
▲Collegio San Carlo校　2年生の英語のクラスの様子

　PLSの会では平成26年9月18日（木）から10日間にわたり北
イタリアを訪れ英語教育視察ツアーを実施しました。参加者
は、PLSの会、会長のマスミ オーマンディ、副会長の大工原
みどりはじめ有志姉妹校及び本部スタッフ、そして現地英語教
員Davide Del Re氏の総勢10名でした。オーマンディ会長がこ
れまで現地教育活動で築いてきた絆を道筋に、ミラノ、ベルガ
モ、リモーネ、アルコ、ベローナ、ベニスとたどり、幼稚園・
小・中学校を中心に5校の英語授業・施設見学、校長や英語教
員との意見交換を行いました。

　数千年の歴史を持つイタリアは、当時そのままの建築物も残
され街並みが大変素敵な国です。衣・食・建築・芸術いずれの
分野もすぐれ、そのデザイン性や質の高さが世界的なブランド
として1つの強みとなっています。南北に長い国のため地域性
もあるでしょうが、この時期の気候は日本と似ており、人が温
かく家族との時間を大事にするところも、古きよき日本を感じ
させます。一方で経済の回復が遅く、15歳から64歳までの人口
の2人に1人が無職とも言われるこの国の英語教育はどのように
されているのでしょうか。

　到着翌日は、ミラノ屈指のカトリック私立一貫校（幼小中高）
COLLEGIO SAN CARLOをまず訪問。小学校2、4、5年生の
英語クラスを分かれて拝見しました。先生はアイルランド、イ
ギリスからなど多彩で授業はすべて英語です。低学年クラスで
はプリントや単語カードを駆使、専用の日誌には宿題を記録し
ていました。高学年クラスでは先生が質問したり、映像を見せ
たりして「携帯電話は必要か？」「その理由は？」「食べ物の大
切さ」「セーブ・ザ・チルドレン世界連盟について」などのディ
スカッションが行われていました。決して流暢でなくても挙手
をして思いを伝えようとする子どもたちが印象的。「仲間外れ
にすることで相手がどう思うか」という短いスキットも演じさ
せ、英語を使う活動が行われていました。幼稚園はじめ校内各

施設も非常に充実し、色使い、デザイン、
機能性がイタリアならではです。校内には
カフェもあり、お母様たちの情報交換と談
笑の場としても活用されていました。
ビュッフェスタイルの食堂でカラフルな野
菜やパスタをランチにいただきながら、英
語の先生たちと先ほどのクラスや指導法に
ついて討議、校長先生からはこのご縁と今
後の発展の証としてキーホルダーと記念メ
ダルをいただきました。

　On the 18th of September, a delegation of the PLS Sister School 
Association went to northern Italy as part of its English Educational 
Tour. The ten members of the tour group included President Masumi 
Ormandy, Vice-President Midori Daikuhara, some sister school 
owners, PLS staff, and Davide Del Re, an English educator based in 
Italy. The tour passed through five schools, focusing on kindergarten, 
elementary school and junior high school English education, whilst 
also observing school facilities and sharing ideas with educators and 
principals. Thanks to strong relationships that Masumi has forged 
during prior trips to Italy, we were able to visit Milano, Bergamo, 
Limone, Arco, Verona and Venice.

　Italy is a most beautiful country with a long history, and in its 
towns one can still see monuments of the past. The high quality of 
Italy's clothing, food, architecture and art has brought Italian brands 
great renown and influence. Though regional differences exist 
between the northern and southern areas, the weather in autumn and 
the value people put on time with their families bring to mind 
old-world Japan. On the other hand, its economic recovery has been 
slow, with one in every two people between the ages of 15 and 64 
unemployed. "So," we wondered, "what is the state of English 
education in such a country?"

　The day after our arrival, we visited the Collegio San Carlo in 
Milano, a unified Catholic school for kindergarten through high 
school. Here we observed 2nd, 4th, and 5th grade elementary school 
classes. Held entirely in English, the classes were taught by native 
speakers hailing from countries like England and Ireland. In the 
higher-grade classes, teachers asked questions, showed videos, and 
encouraged students to engage in discussions including "the necessity 
of cell-phones", "the importance of food", and "the Save the Children 
Foundation". Though students weren't always fluent, their enthusiasm 
to raise their hands and clearly express their thoughts impressed us. 
Activities were designed to use English, and students engaged in 
small skits on topics such as, "How do other people feel when you 
leave them out?" The school facilities were also impressive; the use 
of color, the design, and the style all expressed a sense of Italy. There 
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▲個性的なデザインの校舎のBonate Sopraの公立の小学校▲現地の先生たちと▲Mapelloにあるミドルスクール英語のクラスの様子

was also a café where mothers could chat and share information. At 
the school cafeteria, we indulged in a lunch full of colorful vegetables 
and pasta, taking some time to talk with English staff about the day's 
classes and teaching methodology. We also received school key rings 
and a medal from the principal to mark our visit and to symbolize 
hope for further growth.

