
　　This year on the 9th of July, thanks to everyone's 
dedicated efforts and support, PLS will reach its fortieth-year 
anniversary. At this time 40 years ago, we were teaching 
English classes at Koganei kindergarten (and to its 
elementary school-age graduates). After inheriting the 
management of a number of other kindergarten-based 
English classes, we opened Pacific Language School. Beyond 
our personally-taught classes and those we managed, we 
were also privileged to slowly gain a number of sister 
schools across the country, and with them we were able to 
make our own PLS family.
　　Back then, the idea of teaching English to such young 
children was not well received by some influential professors, 
and we were still young and inexperienced in our teaching 
careers, without well- informed methods, sufficient teaching 
aids or a solid program. It was from this point that we 
gradually found our way into English education for children, 
speaking to and teaching them with a focus on aural learning, 
just as they would learn their own language. We thought a 
lot about how to provide more effective teaching during 
these  classes, and began developing our own teaching 
materials as needed. Looking back, our progress to this point 
has been thanks to the children who taught us, and the 
lessons we've learned through the meetings and bonds 
created with many good and dedicated educators over the 
past 40 years.
　　Our sincerest hope is for our children to follow their 
potential wherever it leads, and to develop in themselves a 
global view of the world through an ability to effectively 
communicate the world over. We believe that involvement in 
children's education is a two-way street: it's only natural for 
the students to learn from the teacher, and vice-versa, and 
for us all to grow together. The school is a small world of its 
own, and PLS is a world where differing cultures commingle 
and  coalesce. We hope that our school, our world, will 
continue to be a place not just of English education, but 
where teachers, staff, students, and we too, continuing to 
learn and grow together.
We're grateful from the bottom of our hearts for everyone's 
support, and we hope for continuing shared growth, learning 
and mutual support into the future.

ごあいさつ
　PLSは皆様のおかげをもちまして、今年7月9日に40
周年を迎えることとなりました。
　40年前、当時東京都小金井市にあった「小金井幼稚
園」で英語を教えていた私たちは後にいくつかの幼稚
園教室を引き継ぎ、そして更にPLSを開校することに
なりました。おかげさまで幼稚園教室の他に、全国の
姉妹校たちが徐々に増え、大きなPLSグループ家族に
育ちました。
　しかし当時は、幼児・児童に英語を教えること自体
が社会で受け入れられず、未熟な私たちは指導法や教
材、プログラムもないところを、日本の子どもたちに
も母語を身につけるように文字からでなく音声を中心
に自然に話して聞かせたいと思い、ひたすら初めての
子育てをする親のような感覚で子どもたちの英語学習
のお手伝いを始めたのです。英語だけで時間を過ごし
ているうちに効果的に教えることが大切と考えるよう
になり、教材も必要に応じて独自で開発を始めました。
今日に至るまで、私たちは子どもたちから多くを学び、
育てられました。また様々な方たちとの出会いや絆に
よって多くを学んできました。
　子どもたちには、世界の人たちと堂々とコミュニケー
ションができるようになってグローバルな視野を身に
つけ、自分自身の可能性をどこまでも追い求めていっ
て欲しいと願っています。
　子どもたちの教育に関わるということは、教師も子ども
から学び、共に育っていくのが自然であると思います。学
校というところは小さな世界でもあり、PLSは異文化の融合
の場所であります。その世界で英語という言葉だけでなく、
私たち、先生やスタッフも生徒たちと一緒に学び合い、成
長し続けたいと願っています。
　これまでのご支援に深く感謝いたします。そして今後と
も変わらぬご支援をいただけますようお願いいたします。

 Ray and Masumi Ormandy (Directors of PLS) レイ＆マスミ オーマンディ（PLS校長、副校長）
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Can you play the piano?
(QUESTION/ANSWER Set A カードNo.6) 

The girl's balloon is frowning.
(Ormandy's OPPOSITES カードNo. 19) 

以下は投票いただいた皆様のコメントを抜粋してご紹介いたします。
カードNo.14　 Where?

　自分も宝探しをしたいから。声がおもしろいから。

カードNo.21　Ouch!

　足の顔がかわいい。足は大事だから。

カードNo.22　Don't cry.

　雲にたんこぶができたから。

カードNo.23　Don't run.

　怒られてない方が悪いのに、怒られてかわいそうだけど、その

　子の顔がおもしろいから。男の子の足の回転がすごいから。

カードNo.25　Close the door.

　恐竜が好きだから。見ているとお肉を食べたくなるから。

カードNo.32　It's snowing.

　雪でとても楽しそうにあそんでいるから。

カードNo.1　Listen.

　最初に覚えたから。一番最初に聞いて印象に残っているから。

カードNo.5　Good morning.

　絵がかわいいから。きれいだから。朝聞くと目が覚めるから。

カードNo.6　Good afternoon.

　機関車が好きだから。

カードNo.7　Hi.

　２匹のワニが元気に生まれてきている様子が描かれているから。

カードNo.11　Let's go.

　Let's go.は日常でよく使うから。

カードNo.12　Hurry up!

