の部

分が０であれば？ 

 もし、私達の部分が０であれば？ 

 もし、私達の部分が少しであったとしても。無限大である神

様がその数式の中におられれば、結果は無限大です。 

Prayer: 
 Thank you for multiplying to the max and utilizing 

limitlessly even when our faith is insignificant 
 Lead us not to limit You but depend our lives 

completely to You. 
 Fill us with Your best as we completely depend on 

You. 

いのり: 

 私達のどのような小さな信仰でも、あなたがそれを用

い、最大限に活かしてくださる事を感謝します。 

 あなたを制限せず、私達があなたに委ねきれるように

導いて下さい。 

 私達の全てをあなたに委ねますので、あなたのベスト

で満たして下さい。 


