
キャメロン先生と

　６月８日(土)にザ・キャピトル・ホテル東急にて、PLS創立４０周年祝賀会が行われ、１８５名ものご関係者の方々
にお集まりいただきました。会場入り口には、今も使われているPLSの教材の原画や当時実際に使われていた手描き
の教材が展示、会場のスクリーンではこれまでの４０年を振り返る数々の映像やスライドが流れ、PLSの４０年間を
実感するそんな時間でした。多くの方々の力でPLSは支えられ、作られていることを実感し、この先も共に歩んでい
くという気持ちを新たに持つことのできる素晴らしい会となりました。祝賀会の様子をお写真でご紹介いたします。

1. PLSに長期間通い続けてくださった理由は何ですか？

2. PLS学習中の楽しいと感じられる瞬間はどのような時ですか？

3. PLSで学んだ成果を実感したというエピソードを教えてください。

4. 現在の目標を教えてください。

5. 長期在校生代表として今回の祝賀会に参加してくださったご感想を一言お願いします。

① 開会のあいさつをするオーマンディ校長と副校長

② 茨城県鹿嶋市の内田俊郎市長より祝辞をいただきました

③ PLS教材の原画や当時の手作り教材の一部を展示

④ 能楽師 浅見真州様よりお祝いのお言葉をいただきました

⑤ パーティーの後半ではミニコンサートが行われ、オーマンディ副校長と共にPLSの講師とスタッフもステージに

⑥ 乾杯のごあいさつは姉妹校タイムイングリッシュスクール窪田映代表

長期在校生代表として祝賀会に参加していただいた２名の方に
インタビューさせていただきました。

PLS創立40周年記念祝賀会が行われました

　PLS創立40周年

記念誌を作成いた

しました。皆さん

ご覧いただきまし

たか？

大山 雅生さん（在籍期間 32年）

1.　大きな学校と違って、先生やスタッフと身近に会話や話ができます。

2.　現在プライベートレッスンを受けているため、自分の経験などを

　先生に伝えたり、逆に先生の経験を聞けたりしたとき。

3.　何年か前に台湾での学会で発表する機会があり、日本語で父が書いた

　原文を英語に直し、PLSの先生にもご指導いただき、発表をするこ

　とができました。

4.　現在仕事で英語を使うことはありませんが、将来仕事を辞めた時や、

　外国の方と話す機会があるときに、英語を忘れないで使えるように

　したいと思います。

5.　長く在籍する中でも初めての経験でした。感謝しています。

矢ケ部 恵美子さん（在籍期間 26年）

1.　授業の始めと終わりにスタッフの方々とのおしゃべり。

　優しい心遣いで楽しく通わせてもらっています。

2.　先生に“Perfect”と言われてハイタッチした時。

3.　友人と香港に旅行に行った際、ホテルのアフタ

　ヌーンティでメニューを持ってきたウェイターと

　自然に会話ができたこと。友人にも驚かれました。

4.　通い続けている年数に少しでも見合うよう、

　日常会話がスムースに話せるようになること。

5.　浜田山校でのPLSしか知りませんでしたが、PLS全体がとてもアッ

　トホームで素敵な学校だと実感しました。
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PLSの新しい3名の先生方にそれぞれ自己紹介や仕事への思いなど書い
ていただきました。
皆さんそれぞれ個性的で魅力的。皆さんも学校で先生を見かけたら、先生
にいろいろ質問して聞いてみてください。

PLSの先生紹介PLSの先生紹介
P L S  T e a c h e r  I n t r o d u c t i o n s

　７月29日にママの森幼稚園教室
の 生 徒 さ ん を 対 象 に サ マ ー デ イ
キャンプが開催されました。この日
は、子ども達が一日だけでも留学体
験ができればと、ママの森幼稚園の
三浦園長先生がご好意で幼稚園を
一日開放してくださいました。子ど
も達は、担任のジェマ先生とはもち
ろん、本部からのアーロン先生や
キャメロン先生とも一日思いっきり
遊びました。クラフト、ホールでの
フリスビートスやインドアサッカー、
ジェマ先生出身のオーストラリアの
お菓子作りに、園の大きなプールで
の水遊びなど内容は盛りだくさん。
ランチは近くのイタリアンレストラ
ンでバイキングをいただきました。
子ども達同士のひそひそ話の日本語
は大目に見てあげましたが、留学体
験だからもちろん "No Japanese" 
がお約束です。先生とスタッフはほ
とんど英語で接しましたが、子ども

たちにとっては全く問題無し。日本で生
まれ育っている幼稚園児や小学生が普通
に英語を聞いて理解し、行動に移せると
いうのは凄いことだと思います。小さい
頃から英語に触れているので英語を話す
ことにも抵抗がなく、一生懸命習った
英語で答えていました。しかも綺麗な発
音で！つくづく子ども達の成長を実感
した一日でした。
(ママの森幼稚園教室担当　柳澤 佳詠)

サマー  デイ キャンプ at ママの森幼稚園サマー  デイ キャンプ at ママの森幼稚園サマー  デイ キャンプ at ママの森幼稚園

　Hello everyone! My name is Cameron 
Doran, and I'm a new teacher here at PLS. In 
case you're curious, I thought I would tell you 
a little bit about myself. 
　I'm from the US, and have lived in six 
different states: Arizona, Maine, Minnesota, 
Oregon, Hawaii, and Colorado, in that order. I 
love singing, playing guitar and piano, 
teaching, learning Japanese, camping, 
snowboarding, yoga, the beach, rock climbing, 
cooking, acting, traveling, photography, and 
all-around new experiences. My favorite food 
is tandoori chicken with vegetable biryani rice, 
garlic naan bread and a mango lassi. I used to 
be a vocal performance (singing) major, but I 

ended up graduating with a major in Japanese 
language and civilization from the University 
of Colorado. My dreams are to songwrite / 
compose / perform music that I love, travel the 
world, speak Japanese fluently, teach with 
passion, live a full life, and leave a lasting 
impact on those around me. 
　I look forward to working with you if I have 
the opportunity! Speaking English well in this 
day and age is very important, so I'll do my 
best to serve your and/or your wonderful 
children's goals. If you see me riding my tiny 
skateboard around Hamadayama, yell out my 
name and say "Hey!" 

