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小学生の頃の思い出
Hinako：最初は親に無理やり連れてこられたような感じで、宿
　題も親から怒られるからやらなきゃ…宿題してないとクラスで
　はずかしいし、と思ってノルマをこなしていた感じでした。で
　も、リスニングの宿題のカードとＣＤはとにかくおもしろく、今で
　も全部覚えていて役に立っています！
Yukino：PLSの先生を「外国人」と思ったことはなく、クラスで
　色 な々ゲームをして楽しかったです。
Yuta：両親に海外旅行に連れていってもらって、現地の人と英
　語で話すチャンスがあったのですが「本当に通じる！」と
　感激。ぼくは、ＰＬＳで色々な先生としゃべるのが楽しかった
　ですね。
Kotoko：私も家族との海外旅行先のホテルで、「タオルが欲
　しい」と他の人が言っても通じなかったのに、自分が言ったら
　一発で通じたことがあって嬉しかった事がありました。

「理屈」より「感覚」！
Hinako：中学で文法を習って仕組みがわかると「あぁ、そうい
　うことだったのか！もっと自分で文章が言えるな！」とさら
　に話せるようになって楽しくなりました。「理屈」で理解しよう
　とする周りに比べて自分は「感覚」でわかるから、文法より会
　話を先に習っていてよかったと思いました。英語を聞いたり、
　読んだりする時、絵を思い浮かべる感覚、それはPLSの教材
　から得られた感覚なのだと思います。
Kotoko：子どもの頃に耳から習っているので、リスニングは一
　番得意。聞きながらなんとなく意味がとらえられるので、わか
　らない単語があってもあせらない。だから最後まで聞き続け
　られるのではと思います。
Yasuyuki：センター試験でも全く英語は困らなかったです。リ
　スニング問題の時、周りはいちいちメモを取りながら聞いてい

　るので驚きました。そんな事をしていたら、早いスピードの内
　容を聞いていられない！と。長文問題も左から右へ読みなが
　ら、一語一句訳さないで理解できるので楽。今も、映画を字
　幕なしで見て「なんとなくこんな事を言っているのかな？」と察
　したり、伝えたい思いを感じる事で勉強しています。

「英語をしゃべる」…そんな特別なこと？
Yasuyuki：中学で、学校のネイティブの先生に“How are you?”
　と聞かれて、“Fine, and you?”と自然と返したら、「英語
　しゃべれるの？」とすごく驚かれて、逆に驚いたことがあり
　ます。大学生になって短期留学した先で会った南米の人
　達が、英語が間違っていてもどんどんしゃべるのを見て、
　自分ももっとしゃべろう！と思いました。
Kotoko：私も学校のネイティブの先生から「発音がきれい。外
　国に住んでいたの？」と言われて嬉しかった事があります。
　電車で隣合せた外国人と「今日はどうだった？」「素敵なセー
　ターだね。」と普通の会話をしている自分に驚く。それも
　相手はブラジル人だったり。人生が変わる…世界が広
　がる…続けていてよかった！
Yukino：昔から英語を習っていたことで、自然に海外にも行こ
　うと思いました。今年からカナダに長期留学します。これから
　もどんどん世界が広がる予感がします。
Yuta：この世の中、英語は必須。仕事でもできる事が限りなく
　増えると思います。
Hinako：私は英語でしか言えない気持ちがあると気付いたん
　です。たとえば、 “I miss you !”（あなたがいなくて寂しい。あ
　なたに会いたい。）英語が話せることで、自分が広がる感じと
　言ったらいいのか。人生がうまくいくって感じです！途中で、
　英会話の勉強をやめたくなった時、それを止めてくれた母に
　心から感謝です！

４０周年を迎えたPLSには、幼少期から大人になるまでの長年に渡り通ってくださる生徒さんがたくさんいます。
ここに、PLS歴10年から17年の生徒さんの声を皆様にお届けします。小さい頃お母さんに連れられてPLSの
ドアを開けた事がきっかけで、彼ら、彼女たちの「生きる世界」は何倍にも広がっているようです。

　「英語学習は、階段を上がっていく感じ。坂じゃない。上がって
しばらくして、上達したなと思って進んでいるとまた壁に当たる。
その繰り返し。長年続けている皆さんは本当に立派！」と隣で話し
を聞いていた教務担当者が思わず発した言葉は、まさにその通り
だと感じました。英語が本当に好き！でも、英語を話す事が特別な
事ではないと思っている姿は、ＰＬＳで学ぶ多くの生徒さんや私達
講師、スタッフにも多くの勇気を与えてくれます。
　これからも、皆様が英語をツールにして、色々な可能性のドアを開
けて進んでいく未来をＰＬＳは応援します！

伊藤 祐太くん
東京医科大学在学

大工原 みどり
PLSジェネラルマネージャー

山本 雪乃さん
首都大学東京卒業

田中 琴子さん
青山学院大学卒業

大友 日向子さん
国際基督教大学在学

保科 康之くん
東京大学在学

Our World Has Expanded !　英語をツールに広がる世界

　PLSは昨年開校40周年を迎えました。これもひとえに生徒
様・保護者様のご理解・ご支援の賜と心より感謝しております。
6月29日(日)に吉祥寺東急インにて40周年のフィナーレを記
念するイベントを行いますので、皆様にもぜひご参加いただけれ
ばと思います。また、詳細に関しては後日改めてご連絡致します。
今後とも皆様のご支援よろしくお願い申し上げます。

