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PLSの会　経営者の会
　PLSの会では、PLS創立40周年特別企画「吉川宗男
先生講演会」「魅惑のカンツォーネの夕べ」に先立っ
て、講演者の吉川宗男先生をお迎えし経営者の会を催

しました。
　マスミ オーマ
ンディ会長から最
近 の 日 本 の 国 際
化 に 向 け た 本 格
的 で 積 極 的 な 動
き 、 イ タ リ ア の
公教育の様子、イ

タリアでの新たな出会いなどの報告を受けた後は、出
席者の学校紹介をしながら吉川先生と近しく懇談をし
ました。
　吉川先生は、それぞれの姉妹校の教育にかける真剣な
思いや経験に笑顔でうなずきながら「まずは人間教育。
アプローチは多角的。頭だけでなく、心、体全て。そし
て教師がカギ。教師は言葉だけでなくコミュニケートし
ていくことが大切。コミュニケーションとは教師が自分
のexcitement（興奮）を伝えること」そして、「なくては
ならぬもの」として「楽しさ」の大切さをお話しされる
中で、出席者はPLSと相通ずるところを確認しました。

　紅葉が始まった信州蓼科高原での講演会には、

長野県内を中心に全国から100名を超える方々が集

まりました。

　森信三（教育哲学者1896~1992）の言葉「人は一

生で会うべき人には絶対に出会う。それが一秒の狂

いもなく、遅過ぎも早過ぎもせず」を引いて始まっ

た講演会、一堂に会した参加者がこの日の出会いを改

めて貴重なものだと考えるきっかけを頂きました。

　戦後9才で「敵国の特効薬」（と思い込んでいた

とのこと、実はイギリスで発明された）ペニシリ

ンで命拾いをして以来、西洋文化に興味を惹かれ

貨客船でアメリカにたどり着く青春時代、貨客船

の航海士から教わった星座とその物語、桃農園の

過酷な労働の中の楽しみや異文化、異言語との出

会い、小さな村のレストランでのアルバイト体験

やコミュニケーションなどを通して、やがて受け

入れられるようになるエピソードを身振りや時に

はステップを交えて語られる様子に会場も次第に引き

込まれました。

　先生の経験か

ら得た異文化と

の出会いのプロ

セス「Ah!（感動） 

Ah↓（挫折・失望）

A h a !（ 気 づ き ） 

A h a h a ! （ 達 観

あはは！）」は、

「 経 営 者 と ネ イ

ティブ講師、先生と学

生、などいろいろな人間

関係の中でどこでもあ

り得ることで、人を成

長させるプロセス」「相手がどのプロセスにいるの

かにより、それぞれの段階にふさわしい対応をす

れば良い。例えば、教えて！という人には教える、

助けて！という人には助ける、支えてという人に

は見守る、Ahaha!という人には任せる」というお話

は人との誤解のないコミュニケーションの基本だと

気づかされました。

　この日の講演会は吉川先生とマスミ オーマンディ

副校長の出会いから始まりました。共通の友人を

介して出会う中で、お互いに目指しているもの、

考えが共通していることを感じ意気投合したので

す。講演会の参加者は、「楽しくお聞きするうちに

視野が広がった」「相手が聞きたい話をしなくては

ならないなと思った」「教育の原点は the creation of 

happiness（幸福の創造）との言葉に賛同した」など

感想を述べ合っていました。

　先生の異文化との出会いの物語の続き、そこか

ら年月を経て打ち立てられた哲学のお話などまだ

まだお聞きしたいと思わせる講演会でした。

PLS創立40周年特別企画

「出会いは人生 人生は出会い
　　異文化との出会いを求めて！」

ハワイ大学名誉教授　吉川 宗男先生 講演会開かれる

吉川宗男先生著書：「出会いを哲学する
　　　　　　　　　  　　人生を豊かにするメビウスの原理」

　　ご希望の方はPLSフロント、もしくはPLS本部

　　（03-5306-5991）までお問い合わせください。



Q1. イタリアではどちらに滞在されますか？　

北イタリアのミラノの近くベルガモという町です。
　

Q2. イタリア語を学ぼうと思ったきっかけは何ですか？
イタリアは、観光で訪ねたことがありました。昔からオペラが好きだったこ

ともあり、ベルガモ出身のオペラの作曲家、ドニゼッテイ（注1）で知られる

この美しいベルガモでイタリア語を学びイタリアのカンツオーネを歌って

みたいと思ったことがきっかけです。英語以外の外国語を学ぶ体験をしてみたいと思ったことも、イタリア語を学ぼう

と思った理由の一つです。

また、英語教育に長年従事してきた私は、日本と同じように外国語として英語を学ぶこの国の教育状態を知り、英語指導

法の改善に役立つことができれば意義があると思いました。

注1：代表作に『愛の妙薬』『ランメルモールのルチア』などがある
　

Q3. イタリアとイタリア語の魅力を教えてください。

イタリアのオペラは大変美しい響きを持ち、イタリア語はスペイン語と並んで音楽的です。イタリアの魅力は何と言っ

ても人々が明るく、友好的なことです。スパゲッティやリゾット、ピザなどの食文化も日本人にとっては魅力的です。素

晴らしいイタリアのワインを好きな方も多いでしょう。芸術、

建造物、家具、衣服を含むデザインも優れており、何と言っても、

男女ともおしゃれでファッションのセンスが素敵です。
　

Q4. イタリア語の先生はどんな方ですか？

Davide Delreという男性で、私のイギリス人の友人の息子さんで

す。お父様はイタリア人で英語とイタリア語のバイリンガルで

す。心理学者になりたかったそうですが、現在イタリアの中学校、

高校で英語の先生をされています。熱心な先生で、レッスンの前

には生徒の私の何倍も準備をされます。English speakersにとっ

てのイタリア語の難しさを理解されているので、説明が的確で

す。レッスンの中でPLSの指導法やイタリアの英語教育の話題

になると、伝えたいという気持ちが学習意欲につながります。

先生も生徒の気持ちを体験

▲子どもたちも大好きな "Elementary Lies"（嘘つき

ゲーム）。「ふ」の発音が難しく手を挙げて何度も挑戦。

マスミ オーマンディ副校長先生
イタリアで学ぶ ①

Trick or Treat ! （お菓子をくれなきゃいたずらするぞ！）

　毎週金曜日には、

teachers '  meet ing

（職員会議）が行わ

れ、講師たちが持ち

回りで司会と書記

を 務 め 、よ り 良 い

レッスンの進め方

や、新しい教え方に

ついて話し合って