　カメが一生懸命歩いているのに、「もっと歩け」のようにしていて

　滑稽だから。

１位
カードNo.5

２位
カードNo.11

３位
カードNo.21

４位
カードNo.12

４位
カードNo.25

▲オーマンディ校長・副校長も興味深

そうに皆さんの投票を眺めていました。

PLS浜田山校にてDAILY EXPRESSIONS Set Aの絵カードの人気投票を行いました。
人気のカードトップ5を発表いたします。投票期間は約2週間、総投票数は224票でした。

Good morning. 48票 Let's go.  36票 Ouch！  14票 Hurry up！ 12票 Close the door. 12票

▲一つだけ選ぶのがむずかしいと

悩む子もいましたよ。

　校長のレイ、副校長マスミ オーマンディ夫妻は、子どもたちが家庭で毎日飽きることなく聞き続ける事のできる教材づくり

にエネルギーを費やしてきました。マスミ副校長の著書「英語は世界のパスポート」（どりむ社）には、「1分の内容を録音する

のにたっぷり平均3時間以上の時間を費やす」という「大変な手間と根気が必要だった」と当時を振り返っています。

　同書からエピソードを拾ってみましょう。

Who is it?
(DAILY EXPRESSIONS Set B カードNo.22) 

ピッチコントロール
のスイッチを使うと、
私の声は、歌う宇宙
人の声にもなりまし
た。（レイ）

Try.
 (DAILY EXPRESSIONS Set B カードNo.1) 

小鳥の羽ばたく音づ
くり（実際には、雨傘
を開いたり閉じたり
する作業）だけで何十
回と録り直しさせら
れ、翌日腕が肩から上
に上がらないほどの
筋肉痛になったこと
はいまだに忘れられ
ません。（マスミ）

Good. (DAILY EXPRESSIONS Set A カードNo.10) 

Hi. (DAILY EXPRESSIONS Set A カードNo.7 ) 

私は、吠えるアシカや、
ビートに合わせてうな
りながら体が重そうに
踊る、その前は病気だっ
たゴリラの役を演じま
した。このゴリラの音程
は合っていたのですが、
何度もやり直さなくて
はならなかったのです。
マスミがピアノのイス
からころげ落ちそうに
なるくらい笑っていた
からです。（レイ）

「卵からかえるワニ」の
カードの効果音は、アル
ミホイルを軽く握りつ
ぶし、「風船が割れる」
カードの効果音は、実
際に風船を割りました。

（レイ）

DAILY EXPRESSIONS Set A
PLS教材製作秘話



Midori's Musings （PLS40年の歴史 その3）

バイリンガルに育てる
　6月のNewsletterは、40周年記念特別号となると聞
きPLSで一生懸命英語を学んでいる子ども達やそれを
支えている保護者の皆様方へ英語圏カナダ、バンクーバ
ーで暮らす私、ひげタム！の苦労話と2人の娘をバイリ
ンガルに育てた奮闘記をご紹介します。
　どうして日本人は、英語が話せないのか？これらの疑
問は、英語の勉強で悩む子どもを持つ親以外にも多くの
日本人が抱いている疑問の一つではないかと思ってい
ます。基本的には、母国語が英語でない国では、英語を話
せるようになるのはやはり難しいようです。ただ、かつ
てイギリスの植民地であった地域や国では、英語を話さ
なければまともな仕事に就けないというハンデがあり、
必要に迫られ補助言語として英語を勉強し話せるよう
になったという人は、多いでしょう。
　しかし、日本はどうでしょうか？北の北海道から南の
九州、沖縄を含む全ての地域で日本語が通じる、日本語
でコミュニケーションが成り立つと言う環境にあるた
め日本語以外は、ほとんど生活に必要がないのです。そ
れなのに多くの人が英語を勉強しているのは、入学試験
のためです。ですから試験が終われば忘れてしまう、ま
た、周りに英語を話す環境がないため英会話を真面目に
勉強しても会話力があまり伸びない…ということにな
ります。しかし、ご安心下さい。私も英語が苦手でまさか
カナダのような英語圏で30年以上も生活することにな
るとは思っていなかったのです。そんな私が英語に対し
ある種の恐れを感じなくなったそんな体験をまずは紹
介しましょう。
　大学を卒業し就職してまもなく、私が24歳か25歳の
頃、一人でヨーロッパ旅行に出かけました。海外旅行は、
これが初めてではなかったので一人で出かけることに
違和感はありませんでしたが、ほとんど無計画の旅行に
少し不安はありました。
英語は、苦手な科目で会話能力は普通以下といったとこ
ろでしょうか？
　ロシア経由ではじめに降りたのは、フランスのパリで
した。パリの国際空港に着きバスでダウンタウンへ向っ
たのですが、どのように切符を買い、どのようにしてダ
ウンタウンへ行ったのかは、今考えてみてもほとんど記
憶にないのです。ただ覚えているのは、その日に泊まる
ホテルをどのように探したかです。ヨーロッパに関する
旅行案内ブックを持っていたのでホテルには、星でその
ランクが決められ星の数が多いほど高級ホテルで宿泊
料金も高いということを知っていましたので探すホテ

