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STEM 分野においての女性の少なさ                                                

先日新聞で読んで落ち込んでしまった記事を紹介します。（苦笑） 

 

以下、日本経済新聞と HUFFPOST から内容を引用します。リンクはこの記事の下に貼り付け

ますので、ぜひ読んでください。特に読んでいただきたい内容は日本経済新聞のコメント欄です。

スクショをここにも張ります。 

 

経済協力開発機構（OECD）は 16 日、2019 年に大学などの高等教育機関に入学

した学生のうち、STEM（科学・技術・工学・数学）分野に占める女性の割合を

加盟国別にまとめて公表した。日本は加盟国中で最低の割合で、女性の理工系人

材の育成が遅れている実態が改めて浮き彫りになった。 
 

OECD は、STEM を「自然科学」「情報」「工学」の 3 分野に分けて各国を比較。

加盟国の平均はそれぞれ 52%、20%、26%だった。日本は自然科学（27%）と工

学(16%)の 2 分野で、比較可能な 36 カ国中最低だった。 
 

OECD の担当者は「日本の女子生徒は科学に関する知識やスキルを持っているの

に、科学分野を志望する人は少ない。女性の科学者に会ったり、親が進学を支援

したりするなどして科学分野を進路に選べるようにする必要がある」と指摘した。 
 

--------- 

 

OECD の生徒の学習到達度調査（PISA）の調査によると、15 歳の男女の理数科

目の成績にはほとんど差がないにも関わらず、大学で「自然科学」や「工学」系

の学部に入学する女子学生はそれぞれ 27％と 16％。いずれも OECD 加盟国で最

低です。 
 

日本の中学校、高校で、一体何が起こっているのでしょうか。 
 

理工系の女子学生が少ない大きな要因の一つとして、例えば「男子は理系、女子

は文系が得意」などの「アンコンシャスバイアス（無意識の思い込み）」が指摘さ

れています。 

 

日 月 火 水 木 金 土 
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便利なリンク集 
 

小学生クラス別ページ 各クラスの動画・プリント 

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  フォロワー募集中 

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/


 

教師や保護者、メディアが与えるジェンダーに関する固定観念や無意識の思い込

みが、中高生の進路選択に影響を与えているのです。 

 

HUFFPOST は更に 10 月 11 日、「国際ガールズデー」にこのテーマについて YouTube でライ

ブ配信もしました。「女子は理系が苦手」って思ってない？ 、「リケジョという言葉をなくすた

めにできること」などについての興味深い話題でした。興味のある方ぜひご覧ください。 

 

https://youtu.be/va5fQHiSVJw 

 

私の個人的な（悲観的な）意見は、STEM 男女割合に関しても、ジェンダーギャップ全般に関

しても、政府にも大手企業にも期待できません。なぜなら、内閣の平均年齢が約 72 歳のおじい

ちゃんは「変化」を望んでいないからです。「現状維持」が政治家のポリシーです。経営幹部の

女性比率も「世界ワースト 2 位」（先進国 36 か国 35 位）の日本の企業にも何かの改革を期待

できないでしょう。男女間賃金格差も「世界でワースト 2 位」、失業率も男性の 8 倍は 2021 年

の現状です。1971 年じゃなくて、2021 年のデータですよ。悲しいです。 

こらじゃ、どうすればいいの？誰が社会を変えるの？ 

 

まず、学校や社会が教え込む（洗脳する）固定観念 - 女性は理系に向いてない、理系を勉強す

る女性はモテない、エリート大学に行く女子は結婚できない、結婚して子供を産みたいなら、キ

ャリアウーマンになれない - を覆す必要があります。それはまず保護者と先生の責任です。 

「日本以外の国はこうだよ！」と教えてください。可能でしたら留学、海外の大学への進学も視

野に入れたら良いと思います。「女性にはできない」と信じずに、希望を与えましょう。 
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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