います。

　ここ最近よく行っ

ているのが、「日本語でPLSゲーム」をすることです。日本人

スタッフが先生役、そして外国人の先生たちが生徒役となっ

て、普段子どもたちがレッスンで行っているゲームを日本語

で行います。なぜそのようなことをわざわざするのでしょう。

１つは先生たちの日本語力の向上のため、もう１つは生徒た

ちの気持ちを理解するためです。ゲームの楽しさ、答えられ

た時の喜び、また何回もトライする時のジリジリする気持ち

など。生徒役をすることで、気持ちを共感でき、学習のお手伝

いが出来るのだと思います。（教務 前澤喜代美）

 Every Friday, we have a teachers' meeting. The roles of chair and 

scribe rotate every week, and we discuss things such as how to 

teach better and new teaching ideas. 

 Recently, we have been practicing PLS games in Japanese. The 

teacher is a Japanese staff member, and the students are all 

teachers! We play the same games done in regular children's 

classes in Japanese. But why do we take the time to do this? 

One reason is to improve our teachers' Japanese. Another is to 

understand the psychology of our students. By pretending to be 

students, we can empathize with our students and help them 

learn. We can enjoy the games, feeling the satisfaction of being 

able to answer correctly, and the frustration of trying multiple 

times before receiving a chip.

　10月27日（日）に浜田山メインロード商店会主催ハロウィーンイベントが行われました。PLSはイベントの企画担当と
して関わり、仮装したPLSの先生方とたくさんの子どもたちで盛り上がりました。また10月25日～31日は恒例のPLSハ
ロウィーンウィーク。今年のハロウィーンの様子と先生方の子どものころのハロウィーンの思い出をご紹介します！

数年前よりイタリア語を学びながら、年に数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、質問して
みました。これから３回に渡ってご紹介していきますのでどうぞお楽しみに。

▲ホストマザーと一緒に

▲カボチャのくり抜きショーも行われました

▲キャメロン先生によるハロウィーンのお話

▲素敵な仮装でクラスに来てくれました！

▲モンスターの仮装の
デール先生（2009年）

▲今年のナミコ先生はヒョ

ウに変身、ヘンティ先生と

一緒に

▲滞在中に訪れたシエナ カンポ広場

▲ホームレスのジェレミー
先生（2012年）

▲ホストファミリーと一緒に。後ろ真ん中が田宮光くん ▲ホストファミリーと一緒に

Dale Stromberg（デール ストロンバーグ）先生

Jeremy Trueblood（ジェレミー トゥルーブラッド）先生

Namiko Tsuruta（ナミコ ツルタ）先生

After we came home from trick-or-treating, my brothers and sister and I would comb 
through our candy bags and swap treats with each other: "I'll give you two packs of 
Smarties for that Reese's!" This was almost as fun as the trick-or-treating itself.
トリック・オア・トリートを終えて帰宅すると、弟、妹たちと皆でお菓子の入った
袋の中身を調べ「スマーティーズ(*1)を２袋あげるからリーセス(*2)頂戴！」
とお互いに交換。このお菓子交換会はトリック・オア・トリートと同じくらい
楽しかったです。
*1 マーブルチョコのようなお菓子　*2 ピーナツバターが入ったお菓子

I never enjoyed dressing up in a costume, so most of my costumes were always very 
simple. One costume I wore several years in a row was just a white shirt with blood 
(red paint) splattered on it."
子どものころからコスチュームを着ることが苦手で、シンプルなコスチュー
ムばかりでした。白いシンプルなシャツに赤いペンキを塗って血に見立てた
ものを何年も続けて着ていたこともありました。

In the 80's, neighborhoods were safer so we went trick-or-treating every year in large 
groups without any parental supervision. I often went with my big sister and her 
friends because they could stay out later. We always got handfuls of candy in our 
pillowcases. The last house was the farthest and it was the darkest one with the best 
Halloween decorations and sound effects.
子どもの頃は今より治安もよく、毎年子ども達だけでお菓子をもらいに出か
けました。遅くまで出歩けるという理由から、姉とその友達と一緒のことが多
く、私達はいつも枕カバーいっぱいのキャンディーをもらいました。最後に行
くお家は一番遠くて暗く、ハロウィーンの飾りと音の演出が一番素敵なお宅
でした。