ルは、一つ星か星なしホテルを探しました。とりあえ
ず歩いてホテルの看板を見つけ受付で聞く！その作業
の繰り返しでしたが、フランス語の話せない私をまと
もに相手にしてくれないホテルには驚きました。「仮
にもお客の私にあんな態度はないだろう…」足が棒に
なるくらい歩きましたが、その日は、結局公園で野宿
でした。少し心配はありましたがワクワク感を持って
一人旅行に出かけたのに初日からのトラブル！公園で
夜空を見ながら惨めな気持ちで夜が開けるのを待った
のを覚えています。
　しかし、この初日の挫折がその後の一人旅に大きな影
響を与えたのです。フランス語が話せない自分は、一体
何語を話せば良いのか？いろいろ悩みましたが、いくら
悩んでも自分が話せる言葉は、「日本語」しかありません、
もはや開き直ってで行くしかないと決断したのです。
　この決断を後押ししてくれた体験、エピソードがあり
ます。それは、あるレストランで食事を注文するときで
した。メニューの中に「ローストビーフ」と思われるもの
があったのでそれを指差し注文したのですが、ウエイト
レスの女性が、何やらフランス語で聞いて来るのです。
何を言っているのか全く解りません。仕方なく日本語で
「ローストビーフ」を注文したいと言いましたが、女性は、
首を傾げながら相変わらずベラベラ、フランス語でまく
したててくるのです。私も身振り手振りを交え日本語で
必死に話をしていたらそのウエイトレスさんが、突然私
の手を取ってカウンターの方へ引っ張って行ったので
す。そして、水の入ったコップと熱いコーヒーの入った
カップに私の手を触れさせたのです。
　「いったいこの人は、何をするんだ！」と一瞬思ったの
ですが、その後、彼女は、私に「冷たい」と「熱い」を伝えた
かったということが理解出来たのです。つまりロースト
ビーフには、熱いものと冷たいものがあったのです。
　この体験は、まさに目から鱗です。自分が何かを伝え
たいという思いで必死に話をすれば、日本語でも相手に
伝わるということ
を学んだのです。
　その後、ヨーロッ
パのいろいろな国
を放浪して歩きま
したが、現地の言葉
を覚えることも重
要ですが、本当に何
かを伝えたいと思っ

たら相手が変な顔をしても日本人に話すように日本語
でドンドン話をすることで意志を伝えることが出来る
と知ったのです。
　スペインの小さな村の酒場などへ行くと日本人を見
るのが初めてというスペイン人も多く、彼らとの会話は
片言でも本当に面白かったです。時々、話の中で意味不
明な言葉が出て来るとその単語を紙に書いてもらい次
の日、図書館で調べ、そしてまた夜、酒場でその単語を使
って会話する。そんな感じで徐々に現地の言葉を覚えて
いきました。そんな日が1週間ほど続きスペイン語で現
地の人と片言でも会話することができたことが最高に
楽しく、素晴らしい思い出になったことを今でも忘れま
せん。ただ、面白いことに酒場で流暢に話すスペイン人
に紙に書いてもらった単語を辞書で調べても辞書に載
っていないことが度々あったことです。流暢に話すから
と言って全ての人が単語のスペルを知っているとはか
ぎらないということなのです。実におおらかです。
　こんな経験・体験をした私、ひげタム！がカナダへ移
り住みそして子どもが生まれました。カナダ生まれの2
人の娘達に日本語と英語を話してほしい「バイリンガ
ル」になってほしいと私も願いました。その子育て奮闘
記を紹介します。

　バイリンガルというとかつては、学業不振、精神錯乱、
情緒不安定などと多くのマイナス面が指摘されていま
したが、最近は、逆にモノリンガルの方のマイナス面が
多く語られるようになりました。

　多くの言語
学者や研究者
がバイリンガ
ルを育てる上
で重視してい
るのが母語と
の関係です。母
語とは、いろい
ろな解釈があ
りますが子ど
もが出会う初

めての言葉と理解していいと思います。その言葉、つま
り母語の基礎作りがバイリンガルを育てるには、重要な
ポイントなのです。
　両親が日本人の家庭では、両親が常に日本語を話すこ
とが母語の基礎作りを行なう環境としては、最高という
ことになります。母語の基礎ができている子どもは、そ
の後の言語の使い分けもはっきりすると言われており、
言語形成期と呼ばれる2歳から12～13歳には、きちん
と言語の使い分けが出来るようになるとの研究成果も
あります。ということであなたがお子さんをバイリンガ
ルに育てたいと思うのであれば、バイリンガル育成の適
齢期と呼ばれている幼児から小学校の高学年までには、
そのような環境を与えるといいでしょう。
　私の子ども達も母語は、日本語です。小学校の低学年
のとき家庭で日本語を話すことが英語の発達に遅れが
出ていると子ども達の担任の先生から一時指摘された
ことがありましたが、特別な学習を強制しなくても学年
があがるに連れて問題はなくなりました。いわゆる先ほ

