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　Last year, our 40th anniversary, was a springboard to new 
challenges. During the year, we released a commemorative 
magazine and held an anniversary party, lectures, a special concert, 
and other events. These events aimed to celebrate tradition, culture, 
and internationalism, and their success was due to the support of all 
who took part, for which our gratitude is boundless. Former 
students have become mothers and fathers, bringing a new 
generation of English learners to the doors that they once passed 
through, so this new year, we are looking back to our roots, 
reaffirming our ideals, and rededicating ourselves to improved 
education for this next generation.
　Under the Abe government, debate continues on the reform of the 
education system, including focus on current English learning. 
Though a clear-cut solution is still some time away, reports from 
last year hint that English is becoming a larger part of all curricula. 
Elementary school English classes will be taught by licensed 
teachers and will increase to three times a week for fifth and sixth 
graders, and to at least once per week for third and fourth graders. 
In secondary education, more English lessons are to be taught in 
English. We will also see an expansion of study-abroad programs 
and further globalization, such as the inauguration of “Super 
Global High Schools” and an International Baccalaureate. Entrance 
exams are being revised, as are University English programs and 
lectures. These changes will take time, but in them we sense a 
strong resolution to improve English proficiency to meet the needs 
of the 2020 Olympic Games, and beyond.
　Nonetheless, our basic goals here remain unchanged: English 
learning combined with education for the whole person. We don’t 
hold with the antiquated idea of learning English simply to pass 
tests and achieve high scores. We encourage our students to dream 
big and to reach for those dreams, to look both here and abroad to 
imagine how they can fulfill themselves and be useful to society. 
Education is no longer just about getting students into top schools 
and making them part of the elite class, but giving them confidence 
that will allow free and natural interaction with people of any 
country. We want to give our students fond memories and warm 
experiences, while aiding the professional growth of teachers who 
can help them mature into international citizens.
　Though Japan is materially wealthy, a truly rich life depends on 
one’s values. Getting along in the world is never about knowledge 
alone, but also requires a humanistic outlook and cultural 
understanding. Culture shapes who we are; it cultivates creativity, 
caring for others, and happiness in living. To learn a language is to 
learn a culture, so we strive to transmit an understanding of 
multiple traditions, in order to raise cultivated, well-educated 
children.
　These last 40 years have given us a firm foundation, and our 
goals for the future are clear: 1) To better and deepen our training, 
so that new teachers and veterans alike can improve and grow. 2) 
To give more and broader opportunities to speak English in daily 
life. We’ve initiated this with our push to have a school that is all-
English, even outside the classroom. 3) To raise student and parent 
satisfaction through ever-improving lessons and service. 4) To 
begin reworking our learning aides for use digitally. 5) To create a 
stronger presence online. 6) To revise our current rank system for 
broader and smoother progress. 7) To continue developing our 
overseas exchange programs. With your support and cooperation, 
we will strive to see all these goals to fruition.
　We wish you all good health and a fulfilling new year. We hope 
the year brings success and happiness.

Ray & Masumi Ormandy
Pacific Language School

Happy New Year!Happy New Year!　明けましておめでとう
ございます。
　昨年当校は創立40周年
を迎え、記念誌編纂、祝賀
会、記念講演、特別コンサ
ート、芸術鑑賞会などで、
伝統・文化・国際色豊かに
各種記念行事を開催させ
ていただきました。ご関
係者の多大なご支援を賜

り、これらを無事に終えることができましたことにあらためて
厚く御礼申し上げます。生徒たちが父親・母親になり、お子さん
たちを連れ戻ってきてくださる機会も増えてきました。新しい
スタートを切った今、原点に立ち返り、理念とこの教育への理想
と情熱を自覚し、次世代に確実に受け継がれていくよう取り組
まなければという思いを新たにしています。

　安倍政権の下、教育再生会議が、英語教育の強化を打ち出して
います。何度も問題提起されながら明確な解決策の見出せない
時代が長く続きましたが、昨年「英語教科化へ」という報道があ
りました。具体的には、「小学校で英語を教科化」（5年生から週3回、
3年生から週1～2回）、専科教員の配置、中学校で「英語による英
語授業」、留学生倍増計画、スーパーグローバルハイスクールの
指定、国際バカロレアの推進、大学改革、入試や授業の改善と充
実などです。未確定要素もあり体制整備に時間はかかるでしょ
うが、2020年のオリンピック開催を控え、国の危機感と切実な決
意を今回は強く感じます。

　一方、私どもが一貫して変わらず目指し続けるのは「英語教育
は人間教育である」ということです。従来の知識注入型ではない
教育。ただ英語ができて受験や試験の点が取れるだけではなく、
豊かな経験を持つ子どもを育てたい。国内はもちろん海外に目
を向けて、世界のために役立ちたい！という勇気と夢を備える
人間へと導きたいのです。良い学校や企業に入り、エリートにな
るという「夢」ではなく、豊かな人間性を備えどこの国の人とも
自然体で接することができる人間力、コミュニケーション力、表
現力、論理的な思考力を英語を通して自然に身につけてほしい。
豊かで幸せな人生を送れるよう、願いをこめたPLSシステム を
通じて、子どもたち、そして指導する先生方を育成・輩出するこ
とこそが、私どもの使命だと信じています。