　Next, we went to Belgamo, where we visited the Instituto 
Comprensivo di Mapello, a middle school in the Mapello area. The 
newly appointed principal's strong enthusiasm towards school reform 
was palpable, and we were overwhelmed to find the mayor, the 
superintendent of education, and a member of the press waiting to 
welcome us. Here, we toured the school facilities and observed two 
classes. Mapello is a school where five- or six-day school weeks are 
decided by majority vote, and the school is very much connected with 
the local community. After having a lunch outside filled with friendly 
chatting and fine weather, we returned to discuss opinions and share 
ideas. Masumi Ormandy also gave her thoughts on classroom seating 
and the importance of constant pronunciation correction.

　The Belgamo visit also included a trip to Bonate Sopra, a small, 
uniquely designed public school of only 120 students, where 
Masumi's friend Sara works as English teacher. English classes here 
are all taught by Sara, and there is a very “at home” feel to the 
small-scale classes. Sara sees every child as her own. The observation 
class was one of eight to ten-year-olds, where new words were taught 
on the spot and confirmed in Italian, and foreign countries and maps 
were utilized as a way to encourage broader world views. Sara aims 
to foster in her children logical thinking skills, as well as the ability to 
understand and use basic expressions. She sometimes breaks the class 
up into smaller numbers, and utilizes group work to create more 
efficient teaching and learning opportunities. We could feel this 
global approach to education throughout the class, as students spoke 
to each other in English respectfully, and even the lower graders were 
enthusiastic about expressing their feelings.

　On another day of our trip, we were met by four smiling students 
from a local high school and their English teacher. They split us into 
pairs and the students acted as guides, not only showing us landmarks 
using English, but also taking us by the hand and actively creating 
opportunities to talk. A fantastic chance to experience local 
hospitality and a shining example of "omotenashi", this experience 
made us realize again the power of communication, and reconfirmed 
for us that education begins with manners. We're grateful for 
everything we had the chance to experience, and thankful to all the 
people who were a part of our visit, to Davide Del Re who took time 
from his schedule to support us on our trip and aid in the planning, 
and to the teachers and educators at the schools we visited, and the 
organizations working to improve youth education.

(To be continued…)　　　　　　　　　  Writer: Mayumi Sakai

　ベルガモに移動し、訪れたのはMapelloのミドルスクール、
Instituto Comprensivo di Mapello。最近新しく着任された校長
先生からは、学校改革に燃える熱いエネルギーを感じました。
市長、教育長、報道担当者がそろっての、歓迎を受けて一同感
激。2名の先生のクラス見学と施設見学をしました。この学校
の週5日制・6日制は保護者の多数決で決めるとのこと、地域と
共にある学校だと感じました。快晴のもと校長・英語教員と談
笑しながら外でランチをとり、その後、輪になって、指導上の
意見・アイデア交換を行いました。会長のオーマンディからは
1つの提案として、教室での子どもたちの座り方や発音を常に
正しく直すことの重要性についての意見が出されました。

　さて、ベルガモでのある1日、会長のオーマンディが英語教
師のSara先生と特に親しいBonate Sopraにある公立小学校を訪
問。全120人くらいの小規模校で全員にSara先生が英語を教え
ています。建物のデザインが個性的で目を引くこの学校は、少
人数ということもありアットホームな雰囲気です。「全員が私
の子ども」と言う中から、今回は8才、10才のクラスを見学。
新しい単語が出た際には、英語だけでなくイタリア語でも確
認。外国のことを話題にしたり、世界地図を活用して世界に目
がいくような工夫をしていたことが印象に残りました。Sara先
生は、生活上で最低限必要な表現を聞き取り、自分で言えるよ
うな教育が必要と考え、ロジカルシンキング（論理的思考力）
を身に付けさせたいと考えています。クラスを分割して別室で
少人数活動をさせたり、グループワークを通して効率的な教え
方をしています。低学年であっても自分の感じることを表現し
ようとする意欲と、級友同士も尊重し合い英語で話すなど、
Sara先生の学習方針が根付いている、と感じました。

　旅の途中のある日、現地高校生4名と担当英語教員が笑顔で
現れました。我々を2人1組に分けて引率ガイド（迷子対策）を
申し出て、英語を使って史跡案内をしてくれるだけでなく、時
には手を引き、食事の席でも海外から来た客人として積極的に
話しかけ、「おもてなし」の心を見せてくれたその姿は本当に
立派でした。教育の実りが確かにそこにあり、本当のコミュニ
ケーション力は何かを思い知る出来事となりました。時間を割
いて教会堂に同行してくれたDavide Del Re氏の元生徒さん、
子どもの教育を精神面･身体面から真剣に考え支える団体の皆
様、ご縁があり現地の歌の世界で知り合えた芸術家の方々・・
単なる異国訪問ではなく、人の心深くに触れるツアーとして、
立体的にプランを組み立てて下さり、現地での全面的なサポー
トをしてくださったDavide Del Re氏、そして現地の皆様に心
から感謝しております。（つづく・・・）　　　　　　　（酒井）



▲料理をうまく注文できた！（クラ
スでレストランに行きました）

▲先生の質問に答える時は…
しっかりアイコンタクト!!