どの「使い分け」がうまく出来るようになったのです。
今考えれば、家庭でとにかく日本語を無理矢理でも話さ
せたのが良かったんだと確信しています。その後は、カナ
ダ人家庭の子どもと変わりない言語の発展を遂げてい
きました。
　バイリンガルに関し、もう一つお父さんやお母さんが
よく誤解しているのは、日本語がある意味で特殊でアル
ファベット圏の子ども達より英語を話すには、不向きで
難しいと考えていることです。バイリンガルのある研究
者は、言語には、それぞれ特殊な面もありますが、実は共
通する面の方がずっと多いと指摘しています。ですから
日本語を話す家庭に生まれた日本人の子どもでも他の
国の人と同じように2カ国語、3カ国語を話すことが出
来るようになるのです。特殊なハンデはないのです。
　バイリンガルに育つことは、知的発展を刺激し、言語
感覚を鋭くし、異文化理解を深め、第三外国語の習得を
早めるなどと言われています。
　言語研究者としても名高いトロント大学名誉教授の
中島和子さんは、いくつかの著書の中で子どもに二つの
言葉を習得させることは、決して難しいことではないと
書いておられます。
　現在、私の２人の娘は両方とも20歳を過ぎています。
今も日本語を話すことから日本生まれと間違われること
がよくあります。ただ、子ども達を見ていると日本語能力
にやや開きが出て来たように感じております。その原因
は、いかに日本語、日本に興味を持っているかというよう
なことが影響しているのでは、と私は思っています。子ど
ものころの言語習得の時期には、あまり気づかなかった
ことですが、どうやら言語を学ぶ、話すと言うことには、
継続的要素が大きな影響を及ぼすそんな気がします。

　最後にバイリンガルを育てようと考えている方々へ
先ほどの中島和子さんが書いている著書の中で興味深
いことがありましたのでそれを紹介したいと思います。
　会話力には性格（外交的か内向的か）と英語への接触
量と質が主な要因でしたが、読解力の場合は、子どもの
カナダ入国年齢と母語の読みの力が大きな要素であっ
たと中島さんは述べています。つまり、日本語でもうす
でに読める子どもは、英語を読む力も発展が速いのです
が、日本語でまだ読めない子どもは非常に時間がかかる
ということです。文を読んで内容を理解するというのは、
文字一つ一つを読むのと違って、かなり高度な認知力と
分析力が必要です。ですから「聞く、話す」という話し言
葉の段階から、「読む、書く」という書き言葉の段階に移
るのは、子どもにとって大きなジャンプなのです。
　どうですか？子どもさんをバイリンガルに育てようと
考えているあな
た！私の経験で
は、親があまり
神経質にならず
に子どもの力を
信じ与えられた
環境で頑張って
いる子ども達を
見守ることが重
要だと思って
います。