　もう１つ強調したいのは「教養」の大切さです。確かに日本は
物質的には豊かですが、これからの時代、豊かな生活というのは
どんな価値観を持つかにあると思います。世界と渡り合うには、
知識だけではなく、「教養」と「文化への理解」が大切になると思
います。文化は、人々に感動や癒し、生きる喜びをもたらし、豊か
な人間性と創造力をはぐくむものです。言語を学ぶことは文化
を学ぶこと。英語教育とそれを通じた異文化理解はもちろん、日
本古今の文化を含め、積極的に発信して、教養と総合的な人間力
を高めていく一助を担いたいと考えております。

　この40周年に当たり７つの目標をたてました。１）新人・ベ
テラン問わず教師の一層の研鑽と教師育成のための研修充実
２）英語を使う機会の更なる拡大。一例として教室外でも教師
とフロントスタッフによるオールイングリッシュ環境の維持
３）お客様満足の徹底追求　４）教材のデジタル化の推進と、一
部アプリケーション化　５）ネット活用　６）級の改正　７）海外
留学支援の充実。

　ご理解とご協力をいただきながら、諸課題に対して迅速かつ
果敢に取り組んで参りたいと思います。

　最後になりましたが、皆様の一層のご活躍とご健康を祈念い
たしまして、年頭の挨拶とさせていただきます。

パシフィック ランゲージ スクール
レイ＆マスミ オーマンディ



歌の先生のお宅の前の空き地には草刈りをする代わり
に羊が放牧されていました。

滞在中訪れた11世紀の教会。
イタリアには遺跡が多く残っ
ています。

マスミ オーマンディ副校長先生 イタリアで学ぶ ②
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
るマスミ先生に前号に引き続き質問してみました。

Q1. イタリアでは英語は通じますか？
例えばミラノなどの大きな街では、英語を話す人も多いですが、ベルガモではお店でも英語を話す人があまりいません。ただしホテ

ルや外国人相手のお店では英語が通じます。数年前とは少し違って、今は英語を勉強する人たちも増えてきています。

Q2. イタリア語を学んでいて英語と違うと感じるところはどんなところですか？
まず発音ですが、英語の５つの母音、A, E, I, O, Uは長短合わせて最低2つずつありますが、イタリア語の母音は日本語と同じでアイウエ

オの各一つです。ただLとRの発音は英語に似ていますが日本人には難しく、特にRが二つ重なる時は英語にはない発音です。

スペリングは文字をローマ字読みにするような感じで、その点では易しいと言えるかもしれません。ただ文法が英語に比べると複雑

で、動詞に主語が含まれます。

「学校へ行く」という場合には「行く」という動詞の語尾が主語によって変化します。主語が「私＝I」だと “vado” になり「あなた＝you」だと 

“vai”、3人称だと “va” となります。その上過去、現在、未来の時制が難しく、一人称二人称などによって動詞の語尾が全て変化することも

あり悩まされます。また目的語が動詞の前に来るので、一体「誰が誰を愛しているのか」「誰が誰に電話をしたのか」が混同しやすいです。

単純な言語ですが、フランス語やスペイン語のように男性詞、女性詞があります。そこは、何故テーブルが男性でピッツアは女性なの

かとか考えるより、そのまま覚えるしかありません。それでもやはりイタリア語の響きは美しく魅力的です。ちなみにコンサートで

男性歌手が歌い終わるとBravo!といい、女性だとBrava!で複数の歌手だとBravi！といって賞賛します。ご存知でしたか？

Q3. イタリア人のこんなところを見習いたいと思うこと、逆
にイタリア人と接していて感じた日本人のここが素晴
らしい！と発見したことは何ですか？

イタリア人の社交性は日本人にとって見習いたいところです。イタ

リア人は調子が良いと言われることもありますが、明るくて親しみ

やすく、すぐに他の人を褒めるのは素晴らしいです。ただ、待ち合わ

せをすると日本人は少し早く現れる人が多いのに比べ、イタリア人

は必ず遅れるので、いい加減と言えばそうかもしれません。日本人の

多くがそうであるように、時間を守り、システムやルールを守る勤勉

さや真面目さは、社会や経済が発展する要因だと思います。そのよう

な日本人を素晴らしいと言うイタリア人が多いです。

What's your favorite
Japanese漢字or熟語?
What's your favorite
Japanese漢字or熟語?
What's your favorite
Japanese漢字or熟語?

Douglas（ダグラス）先生
好きな熟語：「慈恩」mercy

Ray（レイ）校長先生
好きな漢字：「夏」summer

Gemma（ジェマ）先生
好きな漢字：「笑」smile &「音楽」music

Cameron（キャメロン）先生
好きな熟語：「一期一会」
好きな熟語：A once-in-a-lifetime encounter

Ritsuko（律子）先生
好きな英語の言葉："bond" 絆

Kiyomi（喜代美）先生
好きな英語の言葉："felicity" 極上の幸せ

Charles（チャールズ）先生
好きな漢字：「繭」cocoon

Namiko（ナミコ）先生
好きな漢字：「愛」love

好きな漢字：「森」forest

Adam（アダム）先生
好きな漢字：「凸」convex
It is my favorite because it reminds me of a 
Tetris brick. 
形がテトリスのブロックを連想させるからです。