　Hello, everyone.
　My name is Kiyomi Maezawa, and I work 
for the Academic Affairs at PLS. I joined PLS 
in June of this year after working at a sister 
school in Nagano for 13 years. I first 
experienced the PLS System   in 2000, and I 
still remember how the lesson was bursting 
with energy and speed. At PLS, I hope to 
continue striving to provide children with 
ever-developing and improving methods. 
　I'm from Iiyama-shi in Nagano, but I lived 
in Alabama in the United States for three 
years, studying English and advertising. One 
of the unique characteristics of Alabama is its 
accent, which is spoken slowly with "sloppy" 

vowels. Though I had some of the accent when 
I returned home, I unfortunately lost it over 
time. I still think of my Alabama days with 
nostalgia whenever I watch my favorite movie, 
"Forrest Gump."
　English really opens up the world. But it's 
not just English, it's also the communicative 
ability to express oneself with confidence and 
listen to the opinions of others that brings 
words to life. Let's learn and use 
communicative English through the PLS 
System  !

　Hello. My name is Hengtee Lim, and I work 
for the PLS Institute of English Education.
　I first came to Japan in 2008 on the JET 
Programme, and I lived in Shimabara in 
Nagasaki Prefecture. My days in Shimabara 
were spent working as an English teacher and 
cultural ambassador at elementary and junior 
high schools, trying with each new day to 
learn new things, and teach English more 
effectively. I also attended international days 
held at local high schools, and sometimes 
worked as a translator for the local board of 
education. When I finished my contract in 
Nagasaki in 2012, I moved to Tokyo and 
started at PLS. I'm still coming to grips with 
my new job and the new work environment, 
but my days are filled with new things to learn 
and understand, and lots of smiling kids. 
Coming to Japan broadened my horizons and 
opened up the world to me. I have a lot to be 
grateful for.
　At the PLS Institute of English Education 
(or P-Ken, as it is known at the office), our job 
is to help spread the spirit of PLS to public 
elementary and junior high schools. We do 
this, naturally, through English education, 
which means working closely with native 
language teachers, homeroom teachers, 
schools, and boards of education to make the 
development of English education more 

effective for students. 
　Every teacher wants their students to enjoy 
class. This is true of any teacher, in any 
school, in any country. We become teachers 
because of our interest in the subjects we 
teach, and naturally this is something we want 
to share. However, in the field of English 
education, it often seems as though there is 
little in the way of support. There are many 
teachers wanting the best from their students, 
but who are unsure of how to achieve their 
goals, and lack a concrete system to provide 
guidance. We members of P-ken become this 
support, and provide teachers with an effective 
and enjoyable method to help children to take 
their first steps toward becoming confident 
speakers of English, and international citizens. 
The more of our work I participate in, the 
more I realize that the PLS Recipe System is 
not just a tool for learning English, but also an 
important way to link the hearts and minds of 
people all over the world. Through 
communication we form bonds, and through 
these bonds our world opens. Once the world 
opens up, with it comes more opportunities, 
which are the keys to our hopes and dreams.
　Through P-Ken, and through our sister 
schools and their teachers, I hope to help open 
the world up to children in the same way Japan 
opened it for me.

