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　４０周年を迎えた今でも、ＰＬＳでは足を止めることなく、これまでと同
様に様々なプログラムと教材の改革を具体的に進めています。2015
年度を目指した最近の改革をご紹介します。

１．級改定（子ども英会話クラス）
　級ごとの学習内容を大幅に再編し、10級～4級（7レベル）を10級～
1級（10レベル）に細分化していきます。いくつかの内容の導入時期やテ
ストの方法も見直しました。この級再編成の結果、各級がコンパクトにな
り、今までより１つの級を短期間（半年～９ヶ月）で合格できるようになりま
す。このことにより短いスパンで達成感を味わうことができるでしょう。それ
がお子様のやる気につながり、保護者の皆様にも喜んでいただけると
思います。また、講師にとってもレッスンが教えやすくなります。（級の改定
はＰＬＳ本校ですでにスタートしており、この１年を移行期間とします）。

２． 読み書きの教材の開発と充実
　家庭用リスニング教材Opposites（反対語セット）に付随するワーク
ブックをまもなく出版します。今までのワークシートの改良版です。
Question & Answer-Bセットのワークブックも出版をめざし実験中で
す。聞いた英語を文字で定着させることにより、学習の速度を速め、読
み書きの力もつけます。

３．ロビーイングリッシュ（フロント周りでの英語）
　PLSの重要な柱の一つ「生徒中心」をより効果的に楽しみながら
発展させるために「ロビーイングリッシュ」プログラムを進めています。
少しでも多くの英語でのコミュニケーションの機会を与える一つの試
みです。生徒達は待合室で、フロントスタッフや友だち、担任以外の先
生、あるいは保護者の方にも、「グリート（あいさつや質問）シート」を
使って、自ら声をかけ真のコミュニケーションを積極的に行い、絆を深
めています。このような取り組みを始めて、クラス外でも英語を話すこと
が当たり前になってきました。

４．リトルキッズクラス（未就園児～幼稚園年少児向け）
　リトルキッズクラスの経験者の特長は発音の良さと反応の速さです。
学習開始年齢の低年齢化に伴って、近年2歳からスタートするお子様
が増加しています。そのため、今までは2才から年少までを総称して
「リトルキッズ」としていましたが、「リトルキッズ1」(未就園児)と「リトル
キッズ2」(年少)にプログラムを分ける事にしました。リトルキッズ２のクラ
スを修了後は年中クラスを経て10級クラスへと進んで行きます。

５．デジタル教材の開発
　ご家庭でお使いいただいているリスニング教材をコンピューター、タ
ブレット、スマートフォン上で、ゲームなどの要素も加えて学んでいた
だけるような取り組み（教材のデジタル化）をスタートしました。今のと
ころ、PLS浜田山校で「９級学習ＣＤ」のデジタル版モニターにご協
力いただいているお子様や保護者の皆様に大変好評です。子ども
たちは、ただ受身でＣＤの英語を聞くのではなく、ゲーム感覚で取
り組む中、自分の答えに対して直ぐに反応が返ってきて、挑戦結果
が点数として目に見えるので、何度もゲームに取り組みます。（その
結果、英語を聞く量も増えます）保護者の皆様にはお子様が楽しく
学習されている様子を直接見ていただくことができます。今後は、
読みの基礎となる、文字と音の関係を示すフォニックスを学ぶ教
材「Alphabet & Calendar Cards」のデジタル化を進めて行く予
定です。今後、ゲームを通して学ぶデジタル教材の効果を観察し、聞
く回数が減っても今までと同じまたはそれ以上の効果が認められれ