Dale（デール）先生
好きな漢字：「妙」peculiarまたはsuperb

Hengtee（ヘンティ）先生
好きな熟語：「有言実行」Being as good as your word

Aaron（アーロン）先生

書：日高茜苑
「墨の香」（新風舎2007）より

PLSの先生方に好きな漢字または熟語（日本人の先生には
好きな英単語）とその理由を聞いてみました。
英語の意味も聞いたので皆さんも覚えてみましょう。

Jion is a kata in Shotokan karate that opens with a 
hand-over-fist stance. It may have been created at 
Jion Temple, thus the name. Jion is notable for its 
strong emphasis on fundamentals. It is relatively 
long, so the practitioner must be in good physical 
shape to complete the kata with proper style.
慈恩とは松濤館空手の型を指します。この名前から、
慈恩寺で作られた型なのかもしれません。基礎が顕著に表れる型で、
比較的長いこともあり、しっかり鍛えていないと完成させることが
できない高度な型です。（ダグラス先生は松濤館空手をやっています。）

「愛はすべて。」 Love means many things to 
different people. It can be conveyed with our 
actions and words. Some people express it 
better than others, and most of us need it more 
than we care to show. Love yourself and cherish 
those who bring meaning to your lives. And 
reciprocate the love given to you to those who 
are in need of it. "All you need is love."
愛は人によって色々な意味を持ちます。愛は行動や言葉で相手に伝
わります。ある人は他の人よりも上手に愛を伝えますが、私達の多く
は相手に愛を伝える以上に愛を必要とします。自分自身を愛し、あな
たの周りの人々を大切にしてください。そしてもらった愛を、それを
必要とする人々にも与えてください。「愛はすべて。」

I like it because it contains the characters for 
thread and insect and they're under the radical 
for roof, so you can see how the different parts 
of the character match its overall meaning. 
「繭」には「糸」と「虫」が屋根の代わりとなる部首の
下に収まっており、異なる漢字の組み合せで、一つ
の言葉を表していることが分かるからです。

森 was one of the earliest ideograms I came 
across when studying Japanese that I 
understood without being told the meaning. I 
knew the character for tree, 木, and when I saw 
森 for the first time, I was able to figure out the 
meaning very quickly.
「森」は日本語を勉強し始めた頃に巡り合った象形
文字で、「木」という漢字を知っていたので説明がなくても、見ただけ
でその意味が分かった漢字です。

I like it because I think the shape of the letter is 
attractive and the pronunciation "みょう" is 
pleasant. What I like most is the overlapping of 
the two meanings. 「不思議」 and 「優れている」 
may seem an odd combination, but as Francis 
Bacon wrote, "There is no exquisite beauty 
without some strangeness in the proportion."
見た目も魅力的で、「みょう」という発音も心地が良いのですが、「不思
議」と「優れている」といった全く異なる意味を合わせ持っていること
が最も大きな理由です。始めは奇妙な組み合わせだと感じましたが、
フランシス ベーコンが書いているように「若干の奇妙さがなければ、
洗練された美しさは存在しないのです。」

It's my favorite because it's how I strive to be; if 
I tell someone my goals, it is because I intend to 
reach them. Like jiu-jitsu, there are no excuses: 
Do what you say, or don't say it.
この言葉を選んだ理由は、自分がそうあるよう努
めているからです。もし私が誰かに自分の目標を
伝えるならば、それを成し遂げようとしているか
らです。柔術でも、言い訳は通用しません。言った
ことはやる、さもなければ言わないことです。

It's the first yojijukugo I learned when I met my 
first Japanese friend in college. It reminds us 
how transient and thus important each moment 
is and to put your love and focused attention into 
everything you do. Plus it has a nice ring to it.
大学時代に初めての日本人の友人に出会った時に
初めて覚えた四字熟語です。この言葉は一瞬一瞬の大切さと自分の
全ての行いに愛と注意を向けることに気づかせてくれました。また、
言葉の響きもとてもすてきです。

笑 is one of my favorite kanji because it reminds 
me of a smiling face.
音楽 is also a favorite because it contains 楽 
which means fun in English. Music is a lot of 
fun to listen to and play.
「笑」は笑っている顔を連想させるので好きです。
「音楽」もまた好きな漢字の一つで、それは楽（fun）
という漢字を含んでいるからです。音楽は聞いても演奏しても楽し
いものです。

家族の絆で私は幸せですし、友達との絆も楽しい
思い出をたくさん蘇らせてくれます。中でも子育
てがたいへんな時を乗り越えることが出来、今ま
で働き続けられたのは、地域の絆があったからです。
さらに学童保育を実現させる活動を通じて地域の
人たちと一つになり、より絆が深まりました。
My family bond gives me happiness, and bonds of friendship give 
me a lot of good memories, too. Especially because of the bonds 
of our community, I was able to get over some difficulties in 
raising my children and carry on working.   Moreover, a movement 
for after-school care united the people of our community and 
made our "bond" stronger.

この言葉を初めて聞いた時、"happiness（幸せ）"だ
けでも十分素敵なのに、その更に上を行く幸せの
在り方があるなんて！と感激したのを覚えています。
I was touched by this word when I first heard it. 
The word happiness itself is wonderful enough; 
however, I was impressed by the fact there is a 
state even higher than happiness.