カナダで2人の子どもを育てたひげタム！が
その経験を語ります。

The PLS Newsletterにカナダからの
様々な情報をお届けします。
英語を学ぶ皆さんにとって
興味深い情報満載です。

PLSジェネラルマネージャー　大工原 みどり

「英語は日本国内でも
　　　　　共通語？！」

　今から40年前の1973年にスタートしたPLS。子どもたちに教え

るにあたって必要に迫られ、プログラムと多くの教材が生まれてい

ったわけですが、その後の児童英語教育ブームもあり、うれしいこ

とにPLSの輪は全国へと広がっていきました。きっかけは、1981年の

早稲田大学で開かれた日本児童英語教育学会(SELEC)での、副校長

マスミ オーマンディが行った研究発表でした。約350人の教育者の前

で、実際の生徒さんとできたてほやほやのQUESTION & ANSWER 

Set Aを使ってのデモレッスン。英語だけで行う指導と子どもたち

の発音の良さ、会話力に、多くの方が驚かれ、興味を持ってください

ました。その後も、様々な活動やご紹介を通して、PLSの理念とシス

テムにご賛同くださる方達がPLSの姉妹校となってくださいました。

フランチャイズのようなビジネスのつながりではなく、教育理念で

つながれた皆さん素晴らしい仲間です！

　現在、姉妹校は北は仙台から南は宮崎に50校、語学学校、幼稚園、

塾など形態は様々。約200人の先生方のもと学ばれる生徒さんは約

8700人（公教育を含めるとおよそ17,000人）というファミリー。

PLSが40年を迎えられるのも、皆さまのおかげです！

　地方の姉妹校にお伺いさせて頂いたときのこと。教室の外では、「そ

うなん〜東京から来たん？」「うち、英語好きじゃけんね〜。」とその

地方の言葉が子どもたちの口から飛び交っていたのが、ひとたび

英語のクラスに入るとみんな英語。PLS（東京）と同じように、PCCs

（命令カード）やBingoなどを楽しむ子どもたちを見て、つくづく、「あ

ぁ、英語って共通語だわ！」と感心する瞬間です。

As you may have noticed, we are celebrating 
our 40th school anniversary. Children comprise 
the majority of our student number, and with 
them we use a wide variety of learning materials 
(most of which are unique to the PLS System  ). 
It's always a pleasure for Masumi and me to 
meet children in various parts of Japan who are 
attending classes taught by PLS-trained 
teachers at sister schools, youngsters who are 
using our study aids and listening to some of 
the homework skits and dialogs that we've created (with help) over the 
years. Kids are always excited when they discover that our voices are the same 
ones they are hearing on their homework CDs. Imitating a couple of the animal 
sounds or repeating a joke they've heard on a CD allows instant bonding.
What are we currently doing to improve study materials, service and the quality 
of instruction at PLS?
1. Increasing the front desk staff's detailed understanding of rank requirements 
　and homework sequencing so they will better be able to help and advise both 
　students and parents. Also, this will help them make better informed, 
　cooperative decisions with teachers when placing and rescheduling students 
　into classes.
2. Requiring that more and more communicative English be used in the lobby 
　among classmates, with front desk staff and even with non-classmate others 
　who happen to be present. "Greet-sheet" record-keeping papers are provided 
　to students in the 9th rank and above to aid this purpose (and provide a bit of 
　extra writing practice).
3. Increasing the use of student-initiated language in the classroom. For 
　example, gradually expanding weekly farewell expressions are now being 
　exchanged among classmates, not just with their teachers. (We cal this 
　activity "Peer Parting Lines.")
4. With a new set of cards we call "Intro-bits," we are providing spot-check 
　review practice and expansion of a variety of self-introductory statements. 
　We have designed short homework writing segments as follow-through for 
　those students who are old enough to have been taught to read and write at 
　that level.
5. We have designed new materials for students to learn the so-called 'W' and 
　'How' question words and give them enjoyable practice using these to 
　compose their own questions.
6. We have lowered the ages at which we begin teaching reading and writing, 
　adopting the "Oxford Reading Tree" booklet series for the former.
7. We have begun using 2-minute student-centered grammar drills in classes 
　from 9th rank and above, to give our students a firmer foundation in 
　English grammar. There is a follow-through homework writing component 
　for appropriate age groups.
8. For junior high, high school and some intermediate-level adult students, we 
　have new classroom and follow-through homework materials to practice the 
　combining of clauses with coordinating conjunctions. These activities, of 
　graduat ing d i ff icu l ty,  exerc ise a l l  four language sk i l ls :  l is ten ing 
　comprehension, speaking, reading, and writing.
9. We're about to start testing a web-site-based series of English vocabulary 
　reinforcing games,to be done via computer at home. This initial program 
　focuses on 9th Rank level verbs, nouns, adjectives, prepositions, shapes, 
　months, seasons and early phonics.
If you are a parent of a PLS student, please observe your child's class on their 
last lesson day of each month to begin to see some of these new learning aids 
and strategies being used. If you are an adult student yourself, we hope you are 
enjoying your lessons and making steady progress. Please feel free to discuss 
with management any unmet desires or requests related to your lessons, so that 
we may try to better serve your needs.
 
Sincerely yours,
PLS Director,
Ray Ormandy

　ご存知のように、私達は創立40周年を迎えます。当校にお通いいただ
く生徒さんの大半であるお子さん達に使っていただく多様な教材のほ
とんどは、PLSシステム 独自のものです。マスミと私はいつも、日本各
地の姉妹校で、PLSの研修を受講された先生たちの指導を受け、私たち
の教材を使い、長年かけて(助けを借りながら)作ったリスニングホ
ームワークのスキットや会話を聴いている子どもたちに会うことを喜
びとしています。子どもたちは私たちの声が、宿題のCDで聴いている
のと同じだと気づいて興奮してくれます。CDの中の動物の鳴き声やジ
ョークを言うと、すぐに仲良くなれます。
　最近PLSで行っている新教材と施策、教育の質向上の具体例につい
てご紹介します。
１．フロントスタッフがより詳しく級の内容や宿題教材の順番を理解
　するようにしています。生徒さんや保護者により良いサポート、アド
　バイスができるように、また、講師と協力して生徒さんに適切なクラ
　スをご案内する判断がより正確にできるようになるためです。
２．ロビーでコミュニカティブ イングリッシュ (生きた英語)をより多
　く使うことを促し、生徒さんたちがクラスメートやフロントスタッ
　フ、その場に居合わせたクラスメート以外の人たちとも話すように
　しています。そのため、「グリート(挨拶)・シート」という記録用紙が、
　９級以上の生徒さんに渡されています。（書く練習にもなります。）
３．教室では生徒さんが自ら進んで英語を使う機会が増えてきていま
　す。例えば、週ごとに増やされていくお別れの挨拶は、今は先生対生
　徒だけでなく、生徒同士でも交わされています。(私たちはこれをピ
　アー パーティング ラインと呼んでいます。)
４．私たちが「イントロビッツ」と呼んでいる新しいカードセットでは、
　ランダムに引いたカードを見て短く自己紹介の復習をしたり、文を
　膨らませる練習をします。読み書きのレベルと年齢が達していれば、
　更なる学習のために短いライティングの宿題が用意されています。
５．WHで始まる疑問詞やHowで始まる疑問文を学ぶ新しいカードを作
　りました。これを使って自分たちで質問文を楽しく作る練習をします。
６．読み書きを始める年齢を早めました。最初はオックスフォードリー
　ディングツリーという絵本を使います。
７．９級以上のクラスで、文法の基礎固めのために、生徒中心の２分間
　文法練習を始めました。宿題としてワークシートもあります。（使用
　は年齢によります。）
８．中高生や一般中級クラス用に、等位接続詞（and, butやorなど）を
　使って節をつなげる練習をする新教材（教室用/宿題）ができま　
した。この教材を使って、難易度が上がって行くアクティビティ　
では、リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの４技　
能を学びます。
９．ご家庭のコンピューター上でできる英単語復習ゲームシリーズの
　試作品がもうすぐできます。コンピューターでウェブサイトに入っ
　ていただきます。まずは、９級ランクＣＤと連動して、動詞、名詞、形
　容詞、前置詞、形、月や季節、簡単なフォニックスのゲームができるよ
　うになります。
保護者の皆さまは、ぜひ、月末の参観日にお子様のレッスンをご見学くださ
い。このような新しい教材やアクティビティが少しずつ導入されています。
大人の生徒の皆様には、クラスを楽しみながら英語を上達していただいて
いると嬉しいです。レッスンに関してのご要望などありましたら、ぜひ、お
知らせください。皆さまに喜んでいただけるよう努力してまいります。