40周年記念感謝イベントお知らせ！



Q. イタリアの英語教育は日本と違いますか？　

日本より多くの時間英語を教えていますが、小学校の英語
教育はあまり日本と違いません。でも中学・高校ではレベ
ルが急に高くなり、進むのが早いです。全体に教材テキス
トはイギリスの物を使用し、読むことが多いようですがリス
ニングとスピーキングは難しいようです。ただし、私立の
学校や英語に力を入れている学校では、生徒たちはかな
り英語が話せるようになっています。学校や先生によって
も異なりますが、一般的には指導法がかなり古く、日本と同じように文法や訳を中心に教えている
学校もまだ多く、そのために英語を苦手とする学生も多いようです。その点などは日本と似ていま
す。しかし時間数が圧倒的に多いからでしょうか、また日本人の英語と母語との距離に比べ、イタ
リア語は英語と語源が同じで似ている言葉も多く、またアルファベットも同じということもあり、リー
ディングはかなり早く進みます。イタリア滞在中は学校を訪問し英語のクラスを見学したり、先生
たちと交流、情報や指導のアイデイア交換をしながら相互的にそれを生かすようにしています。　

最後に日本で英語を学ぶ人へのメッセージ

英語を学ぶ重要性は一歩日本を出たら痛切に感じさせられます。コミュニケーションができない
と何も始まりません。私は一年の半分以上をカナダやアメリカ、イタリアで過ごしますが、英語が話
せるので救われています。楽しく学び続けることがキーです。もちろん、幼少の頃からはじめると
楽ですが、いくつからでも遅くはありません。勇気を持ってください。私は69歳でイタリア語をゼロ
から始めました。 “Buon giorno!” 「こんにちは」、 “Grazie!” 「ありがとう」と言うだけで、イタ
リアの人は親切に話しかけてくれます。世界が広がり、楽しく、良い経験をします。みなさんもぜひ
英語の学習を頑張ってください。

マスミ オーマンディ副校長先生
イタリアで学ぶ ③

PLS浜田山校　大学1年生

大友 日向子カナダでの1年間を振り返って
　私は高校2年の夏から高校3年の
夏の１年間を、カナダのバンクーバー
でホームステイをしながら現地校に
通って過ごしました。きっかけは、好
きだった英語を向上させたいと思っ
たことと新しい世界を知りたいと思っ
たことでした。１年の間に、人種や国
籍を越えた多くの人達に出会い、助け
られ、新しいことも沢山経験しました。
小学生のころから通っていたＰＬＳ
のおかげもあって、留学初期でも英
語力はそれなりにあり、現地の生徒

達に混じり授業を受けました。課外活動として合唱部にも所
属しました。ホームステイ先はカナダ人の夫婦と各国からの
留学生の女の子数名で構成されていました。クリスマスなど
の祝日には、ホストファザーとマザーと5人の娘が集まり、海
外の賑やかな家族のイベントを体験しました。
　楽しいことも沢山ありましたが、大変なことも沢山ありまし
た。言語の問題だけでなく、移民や留学生も多いカナダのマ
ンモス校では、新入生として特別扱いされることはまるであ
りません。向こうから話しかけてくれて友達ができるだろうと
期待していた私は、その現実にショックを受けました。授業で

は大量の難しい課題に困ったりもしました。諦めそうになっ
た時もありましたが、沢山の人に支えられて実現した１年
間の留学は自分の力で出来る限り充実させたいという強い
思いが常にあり、その意志で辛いことも乗り越え頑張り続
けました。とにかく自分から話しかけていくうちに、友達も
増え、毎日が楽しくなりました。家でも勉強をし、英語力を上
げ好成績もとりました。
　帰国後も、留学中に培った英語力と諦めない心で受験勉
強に励み、おかげさまで良い結果で終わる事が出来ました。
私は留学中、決して楽ではない環境に置かれたことで、言語
能力や異文化に対する理解のみならず、周囲の人に対する感
謝の気持ち、離れて暮らす家族や友人の大切さ、強い意志と
努力の大切さを学
びました。本当に貴
重な１年間にする
ことができたと、今
は心から思ってい
ます。また、留学で
学んだことを生かし
てこれからも多くの
ことに挑戦したいと
考えています。

数年前よりイタリア語を学びながら、年に1～2ヶ
月イタリアに滞在し、現地の児童の英語教育に
も関わり、指導法などを研究しているマスミ先
生への質問。３回に渡ってご紹介して参りました
が、今回がいよいよ最終回です。

▲訪問先のモンテッソーリ教育の小学校の
Eva Haberg校長先生と一緒に

▲学校でのハロウィンの様子

▲ホームステイ先が同じ留学生とピクニックをしたときの様子

▲訪問先の学校の英語教師の
Elena Menzato先生(左)と
Maria Arnesi先生(右)と一緒に

▲モンテッソーリ教育で学ぶ生徒たちの自習の様子

長くPLSに通ってくださっている大友日向子さん（大学1年生）（１面参照）は高校2年から3年にかけて、カナダのバンクー
バーで1年間の長期留学に挑戦しました。楽しいことも辛いことも経験し、大きく成長して帰国された大友さんは4月から
大学生になります。留学時代の様子やその経験で感じ取ったこと、今の思いとともに振り返っていただきました。



