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Student Support from Flip!
「教養人」は先ず「専門人」でなくてはならない！
みんな元気ですか？
前回は、教養を身につけるために『考える力』を身につけることが必要だ
ということを一緒に考え、その力をつけるためには、自分に向かって適切
な質問ができるようになることが必要であるということを学びましたね。
さて、この一か月で、どんな自分への質問をしましたか？そして、自分で
考えて答えを見つけることができましたか？是非、続けて自分への質問を
行い続けてくださいね。
そこで今日は、みんながさらに考える力を高めて、教養を身につけた「教
養人」になるために欠かせない二つ目のことを一緒に考えたいと思いま
す。
テーマは、教養を身につけた「教養人」は、先ず「専門人」でなくてはな
らない！ということです。
そこで、みんなに質問です。
Q.あなたが「このことに関する専門知識なら自信がある。」と思うものは
どんな知識ですか？

※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？
色々な専門知識があると思いますが、その専門知識が、皆さんが教養を身

Trick or Treat was Crazy Fun!!!!

Thank you to everyone who attended this year’s Trick or Treat Event. We had so
much fun seeing the costumes, taking pictures, playing games and enjoying
English with everyone!

につけるための土台になるのです。
なぜなら、何かのことを専門的に学んだり、深く考えたりしたことがある
人は、その経験（考え方、思考法）を土台にして、専門でないことも考え
たり、学んだりすることができる「考える力」が高められるからです。
私の友人に美味しいトマトを作ることができる「美味しいトマトを育てる
専門家」がいます。
彼女はトマトの専門家ですが、企業のリーダーを育てることの専門家であ
る私に、多くのことを教えてくれます。
ある時、濃厚で甘く美味しいトマトを作るためには、水や肥料を沢山与え
ているだけではダメだということを教えてくれました。
時に、水を限界ギリギリまで与えずに、枯れてしまうかもと思うぐらいに
しないと、より濃厚で甘いトマトに育たない、と言うのです。
厳しい環境が、トマトが本来もつ、生命力や土から栄養を吸い上げる力を
強くし、それが濃厚なトマトの旨味を生み出すことになるようです。
この話を聞きながら二人で「人間も、時に厳しい環境に置かれないと逞し
く育たないね。」と語り合ったことがありました。
彼女は人を育てることの専門家ではありませんが、自分の専門分野での知
識と経験から、人を育てる上でも大切なことを考えることができる「教養

11月に、新しく５クラス開講しました！

人」だったのです。
農家の方には失礼な言い方になりますが、恐らく、多くの人が農家の方

小学校３年生英語クラス

Friday 16:30-17:30

が、教養を持っている「教養人」というイメージを持つ人は少ないのでは

A beginner class for all students. ２年生も、４年生も大丈夫ですよ！（This class
will move to Wednesday in April.)

無いでしょうか？

’All In' English Immersion Classes

に良い影響を与える人となったのです。まさに「教養人」は先ず「専門

しかし彼女は、その「専門性」と「考える力」で教養人として、多くの人
人」でなくてはならないことのモデルです。

All In requires an entrance interview. 100% English
only.

是非、みんなにも、なんらかの専門を持

Friday 17:45-19:15 Upper-Elementary

つ「専門人」になることを目指して欲し

This class focuses on 5th-6th grade elementary school
students.

のあることを深く追求してください。

Saturday 12:45-13:45 All In Junior (Kindergarten)

そして、その専門分野での経験や知識

This class focuses on kindergarten and 1st grade elementary school students.

で、多くの人に良い影響を与えることの

Saturday 14:00-15:30 Middle-Elementary

できる「教養人」を目指して欲しいと思

いと思います。先ずは、好きな事、興味

This class focuses on 3rd-4h grade elementary school students.

Saturday 15:45-17:15 Advanced English

来月は、教養を身につけるにはどうすれば
良いのか、第３弾を一緒に学びたいと思い

This class focuses is for any student with advanced English abilities. Open to 5th
grade elementary through high school.
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います。

ます。
楽しみにしていてくださいね。

Combining education, passion and fun for better communication
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New Advanced Learners Classes!
New classes start in November! Visit our website for info!

We have good news! Flip is planning to start a new class for 3rd
grade students. フリップではこの秋、新たに小学3年生クラスの
開講を予定しています。
We have several parents that would like Flip to start a 60-minute
third grade class this fall. Do you have a friend who might be
interested in joining? 今のところ、既に数名の保護者の方からこ
のクラスへの入会の希望を伺っています。希望者が４人になった
時点で、できるだけ早くレッスンを開講する予定です。
お友達の秋からの入会にご興味がございましたら、できるだけ早
くご連絡いただけると幸いです。

Kindergarten Classes with Meiko!
Happy Monsters and Mini Monsters!

If you have any questions, please do not hesitate to ask. もしご
質問などありましたら、お気軽にご連絡ください。

Now is the time to join our kindergarten classes! Or
start a new class!
Meiko is developing a fun, interactive curriculum for
the kindergarten classes. She is also sharing songs
that children can practice and sing at home. AND,
we are making original videos to help children practice vocabulary and
conversations.

Self-Care Yoga
日時
火曜日 9:30-10:20

料金
¥1,000/回
(初回は無料)
Flip will help young learners gain a solid English foundation, and make
learning English an enjoyable experience!