▲Davide先生と

PLSカナダホームステイプログラム報告－第2弾

「どうか伝わって欲しい。」という気持ちが大切
觀田愛（かんだ まな）さん 小4
　

　私は、始め英語はとても苦手だったけ

れど、好きになりました。英語がわからな

くて、もじもじすることはとっても恥ず

かしいことです。「どうか伝わって欲しい。」

という気持ちが大切だとわかりました。

私の将来の目標は世界旅行です。私が

家族をさそって一緒に行きます。今の

うちにたくさん英語がしゃべれるよう

になって、次にいろんな国の言葉がし

ゃべれるようになりたいです。これが、

ぜったいにあきらめたくない、私の将

来の目標です。

田宮光（たみや ひかる）くん 中2
　

　僕がカナダから帰国して気づいたこと

は２つあります。１つは英単語のつづり

が書けるようになったということ、２つ

目は英語を話すことに自信が付いたとい

うことです。カナダでは英語を話さなけ

ればならない状況下なので無理にでも話

そうとし、それが英会話力に繋がったの

だと思います。３週間は長いと思ってい

たけれどすぐに終わってしまいますので、

ぜひ来年参加する人は始めから積極的に

話しましょう。必ずホストファミリーは

優しく聞いてくれます。

丸山佑加子（まるやま ゆかこ）さん 高2
　

　私は今回のカナダ留学で自分自身が成

長し、いい意味で考え方や感じ方が変

わったと感じています。日本の暮らしや

文化を当たり前と思っていた自分にとっ

て、日本との違いに戸惑うこともありま

したが、体験することができて良かった

と思っています。そして、このホームステイ

経験を通して、国内だけでなく世界でも

仕事をしたいと思うようになりました。

現地の人とのつながりを持てたことや、

学年を超えて友達ができたことなど非常

に良い経験だったと感じています。

前号に引き続き、カナダのホームステイを終えた参加者の感想をご紹介いたします。



Midori's Musings

PLS英語教育研究所

（PLS40年の歴史 その5）

▲電車とホームの間の隙間がほとん
どありません

「スカイトレーン」
バンクーバーの交通機関

　スカイトレーンは、1986年バンクーバーで開催さ
れた国際交通博覧会（Expo '86）に向け中規模都市の
ためのマス・トランジット・システム（大量輸送システム）
のモデルとして開発、計画されたもので1985年12月
11日に開通しました。全長28.9Km、20の駅を持つこの
高速輸送システムは、Expo '86にちなんで"Expo Line"
と名付けられました。世界でもほとんど例のないコン
ピュータ制御での自動運転システム。駆動や制動は
車上のリニアモーターで行われ、運転手がいない電
車です。1985年当時は、ニュー ウエストミンスター市
までしか建設されていませんでしたが、現在のよう
にフレーザー川を渡りサレー市まで路線が延長され
たのは、その９年後の1994年です。
　その後、2002年1月2日に "Millennium Line" が開
通しました。全長42.1Km、13の駅を持つこの路線は、
2006年にVCC-クラーク駅まで延長されました。
　バンクーバーを中心に交通網が整備されつつありま
したが、2010年開催予定のバンクーバー冬季オリン
ピック開催に向け、バンクーバー国際空港とダウンタ
ウンを結ぶ交通輸送システムの整備が叫ばれ、その結
果2009年8月17日 "Canada Line" が開通したので
す。全長19.2Km、15の駅を持つこの路線は、リッチモ
ンド市、バンクーバー国際空港そしてバンクーバー・
ダウンタウンを結びました。
　バンクーバー市民を含めその周辺地域に住む人々の
通勤通学に欠かせない交通手段となったスカイトレー
ン。現在は、全長68.7Km、47の駅を持ち1日の平均利
用者数が40万人を超える交通手段に発展しました。

　バンクーバーを訪れる
多くの観光客も気楽に
利用出来るこのスカイ
トレーンですが、人気の
秘密がたくさんあります。
その一つがバリアフリー。
全ての駅にはエレベー
ターが設置されていて障
害を持つ方にも安心して
利用できるようになって
います。電車とホームの
間が2cmから5cmと車椅
子でも手助けなしに乗り

降りが可能です。ペットもケージに入れておけば乗車
OK！自転車も1車両2台までは乗車可能です。また日本
では、電車に乗ると必ず聞こえて来るのが携帯電話の
使用を制限するアナウンスですがバンクーバーでは何
ら制限はありません。何故あれほど日本では、しつこ
くアナウンスが流れるのか本当に不思議です。当たり
前のことですがバンクーバーでは、携帯電話の使用は、
利用者のマナーに任されているわけです。
　マナーと言えば、スカイトレーンには改札口があり
ません。利用者
は、駅に行き各
自が自動券売
機で乗車券を
購入し、そのチ
ケットを持っ
てそのまま乗
車。目的地に到
着したら電車
を降り外へ出
ればよいのです。非常にシンプル。シンプル過ぎるく
らいで初めての利用客は、外へ出てからウロウロする
ということを聞いたことがあるくらいです。
　バンクーバーで交通博が開催され初めてスカイト
レーンを利用したのですが、改札口でキップを切って
もらう習慣を持つ私、ひげタム！は、このシステムに
驚いたと同時に呆れかえりました。というのもこのシ
ステムでは、簡単に無賃乗車が出来ると思ったから
です。改札口もない、係りの人が誰も監視していない、
キップの買い方が解らなくて困っている人がいたらま
わりにいる人が丁寧に購入方法を教えてくれる。「ど
うしてみんなこんなに親切なの？」と思いました。
　まさに人の善意、モラルに頼ってスタートしたスカ
イトレーンですが、このシステムは、1960年代ドイツ
でポピュラーとなった"proof-of-payment"というシ
ステムで、後々ヨーロッパそしてカナダに伝わったも
のだったのです。
　このシステムの利点は、想像がつくと思いますが人
件費などの経費の削減になります。また駅を作るのも
簡単で建設費用も安く出来るというメリットがあるの
ですが、ただ人間の善意、モラルがどこまで頼れるの
か。これが重要な問題です。