授業を支える先生方へのメッセージ

PLS英語教育研究所副所長

長谷川 信子
　茨城県鹿嶋市英語教育研究協議会が1月23日に同市大同
東小学校で開催され、6年生の授業を公開し、主に同市内英
語教育関係者が参加されました。鹿嶋市はレシピ方式（PLS
システムⓇを公立小学校向けにしたプログラム）導入8年目に
なります。授業参観後に開かれた協議会ではグループ討議を
経て、当研究所所長マスミ オーマンディが参加者にお話しを
させて頂きました。その中で、当日授業をされた担任、NLT
（Native Language Teacher）の努力のすばらしさに言及し
ながら「子ども達が英語を好きになるかどうかは先生次第。子
どもは先生を見つめている。先生の情熱こそが子どもたちのモ
チベーションを支える。」「Must, have toが多いと楽しくな
い。先生が楽しまなくては子どもは楽しめない。ぜひ余裕をも
って教えて欲しい。先生は教える専門家なので、教えたことを
テストして点が取れないとダメだと考えがちだが、むしろ一緒
に育つ方が良いのではないか。子どもの学びを手助けする。子
どもの力を信じる。あの子はこれが出来た、こんなに伸びた、と
いうことに視点を向ける。」と先生方にエールを送りました。
　また、中学校との連携については「『小学校でやってきたこと
は何だったのか？』と子どもが空しい気持ちにならないように
小学校でやったことを生かして欲しい。小学校で音声を中心に
学んだことを中学では、『ああ、そういうことだったのか！』につ
なげていってほしい。」と述べ、「子どもたちは希望がないと学
ぶことをやめる。希望を与え続けて欲しい。」と先生方へのメッ
セージを締めくくりました。
　皆さん、先生達はいつも心から応援していますよ！

レイ オーマンディ校長先生の一句

オーマンディ校長先生が
ご自身で撮影された写真と
ともに、英語とスペイン語で
書かれた一句を
ご紹介します

　“Please” is a simple word, and 
yet its meaning can, on occasion, 
be misunderstood.
　Many Japanese people first learn 
the word “please” as どうぞ, which 
is not incorrect. Good examples of 
this are, “Please help yourself” (ど
うぞ、ご遠慮なく) ,  or  “P lease sit 
down.” (どうぞ、座ってください) In this 
case, “please” indicates that the 
recipient is free to do something if 

they like. So in looking at “Please, have a seat,” the 
meaning in Japanese might also be translated as, “どう
ぞ、座っていいです”.
　However, the meaning of “please” can sometimes 
be closer to お願いします. A good example is card 
number two of the Daily Expressions homework set A. 
A young girl, hands clasped together, begs her 
mother to buy her a toy. “Please!” she cries. In this 
case, the girl is begging for the toy, so the meaning 
here is not, “どうぞ、買っていいですよ”, but “お願い！買って～！”
　It’s also important to remember that “please” adds 
politeness, and can sometimes make the difference 
between a request and a command. If we take 
“please” away from our earlier example and say “Sit 
down” with a serious look on our face, we’ve very 
quickly gone from “どうぞ座ってください” to the more 
aggressive “座りなさい”. But this is not a hard and fast 
rule ‒ if said with a friendly smile and a light tone, “Sit 
down” can be just as polite as “Please sit down.” We 
sometimes worry about correct grammar and 
vocabulary, but communication is also very much in 
our body language, facial expressions, and our 
inflection.
　So be sure to understand the situation you’re in 
when you hear or use the word, “please”.

　“Please”はシンプルな言葉
ですが、時には誤解を生んでし
まう言葉でもあります。
　“Please”を初めて習う時に多
くの日本人は「どうぞ」という
意味で習ったのではないで
しょうか。これは間違いではありません。例えば、“Please 
help yourself.”（どうぞ、ご遠慮なく）または“Please sit 
down.”（どうぞ、座ってください）。この場合、ニュアンスは
「○○してください」より「○○してもよいですよ」が適正で
はないでしょうか。
　しかし、“please”は使い方によって日本語の「お願いします」
と同じように使われる場合もあります。Daily Expressions 
A、カード2を参考にしてみましょう。女の子がお母さんを見
上げながら“Please!”と言っています。この場合は意味が「ど
うぞ、買っていいですよ」ではなく、「お願い！買って～！」の方
が適正です。
　また、英語では“please”があるかないかで命令か依頼か
が決まることがあります。前述の例から“please”をはずし、
険しい顔で “Sit down”と言うと、意味が「どうぞ座ってくだ
さい」から「座りなさい」になります。しかし、“please”をつけな
くても、笑顔で丁寧にやさしく言うだけで相手に伝わる印象
は「どうぞ座ってください」となることもあります。コミュニ
ケーションとは正しい語彙や文法だけではなく、ボディーラ
ンゲージや顔や声の表情がとても大切なのです。
　“Please”を使うときには、状況を把握しながら使い方を
考えるといいですね。

