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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！


To say "thank you", we have a 
special campaign from January 
1,2021-March 31, 2021. 感謝の意
味を込めて、2021年1月1日ー
2021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. Ask your friend to tell us that you made the referral. お友達が紹介された在校
生の名前をフリップに言い忘れないように伝えてください。

3. If your friend joins Flip English, they will receive 50% off their April tuition. 紹
介されたお友達がフリップ英語教室に入学すると、お友達は4月分月謝が50％
オフになります。

4. Your child will also receive 50% off their April tuition. 紹介した在校生も、4月
分月謝が50％オフになります。

Thank you for telling your friends about Flip English!

アンコンシャス・バイアスの対処法とは？ 
❶「無意識を意識化する」 
「あなたの大切な人を傷つけないために！」というテーマで、アンコン
シャス・バイアス（無意識の偏見や思い込み）について一緒に学んでいま
す。 
いよいよ今回からアンコンシャス・バイアスの対処法について一緒に考え
たいと願っています。


結論からお伝えするとアンコンシャス・バイアスは、そもそも脳が持って
いる特性ですので、完全に払拭することはできません。よって、アンコン
シャス・バイアスの対処法とは、前回少し学んだように、アンコンシャス・
バイアスにできるだけ振り回されないようにする勘所やスキルを身につけ
ることで十分です。 
そして、今日はその一つ目の「無意識を意識化する」という対処法につい
て学びたいと思います。


そこで、いつものように一つの質問をさせてください。 
Q.人間の行動は、90%以上が無意識に行われているとされていますが、あ
なたは普段無意識でやっていることはありますか？ 無意識でやっていそう
な事ってどんなことですか？ 
例えば、トイレのドアノブは右手でひねっているとか、歯ブラシはどの部

Meet Flip’s new teacher, Meiko Miyauchi! 
1991年より数年間、民間の英会話教室で幼児～小学生の担当講師を務め、その後夫の転勤に伴いア
メリカで7年滞在。現地の日本語補習校で幼稚部教員を務めました。帰国後は三田市小学校の英語
サポーターとして勤務しています。児童からは「めーこ先生」の愛称で親しまれています。父親の
仕事の関係で海外生活が長く、高校はインドネシアのインターナショナルスクール、大学はアメリ
カ、オレゴン州立大学を卒業。豊富な海外経験がレッスンに役立っています。子どもと過ごす時間
が好き、音楽は聴くのも歌うのも好き、家族と過ごす時間が好きな2人の子どものお母さんです。 
Starting in 1991, Meiko previously taught English to 3~12-year-old children at a private English school for 

several years. She then moved to the U.S. due to her husband’s assignment and lived there for 7 years.  
There, she worked as a preschool teacher at a Japanese Language School for children of Japanese 

expatriates. After coming back to Japan, she has been working as an English supporter at elementary schools 
in Sanda. While growing up, Meiko lived outside of Japan for a long time and has various experiences of 

different cultures. She graduated from Jakarta International School and has a B.A. from Oregon State 
University. She loves spending time with children. She likes listening to music, singing and enjoys spending 
time with her family.

TELL A FRIEND!

New classes can open in April!
Flip English opens new classes in response to the need in our community. Do you know of someone that is looking for English classes? We 
will do our best to help meet their need!


Meiko Miyauchi has experience teaching young children, and we are very glad to now offer classes to kindergarten/pre-school children. All 
of Flip’s teacher use the same methodology in the classroom, ensuring that all students master English skills, develop confidence and have 
fun.


We have the following time slots available to start new classes. 


Tuesday 
1.16:00-17:30: Peter can teach a 60-minute or 90-minute class.

2.Early/Mid afternoon: Meiko can teach classes.


Wednesday 
1.Early/Mid afternoon: Meiko can teach classes.


Thursday 
1.Early/Mid afternoon: Meiko can teach classes.

2.18:00-19:30 Peter can teach a 60-minute or 90-minute class.

Flip’s teachers!



