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Thanksgiving Crafts

DECEMBER 14, 2021

Student Support from Flip!

In November, we were glad to celebrate the Thanksgiving holiday in all
of our classes. Thanksgiving is an American holiday that is celebrated
the 4th Thursday in November. The very rst thanksgiving was held in
1621, and was a feast celebrated by Native American people and
Pilgrims that had come from English. Later, President Abraham Lincoln
declared it an o cial holiday.

教養人に求められるコミュニケーション力とは？

In English class, we took time to think about the past year and write
down the things for which we are thankful. Some classes made leaf
mobiles, others made turkey hands, and others made trees. We think
everyone did a great job!

ね。

みんな元気ですか？
前回は、『教養人』は先ず「専門人」でなくてはならない、ということを一緒に考え、
「専門人」になるためには、なんらかの専門知識を持つことを目指して欲しいとお伝え
しました。この冬休みに、先ず好きなことを集中して学ぶこともいいかもしれません

しかし、これからの時代が求める『教養人』になるためには、専門知識だけを持ってい
るだけでは十分ではありません。仮に、将来あなたが大学院に行って「博士号」を取得
したとしても、いわゆる「専門バカ」ではダメなんです。
そこで今回は、『教養人』になるために欠かせない３つ目のことを一緒に学びたいと思
います。テーマは、＜教養人に求められるコミュニケーション力とは？＞です。
先ずは、みんなに質問です。
Q.あなたがイメージする「コミュニケーション力」がある人とは、どんな人ですか？
どのようなコミュニケーションを行える人ですか？
※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？
様々なイメージがあると思いますが、コミュニケーション能力が高い人というのは、誰
とでも楽しくスムーズに会話ができる人といったイメージを持つことが多いのではない
でしょうか？
しかし『教養人』となるためには、自分と違う分野の人の考えを尊重しながら、物事を
作りだしたり、また、よりよくしていこうと積極的に議論し、成果を生み出すことがで
きるコミュニケーション力が必要なのです。
東京大学大学院教授 藤垣 裕子先生は、「建設的に議論を進めるためには、自分の考えを
主張するだけでなく、相手の考えにもしっかり耳を傾けなければなりません。違う価値

Santa’s Workshop

On December 4, we had a lot of fun at ‘Santa’s Workshop’, a special
English class event. We baked and decorated cookies together, made
Christmas ornaments, and worked together to make a Christmas video!

観をリスペクト（尊敬）し、自分の意見に固執せず、柔軟に考えを変えていける人こそ、
真の教養人なのです。」と断言してます。
さあ、みんなはどうかな？
学校やクラブ活動の仲間たちと、なにかの問題を解決するために話し合ったりするとき
に、自分の考えを主張するだけでなく、相手の考えにもしっかり耳を傾けているかな？
違う考え方や意見に対して、リスペクト（尊敬）しているかな？
自分の考えに固執せず、共通の目標のために、柔軟に考えを変えていけているかな？
※読みすすめる前に少し考えてみてください。
では、どうすれば、教養人に求められるコミュニケーション力を身につけることができ
るのでしょうか？
藤垣 裕子先生は、これからの時代を担う東大生にそのポイントを教えていますので、そ
の内容を参考にして、私なりにアレンジしたものを紹介します。
①関心がないことにも「この人はどう考えるのか？」と、
その人に興味を持って話しを聞く。
②すぐに「私はわからない！」と言って、考えたり、対話することやめない。
③人間はみんな、基本的には違う考えを持っているので、
簡単にわかり合えないと覚悟する。
④違うことばかりに目を止めないで、共通の目的や目標をハッキリさせる。
是非、学校やクラブ活動の仲間たちと、話し合ったり、ミーティングするときに、この
ポイントを実践してくださいね。

Winter vacation

違う考えの人と対話することは、互いの見方や意見の違いなど、新たな発見をもたらし

There will be no English classes held December 24-January 6.
Classes will start in the new year on the following dates.
Friday classes will start on January 7.
Saturday classes will start on January 8.
Tuesday classes will start on January 11.
Wednesday classes will start on January 12.
Thursday classes will start on January 13.
We hope that everyone has a wonderful winter vacation. Enjoy time
with your family and friends.

We wish you a very Merry
Christmas and a Happy New Year!
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てくれます。そこで感じる「違和感」や「めんどくささ」こそが新たな成長のチャンス
を生み出すものです。
最後に、もうすぐクリスマスですが、実はクリスマス
は、神様と人が「対話できなかった時代」から、「対
話できる時代」へと方向転換した記念の日でもあるの
です。イエス・キリストは、そのためにお生まれにな
られたのです。
あなたも、もし誰かと喧嘩して「対話」できていない
なら、この機会に５つのポイントを参考にして、対話
をはじめてみてください。そして、仲直りして、素敵
なクリスマスをお迎えくださいね。

Combining education, passion and fun for better communication

Keishi Fujii
Grow Life

Winter Holiday Schedule

Christmas Cookie Party

New Advanced Learners Classes!
New classes start in November! Visit our website for info!

11月

に、新しく５ク

ラス開

講しました！

小学校３
年生英語
クラス Friday 16:30-17:30
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.)

’All In' English Immersion Classes
All In requires an entrance interview. 100% English only.

Friday 17:45-19:15 Upper-Elementary
This class focuses on 5th-6th grade elementary school students.

Saturday 12:45-13:45 All In Junior (Kindergarten)
This class focuses on kindergarten and 1st grade elementary school students.

Saturday 14:00-15:30 Middle-Elementary
This class focuses on 3rd-4h grade elementary school students.

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
自分を見つめ
自分に気づき
自分に優しく

Flip will help young learners gain a solid English foundation, and make
learning English an enjoyable experience!

日時
火曜日 9:30-10:20

料金
¥1,000/回
(初回は無料)

