Mai の独断と偏見！
冬は受験やら英検やらで、みんながいちばんしんどい時期だと思います。Mai にももちろんそんな時期が
ありました。中学生のときは勉強しなさすぎて“時すでに遅し”状態でした。だからいま、一生懸命勉強し
ているみんなには頭が下がる思いです。そんなわたしも、あることをきっかけに心を入れ替え勉学に励んだ
時期がありました。そのきっかけは「将来の夢」を持ったことでした。
高校推薦入学試験も終わったころ、英語の担当の先生から「１０分間、クラスメイトの前に立って英語を
教えてみないか？」という提案をしていただきました。英語はもともと好きでしたが、前に立ってなんて恥
ずかしいし、わたしにそんなことができるのか不安でした（苦手なクラスメイトもいるし・・・）
。でもそれ
よりも何よりも勝ったのが「自分の英語力を試してみたい！」でした。土日を挟んだのでしっかり勉強し、
いざ月曜日！ポイントをまとめたノートを見ながら一生懸命みんなに説明しました。緊張したけれど、楽し
さであっという間に時間が過ぎました。終わったときにはクラスメイトから拍手をもらい、英語の先生から
は「教師になったほうがいいんじゃない？」ということばをいただきました。そのことばが心に響き“高校
では絶対に勉強を頑張ろう！”と自分自身に誓いました。そのことばはいまだにわたしの原動力となってい
ます。
「継続は力なり」、
「塵も積もれば山となる」、「努力は必ず報われる」などのたくさんのことわざや名言を
支えに自分を鼓舞して頑張ることはすごく大事です。ただ、必ずしも報われるわけではありません。努力を
したって、その人それぞれの能力・スピードがあります。努力の量は人と比べられるものでもありません。
その違いに気付いたのは高校生のとき。毎日地道に勉強したのに、一夜漬けの友人にテストの点数で負けて
しまいました。とっても悔しくて、でもその方法はわたしにはできなくて、地道にやるしかありませんでし
た。
ただそうやって、
“自分はこういう人間なんだ、いわゆる「出来る人間」タイプではないんだ！だからコツ
コツやろう！”と自分自身と向き合えたことで肩の荷が下り、勉強するのも一段と楽しくなりました。わた
しの恩師が「（勉強しないことを）あきらめて勉強しなさい」と言っていた意味が分かります。
みんなは自分と向き合えてますか？人と比べていませんか？みんなが向かっている先は何？その目標に向
かって自分の意志でできていますか？みんなが自分の意志で夢や目標に向かって一生懸命になっている姿は
本当に輝いていて、わたしがハッピーな気持ちになります！これからまだまだしんどい時期が続きますが、
自分を信じて、自分を信じてくれている人を信じて、乗り越えていってください！

１月４日（木）～

スターリーレッスンスタート！

１月２１日（日）

英検

３月

発表会

（日程・場所はまだ未定です、申し訳ございません）

※スターリーアプリケーションに新ルールが追加されました！月ランキング TOP10 に入ったお友だちには
キラキラスティッカーを贈呈☆なんと１位のお友だちには１０枚！ぜひ挑戦してみてね☆

昨年同様、３月に発表会が行います。そのときに歌う曲を紹介します！

You’ve got a friend / Carole King
タイトルどおり友情ソングです。もし困ったことや助けが必要ならすぐに駆けつけるよ、友だちだか
ら・・・という内容の歌詞になっています。歌詞の意味も理解しつつ歌っていきたいと思います。自分の
大切な友だちを想ってぜひ歌ってください♪

When you're down and troubled
And you need some love and care
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running, to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
You've got a friend
If the sky above you
Grows dark and full of clouds
And that old north wind begins to blow
Keep you head together
And call my name out loud
Soon you'll hear me knocking at your door
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
Yes, I will

Ain't it good to know that you've got a friend
When people can be so cold
They'll hurt you, and desert you
And take your soul if you let them
Oh, but don't you let them
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there Yes, I will
You've got a friend
You've got a friend
Ain't it good to know, You've got a friend
Ain't it good to know, ain't it good to know
Ain't it good to know
You've got a friend

