
実を結ぶための５原則シリーズ　（第2原則） 
あなたの心の成長が求められること！ 
こんにちは、フリップジャパンの藤井恵嗣です。 
今回は【実を結ぶための５原則】の第２原則＜あなたの成長が求められること！＞を
一緒に考えたいと願っています。 
続けて学んでいます「誰かの役に立つ実」を結ぶためには、＜第一原則＞である＜あ
なたにエネルギーを与えるものと繋がること！＞の次に、枝が葉を茂らせるように、
あなたが日々成長することが必要です。 


しかも、ここでの「成長」とは、 聖書で、『私たちの外なる人は衰えても、内なる人
は   日々新たにされています。』という言葉で表現されているような、「内なる人」
目に見えない「心の豊かさ」や「品格、品性」を身につける「心の成長」ということ
です。


そこで、いつものように一つの質問をさせてください。  
Q.「心の豊かさ」や「品格、品性」を身につけるためには、具体的にどんなことを心
掛けること、実行する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。


如何でしたか？今、あなたはどのようなことをイメージしましたか？ 
私もそうですが、多くの人がコロナの影響もあって、健康や免疫力を高めるために
は、体を鍛えたり、睡眠の質を高めたり、サプリを飲んだりと、色々と取り組んでい
る人が多いと思います。 
しかし、「心の豊かさ」や「品格、品性」を身につけるためとなると、なかなか具体
的に取り組めていないのではないでしょうか？


あのマザーテレサは、「世界には二つの飢餓がある。ひとつは食べられない飢餓、も
うひとつは心の飢餓。」と言いました。あなたの心は、飢餓状態になっていないです
か？


飢餓状態にはなっていなくても、『内なる人は   日々新たにされています。』といえ
るような日々の成長を感じているでしょうか？「心の豊かさ」や「品格、品性」を身
につけるために、具体的にどうすればいいのでしょうか？なかなか難しいですね。そ
こで、今回は心を豊かにし、品格、品性を身につけるための一つの方法を紹介したい
と思います。


私たちの身体は、食べたもので形作られています。何を食べるか、飲むかで身体の成
長は、ほぼ決まってきます。それと同じように、あなたの「心の豊かさ」や「品格、
品性」の成長も、あなたの「心」にどんな言葉や音、情報を入れるかで決まってきま
す。＜あなたの心（内）に何を入れるかで、あなたの心がどう成長するかが決まる！
＞ということです。


 
聖書にも『からだのあかりは目です。それで、もしあなたの目が健全なら、 あなたの
全身が明るいが、もし、目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう。』という教え
で、目を通して何を心に入れるか（何を見るか）ということが重要であることを教え
ています。


情報が溢れる今の時代、良い言葉も悪い言葉も、SNSや様々な媒体から知らない間
に、私たちの目や耳を通して、心に入ってきます。悪い言葉や情報だけを、完全に排
除することは現実的ではありません。 
そこで、大切なことは、可能な限り私たちの「心の豊かさ」や「品格、品性」を高め
る言葉や音楽などを日々の生活の中に取り入れるようにすることです。


私の場合は、定期的に自然の中に出て行って、今の季節なら「鶯の音」を聞いたり、
「川のせせらぎの音」を取り入れます。 
また、『詩篇』という人類史上最も多くの人に愛さ
れ、読まれ続けている心を豊かにしてくれる美しい言
葉で綴られている「詩集」を読んだり、音声で聞いた
りして、心の中に取り入れるようにしています。


さあ、この機会にあなたの日々の生活に、あなたの
「心の豊かさ」や「品格、品性」の成長を取り入れる
工夫を考えて実行してみませんか？


そして、心の成長に役立つ良い方法があれば教えてく
ださいね。最後まで読んでくれてありがとう。
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Keishi Fujii 
Grow Life

June 9-15 
All of Peter’s classes at Flip will be taught by Mark 
Rowdon June 9-15. Peter and Wendi will be attending 
their daughter Sophia’s university graduation in Seattle.

“Let’s go camping!” 
Summer Day Camp 

日帰りEngineering, Art, & Cooking Camp in English! 
Let’s go ‘indoor’ camping this summer! Learn how to make a 
tent and a fishing pole, do an art project, cook curry rice, and 
roast s’mores! Sing camp songs! We will even learn how to 
make a ‘bear bag’ and use pulleys to protect our food. 

低学年生 2-Day Camp 
Date	 July 25-26 (月・火) 

Time	 9:30-15:00

Cost	 ¥9,500/person（定員12人）

高学年生 3-Day Camp 
Date	 July 27-29 (水・木・金) 

Time	 9:30-15:00

Cost	 ¥14,250/person（定員12人）

Enroll today!

Mark Meiko

TEACHERS

Summer Study Sessions 
Session 1: August 1-5           
Session 2: August 8-12 

Each session is 5 days long with 2 hours/day of class time. 10 hours 
total per session. 定員4人 per session. Cost: ¥11,000/person per 

session. Contact us about making a session for you! 

“Jump into Reading!” 
Increase reading skills! 

Master “Teach Your Monster to Read”, phonics games, and 
books to rapidly increase reading ability.  
Level 1: Phonics to learn letters and sounds. 
Level 2: Letter-sound combinations and easy sentences. 
Level 3: Read short sentences and stories. 
(Level assigned based on current ability.) 

Are you taking the Eiken in October? Let us 
help you prepare! Each ‘Eiken Test 
Preparation’ Session will cover the important grammar needed 
for the test, and includes writing and listening practice.  
Prepare for the Eiken in English!!!

英検 Test 
Preparation

More info!

Private Lessons 
Flip now offers private tutoring! Work 
towards your personal English goals. 
Receive instantaneous and specific 
feedback and encouragement through 
personalized lessons made just for you!


