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１０月号にネタ切れ中と書いたら、動機付け、Critical Thinkingについて語ってほしいと言わ

れましたので、そのテーマに触れる昨年９月号の記事を再度載せますね。 

 

好奇心を持って自ら問う力、考える力、答える力。                                                

 

最近まじめすぎる記事ばかり書く僕ですが、もう少しだけお付き合いください。「なんで英語の

先生に英語と関係ない話ばかりしてくるか。正直ちょっとうざいんですけど。。。」と思われてい

る保護者がきっといらっしゃると思います。ただし、こういう話は実は英語習得と深く関係して

いるではないかと僕は考えています。 

 

皆さんに読んでもらいたい記事があります。少し長いですが、外国人の僕でも５分ぐらいで読め

た記事ですから、続ける前に５分ほどを見つけて、最後まで読んでください。ノーベル賞受賞者

野依博士が教育について語ってる話です。 

 

「本気で怒っている」日本の教育に危機感 野依良治博士 

 

記事の中に、この文書がありました。 

 

「今の大きな問題は、好奇心を持って自ら問う力、考える力、答える力。これらが落ちているということ。

なぜそうなるのかというと、社会全体を覆う効率主義、成果主義のせい。しかも実は本当の成果を求め

ていない、形だけの評価制度は許せない。評価は本来、人や物の価値を高めるためにあるのですが、そ

うなっていない。問題の全体像をつかみ、自ら考えて、答えを得るというプロセスがなければ、知力を培う

ことは絶対にできません。」 

「考える力、答える力が落ちていると言いますが、最も心配なのは「問う力」がほとんどないこと。誰かに作

ってもらった問題に答える習慣が染み付いている。幼い子供たちは好奇心を持つが、学校教育が疑いを

持つことを許さないのではないか。発展につながるいい問題を作るのは、与えられた問題にいい答えを出

すよりも、ずっと難しいのです。平凡な既成の問題に答えてもまったく意味を成さないはずで、なぜこんな

ことが分からないのか。」 

これは理科だけではなく、すべての教科においての問題であり、教育制度の根本的な問題を指摘
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11 月のお知らせ   
 

会員専用ページにパスワー

ドを設けますと言いました

が、しばらくパスワードな

しで行こうと思っていま

す。よろしくお願いします。 

リンク集             
 

会員専用ページ 

Let's Go  小学生用の動画・単語

Quizlet    フラッシュカード

Facebook 公式ページ 

インスタ   公式アカウント 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190625-00010002-wordleaf-soci&p=1
https://www.thompson-academy.com/members
https://elt.oup.com/student/letsgo/?cc=jp&selLanguage=ja&fbclid=IwAR0tB4HlyJXGxiChc-I5Q9AkAcCIG5xXL1kbrmZFAlRiVxDD5nudI4Cudwc#.W7VbRXdkLWM.facebook
https://quizlet.com/ilovebach/folders
https://www.facebook.com/thompsonacademy
https://www.instagram.com/thompsonacademyokayama/


 

していますが、具体的に英語教育とどういう関係か考えてみましょう。まず、質問です。 

 

何のために英語を習っていますか（習わせています）か？ 

 

毎年アンケートで保護者たちに聞いている質問です。うれしいことに多くの方が「英語や海外の

文化に楽しく触れさせるために」や「外国人とコミュニケーションできるために」にチェックを

入れてくださっています。この気持ちこそが、英語習得に大きな影響を与えます。 

 

言語学の研究では、受験や英検のために英語を勉強するより、心から海外の文化に興味がある人、

またはほかの分野の知識を増やすために（医学・プログラミングなど）英語をツールとして学習

したい人が、ただ目の前の目標だけのために勉強する人より伸びると証明されています。 

 

つまり、ただ先生に「これテストに出るから覚えとけよ」と言われて覚えるより、自ら知りたい、

使いたい、考えるようになりたいという気持ちで積極的に学習に育むことが効果的です。 

 

内発的動機付けは、文字の通り「自分の中から発生する」動機です。人に押し付けられるもので

はなく、家や周りの環境によって自然に湧き出る気持ちです。子供にどういう道徳観、倫理観、

そして世界観を育てるかが、親次第です。その「世界観」に英語が話せるようになりたいのか、

英語が自分に必要なのかが決まります。 

 

ぜひ、ホームスティの方を受け入れたり、国内旅行だけではなく、海外旅行に行ったりしてみて

ください。そこまでしなくても、日本のドラマばかり見たり、Ｊ－ＰＯＰばかり聴いたりするの

ではなく、海外ドラマや洋楽にも挑戦してみてください。お父さん、お母さんが英語のドラマを

見てるところ、英語の歌を歌ったりする恥ずかしいところをぜひ子供にも見せてください。そう

すれば、英語に対する気持ちが変わるでしょう。 

 

疲れてしまったので最後は英語で書きますが、頑張って読んでください。（笑） 

 

English is not the end goal - it is the tool you need to get to the end goal - whether it be 

in science, engineering, medicine, law, programming. Whatever life goal you have, 

English is a tool that can help you increase your knowledge of, and skill in that chosen 

area. 