My favorite kanji may be the one for summer. 
Partly that's because I like warm and hot 
weather (though not Japanese summer 

humidity). But the kanji must 
(according to my simple taste) be 
beautifully drawn or brushed. 
Senen Hidaka's is the most 
perfectly excellent 書道 of 夏 I've 
ever seen.
暖かい夏の気候（日本の蒸し暑い夏は別）が好きだか
らです。しかし、私の好みは筆で美しく描かれた漢字
です。こちらは私がこれまで出会った中で最も美し
く完璧な “夏”です。

Matthew（マシュー）先生
好きな熟語：「眼光紙背（がんこうしはい）」
　　　　　　 Reading between the lines
I particularly like this jukugo as very few 
Japanese understand it without seeing the kanji. 
In English, as in Japanese, it has multiple 
meanings regarding people's feelings, ideas they 
are subtly conveying to others, and of course, 
understanding deeper meaning within writing.
漢字を見ずにこの熟語を理解できる日本人は少な
いということもあって、私は特にこの熟語が好きです。日本語と同様
に英語でもこの言葉には、感情、考えをさりげなく相手に伝え、また、言
葉の奥にある深い意味を理解するというような複数の意味があります。

Joanna（ジョアンナ）先生
I like kanji depending upon how it is written. 
Everyone writes differently. 
特定の漢字が好きというのはなく、みんなそれぞ
れ違う字を書くので、書かれた字によってきれい
だと感じます。

Jeremy（ジェレミー）先生
好きな漢字：「血」blood
It is my favorite because it is part of my name. 
Also, it is an easy kanji that I can write. 
自分の名前Truebloodの一部であり、また書きやす
い漢字だからです。

Arnold（アーノルド）先生
好きな漢字：「大」big
I like it because I am a big guy! But mainly, I 
want the students to be confident and speak in 
a "big" voice.
私自身が大きいということもありますが、特に生
徒たちに自信をもって大きな声で英語を話しても
らいたいからです。
※大きな声は普通"louder"を使います。

Meghan（メガン）先生
好きな漢字：「気」mind, mood, spirit
気 is a really fun kanji to write and it’s super 
useful; a lot of Japanese words and phrases 
contain the kanji 気. It was also one of the very 
first kanji that I learned back when I was 
studying Japanese in Pittsburgh.
「気」は書くのも楽しくまた、多くの日本語に「気」
が使われているように、とても便利な漢字だから
です。また、ピッツバーグで日本語を勉強している頃、最初に覚えた
漢字の一つということもあります。
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Midori's Musings

PLSジェネラルマネージャー

大工原 みどり

「あなたは凡人で
　　　終わりたい？！」

　新年を迎え皆さん、今年の抱負は決まりましたか？

　最近友人から「得意なことだけをやっていれば凡人で終わるよ！」

と言われ、ハッとしました。ついつい失敗を恐れて、“安全圏”で居

心地よく過ごそうとすることはありませんか？気がつけば、どん

どん住む世界が狭くなっているようなことはないでしょうか。

　PLSでは、「英語をツールにして、世界に飛び出し色々なドアを

開けよう！」と言っているのに、自分はどうだろうかと反省しま

した。

　「新しい世界」とは、必ずしも外国という意味ではなく、新しい

物の考え方や、不得意分野の克服であったり、自分とは全くタイ

プが違う人たちとの出会いだったりでしょうか。

　PLSも40年の歴史を経て、絶えず進化しています。これからもさ

らに既成概念にとらわれず、新しいことにチャレンジしていきた

いと思います。

　「正解」を求めるのでなく、自由な発想で「それもありだよね！」

とワクワクできるような世界を今年も皆さんに提供できたら嬉

しいです。

今年こそチャレンジを！
　「1年の計は元旦にあり！」ということわざを聞いた
ことがあると思いますが、何か計画を立てそれに向かっ
て進むことや夢を抱きそれを叶えようと努力することは、
本当に素晴らしいことです。今回は、2014年新年号と
いうことで日本で英語を勉強しているみなさんに「今年
こそチャレンジを」と叫びたい！
　通信技術の発展で世界の情報があっという間に世界を
駆け巡る時代になりました。アフリカで起きた災害のニ
ュースや中国での犯罪のニュースなど日本、いや世界の
何処にいようとすぐ情報を得ることができます。ただ多
くのニュースが英語という言語でほとんど発信されてい
るということです。インターネットと呼ばれるツールが
誰でも利用可能になりましたが、実際には、自国の言語
（日本では日本語）で書かれたものしか見ないという人
も多いのではないでしょうか？
　そこでこのニュースレターをご覧になっているみなさ
んにひげタム！から提案です。
　『今年こそ外国へ行こう！学んだ英語を使ってみよう』
ということを提案します。
　すでに海外旅行は何度も経験したという方は多いと思
いますが、今回提案したいのは、観光地を巡るのを目的
としたものではなく、旅を楽しむために外国人と話をし、
どんな生活、どんな考え方をしているのかを知るための
ものです。
　そこで、私はクルージングをオススメします。クルー
ジングは、世界中からいろいろな国の人が集まって来ま
す。そして1週間とか10日間同じ船の中で一緒に過ご
すのです。様々な人と話し、仲良くなればなるほどクル
ージングの旅は楽しくなります。またクルージングに参
加している人は、必ずしも英語圏の人ばかりではありま
せん。英語をあまり得意としないけど少し話せる人も多
く、その人たちと英語でお話をすることは英語を学んで
いるみなさんにとって価値あることのように思います。

