
実を結ぶための５原則シリーズ　 
第一原則：あなたにエネルギーを与えるものと繋がること！ 
こんにちは、フリップジャパンの藤井恵嗣です。


今月から「人の役に立つ」実を結ぶための５原則をひとつずつ一緒に学んでいきま
しょう。 
まずは、「実を結ぶための５原則」を自分のものとするために、前号でお伝えしたよ
うに、葡萄の木が成長して、実を結ぶプロセスを想像してください。そして、あなた自
身が葡萄の木の「枝」であるとしてイメージしてください。準備は良いですか？あなた
は葡萄の木の枝ですよ。


さあ、その枝が「人の役に立つ」実を結ぶための第１原則（最初に必要なこと）とは
なんでしょうか？ 
そこで、いつものように一つの質問をさせてください。  
Q.あなたが葡萄の木の「枝」だとして、「人の役に立つ」おいしい実を結ぶために、
最初に必要なこと、無くてはならないこととは、どんなことだと思いますか？


※読みすすめる前に少し考えてみてください。


今、あなたはどのようなことをイメージしましたか？ 
枝が実を結べるように、雨風に耐えることができる枝になろうと、自分を鍛えるよう
なことをすることでしょうか？或いは、糖度が高い甘い実を結ぶために、どんな栄養
が必要なのかと調べることでしょうか？ 
これらのことも大切なことですが、最初に必要なこと、無くてはならないことではな
いように思います。


では最初に必要なこと、無くてはならないこととはどんなことでしょうか？ 
それは、葡萄の木の枝は、枝だけでは実を結べないので、大地からエネルギーを吸い
上げる木に繋がっている必要があります。 
それと同じように、「人の役に立つ」実を結ぶための第１原則は、葡萄の木の枝が、
エネルギーを与えてくれる木に繋がるように、私たちも「エネルギーの源」につなが
ることが欠かせないということです。木から離れてしまった枝が、どんなに立派な枝
でも、時間とともに枯れてしまうように、私たちも「エネルギーの源」につながって
いないと枯れてしまうということです。


このことは、植物の世界でイメージすると、当たり前のことであり、自然なこと、そ
のことのために努力する必要のないことです。頑張って木に留まろうとしている枝を見
たこともなければ、努力して実を結ぼうとしている枝も見たことありませんよね。


しかし私たち人間に置き換えて考えると、私たちは必ずしも自分にエネルギーを与えて
くれるものに繋がっているとはいえないように感じます。むしろ、エネルギーを奪わ
れるものに繋がってしまって、心とからだからエネルギーが奪われることが多いよう
に感じています。


では、私たちが「エネルギーの源」に繋がるとは、どのようなことでしょうか？私た
ちの心が枯れてしまわないために、私たちが最も大切にすべき欠かせないこととはなん
でしょうか？


その答えの一つは、人類史上、最も多くのリーダーを生み出したユダヤ人の座右の銘
にあるように思います。『力の限り、 見張って、あなたの心を見守れ。いのちの泉は
これからわく。』という言葉です。


ここで教えられていることは、「あなたの心を見守れ」そうするなら「いのちの泉（エ
ネルギー）はこれからわく。」ということです。 
今回のテーマで考えるなら「人の役に立つ」実を結ぶ
ための第１原則は、「自分の心を見守りなさい！」と
いうことです。そして、心が枯れてしまいそうな時
は、あなたにエネルギーを与えるものに、しっかりと
とどまり、「心にエネルギーを満たしなさい！」とい
うことです。 
さあ、この機会に少し時間をとって、「あなたの心が
エネルギーで満たされているかどうか？」あなたの心
を見守ってみてください。


次回は、どうやって自分の心を満たし、成長していくの
かということを第２原則として、一緒に学びたいと考え
ています。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。
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Introducing Flip’s newest teacher… 
Mark Rowdon!
We are glad to announce that 
Mark Rowdon will join our 
teaching staff in April! Mark 
has been teaching Chinese 
children online for three years. 
He has a love for helping 
students to learn and speak 
English. 

Mark loves the outdoors and 
camping, talking with friends, 
and experiencing new foods.
Mark and his wife, Laura, will 
arrive in Japan on April 6! 