　こんにちは、PLS英語

教育研究所のヘンティ

リムです。

　私は、2008年に初め

て日本に来てから４年

間、長崎県島原市で英語

教師の助手として市内

の小中学校で働いてい

ました。日々新しい経験

の中で、常にどうしたら英語を上手に教える

ことができるかを研究していました。学校以

外でも、地域で開催される文化交流のイベン

トに参加し、時にはそこで通訳の仕事を依頼

されたりもしました。島原市での生活は、私

にとってとても良い経験となりました。島原

市での仕事が終わり、東京に来てPLSで勤め

るようになりました。ここでは新しく覚えな

ければならないことがたくさんありますが、

毎日子どもたちの笑い声が聞こえ、同僚から

新しい知識を得ることができとても興味深

い仕事です。

　PLS英語教育研究所の目的は、英語教育を

通じてPLSの理念を公立の小中学校に伝え

ていくことです。研究所の私たちは長野県や

茨 城 県 の 小 中 学 校 の N L T の 先 生 ( N a t i v e  

Language Teacher)、学校の先生方、教育委員

会と密接に働き、ティーチングの技術から

子どもの心理までを含め、いかに効果的な

授業をするべきかを日々研究しています。

　学校や国は違っても先生は子どもに勉強

を楽しんでほしいと思っています。自分が教

えている教科に興味があるから先生になる

のであり、その興味をもっと多くの人にも感

じてもらいたいから先生になるのです。しか

し、現在の日本の英語教育では子ども達への

確立した教授法のシステムがないためどう

やって効果的に英語を教えたらいいかわか

らない教師が多いのではないかと思います。

研究所ではPLSのレシピ方式 (※)を通してそ

のような教師のサポートを行い、効果的で楽

しい学習法をお伝えすることで、日本の子ど

もたちが英語を身につけ国際人として一歩

を踏み出すお手伝いをしています。

　研究所の仕事を理解すればするほど、私は

PLSのレシピ方式は英語教育だけではなく、

人と人とを繋げる大切なツールでもあると

気づきます。楽しいコミュニケーションの中

で絆が生まれ、この絆が生まれることで世界

が開かれ、希望や可能性が広がります。最近、

この可能性は夢を叶える鍵となるのではな

いかと私は思っています。

　これからも、PLS英語教育研究所での仕事

や多くの先生、姉妹校の方々との関わりを通

じて、子どもの視野、そして世界を広げられ

るように頑張りたいと思います。日本が私に

世界を広げてくれたように。

※PLSシステム　に基づき公立小学校で年間35時間

を学級担任とネイティブ講師でティームティーチン

グをすることを想定している

　皆さんこんにちは。

　私はキャメロン ドーラ

ンです。４月から新しく

PLSの講師となりました。

　そこで、皆さんに私自

身のことを少し紹介さ

せていただきます。

　私はアメリカの出身

で、これまでに６つの州

に住んだことがあります。アリゾナ、メイン、

ミネソタ、オレゴン、ハワイそしてコロラド

の順です。好きなことは、歌、ギターとピアノ

の演奏、教えること、日本語の勉強、キャンプ、

スノーボード、ヨガ、ビーチ、ロッククライミ

ング、料理、お芝居、旅行、写真、そして全て

の新しい経験です。好きな食べ物は、ビリヤ

ニ米と野菜の炊き込みとガーリックのナン

を添えたタンドリーチキン、それとマンゴー

ラッシーです。

　もともと大学では声楽の専攻でしたが、最

終的には日本の言語と文明の専攻でコロラ

ド大学を卒業しました。

　私の夢は好きな音楽を作詞、作曲、演奏す

ること、世界を旅すること、日本語を流暢に

話せるようになること、情熱を持って教える

こと、全力で生きること、そして、周りの人々

へ影響を残すような人生を歩むことです。

　機会がありましたら、皆さんのクラスを担

当させていただけることを楽しみにしてい

ます。英語を話せるということは現代におい

てとても重要なことです。皆さんそして皆さ

んのお子さんのゴールにむけて、役に立てる

ように最善をつくしていきます。

　もし、浜田山で小さなスケードボードに乗っ

ている私を見かけたら、名前を呼んで "Hey!"

と気軽に声をかけてくださいね。

　皆様、こんにちは。

　PLS教務部の前澤喜

代美です。長野市の姉妹

校に13年勤務した後、

今年の6月からPLSに入

社いたしました。思えば

PLSシステム　との初め

ての出会いは2000年で

した。初めて目にした、

スピード感溢れた、活気あるレッスンは今で

も忘れられません。現状に甘んじず、更に良

いものを全国のお子様たちに差し上げられ

るよう、努力していくつもりでおります。

　長野県飯山市の出身で、学生時代は3年間

アメリカのアラバマ州で、英語と広告学を学

びました。南部独特のゆったりとしていて、

少し「だらしない」母音の訛りが特徴的な地

域で、帰国当時は私も訛りがあったのですが、

今ではすっかりなくなってしまいました。少

し残念です。今でも大好きな映画「フォレス

ト・ガンプ」を観ると、懐かしさでいっぱいに

なります。

　英語で世界は本当に広がります。でも英語

だけではなく、自分をしっかり表現したり、

相手の意見に耳を傾けたりできる、コミュニ

ケーション力も一緒に身につけていくことで

初めて言葉は生かされます。PLSシステム　

を通して、コミュニカティブな英語力を一緒

に身につけていきましょう！

ヘンティリム先生

キャメロン ドーラン先生 前澤 喜代美先生

▲ランチはレストランのバイキング。
ジェマ先生達と一緒にお食事！

▲キャメロン先生と一緒に！ ▲みんなの大好きなかき氷、
アーロン先生が作ってくれました。

　6月8・9日の2日間、2013年度PLSの会研究大会が開催さ
れ、全国の姉妹校から延べ228名が参加しました。総合
テーマ「PLSグループが目指す英語教育の原点と挑戦～原
点に立ち返り、広げよう夢を～」の下行われた今回の研究
大会、学校法人武末学園 長丘幼稚園の茅嶋智江理事長、パ
ンプキンイングリッシュスクールの進藤有治代表からは、
それぞれの経営者、代表者としての原点と現在に至るまで
の貴重な経験を発表していただきました。2日目にはデール 
ストロンバーグ先生とジェレミー トゥルーブラッド先生による
レッスン公開、レイ オーマンディ校長によるデモレッスンも
行われ、参加者すべてにとって、学び多き2日間でした。

写真右：オーマンディ校長からは、現在の地球が抱える問題、エコ

ロジーについて考える内容の発表が行われました。PLSでも未来の

子どもたちのため、英語教育だけではなく、資源の大切さを伝えて

いくことができるよう努力していくことを再確認しました。

写真左：ジェレミー先生

の公開レッスンでは、子ど

もたちの生き生きとした

表情が印象的でした。

PLSの会研究大会



Midori's Musings

PLSカナダホームステイプログラム報告

（PLS40年の歴史 その4）

バンクーバー中央図書館
バンクーバーおすすめスポット！

　今年のバンクーバーの夏は、
記録的な日照時間を記録し雨
の少ない最高の夏でしたが、日
本はいかがでしたか？まだま
だ暑い日が続いていることで
しょう。
　皆さんの夏休みは、いかがで
したか？カナダでは9月から
新学期が始まりましたので学
生たちは新しい学年で今一生
懸命勉強しているといった状