 

フィリップ 

 

今回は（も？）日本語のチェックが入っていませんので、変な日本語だったら許してください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

November: Food                                          

11 月 食べ物 

Vocabulary 単語カードで発音を確認 
 

Kangaroo 
・Bread パン   ・Rice   ご飯 

・Tea お茶   ・Milk   牛乳 

Koala / Step 1 

・Spaghetti スパゲッティ  ・Sandwich   サンドイッチ 

・Cake ケーキ   ・Pizza   ピザ 

・Ice-cream アイス   ・Juice   ジュース 

Step 2 

・Soup スープ   ・Salad  サラダ  

・Curry   カレー   ・Fish   さかな 

・Egg   たまご   ・Chicken   チキン 

Step 3 
・Noodles   麺    ・Water   お水 

・Meat   お肉   ・Stew   シチュー 

 

Meal Time ごはんの時間 
 

It’s time for breakfast / dinner! ご飯の時間だよ 

Are you hungry? お腹すいた？ 

What do you want to eat? 何食べたい？ 

What do you want to drink? 何のみたい？ 

Do you want bread? パン食べたい？ 

Mmmm, smells good! いいにおい！ 

Yummy! おいしい！ 

Yucky!  おいしくない！ 

I want more rice, please. ご飯のおかわりください。 

Pass the towel please. 手拭き渡してください。 

Are you full? お腹いっぱい？ 

Don’t play with your food! 食べ物で遊ばないで 

Don’t speak with your mouth full! 口にものを入れてしゃべらないで 

Finish your plate. 食べ物を残さないで食べなさい！ 

 

 

https://quizlet.com/_73c0z0


 

 

 



 

11 月の手遊び 

 

Mummy and Me 1 Kangaroo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mummy & Me 2, Step 1 and 2 

 

 

 

 

 

 

 

Step 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One and One  

One and one, makes a mountain 

Two and two makes a crab 

Three and three, makes a cat 

Four and four, makes a jellyfish 

Five and five, makes a butterfly 

Let’s fly away. 
 

Open Shut Them 動画はこちら (CDと異なります） 

Open shut them, Open Shut them   

Give a little clap     

Open shut them, Open shut them   

Put them in your lap     

Creep them creep them Creep them creep them   

Right up to your chin  

Open wide your little mouth Do not let them in !  

Roll them roll them  Roll them roll them  

Roll them just like me             

Shake them shake them Shake them shake them 

Blow a little kiss !  

 

I’m a Little Tea Pot 動画はこちら (CDと異なります） 

I’m a little tea-pot, short and stout 

Here is my handle, here is my spout 

When I get all steamed up, hear me SHOUT 

Tip me over, pour me out 

https://youtu.be/9LbZSyx-7Xo
https://youtu.be/AB4vzj93OGY


 

11 月の歌 

 

Mummy and Me 1&2 Kangaroo & Koala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Who took the cookie? 動画はこちら 

Who took the cookie from the cookie jar! 

Philip (student's name) took the cookie from the cookie jar! 

S1: Who, me? 

All: Yes, you! 

S1: Not me! 

All: Then who? 

 

Hide and Seek 動画はこちら 

Hide and seek. Hide and seek. Let's play hide and seek. 

Are you ready? Yeah!  

Are you ready? Yeah!  

Everybody...HIDE! 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10...ready or not, here I come!  

Hide and seek. Hide and seek. Let's play hide and seek.  

Hide and seek. Hide and seek. Let's play hide and seek. 

Let's play hide and seek.  

Echo Song  

Echo, Echo Song 

We can do the echo song 

Kooii, Yodolodelehi, Yee Haw 

Hoi Hoi Hoi, Hoi, Hoi Hoi  

We can do the echo song 

Oink Oink Oink, Moo Moo Moo, Bock, bock, bock 

Hoi Hoi Hoi, Hoi, Hoi Hoi  

We can do the echo song 

Gu gu gu, “#%$&%$’&, Shh, shh shh 

Hoi Hoi Hoi, Hoi, Hoi Hoi 

https://youtu.be/OzKY5YHnOTg
https://youtu.be/Tt_S9qoupAk


 

Step 3 & Elementary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Do you like broccoli ice-cream? 動画はこちら 

Do you like broccoli (1)?      Yes, I do!  

Do you like ice cream (2)?    Yes, I do!  

Do you like brocolli ice cream (1 + 2)?   No, I don't. Yucky! 

 

1. Broccoli  2. Ice-cream 

Donuts    Juice  

Popcorn    Pizza 

Banana    Soup 

  

https://youtu.be/frN3nvhIHUk