    Even after forty years, our program and teaching materials 
continue to evolve. This year, we're developing noteworthy 
changes for the 2015 school year.
1. Rank revision
     Until now our rank system for children has run from 10th to 
4th Rank, but in 2015 we intend to switch to a system going 
from 10th to 1st, PLS-wide. All original rank items will be 
redistributed among the new ranks, with some adjustments to 
improve when items are introduced and how they are tested. 
Each rank should finish in six to nine months, leading to faster, 
more frequent rank passing for our students. Students' and 
parents' sense of motivation and satisfaction will increase, 
while teachers will find each rank easier to plan for and 
teach. (This new rank system has already been implemented at 
our Tokyo schools for a full-year 'test-drive.')
2. New workbooks
    We are about to release a set of Opposites Workbooks, an 
improved and expanded version of what was formerly a set of 
loose-leaf worksheets. We also have a pair of Question/Answer 
Set B Workbooks in development. Both will speed students' 
acquisition of the listening homework and reinforce reading 
and writing skills.
3. Lobby English
     Student centering, one of our core tenets, is effectively and 
enjoyably furthered with our Lobby English program, with 
supporting Greet Sheets for students. We see more 
self-motivated attempts at communication outside the 
classroom, greater opportunities for meaningful use of 
language, and greater interchange and bonding between 
students, teachers, staff and parents in the lobby.
4. Little Kids (pre-kindergarten to nen-sho)
     Children who arrive in rank classes having gone through the 
Little Kids program enjoy better pronunciation and faster natural 
response. In recent years we've seen an influx of students as 
young as two. To meet the needs of this growing group, we've 
split our program into Little Kids 1 (for children below 
kindergarten age) and Little Kids 2 (for children in the first 
year of kindergarten). Graduates of this program then join our 
Nen-chu program for a year before beginning the 10th Rank.
5. Digital materials
     We have begun an ambitious project to convert our 
homework sets to digital display and interactive games for use 
on PCs, tablet computers and smart phones. Our first project, a 
set of computer games for all tracks on the 9th Rank Home 
Study CD, has proven popular with the children and parents at 
our Hamadayama school who have been testing it. Children 
enjoy challenging, interactive learning in a game-like format 
and are motivated to replay the games (thus being exposed to 
ever more English input) many more times than they might 
listen passively to a home study CD. Parents, meanwhile, see 
firsthand their children learning enjoyably.
     Our next digitization project is the Alphabet & Calendar 
Card homework set, in which students will learn vocabulary 
and phonics through an interactive digital presentation. As we 
see the increased effects of learning through games, the amount 
of weekly CD-based listening times we assign will likely 

Steadily Improving Our Program is Central to Our Lifework
プログラムをより良くしていくことが、私たちのライフワークの焦点



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の一句を
ご自身で撮影されたお写真とともにご紹介します

　今回訪問させていただいた
のはPLS浜田山校、金曜日の
キャメロン先生のクラス。PLS 
2年目の年長～小学校1年生、
4名のクラスです。このクラス
を教えていてとても楽しいと話
すキャメロン先生は、生徒た
ちがかわいくて仕方がない様
子です。
　クラスはまず入室のアクティ
ビティでスタート。この日の質
問は、 “Where do you live?” 
と “How old are you?”。正し

く答えられた子から中に入ることができ、質問する側になるこ
のアクティビティ。少し緊張した様子の子もいましたが、順々
にパスし全員合格。クラスに入り急いで先生にストップ
ウォッチを止めてもらうと、タイムは4分20秒。先生からの
「よくやったね！」の言葉とハイタッチでクラスの空気が和み、
皆笑顔で席に座ることができました。
　宿題チェックの後のこと、キャメロン先生が “I don’t 
like~.” の表現を使った例文を挙げ始めました。すると生徒
たちはすぐに内容を察し手を挙げ、 “I don’t like bees.” “I 
don’t like snakes.”　と自分の嫌いなものを発言。他の人と
同じ意見が出ると “I don’t like ~, either.” の表現方法
を先生から教わり、早速自分の文章に使っていました。
　次に先生が伝えたのは “I can ~.” を使った表現。今回も
生徒たちはすぐに手を挙げて “I can swim.” “I can ride 
a bicycle.” と “can” を使った表現で自分のできることを
次々と発言していました。この時、一人の生徒が “I can 
ride a bicycle, either.”と発言。先ほど習った表現を自分
できちんと考えて使ったのです。先生は笑顔で応え、 “I can ride 
a bicycle, too.” という表現を生徒たちに伝えると、すぐ
にみんなの口から “too” を使った表現が飛び出していました。
　先生の表現を聞いて自分からその意味に気づき、自分の
言葉で伝えることで自然に英語が入ってくるのだな、という
ことをこの日のクラスを見ていて実感しました。それにしても
子どもたちの察する能力ってすごいですね。
　この日の授業で印象的だったのは家族のカードを使った
アクティビティ。カードの絵で、 “mother” などの家族の言
葉を学ぶのですが、まず一通りカードの絵を見ながら、家族
の関係を表す言葉を習います。その後、その日に学んだ10枚
ほどのカードの中から一枚だけを先生が隠し、残りをすべて
テーブルに並べます。生徒たちは並べられたカードを見て、
先生が隠し持っているカードの言葉を当てる、というアク