夢が叶ったカリビアンクルーズの旅！ 

　夢というと少し大げさな気もしますが、この年齢にな
り日常生活の中でも考え方が保守的になり新しいチャレ
ンジを避けて行動していると感じていました。そんな時、
世界で最大規模のクルーズシップが造られるというニュ
ースを何かの雑誌で見たのです。それは本当に大きな船
でこんな船に乗って何処かに旅行したいなあ…とその時
漠然と思っていました。　

　ちょうど59歳の誕生日をお祝いしてもらっている時、
友達の一人が「来年はいよいよ還暦（60歳の誕生日）
を迎えるけど何かやりたいことはないの？」と聞かれた
のです。その時は、冗談半分で「新しく世界で建造され
た豪華客船で何処か行きたいね。」と答えたのですが、
なんとその願いが叶ったのです。
　残念ながら還暦は、もう過ぎてしまいましたが、
2013年の年末にカリビアンクルーズに行ってきました。
乗船した船が還暦前に漠然と乗りたいと思っていたあの
豪華客船Oasis of the Seasだったのです。
 クルージングについて日本ではどのようなイメージを
持たれているのか全く見当が付きませんが、「外国へ出
て英語でチャレンジ！」を勧めた私、ひげタム！として
は、クルーズの旅をお勧めします。勧める以上は、楽し
んでいただきたいと思うので、私の経験からクルーズの
旅を100倍楽しむ方法を紹介します。しかも、これを
読むとますます英語の勉強をしようという気になると思
います。

クルーズの旅を100倍楽しむ方法

　私のクルーズの旅は今回で3度目です。その経験から
昔のクルーズの旅と今のクルーズの旅の違いや、行く場
所やクルーズ会社によっても大きく異なるということを
経験しました。行く場所は、好きな場所を選ばれるとい
いと思いますが、日程はやはり最低1週間は必要な感じ
がします。特に初めての方は、まず船に慣れることが必
要で、特に大きな船だと、最初はどこに何があるのかが
全くわからないものです。ちなみに今回私が乗った
Oasis of the Seasがどれだけの大きさの船かというと、