分を握っているとか、レンジのボタンを人差し指で押しているとか。※
読み進める前に少し考えてください。


如何でしたか？ 
あなたが持つアンコンシャス・バイアスの正体にできるだけ振り回さ
れないようにするためにも、今考えていただいたような作業が必要な
んです。


しかし親子関係や会社などの上下関係の中では、「無意識を意識化す
る」ことは困難です。 
そこで今回は『「アンコンシャス・バイアス」マネジメント』の著者
である守屋智敬氏が推奨する「自分の無意識のバイアスを疑おう～７
個の思い込みチェック～」を、私が親子版にアレンジしたものを紹介
させていただきますので参考にしてください。 
該当するものにチェックを入れてください。


๏子どもに謝ったり、隙を見せてしまうとなめられてしまうと思う。

• ミスがあっても認められずつい他の事のせいにする

• 「お父さんやお母さん（私）の言うことに間違いは無い」と
いった発言をする


๏物事は白黒はっきりさせるべきだと思う

• 兄弟間でトラブルが起きると真っ先にどちらが悪いかを決めよう
とする。（犯人探し）


• どちらかに責任を取らせようとする

๏子どもは親の指示に従うべきであると思う


• 指示した通りに動かない子供にイライラする

• 「黙って言う通りにしなさい。」「あなたは何も考えなくてい
いから」といった発言をする


๏自分と同じような考え方ができれば必ず成功すると思う

• 事あるごとに過去の栄光や成功体験を話すことが多い

• 自分のやり方や成功体験を徹底的に教え込む


๏これまでの勉強などのやり方で問題が起きていなければそのままで
いいと考える

• 子どもの意見や主張に対して、「今のままでいいよ。」と発言し
てしまう


• 「成功例がないから（前例がないから）」が口癖

๏何事も成績や結果で判断するのが1番だと思う


• 「こんなことができない奴は何をやらせてもダメだ」のような発
言をする


• 成績などの結果が良ければ、多少の事には目をつぶっていいと思
うときがある


๏親以外でも指導者や先生の指示には従うべきだ

• 「先生（監督、コーチなど権威者）が言っているのだから」が
口癖


如何でしたか？ 
私たちが持つ「確信」は良い面も沢山ありますが、非常に厄介な面も
あります。 
確信めいたものを持てば持つほど、自分の無意識を疑わなくなってし
まいます。 
「こういうものだ」「普通はこうだ」「そう考える事は当たり前だ」
といった無意識の確信の裏にこそ、あなたの大切な人を傷つけてしま
うアンコンシャス・バイアスが潜んでいるものです。


この機会に「こういうものだ！」と確信を
持っていることからまずは伺ってみましょ
う。 
そして、「無意識を意識化」して、自分に
もアンコンシャス・バイアスがあることを
意識して、アンコンシャス・バイアスにで
きるだけ振り回されないようにしたいもの
です。


次回もお楽しみに！
Keishi Fujii 

Grow Life

自宅でPayPayで支払いの場合、支払ってから、
Lineで「PayPayで支払いました。」とメッセージ
を送ってください。（英語教室でPayPayで支払い
の場合、メッセージは必要ではありません。)

PayPayでお支払い方法のお知らせ
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Tuesday Classes 
16:00-17:30 NEW CLASS FORMING 

 

17:45-19:15 6th Grade Class 
Level: Intermediate class for elementary school students.  
Text: Monster English 1 & 2 

 

19:30-21:00 Jr. High Class １年生　NEW! 
Level: Based on 1st year Jr. High English.  
Text: Good Times 1 & American Headway Starter 

 
19:30-21:00 Jr. High Class ３年生 
Level: Based on 1st year Jr. High English.  
Text: American Headway 1 

 

Early/Mid Afternoon　NEW CLASS FORMING 
Study with Meiko! 

Wednesday Classes 
16:00-17:00 3rd Grade Class 
Text: Monster English 1 

 

17:10-18:10 2nd-3rd Grade Class 
Text: Monster English 1 

 

18:20-19:20 5th-6th Grade Class 
FAST PACE! 
Text: Monster English 1 & 2 

 

19:30-21:00 Jr. High Class ２年生 
Text: Good Times 1 & American Headway 1 

 

Early/Mid Afternoon　NEW CLASS FORMING 
Study with Meiko! 

Wednesday Mornings (2x/month)  Ladies Class 
Study with Wendi! 
Text: American Headway 

 

Thursday Classes 
16:15-17:45 4th Grade Class 
Level: Beginner class for elementary school students 
Texts: Monster English Egg & Monster English 1 

 

18:00-19:30 NEW CLASS FORMING 
 

19:30-21:00 Sr. High Class Intermediate 
Level: Intermediate class for high school English  
Text: Assigned reading and discussion. 

 

19:40-21:10 Sr. High/University Class 
Level: Intermediate class for high school English  
Text: Assigned reading and discussion. 

 

Early/Mid Afternoon　NEW CLASS FORMING 
Study with Meiko!

New class starting!

Only one opening!

Three openings.

Three openings.

Class is full!

Class is full!

Four openings.

Only two openings!

Only two openings!

Only two openings!

New class starting!

Only two openings!

Four openings.

2021-2022 Schedule