當間健太くん（とうま けんた）小6
　ぼくは今回のホームステイでは、ま
ず親と離れて海外に3週間暮らすこと
に不安を抱いていました。しかし、思
い切って行ったところ、そこまでホー
ムシックになりませんでした。
　学校では先生がとても優しく、よく
分からなかった部分を質問すれば丁寧
に教えてくれました。アクティビティ
では色々なことをしました。その中で
も一番楽しかったのは、メトロタウン
でのショッピングとカナディアンボー
リング（＊1）です。

　ホストファミリーとのコミュニケーションは上手くいきませ
んでした。なぜなら感情の感じ方や表し方が違ったからです。
しかし自分のことを気遣ってくれることもあり、優しかったで
す。食事もおいしかったです。さらに学校から帰ってきて、近
所の人の犬と散歩するのが日課のようになって楽しかったで
す。ホストファミリーとの自由行動の時はアメリカとの国境や
大きなフェスティバルに連れて行ってもらい、スーパーやドル
ショップ（＊2）に買い物にも行きました。一番心に残っている
のは、アメリカとの国境です。なぜならアメリカ本土に初めて
入国したからです。
　ぼくは今回のホームステイの経験を生かして、英語の勉強を
してスラスラしゃべれるようになりたいです。
＊1　カナダ発祥のボーリングで通常のボーリングよりも小さい球を利

用し、ピンも5本しかない5ピンボーリング。
＊2　Dollar shop、日本の100円均一のように主に1ドルで買えるものを

取り扱っているお店。

山本嘉恋さん（やまもと かれん）小6
　私は、カナダに行って多くのことを
知った。その中でも特にこの3つのこ
とが心に残った。
　カナダの飲物や食べ物の物価は日本
とあまり変わらなかったが、量が日本
より多かった。例えば、カナダの牛乳
は1ガロン（4.3L）と見慣れない単位
があってとても量が多かった。
　カナダの人々は少し開放的な人が多
いと聞いたことがある。私のホスト
ファミリーの家も午後6時くらいまで

開けっ放し、もちろん鍵も開けっ放しだった。けれど、門扉に
は2つも錠がかかっていた。日本とは違い、庭は部屋と同じよ
うに考えているのかと思った。
　お昼のランチボックスの中は日本と違い、ガサガサと大きな
タッパーが入っていたことが印象的だった。
　私はこのカナダホームステイに参加して、日本と全く違った
ところやぴったり同じだったところなどいっぱい見つけ、ホス
トファミリーの優しさや町の人、学校の先生などの気遣いをた
くさん味わった。
　言葉の意味が分からなかったり、何と説明すれば良いのかが
分からなかったりしたら、分かったふりをしないでジェス
チャーで説明したり、紙にスペルを書いたりすると相手に熱意

も伝わった。このとき、相手と心が通じ合い、友達のような関
係になった気がして嬉しかった。機会があったらまた行きたい。

北島彩加さん（きたしま あやか）中1
　私はカナダへホームステイに
行って印象に残ったことがいくつ
かあります。　
　1つ目はどこも家が大きいとい
うことです。あと1日の陽が長
い。8時過ぎになっても未だ太陽
は出ていることに驚きました。
　2つ目はプールに行ったことで
す。みんなで、バレーをしたのを

よく覚えています。本当に楽しい時間でした。
　3つ目はとても良い友達に出会えた、ということです。ホス
トファミリーの姪っ子、ブリアンナ、ビアンカ、メラニアがよ
く家に遊びに来て、一緒にプールに入りました。みんなでエア
ロビクスをやったり、プールに飛び込んだり、とても楽しかっ
たです。
　一番辛かったのは、最後の別れの日。ホストファーザーのお
父さんが数日前に亡くなったために見送りに来られず、それが
とても悲しかったです。あと、カナダの友達と別れるのが、本
当に辛かったです。涙が止まりませんでした。
　私は、今回カナダで経験したことをこれからの生活に生かし
て、またもっと英語を勉強して、将来の夢に役立てたいと思い
ます。今回のカナダホームステイは自分にとって、とても良い
ものでした。また、一生忘れられない思い出になりました。父
と母にはカナダへ行かせてくれたことを感謝しなければいけな
いな、と思いました。

