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週 2 回通いたいという要望が
あったため、週 2 回通う方限
定のために特別料金を設定し
ました。詳しくは次のページ
を見てください。
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週 1：6,600 円（税込）
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週 2：9,900 円（税込）

会員ページ
今月の単語、歌、動画、ライ
ティング、QUIZ はこちら

メンバーページ

ちょうど２年前のお手紙に、国際交流イベント、English Camp、BBQ、先生とオフ会など、色々計画している
ことを発表しました。結局その一か月後、全ての企画が中止になり、いつできるようになるかがまだ未定で
す。英語を「勉強する」だけではなく、楽しく「体験する」ことに力を入れたいと思いつつ、なかなかできない
のが悲しいです。それは今日のテーマとちょっと関係があると思います。

日本人の英語力、先進国で最下位
スイスの教育機関調査（EF EPI)の発表によりますと、日本人の英語力が非英語圏で７８位に後退してしま
いました。アジア先進国で最下位で、インドネシア、スリランカ、モンゴルと同レベルです（比較として韓国３
７位、中国４９位）。日本の TOEIC のスコアも先進国で最下位、韓国とは１５０点の差です。
韓国も日本と同じぐらい、いや、日本以上に学歴社会で子供たちが学習塾でひたすら勉強しています。
教育に対して日本人と似たような考え方なのに、一体なぜここまで差が出るのでしょうか？
答えは世界をどう見ているかにあるのではないかと思います。
世界に認められたい、世界で活躍したいと強く思う韓国人は、積極的に海外留学や海外の大学に進学を
しています。コロナの影響でどこの国の留学生も減っていますが 2020 年に 171,343 人の韓国人が海外の
大学で勉強しています。それに対して 18,374 人の日本人しか勉強していません。韓国の人口は日本の
半分以下なのに、海外の大学に行ってる人数は日本の約１０倍です。 ２０１９年は 77,953 人でしたが、
それでも韓国人の４分の１（293,157 人）です。いくつかの名門大学の在籍状況を見てみましょう。
世界ランク

日本人の人数

韓国人の人数

ハーバード大学 （USA)

３位

１３６人

４１７人

MIT （USA)

１位

８１人

２２０人

スタンフォード大学 （USA)

２位

６６人

２５８人

オクスフォード大学 （UK)

５位

９７人

１０３人

ケンブリッジ大学 （UK)

７位

７９人

１５２人

大学

（QS University Rankings 2021 ちなみに東大は２４位、京大は 38 位）

世界トップレベルの大学に行ってる日本人の数は韓国の半分以下です。

IMD（国際経営開発研究所：International Institute for Management Development）が作成する「世界競争
力年鑑（World Competitiveness Yearbook）」の 2021 年版では、日本が６５か国中３１位でした。（韓国が
２３位） アジア・太平洋地域でも 14 カ国、地域中 10 位にとどまっています。進行する少子高齢化社会の
日本はかなりピンチです。若い世代が世界で活躍できる人間になってもらわないと競争力が更に下がり、
経済成長に大きな打撃を与えます。外交誌 The Diplomat でもこの問題がとりあげられました。

Japan’s Youth Lack Interest in Studying Abroad.
That’s a Problem for Japanese Businesses.
As the majority of Japanese youths display a lack of interest in foreign
countries, it will become increasingly difficult for Japanese firms to find
Japanese workers to staff their overseas operations. In turn, their overseas
businesses, hampered by a lack of adequate personnel, may not be able to
expand quickly. As Japanese businesses fail to sufficiently take advantage of
foreign markets, the Japanese economy will also suffer in tandem.（抜粋）

本題に戻りますが、英語が話せない理由は学習方法の問題ではありません。話せない理由はいまだに島
国根性を捨てていない、バブル時代からのガラパゴスシンドロームから抜け出せられないからではないかと
思います。それが残っているから英語をきちんと覚えるモチベーションが他国の人に比べて低いのです。
では、保護者としてどうすればいいでしょうか？勉強しろと言っても、テストでそこそこの点数と取るために最
低限のことしか勉強しない人がほとんどです。「いつか海外に行きたい」、「外国人と友達になりたい」、「留
学してみたい」を促す家庭環境を作れば、英語に対する気持ちが変わるのではないかと思います。お子様
にこういう発言を時々したら、少しずつ気持ちが変わるかもしれません。
「ママ、海外行きたいなぁ」
「交換留学生受け入れようか」
「留学も考えたらいいかもね？」
「字幕で映画観ようよ」
「カラオケで英語で歌おう」
などのコメントで、まず海外に興味を持たせることで、英語を学習したいという気持ちに少しでもなるのでは
ないかと思います。