　スカイトレーンがバンクーバーで開通してからすで
に25年以上が経過しています。人の善意、モラルに頼
った「Proof-of-Payment」というシステムが今どう
なっているか？これらをみなさんにご紹介する前にも
う少しスカイトレーンについてお話しします。
　このスカイトレーンは、バンクーバー周辺地域を走
る他の交通システムと密接な結びつきを持っているの
です。グレーターバンクーバーを網の目のように網羅
しているバス、そして川を渡るフェリーのようなシー
バス！これらは、スカイトレーンと同じ乗車券で利用
可能なのです。もちろんバスの乗車券もスカイトレー
ンにも使える訳です。バンクーバー周辺地域を含めた
公共交通機関の料金システムは、1ゾーン、2ゾーンそ
して3ゾーンと3つのゾーンに別れておりそれぞれの
料金が決められています。大人の料金は、それぞれの
ゾーンにより異なりますが、現在は$2.50ドルから
$5.00ドルとなっています。
　料金は、「Adult」と「Concession」の2つの料金があ
ります。日本で言うと「大人」「小人」に近い表現ですが 
「Concession」は、児童、学生、シニアー、障害を持つ
人を含みます。（4歳以下の子供は無料です。）
　特徴的なのは、券売機などで購入した乗車券が上記
にあげたどの交通機関でも使えるということ、そして
90分間は、乗り降り自由ということです。ですから
キップを買ってダウンタウンへショッピングに出かけ、

買い物が90分以内に終
われば同じキップで帰っ
て来ることが出来るの
です。
　この他、午後6時30分
以降及び、土・日・祝日は、
全ての料金が1ゾーンの
料金が適用されるのです。
他に便利なデーパスなど
もあり至れり尽くせりで
す。バンクーバーで市内
観光を楽しもうという旅
行者の方には、まる1日
無制限に使えるデーパス

がオススメです。ちなみにお値段は、大人$9ドルです。
　さてそろそろみなさんも気になっていると思う人
の善意、モラルに頼った「Proof-of-Payment」のシス
テムが今、どのようになっているのかお話ししましょ
う。改札口もない監視する人もいないまさに理想のシ
ステムと呼べる「Proof-of-Payment」システムです
が、このシステムを悪用してタダ乗りする者が叙々に
増え始めています。きっとはじめはチケットを購入す
るのを忘れ、駆け込み乗車で乗ったのがきっかけだっ
たのかも知れません。しかしきっかけや理由はどうあ
れ利用者数の増加に伴って収益があがらないという事
実が問題となってきました。赤字が増えて行く…もは
や何か具体的な手をうたなければならなくなってきま
した。それと同時にスカイトレーン駅校内及び駅周辺
での事件が増加し、それらは「何ら監視する人がいな
い無人駅が問題だ！」ということになってきたのです。
　その流れを受け、スカイトレーン運営会社は、駅の
安全と無賃乗車を防ぐためとの理由を付けTransit 

Police（交通警察）の導入の検討を始めました。問題は、
このTransit Policeにどれだけの権限を与えるのか、
銃などの武器を所持させるのか、という問題です。白
熱の議論の結果！
　2005年12月4日警察と同じ権限を持たせ、かつ銃
の所持も許可されたTransit Policeが各駅に配備さ
れました。現在は、安全性を高めるため各駅に平均25
個の監視用のモニターカメラが設置されています。
　人の善意、モラルに頼った「Proof-of-Payment」シ
ステムの崩壊の始まりです。走行中の電車にTransit 
Policeやスカイトレーン運営会社のスタッフが抜き
打ち的に乗り込み乗車券をチェック、違反者を発見し
たら違反チケットを切る。罰金は、$173ドルです。こ
れらの対策は、確実に運営コストをあげることになり
ました。その結果、人件費がかさみ運賃の値上げです。
ただこれだけでは膨大に膨らんだ赤字解消にはいたら
ない、無賃乗車の取り締まりも思うほど効果が上がら
ない…次の選択肢は？
　利用者が正規の乗車料金を支払い利用するというご
く当たり前の行為が続いていたなら今も安い料金で利
用できる交通手段として、バンクーバーの自慢の一つ
として大いに注目されたスカイトレーンですが、悲し
いかなルールが守られず外的要素で規定していく悪循
環が始まったのです。高い人件費を払って雇った
Transit Policeにもこの流れを止めることが出来な
い状況になってきたのです。
　大々的なキャンペーンを行い利用者のモラル向上に
努める、教宣活動を強化するという方法は、もはやToo 
late！遅すぎたのです。
　結果は、システムの変更です。現在、バンクーバー周
辺地域のスカイトレーンの駅では、大々的な改修工事
が始まっています。これは、スタート時の 「Proof-of-
Payment」システムを「Gated-Ticket」システムに変
更するためです。日本と同じように改札口を設け全て
の利用客をチェックし無賃乗車を根絶するために今、
多くのスカイトレーンの駅で改修工事が始まっている
のです。この工事費は、誰が負担するのでしょうか？
　何かを守らせるために法律を作り、その法律が守ら
れているかを監視するために組織を作り、人を配置し
膨大なお金を無駄に使う。違反したものは法で裁かれ
それなりの罪を受けるが、世の中の変化に合わせ追加
的な法律が制定され増々規制が厳しくなり、監督する
組織が増えて行く、こ
の外的規制の悪循環
を断ち切るには、何が
必要なのでしょうか？
　人間の経験と知恵
で作り出したシステム
を人間自らが破壊す
るという愚かな行為
は、いつまで続くのか。
何事もなかったよう
に走るスカイトレーン
が無言で人間の愚か
さを示しているよう
にも見えます。