況です。私も7月から引っ越しの準備や日系人の夏祭
りへの参加と慌ただしい日々を送っていました。その
中で唯一リラックス出来る場所があるのです。バン
クーバーのダウンタウンにあるくつろげる場所、冷房
も効いていて夏には最高の場所！
　それはバンクーバー中央図書館です。
　初めて見る人は、「えっ！あれが図書館なの？」と驚
くほどの外見なのです。まるで古代アテネに建てられ
たコロシアムのような建物がバンクーバー中央図書館
なのです。
　カナダに来て思ったのですが、日本では、駅前商店街
を歩いているといくつもの本屋さんを見かけますが、こ
こバンクーバーでは、大きな書店がいくつかあるだけで
日本のように気楽に立ち寄れる小さな本屋さんはあり
ません。そんなことからカナダ人は、あまり本を読まな
いかと思っていましたが、それは大きな誤解でカナダ人
の多くは、図書館をうまく、かつ頻繁に利用していると
いうことが分かりました。
　そこで今回は、夏の暑い日のくつろぎの場所として、
度々利用したバンクーバー中央図書館を紹介します。

　バンクーバー市内には、中央図書館と21の分館を合
わせて22館の図書館があり、年間40万人近くが利用し、
800万点以上の貸し出しを行っています。バンクーバー
の人口が約70万人と言われていますので年間40万人の
利用者数は、驚く数字です。
　その中でも中心となるのが、1995年に新しく開館した
バンクーバー、ダウンタウンにあるバンクーバー中央図書
館です。カナダの有名建築家モシュ・サウディによって設
計されたこの建物は、９階建で古代ローマの競技場のよう
な楕円形をしています。

　バンクーバー市内のすべての図書館では、直接、ある
いは電話やウェブサイトで様々な情報を得ることがで
きます。初めての利用者には図書館スタッフが本、政府
刊行物、雑誌、 新聞、マイクロフィルム、電子データベー
ス、インターネットなどの見つけ方、使い方などを紹介
してくれます。もしあなたが探している情報が、市内の
図書館で見つからない場合は、オンラインで他の自治体
の図書館や大学の図書館で探すこともできます。
　子ども向けには、数千の本やビデオ、DVD、カセット、
スペシャルプログラムなどが用意されています。
　図書館にある書籍は、英語以外に、中国語、フランス語、
パンジャブ語、ヒンディー語、スペイン語、韓国語、日本
語、ベトナム語の他14ヶ国語の本が図書館で閲覧、利用
できます。 
　また、コインで使用するコピー機は全ての分館に設置
され、中央図書館では各階に設置されています。その他、
無料のインターネットステーションとオープンソース
のワープロソフトも利用できます。
　さすが移民の国、カナダですね。多くの言語の本が備
えられているのが特徴です。日本語に関しては、古い本
から雑誌、それにマンガもあり日本人以外にも人気があ
ります。その他ビデオやDVD、音楽などの視聴覚教材も
たくさんあり、簡単に利用出来ます。
　ただこれらのサービスを受けるには、メンバーになる
必要があります。メンバーといっても申し込みをして図
書カードを作るだけで、基本的には無料です。バンクー
バー在住の人、もしくは家など不動産を持っている人は、
簡単に登録することが出来ます。非居住者に関しては、
有料となる場合もありますので、直接図書館で係りに質
問してください。
　さてメンバー登録を済ませ図書カードを手にしたら、
いつでもどこの図書館でも上記で紹介したサービスを
受けることが出来ます。

図書館のメンバーとしてサービスが受けられる一方、守
らなくてはならないルールが幾つかあります。
・本は期限日、または期限日前に返却してください。　
そうすることで、よりたくさんの人が楽しむことができます。
・返却期間を過ぎても返却をしないと、日ごとに罰金が
請求されます。
・図書館のものは注意して、大切に扱ってください。　

図書カードで借りたものを紛失したり、傷めたりした
場合、責任はカードの持ち主にあります。友達に貸し
たから自分には責任が無いなどの言い訳は通じません。
・図書カードは、クレジットカードと同じように大切に
扱ってください。 カードをなくしたり、盗まれたとき
は、すぐに連絡してください。
　盗まれたカードで貸し出されたものは、紛失や盗難の
連絡があるまでは、カードの持ち主の責任です。
・住所や電話番号の変更はすぐに知らせてください。
・子どもには罰金を請求しませんが、責任をもって図書
館を利用するよう強く勧めています。14才になり、青
年カード(youth card)を持つようになると、本人が
責任を負うことになります。
　以上、図書館を利用する上での常識ですが、みんなで利
用する以上これらのルールを守ることは本当に必要です。
　何故、こんな当たり前のことを利用者に伝えるのかと
言うと、それはカナダが多民族国家で風俗、習慣、価値観
の異なる人が共存共栄を目指して生活しているからで
す。これらのルールもいくつかの言語で書かれた注意書
きがあるくらいです。ルールを守らせるためには、はっ
きりと伝える。曖昧にしない点が驚きであり、日本でも
採用出来るアイディアかも知れません。
　さてそれでは、実際に図書館の中に入って見ましょう。
　コロシアムのような建物の入り口のドアを開け中に
入ると、吹き抜けの大きな空間が広がっており、その広
さに驚くでしょう。そこには、喫茶店、お土産屋などいく
つかのお店があり、その前には人々がくつろげるように
テーブルやイスがたくさん並べられています。その場所
から上を見上げると青空が見えます。ここはパブリッ