February: Fruits and Places
２月 くだものと職場

Vocabulary
Kangaroo

Koala
Step 1

Step 2

Step 3

単語 ここで発音を確認！

・Banana

ばなな

・Apple

りんご

・Melon

めろん

・Orange

みかん

・Strawberry

いちご

・Grapes

ぶどう

・Airport

空港

・Restaurant

レストラン

・Post Office

郵便局

・Hospital

病院

・Police Station 警察署

・Fire Station

消防署

・Gas Station

・Train Station

駅

ガススタンド

・Elementary school

Fruits and Taste

小学校

・Library

フルーツと味

A bunch of bananas / grapes etc. バナナひと房
Peel the skin off before you eat it. 皮をむいて食べるんだよ。
Don’t swallow the seeds. 種を飲み込まないでね。
Can you eat a whole apple? りんご、全部食べれる？

Places

職場とよく行く場所

Let’s go to the library!

図書館に行こう

Do you want to borrow a book.

本、借りる？

I’m going to pop into the supermarket

ちょっとスーパーに寄るね。

A firefighter works at a fire station 消防士は消防署で働くよ。

図書館

2 月の手遊び
Kangaroo
Open Shut Them

動画はこちら

Open shut them, open shut them.
Give a little clap, clap, clap.
Open shut them, open shut them.
Put them in your lap, lap, lap.

Big and small. Big and small.
Big, big, big, big, small, small, small. X 2

Please/No thank you. Please/No thank you.
Please, please, please, please. No thank you. X 2

Fast and slow. Fast and slow.
Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow X 2

Loud and quiet. Loud and quiet.
Loud, loud, loud, loud. Shh! Quiet. X 2

Peek-a-boo. Peek-a-boo.
Peek-a, peek-a, peek-a-boo! X 2

Koala, Step 1
Rock Scissors Paper

動画はこちら

Rock, scissors, paper, Rock, scissors, paper, 1, 2, 3. Play with me.
1. Right hand PAPER. Left hand PAPER. It’s a butterfly!
2. Right hand SCISSORS. Left hand SCISSORS. It’s a crab!
3. Right hand ROCK. Left hand SCISSORS. It's a snail.
4. Right hand PAPER. Left hand PAPER. It’s a lion!

Step 2 - 3
Where is Thumpkin

動画はこちら

Where is Thumpkin※, where is thumpkin
Here I am, here I am
How are you today sir?
Very well I thank you.
Run away, run away!
Thumbkin = 親指
Tall man = 中指
Baby =
小指

Pointer =
人差し指
Ring man =
薬指
All the men = すべての指

2 月の歌
Mummy and Me 1 Kangaroo
Walking Walking

動画はこちら

Walking walking, walking, walking
Hop hop hop, hop hop hop
Running running running
Running running running
Now let’s stop! Now let’s stop!

Mummy and Me 2 Koala / Preschool Step 1
Seven steps

動画はこちら

One, two, three, four, five, six, seven
One, two, three, one, two, three,
One, two, three, four, five, six, seven,
One, two, three, one, two, three,
One, two, three, four, five, six, seven,

X

2

Preschool Step 2 / Step 3
Looby Loo

動画はこちら

Here we go looby loo, Here we go looby light,
All on a Saturday night
You put ○○ in, you put your ○○ out.
You give your ○○ a shake shake shake and turn yourself about.
1. Right hand

2. Left hand

3. Right foot

4. Left foot

Elementary 低学年
Say Cheese

動画はこちら

Let's take a picture, you and me.
Look at the camera, 1 2 3.
Let's take a picture, you and me.
Look at the camera, say cheese!
Okay...let's make a happy face. Ready? Cheese!
1. Happy

2. Funny

3. Scary

5. Head

6. Whole self