ティビティなのですが、私が考えているうちに生徒たちはど
んどん答えていってしまうのです。その早さと集中力と記憶
力にまたしても感心してしまいました。
　50分の授業はその後もビンゴやペアワークなど次々と飛
び出すアクティビティで、飽きることなくあっという間に終
わってしまいました。アクティビティの合間、チップやカード
の片づけの時にも生徒たちは自然に英語で話しをしていて、
1度も先生から「日本
語はだめだよ」と注
意される瞬間がなか
ったことに驚きまし
た。英語を話すこと
に抵抗も違和感もな
い生徒たちの様子を
見ることができ今後
の成長が楽しみにな
りました。

PLSクラス訪問記

ば、宿題を聞く回数の見直しも考えられます。ホームワークシート無しで
も記録ができるようなシステムも、将来可能かもしれません。

　子どもも社会も変わってきています。変化についていくだけでなく先を
見据えたプログラムの進化に全国の姉妹校と手を携え勇気をもって取
り組み努力を続けることが、PLSの理念「世界に通用するマナーとコミュ
ニカティブイングリッシュを身に付けたグローバルシティズン（地球市民）
の育成」を目指す私たちに課せられた責務と喜びと考えています。現場
の声、姉妹校の先生方のご意見を大切にし、今後もより良いプログラム
にしていく所存です。今回の様々な改革も皆様に喜んでいただけたら
幸いです。

　　　　　　　　　　  　  校　長　レイ オーマンディ
　　　　　　　　　　    　副校長　マスミ オーマンディ
　　　　　　　　　　  　  ジェネラルマネージャー　大工原 みどり

decrease. And once assignments and progress can be digitally 
tracked, paper homework sheets may even become a thing of 
the past.
    Our mission is to develop global citizens capable of 
comprehending and communicating, effectively and with 
decorum, in the world's international language.  As society and 
students' needs change, we will continue to revise and expand 
our program. We greatly value the input of sister school 
teachers and management in our ongoing cooperative endeavor 
to improve. We hope you'll be as excited about these changes 
as we are.

Sincerely,
Director ̶ Ray Ormandy
Co-Director ̶ Masumi Ormandy
General manager ̶ Midori Daikuhara



PLSへようこそ！ Rhiannon（リアノン）先生

▲ディズニーシーでの写真

First things first - though many Japanese people 
are taught to say “I’m fine, thank you. And you?” 
when asked “How are you?”, this is not a stock 
phrase - there are many ways to answer, and the 
majority of them are correct. “I’m fine, thank you. 
And you?” can be shortened to the more casual, 
“Fine, thanks. You?” and sometimes people will 
even answer with no more than a single word: 
“Good,” “Great,”  and “Okay” being common 
examples. Young children will often respond with 
how they’re actually feeling at that moment: “I’m 
hot” or “I’m hungry” for example.

Answers can vary further, but here’s the most 
important point: the extent to which you reveal 
your feelings is based upon how well you know the 
person you’re talking to, and the situation you’re 
in. If you’re having a bad day, for example, and 
someone you meet for the first time asks, “How 
are you?”, it’s not advisable to tell them how bad 
your day is. In this case “How are you?” is less an 
inquiry into your well-being, and more a polite 
greeting. It’s also considered rude to dump your 
personal problems on a stranger. If it’s a close 
friend, however, feel free to say anything. That’s 
what they’re there for!

Knowing when to use a polite response or a casual 
response is all about knowing who you’re talking 
to, and your relationship - in fact, it’s very similar 
to knowing when to use polite and formal speech 
in Japanese. 

Keep that in mind, and you’ll be fine!

Hello, everyone! My name is 
Rhiannon Charles and I 
am the newest addition to 
the PLS teaching staff. I 
am from Toronto, Canada and  
lived in Yamanashi from 
last January until April of 
this year. My hometown is 
Toronto but I studied at 
The University of British 
Columbia in Vancouver, so if 
any students going on the 

PLS study abroad program have any questions 
about Vancouver, please ask me anytime. 
     I am new to the area of Hamadayama and 
I love to eat, so if you have any good 
restaurant suggestions, please let me know. 
    I have met some of the students already and 
they have been so great that I can’t wait to meet 
everyone else! I am looking forward to teaching 
and having fun with everyone during my time at 
PLS. Let’s enjoy English together!