Hengtee先生のコミュニケーションアドバイス-①

このコーナーでは皆さんがよく知っている英語表現とその様々な場面での使用方法や
ニュアンスの違いをヘンティ先生に紹介していただきます。ヘンティ先生には英語と
日本語の両方で書いていただきました。



Kiyomi先生：今日は皆さんが通っていた中学、高校につい
て話していただこうと思います。まずは、制服や服装の規則な
どについて教えて下さい。日本のほとんどの中学校や高校に
は制服がありますが皆さんの国ではいかがですか。
Matthew 先生：イギリスの私立学校では全員制服です。
きちんと着ていないと学校に入ることもできません。
Dale 先生：私の中学（公立）は制服がなく、服装は自由
でした。でも、ある特定の色やスポーツチームの帽子はギ
ャング団を連想させるため禁止されていて、身に付けて登校
すると取り上げられました。
Aaron 先生：私の中学 ( 公立 )も制服はありませんでした
が、服装の規則は厳しかったですね。銃を隠し持ってこられ
ないように、シャツを必ずズボンの中にしまわなければいけ
なかったし、同じような理由で、リュックを校内で持ち歩くと
きは中身が見える素材ものでなければいけなかったんです。
私が卒業した後には、ポロシャツとカーキ色のパンツの制服
ができました。服装の厳しさはという点では日本の学校と同
じだけれど、身の安全のためという理由が異なりますね。
Gemma 先生：オーストラリアでも制服はありました。日差
しが強いために外に出るときは必ず帽子をかぶるという規則
があって、帽子を忘れた人は外で遊べないんです。
Namiko 先生：私が通った公立の中学校では服装は自由
でした。高校は（寮制の）進学校に入ったので、制服はなかっ
たけれど襟付きのシャツを着なければならないとか、月曜日
の夕食のときは正装しなければならないといった規則があり
ましたね。
Charles 先生：ニュージーランドの中学高校では制服はあ
るところもあれば、ないところもありました。私の学校には制
服はありましたが、Matthew 先生の学校のようには厳しく
なくて、靴下が下がっていたり、靴が汚れていても誰も気にし
なかったですよ。
Kiyomi 先生：なるほど。どこの学校に行くかによって規則
はそれぞれなんですね。

―ここで話題は学校の休暇についてに変わります―

Gemma 先生：私とCharles 先生は他の皆さんと学校の始
まる時期がずれているのではないでしょうか。南半球では季節
が逆なので、1学年は1月の終わりから12月中旬まで。だか
ら私たちの夏休みはクリスマスの長期休暇で、冬休みは8月の
2週間です。

Dale 先生：学校の休みがどれくらいあったかっていうのは、
みんな興味がある話題だと思いますね。
Cameron 先生：私の学校は通年制だったので、休みに関
しては他の学校と違って、各季節ごとに休みがありました。夏
と冬にそれぞれ1か月間、春と秋にそれぞれ3週間です。夏
はもしかすると6週間だったかもしれないけど、他の学校の
ように 3 か月間ではなかったです。休みが分散していたのは
良かったです。
Aaron 先生：アメリカの学校は普通 8月半ばに始まり5月
半ばに終わるのでその間の約3か月は夏休みなんです。
Kiyomi 先生：夏休みの宿題はありましたか？
Namiko 先生：読書リストがありました。
Aaron 先生：僕も同じ。山のような本と、その他に旧約聖書
と新約聖書も読まされたんです。
Kiyomi 先生：日本の学生が聞いたら驚きますね。
次はお昼休みについて教えて下さい。日本の中学校の英語の教
科書にはよく、海外の学校にあるカフェテリアの写真が出てい
て、皆とても興味があるんです。どこでどんなお昼を食べていて、
カフェテリアで出されている食事はどんなものでしたか？
Matthew 先生：私の学校では 16 歳までお昼は一緒に食
べなければいけなかったんです。食事は校内で作られていて、食
事の時間は学年ごとに決まっていました。料理は様々な肉料理
やポテトのチップス、ソーセージや野菜などがありました。最近
イギリスでは子どもの肥満が問題になってきていて、どこの学校
でも給食はとてもしっかり栄養管理されているんですよ。その点
では、私の学校はスポーツも盛んだったし、栄養面でもしっかり
していました。
Namiko 先生：私の中学の食事はひどかったので、皆家から
サンドイッチを持って行きました。私は苦手でしたが、PBJ（ピー
ナツバターとジャムのサンドイッチ）を持ってくる人が多かった
です。そして、お昼を食べた後にカフェテリアでアイスクリームを
買って食べていました。高校は寮生活だったので、朝、昼、晩とダ
イニングホールで食事。メインディッシュをはじめその他にもい
ろいろ選べましたし、栄養面だけでなく、生徒たちが体を動かす
ようにとスポーツや課外活動も豊富だったので、皆いつも体を
動かしていました。
Kiyomi 先生：種類が豊富というのは魅力的ですね。
Gemma先生：私の場合、お昼は持参で、だいたい親が用意
してくれたサンドイッチや果物、大きくなると皆お菓子なども持っ
ていきました。食事は屋外の日陰で取るように言われていて、食
事が済むと、グラウンドや体育館で体を動かして遊んでいました。