総重量：22万5000トン
全　長：1187フィート（約362m）
最大収容可能なゲスト：6296人
クルースタッフ：2165人
客室数：2074室

17階建てのマンションが海の上を航行する！そんな感
じです。

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。

教え合いのグループ活動

能楽鑑賞会 「井筒」

秋季フォーラム開かる

惜しまれつつ亡くなった歌舞伎俳優、中村

勘三郎さん。作家関容子さんによる、人と

芝居を愛したその生涯を豊富なエピソード

を散りばめて描いた新刊。ご縁があったマ

スミ オーマンディ PLS 副校長と、勘三郎

さんの一部会話記載あり、お薦めです！

「勘三郎伝説」
関 容子　文藝春秋 定価 1,680 円

書籍紹介

　平成25年11月18日（月）、浅見真州様による

日本芸術院賞受賞記念能「井筒」が国立能楽堂

にて催されました。この日は11月後半とは思

えないほど暖かく朝から快晴でお祝いムード

を一層盛り上げました。浅見様の過去の全上

演記録が含まれる解説冊子の中でご本人は、「井

筒を舞える能楽師になりたい、と若い頃から

志していた」と述べられています。

　この作品は、伊勢物語を元に構成され、女の

霊を描き、帰らぬ夫を待つ寂しさ、怒り、怨み、そして美しい愛情が

主題です。終盤で思い出の井筒に自らの姿を映し、夫を偲ぶシーン

は圧巻。静かな動きのみで、優雅で気品のある舞いは素晴らしく、

深い幽玄の世界に圧倒されました。足繁く通われているお能通の

方から、能楽鑑賞や能楽堂に来るのも初めて！という方まで、

PLS関係者約50名が参加、開演前には有志でお食事を頂き、作品背

景など話が盛り上がりました。今年は、能の大成

者である世阿弥の生誕650年にあたるそうです。

そのような年に皆様と鑑賞できたことに大きな

意義があり忘れられない1日となりました。改め

まして、受賞された浅見真州様、本当におめでと

うございます。世界に誇る日本の伝統文化である

「能」皆様にとって人生の活力や教養となり、益々

のご発展につながることを願っております。

　世界に開かれた古都、京都で恒例のPLS秋季フォーラムが開かれ、

全国のPLS姉妹校から36名が参加しました。基調講演「グローバル

人材と海外の英語教育を考える」ではマスミ オーマンディPLSの

会会長からカナダ、イタリアでの学校教育視察の報告がされ、その

中で特にイタリアのモンテッソーリ教育（教え込むのではなく子

ども中心に内なる学びたいという意欲を活かす方法）を行う小学

校で、幼い子どもたちがペアやグループで話し合っている様子に

感銘を受けた話に強い関心が寄せられました。会長は、PLSは知的

文化的な教養に裏付けられた豊かな人間性を備えどんな国の人と

も自然体に接することのできる「global citizen」を育てることを目指

し、子どもたちには豊かで幸せな人生を送ってほしいと述べ、かつ

ての内向きの価値観から「いろいろな考えがあることを認め、ロジ

カルな考え方をし、意見交換ができる」という世界に向ける価値観

に変わってきているのではないかと社会の変化も指摘しました。

　ジェネラルマネージャーの大工原みどりからは、教材のデジタル

化を進めている報告、PLS英語教育研究所からは日本の英語教育の

現状報告、ゲストスピーカーの美和チュッカ様（ウエストコースト

インターナショナル 代表取締役社長）からはカナダで日本の若者

の教育にあたられている活動レポートがされ、その後の分科会で

は「内部・既存・新規顧客を考える」をテーマに討議が行われました。

　参加者からは、「民間英語教育機関としての使命を果たしていき

たい」「子ども

たちに身に付

けてほしい価

値観を考える

きっかけにな

った」「教材の

デジタル化が

楽 し み で す 」

などの声が寄

せられました。

Oasis of the Seasとその客室
（実際にひげタム！さんが滞
在した部屋です！）

FR

OM CANADA

　PLS システム　を公立小学校向け（年間 35 時間で担任と

ネイティブのティームティーチング）にしたレシピ方式導

入 10 年目の長野県下諏訪町で 11 月 12 日に公開授業が行わ

れ、県内外から約 80 名の方達が 3 年生と 6 年生の授業を見

学に訪れました。週 1 回主に教室だけで英語を学んできた

子どもたち。6 年生では教え合いのグループ活動 Team 

Challenge (TC) が行われました。子どもたちは“Please pass 

the yellow Kanji cards.”“Excuse me. What's this card?”など活

動に必要な英語を使い自分で選んだ教材を復習し用紙に記

録します。担任と NLT (Native Language Teacher) は、グルー

プを足早に巡りながら必要なサポートをします。

　TC はレイ＆マスミ オーマンディが子ども同士の教え合い

の様子からヒントを得て研究の末にシステム化したものです。

「先生が前で一斉授業」という旧来のスタイルではなく子ど

もたちは仲間同士で学び合うことで「学び方」を学び、先生

たちはファシリテーターとして子どもの学びをサポートします。

　マスミ オーマンディ当研究所所長は、アメリカ ･ カナダ ･

イタリアでの教育視察を通してこのスタイルが「世界標準」

だと言います。今は復習活動が主ですが将来は調べ学習や

プレゼンテーションなどプロジェクトができることを目指

しています。

　4 年生までのバラエティあるアクティビティをスピーディ

に進める形とは異なってきますが、下諏訪の子どもたちは

NLT のナチュラルな英語に的確に反応しながら堂々と英語

を用い生徒同士の活動を楽しんでいました。



ポリマー素材が使用された新しいお札

カナダの通貨
　カナダでは最も貨幣価値が低いコイン1セント（日本
円でいう1円のようなコイン）が製造中止となりました。
それに伴い徐々に市場から姿を消して行った1セントは、
今では完全に市場からなくなったのです。この話は、後
ほど詳しく紹介するとして今回は、カナダの通貨のお話
をしたいと思います。
　カナダドル（英語：Canadian dollar、仏語：Dollar 
canadien）は、カナダの通貨です。記号は通常ドル記
号「$」で示され、他のドル通貨と区別するために「C$」
と記すこともあります。
　現在カナダで発行されている紙幣やコインはいろいろ
ありますが、調べてみると結構面白いことに気がつきま
した。その一つがコインに使われている肖像画です。日
本では、お札に使われる肖像画、私の記憶で一番印象的
なのが聖徳太子、次が伊藤博文、板垣退助ですが、新渡
戸稲造、野口英世、樋口一葉、福澤諭吉などになると、
どのお札なのか全く見当がつきません。 
　さて話をカナダに戻します。皆さんもご承知のように
カナダはイギリスの植民地でしたからコインの肖像画も
ほとんどイギリス国王の肖像画が使用されています。そ
れもイギリス人の画家が描いた肖像画です。
 
　　1837年 -1901年：ビクトリア女王
　　1902年 -1910年：エドワード7世
　　1911年 -1936年：ジョージ5世
　　1937年 -1952年：ジョージ6世
　　1953年 -2003年：エリザベス2世

　1953年以降のエリザベス2世の肖像画は、デザイン
が何度か変わりましたが、その全てはイギリスの画家が
描いたものです。 
　そして2004年、初めてカナダの画家 スザンナ・ブ
ラント（Susanna Blunt）が描いたエリザベス2世の
肖像画がコインに使われました。ですから現在見かける
エリザベス2世の肖像画は、カナダの画家スザンナ・ブ
ラント作品になるわけです。
　更に興味深いことは、カナダの紙幣に印刷されている
絵柄は年代によって特徴があり、その全てが鳥や風景な
どのシリーズになっていることです。