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

公教育へさらなる
　　　 広がりを求めて

　PLS2000プロジェクトとして、現在のPLSシステム  の大きな

特徴である「生徒中心型」（考える力、リーダーシップ、自ら学ぶ姿

勢、他人への思いやりを育てるなど）のレッスンへと大きく転換

した2000年。この頃から、PLSは公教育へのさらなる広がりを模

索。開校当時から、公教育の場へ外国人講師の派遣をしています

が、2004年に、「PLS小学校英語教育研究所」（注１）を設立し本格的

に公教育のお手伝いを始めました。現在、PLSが幼稚園、私立小・

中・高等学校、公立小・中学校などの公教育でかかわる子ども達は

全国で約8700人になります。

　グローバル化を進める安倍政権のもとでは、2011年度に必修

化された外国語活動の正式な教科化が決定されると共に、グロー

バルリーダーを育成する先進的な「スーパーグローバルハイス

クール」（仮称）（注２）の選定や国際バカロレア認定校（注３）を増や

す方針が出されています。いよいよ、英語を単なる言語学習とと

らえるのでなく、国際社会で通用する人材育成の基本理念は「全

人教育」であるというところに少しずつシフトし始めているよう

です。これこそが、PLSが目指している教育とうれしく思います。

　PLSフロントでも、その理念は徹底します。子どもが「喉乾いた〜」

と言ってきたらスタッフは、"In English, please!"と。しかし、そこで 

"I'm thirsty!" と言っても、わざと分からないふりをして、"Yes? So?" 

とちょっと“イジワル（？）”をする。するとやっと、"Water, please!"