ＰＬＳ校長
レイ オーマンディ

Forty Years of Fun (and counting)40年の楽しみ、そしてこれからも続く楽しみ FR

OM CANADA



カナダでの驚き 海外で生活していると「えっ！」と驚くことがたくさん
あります。こんなことあなたは信じますか？

　カナダに来る前、何度か海外旅行に行ったこ
とがあるので特にカナダに来て驚いたというこ
とではないのですが、多くの日本人が海外旅行
へ出かけることも今後増えると思われますので
今回は、 日本人に不慣れな「チップ」という制度
について少し詳しく紹介します。
　日本では、旅館に泊まったとき特別な便宜を
はかってもらうために仲居さんにお札を握らせ
ることがあると聞きますが、通常、日本ではチッ
プを払うということはありませんね！ただサー
ビス料と言われ無言のままに強制的に支払わさ
れている料金があるのをほとんどの人は知って
います。それではチップとサービス料、どこが違
うのでしょうか？

　先ずこのチップですが、一説によると18世紀の
イギリスのパブでより迅速なサービスを受けたい
と思う人のために“To Insure Promptness”と
書かれた箱を置いたのが始まりと言われていま
す。ですからこれらの頭文字を取ってTIP（チッ
プ）と呼ぶようになったそうです。でもこの解釈
に異論を唱える人もあり真実は何処にあるや？
といったところです。
　カナダにおいては、チップはホテルのルーム
サービスやルームメイド、タクシーの運転手、観
光バスのドライバーなどに支払いますが、実際
は、まさにサービスに対するお礼ですからそれ
以外にも多くの職種で快いサービスを受けた場
合はチップを払う習慣です。
　日本でも「心付け」とか「お捻り」のように相手
に対しありがとうの気持ちを表す一つの行為と
してお金を渡すことがありました。しかし、いつ
の時代からかお金を渡さなくなった。どうして
でしょう。一つの推測としてお金を与えるとい
うことは、職業倫理に反する行為に思われるこ
ともあるからではないかと考えます。例えばお
医者さんや公務員が、お金を受け取ると収賄に
問われる可能性もある行為なのです。元々お金に
関しては、日本では「汚いもの」「ゲスなもの」とい
う意識があり、人前で話題にするものではない。
いわゆるタブー！臭いものにはフタをする的な
考え方があったように思われます。ですから無言
のサービス料という発想が生まれたのです。
　サービス料は、まさに日本風と言っていいで
しょう。カナダでこのようなことをしたら大変
なことになります。ひょっとしたら訴えられる
かもしれません。カナダでは、サービスが素晴ら
しいかいい加減かを判断するのは個々人で「お

店が一方的に決めたサービス料金を何故、私が
払わなければいけないの？」と抗議の声が上が
るでしょう。
しかももっと驚くことは、このサービス料を払
うというシステムが日本では、便利で公平なシ
ステムと思われているのですから不思議です。

　私が体験したチップに関する面白いエピソー
ドを紹介します。
　これは、カナダ生活にも慣れチップの習慣に
も慣れた頃、家族でハワイ旅行へ行った時のこと
です。我々家族は、その時は、英語もそれなりに
話せるようになっていましたので夕食は、日本
の旅行雑誌などに掲載されているようなお店に
は行かず地元の人が
利用するようなレス
トランへ行ったので
すが、ご承知のように
ハワイは観光地です。
日本からの旅行客も
たくさん訪れます。き
っとこのレストラン
にも多くの日本人観
光客が訪れたのでし
ょう。思わぬハプニン
グが起きたのです。
　私たちが夕食を終わ
ってお会計を頼んだとき、ウエイトレスさんが持
って来た請求書にサービス料が自動的に付加さ
れていたのです。驚いた私たちは、「この料金は、
何か？」と尋ねたところあわてて“I'm sorry”と
謝りサービス料が付加されていない新しい請求
書を持って来たのです。我々は、食事料金とチッ
プをテーブルにおいてレストランを出ましたが
、ホテルに帰り子ども達は、サービス料が自動的
にチャージされていたことに大いに疑問を持ち、
本当に不思議に思っていたようです。嫁さんと私
には、その理由がわかっていました。それはチッ
プを払わない日本人観光客にはチップ分に相当
する特別な請求、いわゆるサービス料を請求しな
ければいけないと考える地元の人の知恵、認識
だったのでしょう。
　どう思われますか？これらの行為が便利で公平
なシステムとお感じになりますか？まさにバカ
にされたと憤慨してもおかしくない行為です。
　そもそもチップというものは、働く人にとっ
てどういうものなのでしょうか？カナダにおい
て、レストランなどの飲食店で働く人とデパート
や小売り店などで働く人の最低賃金に格差があ