　皆さん、こんにちは！新しくPLSに入りましたリア
ノン・チャールズです。私はカナダのトロント出身です。去
年の一月から今年の四月まで山梨に住んでいました。
トロントの出身ですが、バンクーバーのブリティッシュ・
コロンビア大学で勉強していたので、PLSの留学プログ
ラムに参加する生徒さんでバンクーバーについての質問が
ある人は、いつでも私に聞いてください。
　まだ浜田山をあまりよく知
りません。私は食べるのが好
きなので、良いレストランなど
があればぜひ教えてください。
　何人かの生徒さんたちにす
でにお会いしましたが、皆さん
素晴らしく、生徒さん全員に会
うのが待ちきれません！PLS
で教えること、皆さんと過ごす
ことを楽しみにしています。一
緒に英語を楽しみましょう！
よろしくお願いいたします！

　日本では“How are you?” 
を習った時に、 “I’m fine, 
thank you. And you?” と
いう答え方を教わった人が
多いのではないでしょう
か。でもこの答え方は決まり
文句というわけではなく、様
々な表現の中の一つにしか過ぎません。親しい人との会話
だとしたら、 “Fine, thanks. You?” に短くしても良い
でしょう。簡単に一言で答える人も多く、“Good.”
や“Great.”や“Okay.” がよく使われています。子どもは、
“I’m hot.” や “I’m hungry!” などその時の自分の気
持ちを答えることがよくあります。
　答え方はたくさんありますが、話をしている相手とどれ
ほど親しいかという相手との関係と場面を意識した方が
良いでしょう。どんなに大変な日を過ごしていたとしても、
“How are you?” と聞かれたらといって、初対面の相手
に対して自分の大変な日について話さない方がいいで
しょう。むしろ初対面の相手に自分のプライベートな問題
を急に話すのは、失礼とされます。このような場面で
の “How are you?” はあなたの今の気持ちについて聞
くフレーズではなく、どちらかというと丁寧な挨拶のひと
つと言えます。その一方で、親しい人や友人に “How are 
you?” と聞かれたら、自由にその時の気持ちを答えて良
いでしょう。
　どのような答え方をすれば良いかは、話している相手と
その場面を意識することで、それは日本語の丁寧語や敬
語を使う場面の考え方ととてもよく似ています。それを意
識していれば大丈夫です。

Hengtee先生のコミュニケーションアドバイス-②

このコーナーは皆さんがよく知っている英語表現とそのさまざまな場面での使用方法や
ニュアンスの違いをHengtee(ヘンティ)先生に英語と日本語で紹介していただきます。

“How are you?”



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。 
　
　　Do you like sports and martial arts?
　　（スポーツと武術が好きですか？）
　　Do you have a big brother and
　　a big sister?
　　（お兄さんとお姉さんがいますか？）
　　Have your friends won silver medals
　　in judo in the Olympics?
　　（オリンピックで柔道の銀メダルを
　　取ったお友達はいますか？）

答えは下記のQRコード、またはURLにアクセス。

　　　　　  http://youtu.be/oa1RXoQIlHs

しりとり英単語②

今回の言葉は “duck” 前回の言葉
“word”

　このコーナー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。次回は “K”から
始まる英単語を募集します。PLS浜田山校フロント、またはPLS
ホームページでも受け付けています。ぜひご応募ください。　
“Duck”　
1． カモ、アヒル
　Namiko: My favorite Chinese food is Peking duck. 
　(ナミコ先生：私が一番好きな中華料理は北京ダックです。）
2． 欠陥のある人（もの） sitting duck （無防備な人）
3． 《クリケット》（打者の）0点
　Charles: Oh no, I got bowled out for a golden duck 
　again. My coach is going to drop me from the cricket team.
　(チャールズ先生：あー、また一球目でアウトを取られちゃった。コー
　チにチームから外されてしまうだろうな。)
　※Golden duck:　一球目でアウトになること
4． （頭を）ひょいと下げる、ひょいとかがむ、ひょいと突き入れる、押し込む
5． 逃げる、少し席を外すduck out of class (授業から逃げ出す)
　Gemma: Excuse me while I duck out to post this letter.
　(ジェマ先生：この手紙をポストに投函して来るので、少し失礼します。)
6． （仕事などを）避ける
　Dale: When I was a kid, I often ducked out of doing 
　homework to play Nintendo games instead.
　(デール先生：子どもの頃よく宿題をさぼってテレビゲームをして
　遊んでいました。)
7． その他
　water off a duck's back （蛙の面に水、馬の耳に念仏（あまり
　意味のないこと））
　ugly duckling （みにくいアヒルの子）
　Gemma: When celebrities shoot a selfie on their mobile 
　phone with pursed lips, this is called pulling a duck face.
　(ジェマ先生：芸能人などが自分の写真を携帯で写すときに、口
　をとがらせたような表情をすることを “pull a duck face”と　言
います。)