クスペース！人々が
自由にくつろぐ広場
なのです。時々イベ
ントも開催されてい
ます。
　私は、人との待ち
合わせ場所によくこ
の中央図書館を指定
します。この広々と
した空間でコーヒー

を飲みながら人と話をしていると、この場所がいろいろ
な人に利用されているのを垣間見ることがよくありま
す。よく見かけるのが英語の個人レッスン、英会話の練

習です。特に韓国や日本からの学生がこの場所で英会話
の特訓を受けているのを見かけます。クーラーも効いて
夏は、最高の場所ですよ！
　吹き抜けの空間のほぼ中央にある入り口から図書館
の中へ入ると、まず周りが見渡せるその空間の広さに安
心させられます。9階建ての建物の上部2階は、事務所や
オフィスとして使われていますので、図書館は1階から
7階までです。1階は、幼児や子どもの本、ビデオ、DVD、
カセットやスペシャルプログラムを提供する子ども達
専用のフロアになっています。入り口が2階にあるため
1階までは、階段を下りて行くことになります。 とにか
く驚くことは、どのフロアに行っても広々とした空間に
ゆっくり閲覧出来るスペースがあり、個別の机やイスが
用意されていることです。日本でも学生時代、受験勉強
と言って涼しい図書館に勉強しに行ったことがありま
したが、用意されているスペースは少なく、机などの数
にも限りがあったため、奪い合いをしたことを覚えてい
ます。日本とカナダの国土の広さ、人口などを比較する
としょうがないことなのかも知れませんが、このゆった
り感は、人格形成に大きな影響を与えるのではと考えて
しまいます。
　その他驚くのは、図書館内に設置されているコンピュー
ターの数の多さです。100台以上もあるコンピューター
が無料で自由に使えるのです。もちろんインターネット
環境も整備されているためゲームをしたり映画を見た
りと全くの自由です。 
　最初に紹介したように、カナダ人の図書館利用率が高
いのは、やはり図書館が居心地の良い場所であり、便利で
利用しやすいシステムが整っているためであるからでは
ないかと改めて感じました。その日の新聞を見に図書館
に足を運ぶ人もたくさんいます。また幼い子どもを連れ
たお母さんの姿もよく見かけます。最近では、電子書籍の
貸し出しが増えているそうです。電子書籍の貸し出しは、
新たな図書館の利用スタイルを構築するかも知れません。
　最近、日本で若い人の本離れが心配と問題提起をした
コラムを見たことがありますが、ひょっとしたらバンクー
バーの図書館にその問題を解くカギがあるのかも、と図
書館入り口の広い空間でのんびりコーヒーを飲みなが
ら思いました。
　あなたも改めて日本のお近くの図書館をご覧になっ
てはいかがですか？