るのをご存知でしょうか？
　通常チップがもらえるレストランのようなア
ルコールを扱う商売では、最低賃金が時給9ドル
ですが、小売店やアルコールを扱わないお店な
どでは、最低賃金が時給10.25ドルと高く設定
されているのです。ですからレストランで働く
ウエイトレスやウエイターにとってはチップ収
入はとても重要なのです。お客からいただくチッ
プは、全額がそのテーブルを担当しているウエ
イトレスやウエイターの収入となります。ただ
お店によっては、ウエイトレスやウエイターが
もらったチップの何パーセントかをキッチンス
タッフに払うシステムを採用しているところも
あります。

　いずれにしろこのようにチップというものは、
レストランなどで働く人の大きな収入源の一つ、
生活の糧になっているということです。もちろ
んサービスの善し悪しでチップの額が違って来
るのですが、これらのシステムを理解している
人なら少なくても10％から15％のチップをサー
ビス料として支払うのはカナダの常識になって
います。
　あなたもカナダ、バンクーバーに来た時は、チッ
プを払うことをお忘れなく！

＜チップの起源＞

どの「使い分け」がうまく出来るようになったのです。
今考えれば、家庭でとにかく日本語を無理矢理でも話さ
せたのが良かったんだと確信しています。その後は、カナ
ダ人家庭の子どもと変わりない言語の発展を遂げてい
きました。
　バイリンガルに関し、もう一つお父さんやお母さんが
よく誤解しているのは、日本語がある意味で特殊でアル
ファベット圏の子ども達より英語を話すには、不向きで
難しいと考えていることです。バイリンガルのある研究
者は、言語には、それぞれ特殊な面もありますが、実は共
通する面の方がずっと多いと指摘しています。ですから
日本語を話す家庭に生まれた日本人の子どもでも他の
国の人と同じように2カ国語、3カ国語を話すことが出
来るようになるのです。特殊なハンデはないのです。
　バイリンガルに育つことは、知的発展を刺激し、言語
感覚を鋭くし、異文化理解を深め、第三外国語の習得を
早めるなどと言われています。
　言語研究者としても名高いトロント大学名誉教授の
中島和子さんは、いくつかの著書の中で子どもに二つの
言葉を習得させることは、決して難しいことではないと
書いておられます。
　現在、私の２人の娘は両方とも20歳を過ぎています。
今も日本語を話すことから日本生まれと間違われること
がよくあります。ただ、子ども達を見ていると日本語能力
にやや開きが出て来たように感じております。その原因
は、いかに日本語、日本に興味を持っているかというよう
なことが影響しているのでは、と私は思っています。子ど
ものころの言語習得の時期には、あまり気づかなかった
ことですが、どうやら言語を学ぶ、話すと言うことには、
継続的要素が大きな影響を及ぼすそんな気がします。

　最後にバイリンガルを育てようと考えている方々へ
先ほどの中島和子さんが書いている著書の中で興味深
いことがありましたのでそれを紹介したいと思います。
　会話力には性格（外交的か内向的か）と英語への接触
量と質が主な要因でしたが、読解力の場合は、子どもの
カナダ入国年齢と母語の読みの力が大きな要素であっ
たと中島さんは述べています。つまり、日本語でもうす
でに読める子どもは、英語を読む力も発展が速いのです
が、日本語でまだ読めない子どもは非常に時間がかかる
ということです。文を読んで内容を理解するというのは、
文字一つ一つを読むのと違って、かなり高度な認知力と
分析力が必要です。ですから「聞く、話す」という話し言
葉の段階から、「読む、書く」という書き言葉の段階に移
るのは、子どもにとって大きなジャンプなのです。
　どうですか？子どもさんをバイリンガルに育てようと
考えているあな
た！私の経験で
は、親があまり
神経質にならず
に子どもの力を
信じ与えられた
環境で頑張って
いる子ども達を
見守ることが重
要だと思って
います。

たら相手が変な顔をしても日本人に話すように日本語
でドンドン話をすることで意志を伝えることが出来る
と知ったのです。
　スペインの小さな村の酒場などへ行くと日本人を見
るのが初めてというスペイン人も多く、彼らとの会話は
片言でも本当に面白かったです。時々、話の中で意味不
明な言葉が出て来るとその単語を紙に書いてもらい次
の日、図書館で調べ、そしてまた夜、酒場でその単語を使
って会話する。そんな感じで徐々に現地の言葉を覚えて
いきました。そんな日が1週間ほど続きスペイン語で現
地の人と片言でも会話することができたことが最高に
楽しく、素晴らしい思い出になったことを今でも忘れま
せん。ただ、面白いことに酒場で流暢に話すスペイン人
に紙に書いてもらった単語を辞書で調べても辞書に載
っていないことが度々あったことです。流暢に話すから
といって全ての人が単語のスペルを知っているとはか
ぎらないということなのです。実におおらかです。
　こんな経験・体験をした私、ひげタム！がカナダへ移
り住みそして子どもが生まれました。カナダ生まれの2
人の娘達に日本語と英語を話してほしい「バイリンガ
ル」になってほしいと私も願いました。その子育て奮闘
記を紹介します。