PLS の先生方に集まっていただき、PLS 座談会を開催。テーマは、先生方の中学、高校に
ついてです。皆さんの学校生活とぜひ比較してみてください。
今回の座談会参加者は Aaron 先生、Cameron 先生、Dale 先生、Jeremy 先生、
Namiko 先生 ( 以上アメリカ出身 )、Charles 先生 ( ニュージーランド出身 )、Gemma
先生 ( イギリス / オーストラリア出身 )、Matthew 先生 ( イギリス出身 )、司会は
Kiyomi 先生です。

PLS座談会
Roundtable talk
テーマは “School”



とにかく皆体を動かすように言われていたんです。体を動かして
遊ぶことが苦手な子どもは、お昼休みに、学校の敷地内のゴミ
拾いをさせられました。
Aaron 先生：私の学校のカフェテリアの食事はひどかったで
す。ハンバーガーとフライドポテトとピザ。しかも校内の自動販
売機で売っているのはスナック菓子だけだし、お水やフレッシュ
ジュースがほしくても、あるのはソーダや甘いジュースだけなん
です。だから、ほとんどの人は家からサンドイッチや果物を持っ
てきていました。持ってこない限り、健康的な食事は一切できな
いので、当然子どもの肥満は多かったです。この状況は小学校
から高校までずっと同じで、特に高校はひどくて、ファストフード
店が学校側にわざわざお金を払って出店しているくらいでした。

―ここで話題はアルバイトについてに変わります―

Gemma先生：高校生の時、アルバイトはしていましたか？
Namiko 先生以外全員：していました。
Gemma 先生：ここも私の知る日本の学校とは違うところ
だと思いますね。
Dale 先生：むしろ働くべきだと言われていました。
Kiyomi 先生：どんな仕事をしていたんですか？
Aaron 先生：ピザ・レストラン。12歳の時には芝刈りや洗
車のアルバイトもしました。
Gemma 先生：私は2つ。夏の間は父の会社で事務のアル
バイト。その他にはフィッシュ＆チップスのお店で調理のアル
バイトをしていました。
Dale 先生：アルバイトはたくさんしたけれど、どれも長続き
しませんでしたね。マクドナルドに映画館、スーパーマーケッ
トやピザの宅配、ビデオショップなどとにかくありとあらゆる
アルバイトをしました。12 歳の時には自転車で新聞配達も
しました。
Namiko 先生 : 進学校で、寮生活だったので、私はアルバイ
トができませんでした。ピアノのレッスンを受けるにしても毎
回許可をもらわなければ外出できないほどだったんです。
Charles 先生：私はスーパーマーケットでレジやカートを
運ぶアルバイトをしました。パン屋さんでも働いたんですが、
土曜の朝 5 時 45 分に出勤だったので、時間通りには1日
も行かれなかったんです。
Jeremy先生：私もCharles 先生と同じで、スーパーマー
ケットで働きました。あとは芝刈りと近所の犬の世話。飼い主
の家族が出かけるときに、犬の世話を頼まれたんです。
Matthew先生：私はパンティング（※1）で歴史を説明す
るツアーガイドをやりました。
Cameron 先生：私はスムージー（※2）を作るアルバイト
をしていました。

―ここで話題はクラブ（部）活動についてに変わります―

Aaron 先生：映画と写真、即興コメディ、演劇、それとボー
イスカウトのクラブ、あとバイオリンが弾けたのでオーケス
トラにも入っていました。スポーツはサッカーとバスケット
（2ヶ月だけ）とT-ボール（※3）。
Gemma先生：私はガールスカウト、演劇、オーケストラで
クラリネットを担当したり、インドアサッカー、クリケット、タッ
チ フッティ(※4)、あと、クリスチャンクラブで歌をうたった
り、ジャズダンスにも入りました。生徒会もやってました。
Matthew 先生：私は柔道クラブに入っていました。それ以
外のスポーツは学校のクラブではなく、チームに所属してい
たんです。