＜Vancouver Public Library
　　　　（バンクーバー図書館）＞

＜図書館サービス＞

＜図書館を利用する上でのルール＞

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

Make the Best of
Everything You Have

　PLSが、ホームステイプログラムをスタートさせて、今年で

30年。アメリカからカナダにその地を移し、現在までに700

人以上の子ども達が参加しました。

　「世界で最も住みやすい都市」として近年必ず上位に選ば

れるバンクーバーは、移民が多いことでも有名。「国際的」と

いう言葉が古臭くひびく程に、様々な文化や言葉が混在する

ことが当たり前の日常です。自分が『ガイジン』であることを

忘れさせてくれる居心地の良さと共に、共通語としての「英

語」の重要性を痛感します。

　今年の夏もそのような環境で言葉や習慣の違いに苦労した

子ども達、さすがに柔軟性と知恵がある！

　ホストマザーの作ってくれるおいしいサンドイッチも飽

きた頃、日本から持って来たカップラーメンを何としてでも

ランチに食べたい小学生。しかし、学校にはお湯はない…。

そこでマザーに、日本から持って来た魔法瓶を指しながら、

"Hot water, please!"。

　次の日のランチブレイク、最高の笑顔でラーメンをすする

姿が印象的でした。

　"The happiest people don't have the best of everything; they 

just make the best of everything they have."（作者不詳）（最も幸

せな人とは、全ての最高の物を所有する人ではなく、すでに

持っているものを最高に生かす人である。）

　カナダで出会った16歳の日本人留学生が、私に教えてくれ

たフレーズです。

　子どもたちにとっても、ないものねだりではなく、現状に

感謝しそれを最高に生かすことを学んだ夏だったのではな

いでしょうか。

　高知県高知市にあるエヴァグ

リーン英会話スクール（代表：臼井

浩爾さん）が、2013年4月よりPLS

の姉妹校グループに加盟されまし

た。高知県でもPLSシステム　で学

ぶ子どもたちがこれから増えてい

くことでしょう。日本中の子ども

たちの英語教育向上に向けて、同

じ目標をもってつながっている姉

妹校はPLSにとってとても大切な

ネットワークとなっております。

▲優しい先生は男の子たちに
も大人気

▲ホストファミリーと一緒に

▲一人一人丁寧に教えてもらいます

▲コロシアムのようなバンクーバー中央図
書館の外観

写真中央：臼井代表

　カナダのニューウェストミンスター市教育委員会

が主催する、カナダホームステイプログラムに7月24

日（水）〜8月12日（月）までの約3週間、小学4年生か

ら高校2年生までの22名が参加しました。3週間を終

えた子どもたちの声からは、それぞれの中での成長

や変化が感じ取れます。

　「ホストファミリーとのコミュニケーションはど

うでしたか？」との問いには、初めの頃に比べて、と

てもよくコミュニケーションが取れた、相手が何を言っているか以前より理解できるよ

うになった、最初はぎこちなかったけど、3週目に入ってから慣れてきた、言っているこ

とがわかるようになって楽しかった、などみんな徐々に会話に慣れてきたようです。「成

長したと思うことは？」には、自分からしゃべろうとした、日本人であることを誇りに思

うようになった、との声も。最後に3週間の感想を聞くと、ホストブラザーとたくさん遊

べて3週間があっという間にすぎてし

まった、充実した日々を送れた、本当

にいい経験をした、英語が自然に浮か

ぶようになった、3週間とても短く感じ

た、来年も行きたい、ホストファミリ

ーにもっと積極的に話しかければよ

かった、などそれぞれに喜びやくやし

さなど様々な思いを胸に、出発する前

と比べ一回りも二回りもたくましく

成長し、到着ゲートから出てきた子ど

もたちの表情が印象的な今年のホー

ムステイでした。

カナダホームステイを経験して感じる成長と変化 新しくPLSの
　姉妹校が
　　増えました

新しくPLSの
　姉妹校が
　　増えました

　オーマンディ副校長は、各地での教育講演会や執筆活
動を続けてきましたが、より大きな意味での教育支援を
行うため、「マスミ オーマンディ 教育・文化活動の会」を
通じての活動を始めました。英語教育に関わる中で、能や
歌舞伎といった日本伝統文化を代表する方々とご縁があ
り、日本の大事な文化を知ること、楽しむこと、伝えるこ
との重要性を感じ、伝統文化を応援する活動も続けてき
ました。人に何かを伝えるとき、言葉だけでなく、その伝
え方、表現はとても大事です。それが人としての魅力とな

り、教養・人間力・コミュニケーション力につながるからです。かねてより「人
間教育の一環としての英語教育」「夢と使命感
を持って世界に羽ばたいてほしい」と訴え続
ける副校長は、近年は、イタリア語学習とイタ
リア児童の英語教育にも従事、異文化紹介も
兼ね、自ら実践証明するために「歌」を通じて
国内外に交流の輪を広げています。皆さんも
是非、足をお運びになりませんか？

広げよう夢を つながろう世界と

【申込受付中】
★ 10月20日（日）午後5時〜7時　エクシブ蓼科（長野県）
　 「魅惑のカンツォーネの夕べ」 ¥4,000
　 マスミ オーマンディとイタリア人Artists
　 PLS共催  イタリア「ダンテ・アリギエーリ協会」後援
　 ＊美しい紅葉とお食事が評判のホテル。ご宿泊予約承ります。
　
★ 11月18日（月）午後1時〜　国立能楽堂
　 能：「井筒」　B席￥12,000円　C席 ¥9,000円 他席種あり
　 浅見真州（観世流シテ方）
　 浅見真州の会　日本芸術員賞受賞記念
　
★ 平成26年1月10日（木）（時間・料金は追ってお知らせします）
　 ライブスペースQui（上野）
　 白木ゆう子・マスミ オーマンディ
　 ＊アメリカのポップスとジャズを中心に英語で歌います。英語の
　 勉強をしている方々に特にお勧めです！
　
■ 上記企画のお問い合わせ/お申し込み先：
　 マスミ オーマンディ教育・文化活動の会 酒井 03-5306-5991

▲珍しい着物姿も

▲40周年記念祝賀会で歌を披露
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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？

　カナダ便りの中で「カナダでの驚き」と題し
私、ひげタム！がカナダで体験したことを毎回
みなさんにお届けしておりますが、いかがです
か？「えっ！」と驚かれるようなことがありまし
たでしょうか？
　私にとっては、まさに驚きの連続でしたが、中
には「驚き」と言うより「怒り」に近い感情を持っ
たこともあります。それらは、日本で全く体験し
たことのない異なる価値観から起きたと思われ
るのですが、「そんな理不尽な！」ということを
度々体験したのです。そして英語の会話能力の
不足から十分な説明、主張が出来ず、その感情が
「怒り」に変わって行ったのです。
　今回は、カナダでの驚き＜怒り編＞を紹介し
ます。

　海外に移り住み見ることやることがなんでも
新鮮でウキウキしていた頃、初めてのクリスマ
スには感動しました。街全体がライトアップさ
れ、個々の家々が美しく飾られる。海には、デコ
レーションされたクリスマス・キャロル・シップ
も航行している。この風景は、まさに映画やテレ
ビで見た外国そのものでした。
　そしてクリスマスの次の日、この日も楽しみ
なのです。
　12月26日は、ボクシングデーと呼ぶのですが、
何の日かおわかりですか？英語で表現すると想
像がつくと思いますが、「Boxing Day」そう 
Box・箱、もらったプレゼントを開ける日なので
す。多くの家では、家の中に飾られているクリス
マスツリーの下にたくさんのクリスマスプレゼ
ントが置かれています。子ども達は、朝起きてク
リスマスツリーに集まりプレゼントを開けるの
です。1年中で一番幸せを感じる瞬間かも知れま
せんね。
　この日は、子どもたちだけでなく大人も楽し
みにしている日なのです。なぜならそれは、冬の
シーズンの激安セールが始まる日でもあるから
です。
　ほとんどの店では、この日
に合わせ人々が興味を持ち
そうな激安商品を店頭に並
べ客の来店を待つのです。ま
た、事前の宣伝などでお目当
ての商品を見つけた人は、そ
れこそ前日から並ぶ人もい
るくらいで、街全体が激安商
品を手に入れようと興奮状