北島利紗さん（きたしま りさ）中1
　カナダへホームステイに行き、
自分自身とても良い経験になりま
した。最初は、うまく生活してい
けるか、とても不安でたまりませ
んでした。けれども、段々慣れて
きて、不安は努力に変わりました。
　その努力は、英語をもっともっ
と話そうとする努力です。努力す
ればするほど、結果は付いてく

る、ということに気が付きました。
　ホストファミリーは、私にとても優しく接してくれて、私の
ことをとても大切にしてくれました。それから、ホストシス
ターのジュリアンナには本当に感謝しています。何でも聞いて
くれたので、とても気持ちが楽になりました。
　私はカナダで学習した英語をもっともっと勉強して、私の夢
である歌手に向かって英語の力を付けたいと思います。今回、
私がカナダへホームステイに行ったことすべてが私の人生の中
で、良い経験になりました。私のことを受け入れてくれたホス
トファミリーには、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ま
た、いつも楽しかった仲間と2人の先生にも感謝しています。
　最後にこのプログラムに参加させてくれた両親に「ありがと
う」と言いたいです。両親もホームステイに行かせて良かった
と言ってくれていて、それを聞いて私も嬉しかったです。

▲最後の日に空港に向かうバスの前で
ホストファミリーと

　7月23日～8月11日に行われたカナダホームステイプログラム。9月21日には同窓会も開かれ、保護者様も含め日本各地から計28名
がPLS浜田山校に集まりました。当日は現地での様子を映した映像を見たり、参加者一人一人の帰国してからの思いや新たな目標など
発表してもらいました。「来年も同窓会しようよ！」という声が聞かれるなどホームステイに参加した全員が、年齢や性別、地域を越えて
親しくなり、苦労しながらも頑張って過ごしてきた仲間との結束の強さを感じました。
　保護者の方からは、「前よりも自分から積極的に話をするようになった」「お手伝いをしてくれるようになった」「本人の英語力に少し
自信が付いたようだ」と英語だけでなく、コミュニケーションや生活面での成長も見られたという感想や、「この3週間の経験を、将来子
どもがどのように生かしていくのか、今から楽しみです。」という感想を頂きました。
　では、今年のホームステイに参加してくださった生徒さんの感想文の一部をご紹介いたします。（堀井）

▲カナダの友人とさよならパーティにて

カナダホームステイプログラム　報告　第2弾



Recently, I was talking to a Japanese friend about 
a job she was working on. In referencing a project, 
she said, “I have to do it until six o’clock 
tomorrow.”

At first I was confused. I pictured my friend 
working through the night, taking short naps in a 
sleeping bag hidden under the desk, and 
continuing to work until six o’clock the following 
day. 

And then I realized that what my friend meant was 
not “until”. What she meant was, “by”. Thinking 
about it after the fact, I thought maybe a few 
examples of each might help clarify the difference.

Generally speaking, “by” tells you when ‒ it means 
“on” or “before”. The most comparable Japanese 
translation is made ni. “Until”, on the other hand, 
describes a period of time before a deadline or 
due date, and is closer to made. Let’s look at a 
few examples to get a better idea of how they are 
used.

Though sometimes the usage of the words “by” 
and “until” can get a little more complicated, 
mastering the basics is always the best way to 
start.

　先日、日本人の友人と仕事
の話をしました。最近頑張っ
ているプロジェクトについて
友人は “I have to do it until 
six o’clock tomorrow.” と話
してくれました。
　初め僕はとても驚きました。なぜなら、友人が徹夜を
して翌日の6時まで働くと思ったからです。
　しかしそれから、友人が “until” と “by” を間違えたこ
とに気づきました。その後しばらくして、この二つの単
語を明確にするのが良い記事になるのではないかと思い
ました。
　一般的に “by” は「までに」で、期限を表します。そ
の一方、 “until” は「まで」という意味で期間を表します。
下にいくつか例を挙げましたので、参考にしてみて下さい。
　もちろん、 “by” と “until” はもっと複雑な使い方があり
ますが、最初は基本から理解することはベストですね。

〈Examples〉
“I need the report by 6:00 p.m.”
　レポートを6時までにお願いします。
“I need to leave by 11:00 p.m., if I want to catch 
my train.”
　電車に間に合うには11時までに出発しないと。
“Please reply by November 14th.”
　11月14日までにお返事をください。
“I work until 6:30 p.m. every day.”
　毎日6時半まで働いています。
“I’m here until November.”
　11月までここに滞在しています。
“Until July of last year, I worked at Nintendo.”
　去年の7月まで任天堂で働いていました。