と…。英語は単なるツールであり、それをフルに使って問題を解

決していく練習をしてこそ、本当のコミュニケーション力が付く

のです。自ら世界に向けて発信できる子を育てるには、こういう

小さな一歩から始めていくのが大事ですね。

　今後もPLSは、公教育の場で「全人教育」のお手伝いができたら

うれしいと思います。

（注１）2008年に、「PLS英語教育研究所」に改称。

（注２）語学力はもちろん、幅広い教養や論理的思考力を身に付け、国際社会で外国人と

　　　自然に意見交換することを目的とした、先進的な高校。100校を選定予定。

（注３）国際バカロレア機構（本部スイス）から認定を受けた学校の課程を修了し、統一

　　　試験に合格した生徒に対し、海外大学への進学資格を付与する仕組み。

子どもが楽しく英語を身に付ける

　芸術の秋、紅葉美しい長野県の山中で、「マスミ オー

マンディ 教育・文化活動の会」主催のカンツォーネコン

サートが行われました。遠方のため心配されましたが、

会場は、150名もの参加者で埋まり、各テーブルぎっし

りで、始まる前から熱気に包まれました。今回はご縁

があり本場のイタリア人アーティストが友情出演、こ

のコラボレーションにも期待は高まるばかりです。

　今回のテーマは「愛」。美しい旋律のピアノに続いて、情熱の赤いドレス

でいつもと違う髪型のオーマンディ副校長が入場すると、会場のお客様

からは大喝采。雰囲気づくり、歌、目線、動き、表現力、どれもこだわりを持

ち、特に思いをこめて情感たっぷりに歌詞を届ける姿が圧巻。１つ１つの

言葉の意味をよく理解して心を込め、語りかけるように大事に歌う技は

語学教育の専門家ならではでしょう。

　まず「Se Piangi, Se Ridi 君に涙とほほえみを」を熱唱してスタート。共

演者の甘くせつなく郷愁を感じさせるナンバーも続き、途中、素敵なデュ

エットを交じえるなど、異文化満載の様々な表情と文化交流が見られま

した。イタリア語のみならずイタリアにま

つわるエピソードなどトークも繰り広げ

られ、「ケ・サラ（なるようになるさ）」を会

場唱和。あらゆる世代に夢と希望、明日へ

の活力を生み、教育・文化の香り漂う秋の

ひとときでした。多くの皆様の応援に心か

ら感謝申し上げます。

「魅惑のカンツォーネの夕べ」ご報告
10月20日（日）長野県にて

【申込受付中】

★ ニューイヤーコンサート 2014　　

■ 日時：2014年1月10日（金） 開演 午後7時30分（開場6時30分）

■ 会場：ライブスペース Qui 台東区上野2-13-2 パークサイドビル4F

　 TEL 03-3831-0747 JR 御徒町駅7分/上野駅8分、

　 　　　　　　　　　　  銀座線 上野広小路駅4分、

　　　　　　　　　　　　京成線 京成上野駅3分、

　 　　　　　　　　　　  都営大江戸線 上野駅3分

■ 出演：白木ゆう子（ヴォーカル）、マスミ オーマンディ（ヴォーカル）、

　　　　 上里知己（ピアノ）、並木健司（ギター）

■ チケット代：￥5,500 税別（ミュージックチャージ、ワンドリンク、

　 　　　　　　おつまみ付）

■ 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 03-5306-5991

　PLS英語教育研究所では、レシピ方式（PLSシステム　）（注）を

導入した自治体で様々な研修を行っています。学校を訪問し、

授業を見学、先生方とお話ししたり研究協議をすることもそ

の一つです。小学校の先生は児童教育の専門家です。英語の専

門家ではありませんが、子ども達にもっとも近い存在として

子ども達の教育に責任のある立場から大変熱心に研修されて

います。

　この2枚の写真は、ある学校の今年度2学期の訪問研修の様

子です。全校の先生方が同じ授業を参観した後にその授業に

ついて話し合ったり、学年別のグループで新しい活動につい

て学んだり、既に行っている活動についてその効果をより高

めるための話し合いをしたりしました。

　どの学校でも、最初は英語だけの授業に不安な先生も2学期

には授業の進め方に慣れるだけでなく、NLT（ネイティブの先

生）とのコミュニケーションもかなり堂々とされるようにな

ります。そんな先生の姿を見つめる子どもたちは先生からコ

ミュニケーションのやり方を習い、子どもたちが楽しく習っ

ている姿を見て先生達の不安も次第に解消されていきます。

　レシピ方式（PLSシステム ）では、NLTと担任が一緒に授業

をすることによってお互いの強みを活かし「１＋１」が「3」に

も「4」にもなる授業を目指しています。そのために

当研究所では自治体や教育委員会、学校、現地の姉

妹校と手を携え年間を通して様々な研修を行うな

かで「子どもが楽しく英語を身に付ける」をNLT、担

任の先生と共に目指していきたいと考えています。

（PLS英語教育研究所副所長　長谷川信子）

（注）PLSシステム  に基づき、公立学校でNLTと担任との

　  ティームティーチングで年間35時間程度の英語授業

　  を行う。
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「カナダでの驚き！」
シリーズで紹介しています。

今回のテーマは、「寿司、スシ、Sushi」

　日本の代表的な食べ物と言うと「すき焼き」「天ぷら」が
定番の時代がありましたが、今は何と言っても「寿司」で
しょうね。
　バンクーバーでは、ここ数年寿司屋さんが急激に増えて
います。私がカナダに来た1980年の頃には、日本食を出す
いわゆる日本食レストランは、数件で、そのお店では、すき
焼き、天ぷらはもちろんラーメン、うどん、そば、丼ものそ
してお寿司！など日本食なら何でも出す食堂のデパート
のようなお店がありました。その後、本格的なお寿司屋さ
んの雰囲気を持つ「○○寿司」が登場しましたが、そこでも
日本のお寿司屋さんでは出さないメニューがありました。
　寿司カウンターでラーメンを食べる。こんな風景は日
本では、見られないでしょう。外国ならではの凄さです。
この驚きは今でも続いています。
　冷凍技術が発達し新鮮な魚介類が日本の市場で競り落
とされた次の日バンクーバーに届く、そんな時代になり
ました。ですからお寿司のネタも随分増えましたね。

　そもそも魚を生であまり
食べないカナダ人にとって、
お寿司はまさに異様な食べ
物でした。ご飯の上に生の魚
が乗っている。それを箸とい
う2本のスティックではさ
み、黒っぽい醤油というもの
につけて食べる。中には、黒
い紙のようなものにライス
が巻かれたものも出てくる。
　これら未知との遭遇には、
我々日本人でも「あっ！」と
驚くカナダ人の食べ方があ

りました。まず醤油の使い方です。彼らは、お寿司を食べ
る前にたっぷり器にお醤油を取り入れます。そこへぎこ
ちない手さばきでつまんだお寿司を入れる…お寿司が
醤油の海に浮かんでプカプカしています。それをほおば
るわけですが、醤油を入れた器には、ご飯粒がたくさん
残っています。
　お寿司を食べたカナダ人の多くは、これらの経験から
お醤油にはまります。ご飯にもたっぷりお醤油をかけて
食べるカナダ人を今でも見かけます。人によっては、日本
茶にもお醤油を入れて飲む人もいたくらいです。
　それに巻物の海苔。黒い紙と思ったのか海苔をはいで
食べる人もいました。寿司カウンターから出された寿司
のサイズが大きいと2つに切ってくれと要求する客も当
時、よく見たものです。
　そんなカナダで何故これほどお寿司が流行したので
しょうか。アウトドアで過ごす、スポーツで体を鍛えるな
ど健康志向に興味があるカナダ人ですから、おのずと食
べ物にも関心を持っていました。そのカナダ人が健康食
として日本食に目を向けたのがきっかけでしょう。シン
プルな料理法、素材を活かした料理法がカナダ人に受け