　バイリンガルというとかつては、学業不振、精神錯乱、
情緒不安定などと多くのマイナス面が指摘されていま
したが、最近は、逆にモノリンガルの方のマイナス面が
多く語られるようになりました。

　多くの言語
学者や研究者
がバイリンガ
ルを育てる上
で重視してい
るのが母語と
の関係です。母
語とは、いろい
ろな解釈があ
りますが子ど
もが出会う初

めての言葉と理解していいと思います。その言葉、つま
り母語の基礎作りがバイリンガルを育てるには、重要な
ポイントなのです。
　両親が日本人の家庭では、両親が常に日本語を話すこ
とが母語の基礎作りを行なう環境としては、最高という
ことになります。母語の基礎ができている子どもは、そ
の後の言語の使い分けもはっきりすると言われており、
言語形成期と呼ばれる2歳から12～13歳には、きちん
と言語の使い分けが出来るようになるとの研究成果も
あります。ということであなたがお子さんをバイリンガ
ルに育てたいと思うのであれば、バイリンガル育成の適
齢期と呼ばれている幼児から小学校の高学年までには、
そのような環境を与えるといいでしょう。
　私の子ども達も母語は、日本語です。小学校の低学年
のとき家庭で日本語を話すことが英語の発達に遅れが
出ていると子ども達の担任の先生から一時指摘された
ことがありましたが、特別な学習を強制しなくても学年
があがるに連れて問題はなくなりました。いわゆる先ほ

＜バイリンガルを育てる＞

▲ひげタム！さん一家。
左から2番目がひげタム！さんです。

▲バンクーバー神輿の会「楽一」。
手前左がひげタム！さんです。



　　　　　　　　　今回の
Newsletterは40周年記念号と
して、これまでの40年間の歩
みを振り返り、また、初期の
教材の人気投票などを企画し、
ご紹介いたしました。人でい
う40歳は、多くの経験を積み、
まだまだ挑戦を続ける年齢。
今後も進化し続けるPLSを皆
様お楽しみに。

　いずれにしろこのようにチップというものは、
レストランなどで働く人の大きな収入源の一つ、
生活の糧になっているということです。もちろ
んサービスの善し悪しでチップの額が違って来
るのですが、これらのシステムを理解している
人なら少なくても10％から15％のチップをサー
ビス料として支払うのはカナダの常識になって
います。
　あなたもカナダ、バンクーバーに来た時は、チッ
プを払うことをお忘れなく！

るのをご存知でしょうか？
　通常チップがもらえるレストランのようなア
ルコールを扱う商売では、最低賃金が時給9ドル
ですが、小売店やアルコールを扱わないお店な
どでは、最低賃金が時給10.25ドルと高く設定
されているのです。ですからレストランで働く
ウエイトレスやウエイターにとってはチップ収
入はとても重要なのです。お客からいただくチッ
プは、全額がそのテーブルを担当しているウエ
イトレスやウエイターの収入となります。ただ
お店によっては、ウエイトレスやウエイターが
もらったチップの何パーセントかをキッチンス
タッフに払うシステムを採用しているところも
あります。

▲児童英語教師研修でのレイ オーマンディ校長。
教えることへの情熱はいつまでも変わりません！

▲5月19日(日)第1回カナダホームステイプログラム 
オリエンテーションが開催されました。いよいよ夏の
ホームステイに向けての準備開始です！

PLSアルバム

　この発信力養成講座でお話しするポイント！英
語で話す、日本を紹介するためには日本の文化、歴
史などを知らなければ何も話せない。PLSの生徒
さんがカナダのホームステイプログラムに参加
すると聞いています。是非、素晴らしい日本をカ
ナダの人に紹介して下さい。今回は、参考までに
日本での昔からの習慣「衣替え」とこの季節にふ
さわしく「七夕」を取り上げました。丸暗記するつ
もりで何度も読んで覚えて下さいね！

Koromo-gae
 (change of clothing for the season)
Tradition has it that the beginning of June is the 
time to start wearing summer clothing. Winter 
clothes are put away for the season. The custom 
started as a formal event at the Imperial Court, 
then spread gradually to the general population. 
Schools and companies that have uniforms still 
follow this custom, with everyone beginning to 
wear their summer uniforms at this time.

Tanabata Festival
Two lovers in the night sky-actually, two stars 
called Hiko-boshi (Altair) and Princess Ori-hime 
(Vega)- cross the Milky Way only once a year to 
spend the night together, on the 7th day of the 7th 
month. Or so, at least, goes an old Chinese legend 
that came to Japan many years ago and became 
mixed with Japanese folklore. The lovers' 
nighttime rendezvous is an occasion to make some 
wishes to the heavens. The wishes are written on 
colorful paper banners and tied to bamboo 
branches, which are then arranged vertically as 
decorations.

ひげタム！の発信力養成講座ひげタム！の発信力養成講座