　「アジアの中でトッ
プクラスの英語力を目
指すべき」日本の英語
教育の未来を見据えた
提言が先月文科省より
出されました。2020
年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックに
も後押しされ、日本も
いよいよ真剣に英語教
育に取り組もうとして
います。
　PLSシステム®の「生
みの親」レイ＆マスミ 
オーマンディ校長・副
校長が出会ったのが

1964年の東京オリンピックの年。そのころにはこんな
時代が来るとは思わなかったのではないでしょうか。二
人が出会うことによって生まれたPLSシステム®は昨年
40周年を迎え、公教育（私立や公立の小中学校）にも
取り入れていただいています。

　公立小中学校ではレシピ方式（PLSシステム®）とし
て、小学校ではNLT (Native Language Teacher)と呼
ばれる外国人の先生と担任の先生、中学校ではNLTと英
語科の先生がティームティーチングをします。特に、子
どもと接する時間が長く、人間関係も密接な小学校の担
任の役割はとても大切です。英語教育のプロ（NLT）と
児童教育のプロ（担任）がお互いの強みを活かすことで
「1＋1＝2」という数学的な常識を打ち破ることができ
ます。（結果は3にも4にもなるのです！）
　レシピ方式（PLSシステム®）を取り入れてくださっ
ている自治体では、夏期研修、授業研修、ビデオ研修と
様々な研修があります。最近、研修を受けて下さった先
生方の感想をご紹介しましょう。「子どもたちが英語を
楽しんで学ぶためには担任が楽しまなければ。それが実
感でき、体感できた」「英語が分かるようになることが
目的なのではなく、相手とコミュニケーションを取るこ
と、相手の人と話したい、知りたいという気持ちがある
こと。そのために英語を学んでいくということを改めて
学んだ」
　先生方とともに私たちも学ぶ研修の日々です。

（PLS英語教育研究所　副所長　長谷川信子）

▲学校を訪問しての研修のひとコマ

Hengtee先生のコミュニケーションアドバイス-③
このコーナーは、皆さんが良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。

 “until” and “by”

PLS英語教育研究所

PLS英語教育研究所　先生のモチベーションを上げる研修



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
校長自身が撮影した写真とともにご紹介します

　今回訪問したの
は、PLS西小山校で
ナミコ先生が担当す
る小学3年生から6
年生までの6名のク
ラス。「みんなとて
も英語を頑張ってい
て、楽しいクラス」
とナミコ先生は話し
てくれました。

　"Whose pink shoes are these?"
　これから授業というその時、生徒たちと挨拶をしてい
たナミコ先生が、玄関に脱ぎっぱなしの靴を発見。指を
指して「これはだれの？」と問いかけ、脱いだ靴は自分
でしっかり揃えることからクラスはスタートしました。
先生は、ただ英語を教えているだけではなく、マナーも
しっかり見ています。
　さて、この日は初めての「トライアログス」の宿題
チェック。「トライアログス」では、ただ質問に答える
だけではなく自然な会話ができるように、言葉のキャッ
チボールを練習します。生徒たちは初めてだからといっ
て遠慮したり、照れたりということが全くなく、皆積極
的に手を上げていました。ナミコ先生は少しの発音やフ
レーズのミス、アイコンタクトの有無を見逃しません。
失敗しては挑戦するというテンポの速いやりとりで、集
中力が途切れることもなく、生徒たちの会話力や発音は
みるみる上達していきました。
　中学進学が近い生徒が多いこのクラスでは、書くこと
も進んでいます。ナミコ先生は、ライティングの宿題と
して皆が書いてきた日記が正しくきちんと線の上に書か
れているか、スペルは間違っていないか、文章はおかし
くないかなどを丁寧にチェック。そんな中でもナミコ先
生は生徒の日記を通じて会話を広げていきます。「つく
しの公園」という言葉が出てくれば、「どこにあるの？
どんな公園？みんなも知ってる？」と投げかけ、「映画
を見に行った」という生徒がいれば「それはどんな映
画？」と日記の内容に興味を示し全員に向かって問いか
けます。「～にある公園だよ」「アスレチックがあって楽

しいよ」とか「俳優は～だよ」「アクション映画だよ」
など生徒たちも先生に伝えようと必死です。どんな瞬間
も英語であふれ、途切れることなく授業が続きました。
　授業の後半、先ほどの「トライアログス」の練習も兼
ね、クラスを訪問していた私が皆から質問を受けること
になりました。「好きなフルーツは何？犬は好き？ス
キーはできる？いつから英語を勉強しているの？年齢を
聞いてもいい？」など次々と来る質問。「私も好き」「私
も少しならできる」など自分たちのことも頑張って話し
てくれました。最も印象的だったことは、ナミコ先生が
私について生徒た
ちに質問をする
と、皆きちんと答
えを覚えていてく
れることでした。
英語での会話が自
然に出来ている、
とても元気なクラ
スです。（堀井）