Namiko 先生：私は中学の頃はマーチングバンドでフルー
トを演奏していました。そのあと、コーラスに変更しましたが、
いつも音楽関係のクラブに入っていました。その他生徒会に
も入っていました。また、放送部と図書部にも入っていました。
Cameron 先生：中学生の時にフラッグフットボール（※5）
を1年、その後テコンドーを3年間やりました。高校ではピ
アノの他に、コーラスもやっていて、地域のコーラス部にも入っ
ていたんです。その他 10 科目を研究してその知識を競うよ
うなクラブにも入っていて、みんなでお昼を食べながら勉強
しました。あと環境保全のクラブと演劇にも入っていました。
Charles 先生：スポーツのクラブに入っていることが多かっ
たですが、どれも練習は週に1度程度で、試合をするだけの
日もありました。サッカーやラグビー、クリケットなど季節ごと
にやりたいスポーツを自由に選べたんです。だから日本で生
徒たちから毎日部活の練習があると聞いた時や、ずっと同じ
部活に所属していると聞いた時にはとても驚いたし、かわい
そうだなと思いましたね。ちなみに、クラブ活動でもっとも達
成感のあったものは水中ホッケーで、1995年のニュージー
ランドチャンピオンになったことです。
Kiyomi 先生：水中ホッケーなんて初めて聞きました。とこ
ろでジェレミー先生はどんな部活に入っていたんですか？
Jeremy先生：私は水泳とテニスでした。スポーツをしてい
ることが多かったんですが、バンドにも所属していてドラムを
担当していました。バンドといっても季節ごとに内容が変わっ
て、秋はマーチングバンドシーズンでその後はオーケストラ。
ジャズバンドだけは別枠でしたが私はジャズバンドにも入っ
ていました。
Matthew 先生：イギリスの私立学校では学生の軍隊があ
って、陸軍、海軍、空軍とありました。数年前に紛争があった
ことから、18歳から軍隊で訓練に参加する義務があり、その
準備ということなんです。全員いずれかに参加しなければな
らなかったので、私は空軍に参加しました。正式な制服を着
て、行進の仕方を学んだり、パイロットと共に軍機に乗ったり、
滑走の練習をしたりしました。訓練は毎週あって、学校の活
動の一環でした。週末に行われることもありました。
Aaron 先生：アメリカにも同じようなものがあり、
ROTC(Reserve Officer’s Training Corps)とよばれてい
ました。
Kiyomi 先生：軍隊
に入るなんていうこと
は、日本の学生にはま
ず考えられない話で
すね。
それでは時間なので
今日はこの辺で。皆様
ご協力ありがとうござ
いました。
　
　※1 パントという手漕ぎ船でケム川の川下りをするケンブリッジ
　観光の一つ。※2凍らせた果物、又は野菜等を使ったシャーベッ
　ト状の飲み物。※3 野球のようなスポーツ。※4 グランドにタッチ
　するラグビーのようなゲーム。※5 タックルをする代わりに腰につ
　けた旗を取るアメリカンフットボールのようなスポーツ。　

思った以上に盛り上がり予定よりも大幅に延長して行われ
た今回の座談会。いわゆる日本の学校生活と比べてみると
異なることも多く興味深い内容ばかりでした。もっと知りた
いという方は、ぜひ先生方に直接質問してみてください！



このPLSの先生はだれでしょう？下の質問文や自分で考
えた質問文を使って先生たちにどんどん聞いてみよう。 
　
　　What’s your favorite food?
　　（好きな食べ物は何ですか？）
　　Do you have any pets?
　　（ペットを飼っていますか？）
　　Can you play the violin?
　　 （バイオリンが弾けますか？） 
　　Are you taller than your parents?
　　（ご両親より背が高いですか？）

答えは下記のQRコード、またはURLにアクセス。

　　　　　  http://youtu.be/gVy_eYVko20

しりとり英単語①

今回の言葉は “word”
　このコーナーではしりとり形式で毎回一つの英単語を取り上
げ、その意味とPLSの先生による例文を紹介します。
　次回のしりとり英単語②では “D”から始まる英単語を皆様から
募集します。PLS浜田山校フロント、またはFAX03-5306-5738
で受け付けています。ぜひご応募ください。

“Word”
1． 語、単語
　Matthew: At first, the Japanese words 雪 and 勇気 sounded 
　　　　　   the same to me.
　（マシュー先生：最初は、日本語の「雪」と「勇気」という言葉を
　　　　　　　　聞き分けられなかった。）
2． 言葉、話し 
　Charles: If a friend asks you to keep a secret, don't say a 
word.
　（チャールズ先生：友達に秘密を守るように言われたら、一言も
　　　　　　　　　言わないで。）
3． 約束、宣言
　Gemma: My father is a man of his word.
　（ジェマ先生：私の父に二言はない。）
4． 歌詞、せりふ
　Dale: I love the song "Passing Afternoon" because the words 
　　　  are beautiful.
　（デール先生：「パッシングアフタヌーン」という曲の歌詞が美しい
　　　　　　　ので大好きだ。）
5． 知らせ、便り、消息　bring word 消息を伝える
6． 命令　He gave the word to fire.　彼は発砲の命令を下した
7． 神の言葉、聖書　the Word of God

Who am I?
私はだれでしょう？

＜ヒント＞
1. My favorite food is 
　quesadillas (*１).
2. I have a pet axolotl
　(*2).
3. I can play the violin, 
　guitar, and pianica.
4. I am taller than my 
　mom and dad, but 　
　shorter than my little 
　brother.

*1 quesadillas
 ケサディーヤ （メキシコ料理）

*2 axolotl
　 アホロートル

　 (サンショウウオの一種 )

～歌のジャンルを超えて「愛」をあなたに～
『白木ゆう子とマスミ オーマンディ　ニューイヤーコンサート』

　1月10日、上野池之端ライブス
ペースQui（キ）でニューイヤー コン
サートが行われました。上野 不忍
池を見渡す場所にあり、老舗ならで
はのシックなムード漂うライブハウ
スです。客席とステージがとても近
く、歌い手の息遣いを間近で感じる

ことができます。2014年新春お年玉とも言えるステージは
初飾りで彩られ、マスミ副校長は着物で登場しました。
　曲目は、『My Way』『Adoro』『All of Me』『Vaya con Dios』