We can’t wait for you to meet 
Mark and Laura!!

We are grateful for everyone who has told their friends about Flip English! 
フリップ英語教室をお友達に紹介してくれたことを感謝します！


感謝の意味を込めて、2022年2月1日ー2022年3月31日に特別キャンペー
ンがあります。


Here is how it works. 仕組みは次のとおりです。


1. Tell a friend about Flip English. お友達にフリップ英語教室を紹介
する。


2. If your friend joins Flip English, they will receive a ¥1,500 discount 
certificate for Flip tuition. お友達がフリップ英語教室に入学する
と、お友達は￥１，５００ フリップ割引券をもらいます。


3. Your child will also receive a ¥1,500 discount certificate for Flip. 在
校生も、￥１，５００フリップ割引券をもらいます。

TELL A 
FRIEND!

Spring Camps  
 高学年生camp is almost full. 

低学年生camp is full!

2022-2023 Calendar 
Look on the back! …or online! 

Mark Rowdon will begin teaching in April, so Flip will 
open new classes!

Please contact us if you, or your friends, are interested 
in starting a class! 

マーク先生が４月から講師として加わります。
新しいクラスに興味のある方はご連絡ください。



2022-2023 Calendar
Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

9:30-10:45

Ladies Class (2x/
month)

12:45-13:45

All In Junior  
(English Immersion 
Age 6-7)

Kindergarten  
New class coming 
soon!

15:20-16:20

Monster English Egg 
Beginner

(Elementary 1st 
grade)

14:40-15:30

Friendly Monsters

(Kindergarten 年中)

14:00-15:30

All In  
(English Immersion 
Age 9-12)

16:15-17:30

Monster English 1

(Elementary 5th-6th 
Grade)


16:30-17:30

Monster English 1

(Elementary 4th 
grade)

16:15-17:45

Monster English 2

(Elementary 5th 
grade)

16:30-17:30

New class coming!

15:45-17:15

All In Advanced  
(English Immersion 
Age 12-16)

17:45-18:45

New class coming!

17:40-18:40

Monster English Egg 
(Elementary 3-4th 
grade)

18:00-19:00

Monster English Egg 
(Elementary 2nd-3rd 
grade)

17:45-19:15

All In  
(English Immersion 
Age 11-13)

18:50-19:50

New class coming!

19:00-20:30

Jr. High Grade 1

19:30-21:00

Jr. High Grade 3

19:40-21:10

High School 
Intermediate

19:30-21:00

Jr/Sr High Class  
(3rd-1st grade)

19:00-20:30

Jr. High Grade 2

19:40-21:10

High School/
University Advanced

Mark Rowdon will begin teaching in April, so Flip will open new classes!
Please contact us if you, or your friends, are interested in starting a class! 

マーク先生が４月から講師として加わります。
新しいクラスに興味のある方はご連絡ください。

Flip English  is based on three basic principles… 
フリップ英語教室は三つの教育理念を持ちます…
MASTER ENGLISH SKILLS!　英語能力をマスターしよう！
Our desire is for every student to learn the English skills they need to communicate well. In the context of communication, 
we teach the necessary grammar, vocabulary, pronunciation, intonation and writing skills. 
フリップの願いは、すべての生徒がうまくコミュニケーションをとれるための英語能力を学び、身につけることです。コ
ミュニケーションに必要不可欠である文法、単語、発音、イントネーション、そして筆記能力を教えます。

DEVELOP SELF-CONFIDENCE!　自信を持って！成長しよう！
We want our students to have confidence in themselves and their English abilities. We desire for students to know their 
personal value, and for all to speak English with confidence. 
生徒のみなさんが英語能力に自信を持てるようになってほしいです。生徒が、自身の価値を理解し、英語を自信を持って
話せるようと願っています。

HAVE FUN!　楽しもう！
We want students to develop a healthy attitude towards English. English is not just about ‘study’, it’s about 
communicating. We have fun in class, which we believe leads to success. 
生徒のみなさんが英語に対していい心構えを持つようになってほしいです。英語は「勉強」だけではなく、コミュニケー
ションをとるためのものです。私たちは教室で楽しむことが成功へと導くと信じています。

Students are placed in classes based on English ability and school grade.