Who am I?
私はだれでしょう？

＜ヒント＞
1. I love sports and 
　martial arts and
　think that exercise 
　is essential to life.
2. My granddad was a 
　prisoner of war.
3. My brother’s wife is 
　just about to have a 
　baby.

4. I have a big brother and a big sister.
5. I play rugby for “Superman RUFC.”
6. Two friends of mine have won silver medals 
　in judo in the Olympics.

歌のチカラ ～出会い、つながる場に～
　コンサートでは、選曲は大変難しく
重要なものです。日頃、国内外を英語
教育のために飛び回り「国際ホーム
レス」を自称するマスミ副校長。自分
の好みや歌い慣れたレパートリーだ
けでなく、お客様の層を見て、「どの
ような曲やトークが喜んでいただけ
るか」を常に気にかけて構成してい
ます。特に歌詞は感情と深く結び付く
ので大事に選びます。また、共演者の
方とはお互いが輝き合えるよう気配
りや工夫をします。
　周りで支えてくださる全ての方々
のおかげで歌わせていただいている！
足を運んでくださる皆様の気持ちが

つながりHappyになれるステージを目指したい！と、学び続け
る日々です。出会い、喜び、希望を感じていただけるよう多彩な
活動をしてまいりますので今後ともこの教育・文化活動の応援
をどうぞ宜しくお願いいたします。
 さて、上野での新年の幕開けステージに続き、追加２回、合計
で１月は３回歌う機会をいただきました。会場は目黒雅叙園
の近くにあるライブハウス「kahoo」（カフー）さんです。ピアニ
ストさん常駐、ライブ感覚で誰でも熱唱できる、おしゃれで落ち
着きのあるカラオケラウンジです。１回目はモダンなモノトー
ン柄、２回目はすみれ色のドレスで登場したマスミ副校長は、
「歌でつながることは本当に楽しい」、「皆さんに愛でつながっ

てほしいので『愛』をテーマに選曲」、「時々、何語で歌っている
かわからなくなる」などと会場を沸かせつつ、しっとりと歌いあ
げました。心が伝わった、感動した、と初対面の方が声をかけ
てくださり、お客様同士もスマイルと会話でつながっていく素
敵な空間でした。
　コンサート後には、関西での教育シンポジウムやイタリアで
長期研究をひかえていたマスミ副校長。英語も歌もコミュニ
ケーションツールであり、「人とつながることこそが世界を広げ
る」と自ら率先して示していました。「恐れず、まずは１歩踏み
出してつながりましょう。」「この広い世界であなたに出会えて
幸せです。たくさんの愛をありがとう！」

　
  ＜次回の予定＞
　 マスミ オーマンディ サマーコンサート
　 【日　　時】 2014年7月6日(日)
　　　　　　  午後1時30分 開演
　 【会　　場】 音楽スタジオ
　　　　　　  ＜ファンタスティコ＞  
　　　　　　  東京都渋谷区恵比寿2-14-12 
　　　　　　  地下鉄日比谷線広尾駅　徒歩8分
　　　　　　  JR山手線恵比寿駅　徒歩13分
　 【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)



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

自
己
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今回は、ほんの一部を紹介しましたがいかがで
したか？答えはわかりましたか？

それでは、次のページで正解と簡単な解説を
掲載します。

１）ワーキングホリデーとしてカナダに来て、最初
　 に行う手続きは「就労ビザ（ワーク・パーミット）
　の取得」です。どこで手続きをするのでしょうか？ 
 （ア）カナダの郵便局
 （イ）カナダにある日本大使館や総領事館
 （ウ）空港や国境にあるイミグレーション・セン
　　 ター（出入国管理事務所）
 （エ）特に手続きは必要ない　
２）カナダで仕事をする人が必ず持っていなければ
　 いけない「ＳＩＮ」とは？
 （ア）関税の申告書
 （イ）社会保障番号
 （ウ）連絡先の、携帯電話の番号が入っている
　　 ICチップ 
 （エ）滞在先の住所　
3 ）カナダでの就職活動に必要な「CV」とは？ 
 （ア）写真
 （イ）履歴書 
 （ウ）カメラまたはビデオ 
 （エ）面接でのパフォーマンス  