『Misty』『愛の賛歌』『LOVE』。今回は初めてジャズの名曲を
披露、冬の透き通った空気の中で「愛」をテーマにしたいと
密かに練習を続けてきました。英語で歌うジャズは、それこ
そ「発音」重視と、たった１音にもこだわるマスミ副校長。
発音は本当に大切ですね。言葉も歌もコミュニケーション
ですから、笑顔でお客様を見つめ、歌詞をしっかりとかみ
しめながら伝える姿が印象的でした。お客様もつい笑顔

になり、年齢や性別に関係なく、生きていく「前向きな気
持ち」と「愛」が会場いっぱいに広がり、心の輪がつながる
ひとときでした。
　「ジャズ」「シャンソン」「カンツォーネ」といったジャン
ルの違いに固執せず、「前向きに」「愛と夢を届ける」とい
う信念で歌う副校長。次はあなたも「愛」の告白(!?)を会場
で是非聞いてみませんか？

  ＜次回の予定＞
　 マスミ オーマンディとイタリア人アーティスト
　　　　　　　　　　カンツォーネ　ディナーショー
　 【日　　時】 2014年5月31日（土）18時      ディナー開始
　　　　　　　　　　　 　　  　 19時10分 ショー開演
　 【会　　場】 三笠会館　鵠沼店
　　　　　　 （神奈川県藤沢市鵠沼海岸1-11-23）
　 【問い合わせ】 マスミ オーマンディ教育・文化活動の会
　　　　　　  酒井 (03-5306-5991)



Street food vending
　バンクーバーのダウンタウンを歩いていると路上に駐
車してホットドッグ等いろいろな食べ物を売る屋台風のミ
ニバンを見かけます。その数は、毎年ドンドン増えていて
今では100店を超える、バンクーバーの名物の一つとな
っています。
　日本では「屋台」となるのでしょうか。こちらでは 
"street food vending"と呼ばれているのですが、これら
が誕生するまでにはバンクーバー市の努力がありました。

＜Street food vending 計画＞
　以前までバンクーバーの路上では、アイスやポップコーン
などがほそぼそと売られているだけでした。そこでバンクー
バー市議会は、この路上での商売の拡大を真剣に考え、
2008年3月これをバンクーバーの名物の一つにしようと議
論し始めたのです。市議会では、様々な民族が住むバンクー
バーの特徴の一つ、文化的多様性に焦点を当ててこの計画を
進めることを決め、その象徴として食べ物を手軽にかつ安い
値段で提供できる street food vending計画を発表しました。
この計画は、今まで路上では禁止されていた火を使っての調
理が許可されるなど、大きな可能性を含むものとなりました。
　2010年、この計画の具体的
な内容が議論され、市民の反
応などを調査するという意味
を含め、出店者 (street food 
vendors)を一般公募する
ことになりました。
　バンクーバー市議会が掲げた目標は、

・文化的多様性を持つバンクーバーの味の拡大
・健康的で栄養価の高いテイクアウト・フードの提供
・ローカルな食材の使用と拡大
・ローカルな経済圏の拡大
・食の安全の提供
・知られていないコミュニティーの食べ物紹介

　試験的段階として抽選で選ばれた出店数は17店舗。バン
クーバー・ダウンタウンにそれぞれ指定された出店場所をあ
てがわれ、いよいよstreet food vending計画がスタートし
ました。とは言っても何しろ前例がないため、「保健所による
検査は大変だった。」とある出店者は話していました。
　大きな不安を抱えた船出でしたが、予想外の評判を得て
このstreet food vending計画はみるみる進化し、2013年
5月には、新しく15店舗が参加、現在では114店舗の屋台が
バンクーバー市内で商売をしています。フランスのクレープ、
ベルギーのワッフル、その他アジアの国々のユニークな食べ
物が街中にあふれています。
　その中で頑張っている日本人夫婦がいます。彼らは当初
ワーキングホリデーでバンクーバーに来て一般公募の抽
選に当たり、屋台のホットドッグ屋を始めたのです。運良く

抽選で勝ち取ったチャンス！そのチャンスを大いに生かし、ま
さにアメリカンドリームいやカナディアンドリームを成し遂
げ、今ではバンクーバーに屋台３台とお店1店舗をオープ
ンし、そしてニューヨークにも進出しました。
ここで、「ジャパドッグ」と名付けられた日本人夫婦の屋台が、
バンクーバーでどのように頑張っているかを紹介します。

＜ジャパドッグ＞
　最初に屋台を構えたのは、ダウンタウンの高級ホテル
前の路上。彼ら夫婦は、コックさんの出立ちで、白い長
いシェフの帽子をかぶり、屋台で
ホットドッグを販売したのです。そ
の名も「ジャパドッグ」。今までの
ホットドッグと全く違った食材を利
用した日本風ホットドッグがバン
クーバーに登場したのです。
　えっ！どんなホットドッグかって？
　メニューを見ると「テリマヨ？オロ
シ？…」などが並んでいます。
　日本の食材を利用したユニーク
なホットドッグですが、その進化は止まりません。ニュー
ヨークでは、昆布の佃煮、オクラ、神戸牛などを使ったホッ

トドッグも人気です。その他ベジ
タリアンのために豆腐で作った
ソーセージを使うなど種類も豊
富で健康志向です。「ジャパドッ
グ」はまさに屋台の革命児で
多くのマスコミから取材を受け
るなどバンクーバー市が計画し
たstreet food vending計画の
牽引役を担っています。
　あなたもバンクーバーを訪れ
た際には「ジャパドッグ」を食べ
てみてはいかがですか。

