
実を結ぶための５原則シリーズ　 
新しい一年を豊かにする「実」とは？  
こんにちは、フリップジャパンの藤井恵嗣です。 
新しい年がはじまっていますが、みんなは元気でしたか。 
今月から新シリーズとして、「実を結ぶための５原則」を一緒に考えたいと
願っています。「実を結ぶ」とは、辞典では、「努力や苦労したことが、良
い結果として現れること」と説明されています。


そこで、いつものように一つの質問をさせてください。  
Q.フリップジャパンで学ぶみんなは、この新しい一年でどんな良い結果を得
たいですか？（実を結びたいですか？）読みすすめる前に少し考えてみてく
ださい。例：クラブ活動の県大会で優勝すること！


どうですか？


今、どんな良い結果を得たい、実を結びたいとイメージしましたか。 
実は、例として紹介した「クラブ活動の県大会で優勝すること！」は、私が
高校2年の時の願いでした。あなたが描いた通りの「実」がこの一年で結ば
れることを心から願っています。


そこで、今日みんなと考えたいことは、先ほど記したように、辞典では、「努
力や苦労したことが、良い結果として現れること」と説明されていますが、
「良い結果」といえる「実」とはどのようなものなのかということです。 
たとえば、泥棒が人の物を盗むために、努力や苦労した結果、あなたの家に
入って盗む事に成功したことも、「良い結果」といえる「実」なのでしょう
か？決してそうでない筈です。大切なことは、努力や苦労したことではな
く、「どんな実を結んだか？」ではないでしょうか。


良く「努力は必ず報われる！」という言葉を聞きますが、これも悪いことを
するための努力に対しては使われないと思います。努力すること、一生懸命
に何かに取り組むことは、言葉としては前向きで美しいのですが、「何のた
めに」努力しているのか、「何のために」一生懸命に取り組んでいるのかが
重要です。


では、みんなのこれからの一年や人生にとって「良い結果」といえる「実」
とはどのようなものをイメージすれば良いのでしょうか？色々なイメージの
仕方があると思いますが、私は果物などの「実」でイメージすると理解しや
すいと思っています。


たとえば、あなたがリンゴの木だとしたら、リンゴの木であるあなたは、何
のために実を結んでいるのですか？周りのリンゴの木に「私の実は、みんな
のよりも、大きく美しいだろう！」と自慢するためですか？或いは、自分で
実を眺めて「こんな大きく、美しい実を結べた。」と自己満足するためです
か？そうではありませんね。


リンゴの木が結ぶ実は、誰かに食べられて、その食べた人の栄養になった
り、健康を整えるためのものですよね。そう考えると、「良い結果」といえ
る「実」とは、「誰かの役に立つ」ものであることが重要なんだと考えます。


さあ、この機会に、あなたが普段からイメージしている結びたい実、昔から
結びたいと願って、そのために努力して結ぼうとしている「実（結果や成
果）」が、「誰かの役に立つ」ものかどうかを確認してみてください。 
もちろん、クラブ活動で競い合うことや、自分が満足するために努力するこ
とが、何の意味も価値もないということではありません。 
ただ、これからの新しい一年とあなたとあなたの周りの人の人生を豊かにす
る「実」とは、リンゴの実のように「誰かの役に立つ」ものであることが大
切なんだということを忘れないで欲しいなと
いうことです。 
そして、これからのみんなの人生で「誰かの
役に立つ」実をたくさん結んで欲しいなと
願っています。


次回から、「誰かの役に立つ実」を結んでい
くための５つの原則を紹介していきますの
で、楽しみにしていてくださいね。最後まで
読んでくれてありがとう、この文書「役に
立ったかな？」(笑)
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自分を見つめ  
自分に気づき 
自分に優しく

日時 
火曜日  9:30-10:20 

料金 
¥1,000/回 
(初回は無料)

Self-Care Yoga

Happy New Year! 
Flip Education Center is excited to begin a new year of learning with everyone! 
Even though we may have some challenges with COVID, we believe this will 
be a great year to learn together.


Let’s all do our best! And have fun!!!

Spring Camps 2022! 
小学生日帰りキャンプ
Geography Camp
Date      March 28 (月)
Time      9:30-15:00
Who       小学1−6年生
Cost       ¥4,500/person（定員: 低学年６人 / 高学年６人）
Where    Flip Education Center
Students will practice English, learn 
about geography, and each student will 
make a diorama!

Engineering Camp
Date      March 29 (火)
Time      9:30-15:00
Who       小学1−6年生
Cost       ¥4,500/person（定員: 低学年６人 / 高学年６人）
Where    Flip Education Center
Students will learn about towers, design 
a tower, and then create their own from 
spaghetti! 

• Students who attend both camps receive a ¥1,000 discount.

• 低学年 and 高学年 classes will be held separately, even though they 

meet on the same day. 

• Depending on the State of Emergency in March, we may delay these 

camps until later. Thank you for your understanding.

• Online sign-up will start February 1.

2022 Schedule - Coming soon! 
We are working hard to prepare for the new school year in April. Thank 
you for submitting answers to the questionnaire we sent in December. 
We will do our nest to make sure we can create a schedule that helps 
everyone.