態になるのです。そ
れくらい多くの人
が待っている日で
もあるのです。
　私もカナダに来
てこのことを知り、チラシで見つけた電子レン
ジを激安で買うため開店前から並びました。12
月ですから外は寒く、並んでいると寒さで震え
る感じでしたが、お目当ての電子レンジを買う
ために寒いなんて言ってられません！
　今、考えると電子レンジなどは、家に大小合わ
せて2、3台もあり誰か欲しい人がいたらあげま
すよ、と言った感じなのですが、あの時はなぜか
電子レンジをゲットしようと燃えてました。
　店の開店時間になりドアが開いたとたん、多
くの人はお目当てのものが売っているコーナー
へまっしぐら。私も電子レンジを売っている場
所に走って行きました。なんせ限定販売ですか
ら。この時は、お店限定10台！
　私は、幸運にも9番目に入り込むことが出来、
店員から電子レンジを購入できる引き換え券を
ゲットしました。「やった！」嫁さんもニコニコ
顔です。
　店内は、大勢の人でごった返していました。販
売専門の店員と商品を渡す在庫管理の人は、別
なところにいて売れた商品をさばいているので
すが、すでに商品の引き換え券を持っている人
は、販売している場
所と異なる場所で
商品を受け取るこ
とになっていまし
た。
　我々は、引き換え
券を持っていると
いう安心感から、店内を余裕で見て回っていま
した。店内を30分程度見て歩いてから、ウキウキ
しながら商品の引き換え場所に行きました。そ
して、在庫担当の人に電子レンジの引き換え券
を渡したのです。少し待っていたら、在庫担当の
人が手ぶらで戻って来て、なんともう電子レン
ジの在庫はないというのです。
　在庫がないと言ってもこのように引き換え券
を持っているではないか、と詰め寄ったのです
が、在庫がないの一点張りです。何度もしつこ
くいうと最後には、私は販売員ではなく、売った
のは私ではないので私には責任がないと逆ギレ
です。
　「オイオイふざけんなよ！朝の早くから来て
寒い中を並んで、ようやく手にしたのにモノが

ないとはどうゆうことだ！」と怒りを込めて英
語で説明したのですが、なんせつたない英語で
したからどれだけ伝わったか。大声を出し、すっ
たもんだしているところにマネージャーが来て
もめている理由を在庫係りから聞いていました。
　それからマネージャーは、我々のところへ来
て表情を変えずに「商品の在庫がないためお買
いになった電子レンジを売るわけにいかない」
と弁解したのです。それでは、在庫係りと同じで
はないか。私は、「どうにかして電子レンジを持っ
て来い」と声を荒げて言いました。また「これで
は、詐欺だ！英語が話せないからといってバカ
にするな…」などなど英語混じりの日本語で電
子レンジが買えないと言う怒りをマネージャーに

ぶつけていました。
　カナダに来て初めて大いに怒りに燃えた瞬間
でした。
　結果は、粘り勝ちと言うか迫力勝ち！
　広告した商品はないし、他の店から取り寄せ
ることも出来ないので「この店に陳列している
同じ容量の電子レンジなら広告した激安価格で
お売りします。」とマネージャーの答えを得るこ
とができました。
　家に帰って買った電子レ
ンジを見ながら嫁さんとニッ
コリ！その日の夜は、嫁さん
とビールで乾杯！勝利の美
酒に酔いしれました。

＜売ったのは誰だ？＞

習です。特に韓国や日本からの学生がこの場所で英会話
の特訓を受けているのを見かけます。クーラーも効いて
夏は、最高の場所ですよ！
　吹き抜けの空間のほぼ中央にある入り口から図書館
の中へ入ると、まず周りが見渡せるその空間の広さに安
心させられます。9階建ての建物の上部2階は、事務所や
オフィスとして使われていますので、図書館は1階から
7階までです。1階は、幼児や子どもの本、ビデオ、DVD、
カセットやスペシャルプログラムを提供する子ども達
専用のフロアになっています。入り口が2階にあるため
1階までは、階段を下りて行くことになります。 とにか
く驚くことは、どのフロアに行っても広々とした空間に
ゆっくり閲覧出来るスペースがあり、個別の机やイスが
用意されていることです。日本でも学生時代、受験勉強
と言って涼しい図書館に勉強しに行ったことがありま
したが、用意されているスペースは少なく、机などの数
にも限りがあったため、奪い合いをしたことを覚えてい
ます。日本とカナダの国土の広さ、人口などを比較する
としょうがないことなのかも知れませんが、このゆった
り感は、人格形成に大きな影響を与えるのではと考えて
しまいます。
　その他驚くのは、図書館内に設置されているコンピュー
ターの数の多さです。100台以上もあるコンピューター
が無料で自由に使えるのです。もちろんインターネット
環境も整備されているためゲームをしたり映画を見た
りと全くの自由です。 
　最初に紹介したように、カナダ人の図書館利用率が高
いのは、やはり図書館が居心地の良い場所であり、便利で
利用しやすいシステムが整っているためであるからでは
ないかと改めて感じました。その日の新聞を見に図書館
に足を運ぶ人もたくさんいます。また幼い子どもを連れ
たお母さんの姿もよく見かけます。最近では、電子書籍の
貸し出しが増えているそうです。電子書籍の貸し出しは、
新たな図書館の利用スタイルを構築するかも知れません。
　最近、日本で若い人の本離れが心配と問題提起をした
コラムを見たことがありますが、ひょっとしたらバンクー
バーの図書館にその問題を解くカギがあるのかも、と図
書館入り口の広い空間でのんびりコーヒーを飲みなが
ら思いました。
　あなたも改めて日本のお近くの図書館をご覧になっ
てはいかがですか？