カナダ生活32年の私、「ひげタム！」が日本で
英語を一生懸命勉強しているみなさんに
カナダからホットな情報を提供します。
ガイドブックにも載っていない今の
カナダを丸ごとお届けします。

出身： 北海道
ニックネーム：ひげタム！
1980年にカナダに移り住み現在は、カ
ナダ、バンクーバーで日本語ラジオ放
送「ラジオ日本」のパーソナリティー兼
プロデューサーをやっています。
ぜひ下記のアドレスからお聴き下さい。
みなさんからのお便りを待ってます。

Radio Nippon　www.czoom.net　
Mail: czoom.net@gmail.com
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今回の一枚は、日系移民の歴史を伝える写真です。
＜日系移民の歴史の痕跡がまだ残っている！＞
　第二次世界大戦前、バンクーバーのパウエル・ストリートは、日本人街と呼ばれていました。
そこには食堂や豆腐屋など多くの日系商店、そして日本人学校、旅館、薬局、銭湯もあり日本
語だけで生活が出来るほど賑わっていたということです。ところが戦争が勃発したことで、日本
人及び日系カナダ人は敵国人として扱われ、内陸部へ強制移動させられたのです。家族はバ
ラバラになり、家などの財産全てがカナダ政府に没収されました。
　かつて日本人街と呼ばれた地域は、今では昔の面影はなく、少し物騒な地域となっています。
先日そこで日系人が住んでいた痕跡を発見しました。古びた建物の玄関に「MORIMOTO」
と書かれたタイルを見つけたのです。
　敷きつめられたタイルを見ていると昔の賑わいが聞こえてくるようです。

バンクーバーの街角から
バンクーバーの街の片隅にひっそりと残っている歴史的建物、懐かしの記念碑、路地裏そして今の
バンクーバーを物語る近代的なイメージを象徴するそんな写真をご紹介するコーナーです。

知ってて得する海外生活の知恵
　PLSニュースレター1月号は英語を学んでいるみなさんに英会話のスキルアップのために海外旅行をオススメしましたが、カナ
ダに行くことを計画している人に ひげタム！ から実践的なアドバイス「知ってて得する海外生活の知恵」を紹介します。

トラブル体験が思い出の一つとなることはよくありますが、出来ればトラブルに巻き込まれたくありませんよね。
もしバンクーバーで本当に困ったときは、私に連絡してください。あなたのチャレンジを期待しています。

＜エスカレーターのルール＞
　カナダでエスカレーターを利用する時は通常、右側に立ち左側が追い越しとなります。日本でも東京と大阪で立つ位置が逆
　になっていますが、カナダは大阪と同じということになります。

＜ドアの開け閉め＞
　ドアを利用する際は、後ろや前の人を気遣うのがカナダの常識です。ドアを押して通過する時、後ろに人がいたらドアを押さ
　えてあげる気遣いがカナダ流です。

＜カナダドルとの両替＞
　日本円をどこで両替するか。空港か、それとも銀行か。
　カナダの銀行は、お店により両替レートが様々ですからいい加減に考えていると大きな損をすることがあります。両替レート
　が良いのは、専門の両替所です。ダウンタウンにいくつかありますのでレートの良い両替所で交換するのが良いでしょう。

＜チップ＞
　カナダでは、基本的に食事の際のサービス料は金額に含まれておりません。ですから支払いの際に、10％～15％のチップを
　払うのが常識です。このチップは、ウェイターやウェイトレスの方の貴重なお給料となりますのでお忘れなく！

＜アルコール＞
　カナダでビールやワイン、お酒を購入しようと思っても、日本のように自動販売機やコンビニでは購入出来ません。政府直轄
　のリカーストア（酒屋）でしかアルコール類は買えないのです。（最近は、プライベート・リカーストアもあります。）

＜身分証明書(ID)の携帯＞
　東洋人は年齢より若く見られることが多いので、年齢の確認のため身分証明書（ID）の提示を求められることがよくありま
　す。たとえばアルコール類を買う時やレストランで注文する時でも必要になりますので、常に携帯することをおすすめします。

＜タクシー＞
　基本的にバンクーバーでは流しのタクシーはありません。ですから路上で手を挙げてタクシーを止めることは難しいです。タ
　クシーを利用したい場合は、電話で呼ぶか、ホテルなどで待っているタクシーを利用します。
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　　　　　　　　　　新学期が始まり、新し
い制服やスーツに身を包んだ新入生、新社会
人の皆さんを街でたくさん見かけるようにな
りました。春はたくさんの花や木の葉が芽吹く
季節、新年度にピッタリな季節だと思っていま
したが、新年度の時期は国や地域によっても
大きく異なるのですね。詳しくはPLS座談会
をご覧ください。

＜説明会開催＞
4月6日(日)、12日（土）、20日（日）
13：00～15：00　PLS浜田山校
引率者から様々な経験談や具体的なプログラム
内容を写真や映像を交えながらお話しいたします。
少しでもご興味がある方はぜひ！ご予約はお電話またはFAXで。 今年の夏も実施

いたします！
今年の夏も実施
いたします！