入れられたのです。
　生の魚を食べるといっても彼らの好きな寿司ネタは、
マグロとサーモンです。最近は、ウニとか納豆巻きなどを
注文する人を寿司カウンターで見かけることもあり、随
分時代も変わったものだと感じます。
　「寿司」はもはや世界的な食べ物として多くの国で人
気となっています。先ほども紹介しましたが、バンクー
バーのお寿司屋さんの数は、スターバックスのコーヒー
ショップより多いと言われています。このお寿司屋さん、
日本で修行した日本人の寿司職人がカウンターで寿司
を握る店はそれほどありません。せいぜい全体の1割り
程度でしょう。他のお店は、韓国、中国、ベトナムからの
人がお寿司屋さんを経営しています。大きな店から小さ
なテイクアウト専門の店まで規模はマチマチ、ピザ屋さ
んがつぶれたら寿司屋が出来るというくらい簡単に
オープン出来るのです。
　ご飯の上にネタをのせるだけ。このシンプルさがお寿
司屋さんの出店ラッシュとなっているのです。我々日本
人に言わせると、単純で簡単そうに見えるから難しいの
ですが、彼らにはまだ理解出来ないようです。
　ただ、どちらかというと彼らの得意技は巻物です。日本
のお寿司屋さんでは、決してメニューに載らないような、
独特な巻物がバンクーバーでは流行しています。例えば
「カリフォルニアロール」。今では日本でも見かけるこ
の巻物、誰が最初に作ったのかは不明ですが、バンクー
バーのどのお寿司屋さんへ行ってもこの巻物を食べる
ことが出来ます。
　カリフォルニアロールに代表されるように人気の巻物
は、巻き方が独特です。裏巻き、またはインサイドアウト
と呼ばれご飯が外に現れ海苔が中に巻かれています。作
り方を見ていると巻きすの上にのせた海苔にご飯をのせ
るそれを裏がえしにして海苔に具や寿司ネタをのせ、ソー
スやたれをかけそのまま巻いて行くと言う作り方です。
表に現れたご飯には、胡麻や寿司ネタなどのトッピング
をのせてさらにデコレーションする巻物もあります。
　人気の巻物の中には、生の魚などを使わず野菜やくだ
ものなどを使うものも多く、中に入れるソースも凝った
ものもあります。カリフォル
ニアロールのようにマヨ
ネーズを使った巻物もよく
見かけます。
　それでは、バンクーバー
で人気の巻物を紹介しま
しょう。
　これらはお店によって中
に入れるものが微妙に違っ
たり、呼び方も異なるもの
もありますのでその辺は、
ご勘弁のほど！

police（交通警察）の導入の検討を始めました。問題は、
このtransit policeにどれだけの権限を与えるのか、
銃などの武器を所持させるのか、という問題です。白
熱の議論の結果！
　2005年12月4日警察と同じ権限を持たせ、かつ銃
の所持も許可されたtransit policeが各駅に配備され
ました。現在は、安全性を高めるため各駅に平均25個
の監視用のモニターカメラが設置されています。
　人の善意、モラルに頼った"proof-of-payment"シ
ステムの崩壊の始まりです。走行中の電車にtransit 
policeやスカイトレーン運営会社のスタッフが抜き打
ち的に乗り込み乗車券をチェック、違反者を発見した
ら違反チケットを切る。罰金は、$173です。これらの
対策は、確実に運営コストをあげることになりました。
その結果、人件費がかさみ運賃の値上げです。ただこ
れだけでは膨大に膨らんだ赤字解消にはいたらない、
無賃乗車の取り締まりも思うほど効果が上がらない…
次の選択肢は？
　利用者が正規の乗車料金を支払い利用するというご
く当たり前の行為が続いていたなら今も安い料金で利
用できる交通手段として、バンクーバーの自慢の一つ
として大いに注目されたスカイトレーンですが、悲し
いかなルールが守られず外的要素で規定していく悪循
環が始まったのです。高い人件費を払って雇った
transit policeにもこの流れを止めることが出来ない
状況になってきたのです。
　大々的なキャンペーンを行い利用者のモラル向上に
努める、教宣活動を強化するという方法は、もはやtoo 
late！遅すぎたのです。
　結果は、システムの変更です。現在、バンクーバー周
辺地域のスカイトレーンの駅では、大々的な改修工事
が始まっています。これは、スタート時の"proof-of-
payment"システムを"gated-ticket"システムに変更
するためです。日本と同じように改札口を設け全ての
利用客をチェックし無賃乗車を根絶するために今、多
くのスカイトレーンの駅で改修工事が始まっているの
です。この工事費は、誰が負担するのでしょうか？
　何かを守らせるために法律を作り、その法律が守ら
れているかを監視するために組織を作り、人を配置し
膨大なお金を無駄に使う。違反したものは法で裁かれ
それなりの罪を受けるが、世の中の変化に合わせ追加
的な法律が制定され増々規制が厳しくなり、監督する
組織が増えて行く、この外的規制の悪循環を断ち切る
には、何が必要な
のでしょうか？
　人間の経験と知
恵で作り出したシ
ステムを人間自ら
が破壊するという
愚かな行為は、い
つまで続くのか。
何事もなかったよ
うに走るスカイト
レーンが無言で人
間の愚かさを示し
ているようにも見
えます。