1986年版 カナダの鳥類シリーズ
　☆ ２ドル（旧紙幣）
　　 表面：エリザベス2世女王
　　 裏面：コマツグミ（American robin）
　☆ ５ドル（旧紙幣）
　　 表面：ウイルフリッド・ローリエ
　　 裏面：アメリカヤマセミ（belted kingfisher）
　☆ 10ドル（旧紙幣）
　　 表面：ジョン・A・マクドナルド
　　 裏面：ミサゴ（osprey）
　☆ 20ドル（旧紙幣）
　　 表面：エリザベス2世女王
　　 裏面：ハシグロビア（common loon）

　☆ 50ドル（旧紙幣）
　　 表面：ウイリアム・ライアン・マッケンジー・キング
　　 裏面：シロフクロウ（snowy owl）
　☆ 100ドル（旧紙幣）
　　 表面：ロバート・ボーデン
　　 裏面：カナダガン（Canada goose）
　☆ 1,000ドル（旧紙幣）
　　 表面：エリザベス2世女王
　　 裏面：ギンザンマシコ
　　　　　 （pine grosbeak、カナダに生息する鳥）
 
1969年 -1979年版 カナダの風景シリーズ
　☆ １ドル（旧紙幣）
　　 表面：エリザベス2世女王
　　 裏面：オタワの国会議事堂とオタワ川 の木材輸送
　☆ ２ドル（旧紙幣）
　　 表面：エリザベス2世女王
　　 裏面：ノースウエスト準州・
　　　　　 バフィン島のイヌエット狩猟風景
　☆ ５ドル（旧紙幣）
　　 表面：ウイルフリッド・ローリエ
　　 裏面：BC州・ジョンストン海峡の漁鮭業
　☆ 10ドル（旧紙幣）
　　 表面：ジョン・A・マクドナルド
　　 裏面：オンタリオ州・サーニアの石油精製所
　☆ 20ドル（旧紙幣）
　　 表面：エリザベス2世女王
　　 裏面：アルバータ州・ロッキー山脈のモーレン湖
　☆ 50ドル（旧紙幣）
　　 表面：ウイリアム・ライアン・マッケンジー・キング
　　 裏面：王立カナダ騎馬警察（RCMP）の音楽隊
　☆ 100ドル（旧紙幣）
　　 表面：ロバート・ボーデン
　　 裏面：ノバスコシア州・ルーネンバーグ（Lunenburg）
　　　　　 の風景

　これ以外にも「旅シリーズ」などもあります。一体誰
が考えているのでしょうか。
　もう一つお札といえば、偽札防止という観点でも興味
深い工夫がたくさんあります。
　カナダの場合、2004 年の統計で 100万枚に対して
470枚の偽造紙幣が発覚したことをきっかけに新しいお
札が製造されました。その偽造紙幣を防止する究極のお
札が2011年11月に発行された新100ドル札です。紙

幣にポリマー素材を採用
したことです。紙幣と呼
ばれているカナダのお札
がもはや紙幣ではないの
です。触った感じは、薄
いプラスチックといった
感じです。透かしの部分
には、半透明のメイプル

　6000人以上のゲストを収容できるOasis of the Seas
が、どのくらいの食料を消費するかの資料を入手しまし
た。参考までに紹介します。

なお、これは1週間の平均の消費量です。

ビーフ：15,600lbs、チキン：16,00lbs、ポーク：
10,517lbs、ロブスター；1,800lbs、シーフード：
11,000lbs、サーモン：4,000lbs、卵：86,400個、
フレッシュ・フルーツ：45,000lbs、フレッシュ野菜：
62,000lbs、ポテト：18,000lbs、アイスクリーム：
8,000gal、チーズ：8,000gal、ビール：10,200本、
と8,500缶、ワイン：2,225ボトル…
1lbs（ポンド）=約450g
1gal（ガロン）＝約4.5 ℓ

などなど挙げたらキリがありません。

　クルージングの楽しみはいく
つもありますが、その中でも食
事を楽しみにしている方が多い
ようです。毎回、夕食は、ダイ
ニングルームでフルコースをい
ただくのですが、これが素晴ら
しい。クルージングでは、食事
は基本的には無料。24 時間無
料でいつでも食べられるのです。
しかしアルコール類は、お金が
かかります。その他、アクティ

ビティ、イベント、ショーなどあげたらキリがないほど
たくさんあります。

　一押しでクルージングを紹介したのに、一体どこで英
語を使う要素があるのか疑問を持った方もいると思いま
すが、それはたくさんあります。
　まず部屋に行くとそのルーム担当の人が挨拶に来ます。
彼はその部屋に関し滞在期間全ての面倒を見てくれる人
です。「寒いので毛布が欲しい」とか「タオルをもう少
しもらえないか」などいろいろ出てきますが、彼と親し
くしているとエキストラのサービスが受けられるのです。
彼の出身国を聞く、クルージングの経験を聞くなどお話
をすることで親近感が生まれるのです。必ずしも英語の
発音がいい人ばかりとは限りませんが、それだからこそ
片言の英語でも真面目に聞いてくれます。
　その他では夕食です。基本的に夕食は、同じダイニン
グルーム、同じ席、同じウェイターが担当します。です
からその担当のウェイターと親しくなることで、楽しい
雰囲気で美味しく食事を取ることができるのです。それ
にいろいろなお願いも聞いてもらえます。デザートを2
種類食べたいという方は、そのウェイターに伝えるとき
ちんと2種類のデザートを持ってきてくれます。ちょっ
とした会話が場の雰囲気を和らげ、そして最高のサービ
スも受けられるのです。まさに英語の実践に適した場所
と言っていいでしょう。日本からのお土産を渡すなどの
心づかいをするとますます素敵なサービスを受けられる
こと間違いありません。
　船の中は、何処へ行っても英語で会話ができる場所な
のです。みんな本当に優しく、もしかすると船の中とい
う隔離された空間がそのような雰囲気を作るのかもしれ
ません。
　あなたもクルージングにチャレンジしてみてはいかが
ですか？