マスミ オーマンディ  クリスマス トーク＆ライブ
Masumi Ormandy  Christmas Talk & Live

　2014年もあとわずか。街中が華やかに彩られる12月、ホッとあたたまるひとときを渋谷でご一緒しませんか？
ワクワクするようなクリスマスライブです。

◆日　時：12月13日（土） 午後4：30 受付開始
　　　　　　　　　　　　　　  5：00 ステージ開始（2部制 ・入替えなし）
◆出　演：マスミ  オーマンディ（ヴォーカリスト）
◆場　所：ライブハウス アンコール渋谷
　　　　　　東京都渋谷区渋谷3－7－2  第3八木ビル地下1階　TEL 03-5935-8425
　　　　　　＊JR渋谷駅　南口（東急南口）より徒歩2分
◆料　金：1名 ¥4,500（クリスマスおつまみプレート付・ドリンク別・税込）
◆お申込・お問合わせ：マスミ オーマンディ教育・文化活動の会　酒井
　　　　　　　　　　　　 TEL 03-5306-5991 / FAX 03-5306-5738

　主催：マスミ オーマンディ 教育・文化活動の会
　共催：パシフィック ランゲージ スクール     PLS英語教育研究所
　協力：株式会社ニューベリーサウンド

PLSクラス訪問記



今回の言葉は “develop”
前回の言葉“kind”しりとり英単語③

Who am I?
私はだれでしょう？

答えは下記のQRコード、またはURLにアクセス。

　　　　　  http://youtu.be/oa1RXoQIlHs

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 tacos?　（タコスは好きですか？）
　Do you have a daughter?　（娘さんはいますか？）
　Do you have orange running shoes?
　（オレンジのスニーカーを持っていますか？）
　Where were you born?
　（どこで生まれましたか？）

＜ヒント＞
1．My favorite food is tacos.
2．I was born on Thanksgiving Day. （＊）
3．I was born in Ohio. 
4．I like running. 
5．I also like swimming and cycling. 
6．I have a daughter named Mei. 
7．I have orange running shoes. 

＊感謝祭：アメリカ合衆国とカナダの祝日のひとつ。
Thanksgivingと略称されたり、あるいは七面鳥の日
（Turkey Day）と呼んだりもする。アメリカでは11月
の第4木曜日、カナダでは10月の第2月曜日になってい
る。感謝祭は、イギリスからマサチューセッツ州のプ
リマス植民地に移住したピルグリム・ファーザーズの
最初の収穫を記念する行事であると一般的に信じられ
ているが、現代では、たくさんの親族や友人が集まる
大規模な食事会であり、大切な家族行事のひとつと位
置づけられている。

　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“p”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。

【自動】
[動詞]

1.〔生物や能力が〕成長する、発育する
2.〔組織や物事などが〕発達する、発展する
3.〔問題などが〕生じる、高じる
4.〔人が性的に〕成熟する、大人になる
5.〔事実などが〕明らかになる、表面化する
6.《生物》〔昆虫などが〕変態する
7.《生物》〔生物が〕進化する

【他動】1． 〔生物や能力などを〕成長させる、発育させる
2.〔組織や物事などを〕発達させる、発展させる
3.〔新しいものを〕開発する、開拓する
4.〔計画・考えなどを〕進展［展開］させる
5.〔傾向・資質などを〕発現させる
6.〔癖が〕つく
7.〔病気を〕患う、発症する
8.〔フィルムを〕現像する

【例文】
Ormandy校長先生:
The author Ryunosuke Akutagawa developed an 
early interest in both classical Chinese and English 
literature. （作家の芥川龍之介は早くから漢文学と古典
英文学に関心を持っていた。）

Dale先生:
People in developing nations don't enjoy all the 
luxuries we do.　（発展途上国の人々は我々のようにす
べての贅沢を享受できるわけではない。）

Charles先生：
Medical researchers have developed a new way to 
treat insomnia.　（医学研究者は、不眠症を治療する
新しい方法を開発しました。）

Gemma先生：
Due to advancement in technology, we no longer 
need  to  deve lop  fi lm in  order  to  see  our  
photographs. （テクノロジーの進歩により、我々は写真を
見るために現像する必要はもうなくなった。）
Namiko先生：
According to many language experts, the best way 
to develop one's fluency is to read voraciously. （多
くの言語専門家によると、言語の流暢さを発達させるに
は本をむさぼり読むことです。）
Aaron先生：
I developed a persistent cough the other day, and 
the doctors don't know why.　（先日、しつこい咳が
発症しましたが、医者はその原因が分からなかった。）

“develop”