　スカイトレーンがバンクーバーで開通してからすで
に25年以上が経過しています。人の善意、モラルに
頼った"proof-of-payment"というシステムが今どう
なっているか？これらをみなさんにご紹介する前にも
う少しスカイトレーンについてお話しします。
　このスカイトレーンは、バンクーバー周辺地域を走
る他の交通システムと密接な結びつきを持っているの
です。グレーターバンクーバーを網羅しているバス、
そして川を渡るフェリーのようなシーバス！これらは、
スカイトレーンと同じ乗車券で利用可能なのです。も
ちろんバスの乗車券もスカイトレーンにも使える訳で
す。バンクーバー周辺地域を含めた公共交通機関の料
金システムは、1ゾーン、2ゾーンそして3ゾーンと3つ
のゾーンに別れておりそれぞれの料金が決められてい
ます。大人の料金は、それぞれのゾーンにより異なり
ますが、現在は$2.50から$5.00となっています。
　料金は、"adult"と"concession"の2つの料金があ
ります。日本で言うと「大人」「小人」に近い表現ですが 
"concession"は、児童、学生、シニア、障害を持つ人を
含みます。（4歳以下の子供は無料です。）
　特徴的なのは、券売機などで購入した乗車券が上記
にあげたどの交通機関でも使えるということ、そして
90分間は、乗り降り自由ということです。ですから
キップを買ってダウンタウンへショッピングに出かけ、
買い物が90分以内に終われば同じキップで帰ってく

ることが出来るのです。
　この他、午後6時30分
以降及び、土・日・祝日は、
全ての料金が1ゾーンの
料金が適用されるのです。
他に便利なデーパスなど
もあり至れり尽くせりで
す。バンクーバーで市内
観光を楽しもうという旅
行者の方には、まる1日
無制限に使えるデーパス
がオススメです。ちなみ
にお値段は、大人$9です。
　さてそろそろみなさん

も気になっていると思う人の善意、モラルに頼った
"proof-of-payment"のシステムが今、どのように
なっているのかお話ししましょう。改札口もない監視
する人もいないまさに理想のシステムと呼べる
"proof-of-payment"システムですが、このシステム
を悪用してタダ乗りする者が徐々に増え始めています。
きっとはじめはチケットを購入するのを忘れ、駆け込
み乗車で乗ったのがきっかけだったのかも知れません。
しかしきっかけや理由はどうあれ利用者数の増加に
伴って収益があがらないという事実が問題となって
きました。赤字が増えて行く…もはや何か具体的な手
をうたなければならなくなってきました。それと同時
にスカイトレーン駅校内及び駅周辺での事件が増加し、
それらは「何ら監視する人がいない無人駅が問題だ！」
ということになってきたのです。
　その流れを受け、スカイトレーン運営会社は、駅の
安全と無賃乗車を防ぐためとの理由を付けtransit 



　　　　　　　　　　　PLSニュースレ
ターでは来年1年間の読者モニターを大
募集します。皆様の率直なご意見をお聞
かせください。ご希望の方は住所、氏名、
年齢、電話番号、通われている英会話学校

（あれば）をご記入いただき「PLSニュース
レター 読者モニター希望」と明記の上、
PLS本部までFAX（03-5306-5738）をお送
りください。ご協力いただいた方にはさ
さやかなお礼を差し上げます。応募多数
の場合は抽選の上こちらからご連絡を差
し上げます。皆様からの応募をお待ちし
ています。

▲先生が背負ったカゴにみんな
で玉入れ、先生も必死で逃げます

▲ラグビー体験では子どもだけで
なく大人の方も参加していました

▲ランチタイムには先生も参加

PLSアルバム 今回のPLSアルバムは9月に行われた
ピクニックの様子をご紹介します

＜BCロール＞
バンクーバーは、BC州（ブリティッシュ・コロンビア州）
にありここの特産物の一つであるサーモンを使った巻物。
見た目は、カリフォルニアロールように裏巻きで、中に身
が少しついたサーモンの皮をパリパリに焼いたものとキ
ュウリの千切りやカイワレを入れます。

＜ダイナマイトロール＞
エビ天を入れた巻物。ソースは、店により様々です。

＜スパイダーロール＞
ソフトシェルクラブを唐揚げにしたものを入れた巻物。

＜照り焼きロール＞
チキンの照り焼きを入れた巻物。

＜ビーフロール＞
すき焼き風に甘辛く肉を味付けしたものを入れた巻物。

＜レインボーロール＞
七色の魚を裏巻きにした酢メシの表面にのせ並べた巻物。
見た目は、豪華絢爛、ハデハデ！

　以上のように紹介するときりがないほどたくさんの種
類があります。
　その他、＜ハウスロール＞と命名されたそのお店独特
の巻物があるのですが、これらは、独創的で見た目も魅力
的！ただ驚く寿司ネタ
を使った巻物を出すお
店もあり、もはやお寿
司の域を超えていると
思われる不思議なお寿
司に遭遇することもあ
ります。
　果たしてバンクー
バーのお寿司は、進化
しているのか。邪道と
無視するには少し気
になるバンクーバー
のお寿司です。

今回紹介する１枚の写真は、2010年バンクーバーで開催され
た冬季オリンピックの開会式と閉会式に世界中の人々が注目
した、あの聖火台です。
　現在、あの聖火台はバンクーバーのダウンタウン、ウォーターフロ

ントに設置されています。多くの観光客が懐かしそうに見つめる聖火

台。よく見るとなかなか凝っています。開会式当日には、思わぬハプニ

ングがありましたがそれも懐かしい思い出となっています。驚くこと

にこの聖火台、今もバンクーバーで活躍しているのです。先日も新し

いレストランのオープンセレモニーにこの聖火台が点灯されたので

す。誰でも利用出来るこの聖火台、あなたも特別な日の思い出にバン

クーバーに来てこの聖火台に火を灯してはいかがですか？ちなみに

費用は、1回＄5000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１枚紹介するコーナーです。