4 ）「Contract」とは？ 
 （ア）口約束 
 （イ）デートの約束 
 （ウ）雇用主が、就労条件などを明記して就労者
　　 にわたす書面、契約書
 （エ）「この仕事は絶対辞めません」と就労者が
　　 誓ってサインする書面、誓約書　
5 ）「Employment Standards」とは？ 
 （ア）学歴
 （イ）法定の最低賃金
 （ウ）労働組合
 （エ）州ごとにある労働基準局、就労者が不法に
　　 働かされたと思うとき訴える場所

以前はワーキングホリデー制度を利用して日本から多くの若者がカナ
ダに来ていました。希望者が多いことから受け入れ枠を増やしましたが、
最近は受け入れ枠にも届かない状況です。ただ海外でチャレンジしたい
と夢を抱く若者がいなくなったわけではありません。そこでバンクーバー
日系コミュニティ有志が、カナダで働いて何かを得たいという人へ、その
ために必要なことを知らせる手引書をクイズ形式で作りました。是非、あ
なたもカナダを知るためにチャレンジしてみてはいかがでしょうか？

カナダで働くための基本CHECK クイズ
Are You Ready to Work in Canada?

ハーグ条約について
　国際結婚が破綻して、相手の
承認を得ずに子供を日本に連れ
帰ってきた親が、もう一方の親か
ら子供を返すよう求められた場
合、子供の扱いをどうするかが問題となってきました。
ヨーロッパやアメリカなど世界91カ国では、子供の利益
を最優先するという考え方から国際的なルールを定めた
「ハーグ条約」に加盟しています。しかし日本では、「ハー

グ条約」の存在を知りつつ
も結果的には、無視する行
動をとっていました。その
「ハーグ条約」の承認案が
昨年の国会で可決し、成立
した関連法が４月1日から

実施されることになりました。これを受け日本人が多く暮
らすアメリカのロサンゼルスでは、条約の説明会が開かれ、
またバンクーバーでも多くの国際結婚をした夫婦が今後
の動向に関心を持っています。



　　　　　　　　　　

PLSのホームページが先日リニューア

ルされました。もうすでにご覧の方

もいらっしゃるかもしれませんが、

これまでのPLSのホームページとはイ

メージが大きく変わりました。

新しいホームページのアドレスは

http://www.pacificlanguageschool.com

ご意見、ご感想お待ちしています。
▲PLS英語教育研究所のNLTセミナーが行われま
した。公立の小・中学校でもPLSシステム  （レシピ
方式）で学ぶ子どもが増えています。

▲カナダのホームステイオリエンテーションが始
まりました。初回にはオーマンディ校長先生が飛び
入りでお話ししました。

PLSアルバム

＜カナダで働くための基本CHECK クイズ＞ 《正解と解説》 
1 ) 正解：（ウ）
空港や国境にあるイミグレーション・オフィス（出入国管理事務所）。  
《解説》ほとんどの方が空港に着いて、最初に行く所は「入国審
査」です。 
「なぜカナダに来たのか？」と聞かれますので、その際「ワーキング
ホリデープログラムです」と告げて下さい。そうすると、その先にあ
るイミグレーション・オフィスにて「ワーク・パーミット（就労ビザ）の
手続きをして下さい」と言われますので、 必ずそこに行って下さい。
またその際、係官が色々な質問をする場合もありますが、 分からな
い場合に安易に "Yes, yes." と言わない事です。分からなければ 
"Pardon?" や "I’m sorry?" と聞き返したり "Would you say 
that more slowly, please?" や "I can not understand. Do 
you have a Japanese speaker, please?" など、 ハッキリ言う事
が大事です。  
基本的に犯罪やテロ防止が目的のため、彼らもニコニコ笑顔で
はありませんし、厳しい質問の仕方をしてきますが、変に怯えた態
度をとらずハキハキと応対するよう心がけましょう。   
２）正解：（イ）
社会保障番号。 "Social Insurance Number" の頭文字。 
《解説》Service Canada: 日本でいう厚生労働省、社会保険庁
が発行するあなた個人の社会保障番号です。この番号がなくて
は、働いて給与をもらう事ができません。空港ではなく、最寄りの
Service Canadaのオフィスへ行って取得します。カナダで仕事
をして収入を得る人の保険や税金が、この番号で管理されます。 