カナダ生活34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。

　「食欲の秋」「スポーツの秋」「読書の秋」「芸術の秋」…
などと秋に関してはいろいろな言葉で表現されますが、
バンクーバーの秋と言えば、バンクーバー国際映画祭で
すね。
　カナダには、モントリオール、トロントそしてバン
クーバーと世界的に有名な映画祭が3つあります。その
内の一つ、バンクーバー国際映画祭が9月25日から10月
10日までバンクーバーで開催されました。
　バンクーバーの映画祭は、特にアジアの新人監督の登
竜門としての位置づけがあり、バンクーバーで受賞した
新人監督がその後世界的に大いに注目されるようになっ
た例はたくさんあります。その中の一人、バンクーバー
国際映画祭では常連日本人監督として人気の高い石井裕
也監督作品が、再び今年の映画祭で上映されました。
　今回の作品は、戦前のカナダ・バンクーバーに実在し
た日系人野球チーム「バンクーバー朝日」を描いたもの
で「第33回バンクーバー国際映画祭」でワールドプレ
ミア上映されました。9月29日、上映される映画館前に
はこの映画に出演し、特別ゲストとして招待された妻夫
木聡さん、亀梨和也さんを一目見ようと地元の女性ファ
ンが大勢押し掛けました。石井裕也監督を含む4人のゲ
ストが映画館前に車で到着すると女性ファンからは
「キャアア～」「ワアアアア」などと悲鳴のような歓声
が上がり、レッドカーペットのまわりに陣取ったガード

マンも押しのけられ
るなど大混乱となり
ました。
　今回上映された
「バンクーバーの朝
日」という映画は、
1900年代初頭、新

天地を夢見てカナダへと渡った多くの日本人が、過酷な
肉体労働や貧困、差別という厳しい生活を強いられる
中、日本人街で結成された野球チーム「朝日」を取り上
げた作品です。結成当初、チーム朝日は戦えば大敗する
連戦連敗のチームでしたが、それでも若者たちは練習に
励みました。そんな若者たちに対し街の人々の見方は厳
しく、仕事を抜け出し練習に明け暮れる彼らを非難する
声もあがる状況でした。しかしフェアプレーの精神でひ
たむきに戦い抜く彼らの姿が、少しづつ日系移民たちに
勇気や希望をもたらしていったのです。そして白人社会
からも賞賛と人気を勝ち取り、ついに地域優勝を果たし
たのです。しかし第二次世界大戦が勃発し、日本人、及
び日系人は敵国人と見なされ、財産を没収され内陸部へ
強制移動させられることになりました。チーム朝日のメ
ンバーはバラバラになり、戦争が終わっても彼らが再び
野球をすることはありませんでした。しかし2003年、
バンクーバー朝日の活躍がカナダ社会に認められ、カナ
ダ野球殿堂入りを果たすことになったのです。
　レッドカーペットを歩き映画館に入って来た監督やゲ
ストは、およそ1800人の観客から拍手で迎えられ、壇
上では一人一人の簡単な紹介と挨拶が行われました。挨
拶も終わり彼らが壇上を去ろうとしたとき、監督やゲス
ト、そして観客も驚くサプライズ・ゲストが突然現れた
のです。なんと、当時チーム朝日で三塁手を務め、 現在
ただ一人生存するバンクーバー朝日のプレーヤー、日系
2世のケイ上西功一さん（92）が元気な姿を見せてくれ
たのです。会場は、スタンディングオベーションと暖か
い拍手で包まれました。
　映画「バンクーバーの朝日」は、12月には日本でも
上映予定ということですので、是非みなさんもご覧に
なってはいかがでしょうか。

▲映画のポスター ▲バンクーバー朝日の展示物 ▲ワールドプレミア上映のパンフレット
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　「食欲の秋」「スポーツの秋」「読書の秋」「芸術の秋」…「食欲の秋」「スポーツの秋」「読書の秋」「芸術の秋」…
などと秋に関してはいろいろな言葉で表現されますが、
バンクーバーの秋と言えば バンクーバー国際映画祭で

天地を夢見天地を夢見てカ
肉体労働や貧
中 日本人街で

バンクーバー国際映画祭

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
紹
介



秋も終わりそろそろ冬が近づいてきました。
年内に発行されるニュースレターは、なんと
今号で最後となります。今年も1年間ご愛読
ありがとうございました。来年はまたさらに
皆様に喜んでいただけるニュースレターをお
届けできるようニュースレター編集部、知恵
を出して行きたいと思います。「こんな記事
が読みたい！」「あの記事が楽しかった！」など
皆様からのご意見もお待ちしています。