ダイニングルーム

全て船内の
アミューズメン
ト施設です

こちらは子どもの
保育施設

エレベーター内の曜日
表示は毎日変更します

子ども向けの楽しいイベントも開催



リーフと透明の窓という視覚的に２つの新しい工夫があ
ります。メイプルリーフは背景に点光源を置いて目を近
づけると額面の数字が浮かび上がるというセキュリティ
ー機能があり、透明の窓はメイプルリーフで縁取られ、
上には人物の小さい写真、下には国会議事堂の一部のメ
タル風ホログラムになっています。人物の顔は紙幣の中
心に来ており、従来より写実的になっています。裏面は
カナダの技術革新フロンティアをモチーフにしています。
破ろうとしても破れない新素材のお札、100ドル札に続
き、50ドル、20ドル、10ドル、5ドル札がすでに市
場に出まわっています。
　いやはやお札の話をし
ていたら切りがないほど
いろいろな話題が飛び出
しますが、今度は冒頭で
触れた1セントコインの
話題です。この1セント
コインに驚くべきことが起きています。カナダの最も貨
幣価値の低い硬貨1セント、このコインを製造するのに
何と1.6セントもかかるということで、カナダ政府は、
2013年2月4日をもって1セント硬貨の流通を廃止す
ることを決定しました。 
　1セントを廃止すると言っても売っている商品にもセ
ントの単位が表示されているし、おつりのときにセント

の単位が必要となるわけですので、これらはどうすれば
良いのかということになります。
　そこでカナダ政府は、現金取引の場合だけ1セントの
おつりを使用出来ないように独特な計算方式を提示した
のです。その方式とは、以下のように切り下げたり、切
り上げたりする方式です。

$1.01、$1.02　→　$1.00
$1.03、$1.04　→　$1.05
$1.06、$1.07　→　$1.05
$1.08、$1.09　→　$1.10

　上記のように計算すると1セントコインを使用せずに
用が済むわけです。こんないい加減な計算で消費者は、
損をしないのかと心配する人もいるかもしれませんが、
ある経済学者は、全体的に消費者が損をすることにはな
らないと主張しており、ひょっとしたら他の国でも同じ
ことをやる可能性があるかも知れませんね。
　お隣のアメリカでは、昨年の1セント硬貨の製造枚数
が58億枚ということです。その1セントを製造する単
価はカナダよりも高いそうですから、ひょっとしたらい
ずれカナダのマネをするかもしれません。日本でも考え
て見てはいかがですか？

　英語で書かれたニュースを辞書も使わず一度、
全部読み切ってみてください。解らない単語など
は飛ばし前後関係で文脈を読み取る、大意をつかむ！
一度呼んでもなんだか意味が解らないと言う方は、
2度、3度とチャレンジしてみてください。紹介す
る英語のニュースは、バンクーバーで英語を勉強
する学生向けに出されているカナダ、バンクーバ
ーのローカルニュースです。

Vancouver Shelters get ready for cold weather
As the weather gets colder, Vancouver shelters are 
preparing to help people who don't have a warm 
place to sleep or enough winter clothing. Irene 
Jackson, coordinator of the Extreme Weather 
Response program in Vancouver, said they have a 
network of shelters that provide 574 spaces for 

people to sleep in. These include 200 extra spaces 
that are made available when the temperature 
drops. 
In addition to this, the City of Vancouver is 
expected to announce the locations of its Homeless 
Emergency Action Team shelters in the following 
weeks. Last year, they provided more than 160 
spaces at four different locations. Matt Hislop, an 
outreach worker with the Union Gospel Mission 
(UGM), said gloves, toques, waterproof jackets, 
and sleeping bags are especially necessary right 
now. The UGM gives these to people who need 
them, but they have run out and people have been 
asking for them. People can make donations to the 
UGM at 601 East Hastings St. from 8:00 am to 
8:00 pm daily.
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PLS カナダホームステイプログラム2014
（対象10才～18才）
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PLS カナダホームステイプログラム2014
（対象10才～18才）

2014年7月23日(水)出発
　　  ～8月11日(月)成田帰着
30名
556,000円
（往復航空券・燃油代込）

2014年5月9日（金）

参加期間

参加定員

費　　用

お申込締切
（各日とも13時～15時）

説明会開催
！

説明会開催
！

４／６
(日)

４／12
(土)

４／20
(日)

廃止された1セントコイン

ご相談はお電話で（TEL：03-5306-5991担当：堀井）

PLSは、世界に通用するマナー
とコミュニカティブイングリ
ッシュを身につけたグローバ
ルシティズン（地球市民）の育
成を目指しています。
プロの外国人講師による指導
は定評があり、2歳からシニア
まで各クラスあります。