3 ） 正解：（イ）
履歴書。ラテン語で履歴書を意味するCurriculum Vitae の頭文字。 
《解説》西側の州ではあまりCVとは言わず、 Resume というの
が一般的です。 日本のように書式が決まっているわけではなく、
自由に自分をアピールできるので書類審査に差が出てきます。
4 ) 正解：（ウ）
雇用主が、就労条件などを明記して就労者にわたす書面、契約書。  
《解説》仕事を始める前に必ず書面 (in written form) で受け取っ
てください。口約束で働き始めると、後で雇用主に勝手に条件を
変えられてしまうリスクがあります(住居を借りる際も同様)。書面
をお願いしても拒むような雇用主（家主）からは立ち去りましょう。
５） 正解：(エ) 
州ごとにある労働基準局。就労者が、不法に働かされたと思うとき訴
える場所。  
《解説》Employment Standards Office（またはBranch）とも
言います。各州の「労働基準法」に照らして雇用主を調査する権限
を持ちます。訴える（fileファイルする）ときは、所定の書類を英語で
提出します。すでに辞めた職場については、最後にそこにいた日か
ら6ヶ月間が、訴訟の期限となります。 GoogleなどでEmployment 
Standardsと入れ、州名を入力すると州ごとのサイトにつながりま
す。訴訟の方法は、各州サイトを確認してください。 

以上ですが、
お友達やお子様がカナダに行きたいと言ったらこのクイズを出し
てみてはいかがでしょうか？

　今回のカナダ便りでは、「ハーグ条約」について簡単に
解説すると同時にカナダと日本の親権の違いを紹介します。
＜ハーグ条約とは？＞
　正式には「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する
条約」の略称です。1980年10月25日にオランダのハーグ
で作成され、83年に発効されました。
　条約は、国際結婚、ひいては離婚の件数増加に伴い、一
方の親による国境を越えた子供の連れ去りが増加、子供へ
の有害な影響が問題になり、子供の利益を最優先に考え
た問題解決のための国際的なルールが必要という考えの
もとに締結された条約です。
　国際司法会議事務局が作成した2008年の統計資料に
よると、同年の返還申請1903件のうち、返還命令、返還拒
否、面会交流命令といった司法判断に至ったケースは全体
の44％（835件）で、さらにそのうち返還拒否となったケー
スは約34％(286件)にのぼっています。
　日本においては1970年には年間約5000件だった国際
結婚が、2005年には4万件を超えており同時に離婚件数
も増加しています。
　日本の外務省の発表では、子供の連れ去り事案の発
生件数を正確に把握することは困難であるとしながらも 、
平成24年8月の時点で、外国政府から日本政府に対し
て提起されている子供の連れ去り事案等の件数は、アメ
リカ81件、イギリス39件、カナダ39件、フランス33件に及
ぶと公表しています。
　日本では子供の親権は、民法上、離婚後は両親のうちい
ずれかの単独親権となるのが一般的です。離婚の際一方
の親を親権者として定めるというもので、日本では母親が

親権者となり、養育するケースが多いようです。一方、カナ
ダでは夫婦双方が親権を持つ共同親権が一般的です。こ
こでカナダでの親権について説明しましょう。
＜カナダの親権について＞
　親の性別に関係なく話し合い、子供の価値や将来など
子供中心に決定します。親権授与に関しては、下記の要因
が考慮された上で判断されます。
・子供の希望（子供が十分に判断出来る年齢である場合）
・親子間での愛情を伴うオープンな関係を許す心と能力
・子供の健康、安全、幸福
・子供の配偶者への虐待履歴
・親子関係の質と量
・習慣的、持続的なアルコール飲用及び薬物使用
　以上を考慮した上で判断されるのですが、親権分配には
優先順位があります。
その優先順位は、
（１）両親共同
（２）どちらか一方の親
（３）子供がそれまで暮らした家に住んでいる方の親
（４）子供に適切な指導とケアを与えられると裁判所が判断
した第三者となっています。
　以上のように親権一つとっても日本とカナダでは、大き
な違いがあります。
また国籍に関しても大きな違いがありカナダで産まれた赤
ちゃんは、申請すればカナダ国籍を簡単に取得することが
出来ます。戸籍もないカナダですが、日本の方はこれをど
のように思われますか？

Ⓡ