10月26日にPLSも参加した浜田山商店街のハロウィーン。
当日は2,000人以上の人でにぎわいました。
先生たちの仮装をご紹介します。

▲魔女（みどり先生）とカオ
ナシ（キャメロン先生）

▲ゾンビ（デール先生）が近
づくと子どもたちは大興奮

▲デヴィッド ボウイ扮する
はアーロン先生

　10月の終わりが近づくにつれ、バンクーバーの街の雰囲
気が慌ただしく、人々もソワソワしていると感じるのは、私
だけではないと思っています。その理由は何かお分かりです
か？
　それは、ハロウィーンです。
　みなさんもハロウィーンという言葉を聞いたことがあると
思いますが、日本ではどうなのでしょうか。多分クリスマス
ほど派手なお祝いをしないと思いますが、最近は、商魂逞し
い業者がいろいろな仕掛けを施しハロウィーンを盛り上げよ
うとしているようですね。
　ところでこのハロウィーン、どんなお祝い事なのでしょう
か。少し調べてみました。
〈ハロウィーン〉
　「ハロウィーン（Halloween, Hallowe'en）は、ヨーロッ
パを起源とする民族行事で、毎年10月31日の晩に行われ
る。ケルト人の行う収穫感謝祭が、他民族の間にも行事とし
て浸透していったものとされている。由来と歴史的経緯から
アングロ・サクソン系諸国で盛大に行われる。」とウィキペ
ディアに書いてありました。
　収穫感謝祭というと何となく想像ができるのですが、その
感謝祭に何故、仮装する必要があるのかがイマイチ良く分か
らない。
　そこでまた調べて見たところ、ハロウィーンの夜に仮装す
るのは、家のまわりを徘徊し人間に取り付こうとする悪霊達
が、驚いて逃げるようにするためということのようです。ま
た今のように子どもたちが仮装し、家々をまわってお菓子を
もらうようになったのは、40年ほど前のことらしいです。
悪霊を追い払うために仮装したのに、今では悪霊そのものに
仮装するなど、ゴチャゴチャになっているようで、最近では
ハロウィーンというと仮装が大きくクローズアップされるよ
うになりました。この日は子どもたちだけではなく大人たち
も夢中になります。
　仮装の準備は10月の中頃から多いに盛り上がりを見せ、

ダウンタウンのデパートには、ハロウィーン用の仮装のため
にコスチュームコーナーが増設したり、コスチューム専門店
がこの時期だけオープンすることもあります。その派手さに
は本当に驚かされます。
　ハロウィン当日は魔女やお化けに仮装した子どもたちが近
くの家を1軒ずつ訪ねて「トリック・オア・トリート（ご馳
走をくれないと悪戯するよ）」と言ってまわります。最近は
物騒なこともあり、親が子どもたちの後ろについて一緒にま
わっているようです。袋いっぱいに詰まったキャンディー、
クッキーは、子どもたちにとっては、まさに宝もの、当分の
おやつを獲得して大喜びです。
　私も2人の子どもを持つ父親ですから、ハロウィーンの夜
は子どもたちと一緒に近所をまわったものです。近所をま
わってみて気がついたのですが、中には変な家もありまし
た。チョコレートやキャンディーが入った袋を差し出す家が
あると思ったらピーナツ1個しかくれない家もあったり、ま
た中には尋ねて来る子どもを驚かせるのが目的で仮装した大
人がいたりして、日本では体験出来ないことばかりでした。
　ハロウィーンというともう一つ子どもたちにとって楽しみ
があります。それは花火です。日本の方にはピンと来ないと
思いますが、ここバンクーバー及び周辺の自治体では、花火
を販売していないのです。花火を買って遊ぶことが出来るの
は、このハロウィーンの時期だけなのです。それ以外は花火
の販売が禁止されており手に入りません。ただ、この時期に
おいても花火の販売期間は、10月25日から31日までと短
く、しかも19歳以上で許可書を持っている人だけが購入す
ることが出来るのです。
　カナダに来て感心することはいくつかあるのですが、この
花火の規制も感心したことの一つです。私がカナダに移り住
んだ1980年代は、花火の規制がなく、チャイニーズニュー
イヤーにはいたる所で爆竹が鳴らされ、アスファルトの路面
が爆竹のカスで埋め尽くされるのを見たことがあります。爆
竹が破裂する音の凄さとゴミと危険、これらがきっと爆竹が

規制された原因となったのだと思います。
その後、花火も規制の対象となりました。
一度決まったことは真面目に守られる、当
たり前のことが当たり前に行われることに
驚きを覚えたものです。
　このように移民の国、多くの少数民族が
暮らすカナダにおいては、ルールを守るこ
とは自分自身の身分や生活環境を守ること
であり、自分たちのアイデンティティを守
ることなのです。法律をやや軽んじる傾向
にある日本でも見習わなければいけないこ
とかも知れませんね！▲仮装した私、ひげタム！です▲完成したジャク・オー・ランタン▲制作中のジャク・オー・ランタン

ハロウィーン