　図書カードで借りたものを紛失したり、傷めたりした
場合、責任はカードの持ち主にあります。友達に貸し
たから自分には責任が無いなどの言い訳は通じません。
・図書カードは、クレジットカードと同じように大切に
扱ってください。 カードをなくしたり、盗まれたとき
は、すぐに連絡してください。
　盗まれたカードで貸し出されたものは、紛失や盗難の
連絡があるまでは、カードの持ち主の責任です。

・住所や電話番号の変更はすぐに知らせてください。
・子どもには罰金を請求しませんが、責任をもって図書
館を利用するよう強く勧めています。14才になり、青
年カード(youth card)を持つようになると、本人が
責任を負うことになります。
　以上、図書館を利用する上での常識ですが、みんなで利
用する以上これらのルールを守ることは本当に必要です。
　何故、こんな当たり前のことを利用者に伝えるのかと
言うと、それはカナダが多民族国家で風俗、習慣、価値観
の異なる人が共存共栄を目指して生活しているからで
す。これらのルールもいくつかの言語で書かれた注意書
きがあるくらいです。ルールを守らせるためには、はっ
きりと伝える。曖昧にしない点が驚きであり、日本でも
採用出来るアイディアかも知れません。
　さてそれでは、実際に図書館の中に入って見ましょう。
　コロシアムのような建物の入り口のドアを開け中に
入ると、吹き抜けの大きな空間が広がっており、その広
さに驚くでしょう。そこには、喫茶店、お土産屋などいく
つかのお店があり、その前には人々がくつろげるように
テーブルやイスがたくさん並べられています。その場所
から上を見上げると青空が見えます。ここはパブリッ

クスペース！人々が
自由にくつろぐ広場
なのです。時々イベ
ントも開催されてい
ます。
　私は、人との待ち
合わせ場所によくこ
の中央図書館を指定
します。この広々と
した空間でコーヒー

を飲みながら人と話をしていると、この場所がいろいろ
な人に利用されているのを垣間見ることがよくありま
す。よく見かけるのが英語の個人レッスン、英会話の練

▲自由にくつろげる図書館内のパブリック
スペース

▲図書館の入口、すべてのフロアが見渡せます ▲1Fは子ども専用スペース ▲充実した子ども用のコーナー ▲プレイスペースもあります

▲日本語のコーナー ▲館内のパソコンは自由に使えます ▲返却はすべて機械 ▲各階にはコピー機が完備



　　　　　　　　皆さん夏休みはいかがで
したか？旅行、勉強、部活動など、それぞ
れ有意義な夏を過ごされたことでしょう。
さて、皆さんはPLSのスタッフブログをご存
知ですか？PLSのスタッフが、自分の趣味の
こと、ふとした日常の出来事、またはPLSの
先生のインタビューなど自由に書いています。
ぜひご覧ください。

PLSスタッフブログ
http://ameblo.jp/pacificenglishclub

PLSピクニック2013が開催されます！PLSピクニック2013が開催されます！

9月22日（日）はPLSピクニック

2013です。

今年は初めて浜田山の柏の宮

公園で開催！

ピクニックの様子はブログ、

次号のNewsletterで報告予定

です。お楽しみに！

　発信力養成講座では、とにかく英語を丸暗記し
てでも話すことを奨励していますが、その他にも
う一つ、知らない単語があってもとりあえず、辞書
を使わず文章を読んでどんなことが書かれている
かを知ることも重要です。

　そこで今回は、その練習です。
　下記は、みなさんもよく知っている話題。世界の
メディアが注目したイギリス王室のキャサリン妃
が、男の赤ちゃんを出産したニュースです。これは
英語を母国語としない、みなさんのように英語を
学ぶ人向けに出されたESL NEWSです。辞書を使
わずチャレンジして見てください。

ENGLAND - On July 22nd, 2013, a royal crier 
announced the birth of a new prince to the House 
of Windsor and heir to the throne of England. 
George Alexander Louis was born to Catherine 
Middleton, the Duchess of Cambridge, at a healthy 
eight pounds six ounces. Prince William's f irstborn 
son is third in line to the throne after his father, 

Prince William, and his grandfather Prince Charles, 
the oldest son of Queen Elizabeth II. They named 
him George, but he will officially be called His 
Royal Highness, Prince George of Cambridge. 
Following his birth, his father said, "We could not 
be happier."

　暗記出来るほど何度か読んで大意をつかんだ後、
分からない単語を辞書で調べて確認するのもまた
勉強になりますよ！しかも語彙も増えます。
　継続は力なり！ガンバって下さい！

ひげタム！の発信力養成講座ひげタム！の発信力養成講座

ぶつけていました。
　カナダに来て初めて大いに怒りに燃えた瞬間
でした。
　結果は、粘り勝ちというか迫力勝ち！
　広告した商品はないし、他の店から取り寄せ
ることも出来ないので「この店に陳列している
同じ容量の電子レンジなら広告した激安価格で
お売りします。」とマネージャーの答えを得るこ
とができました。
　家に帰って買った電子レ
ンジを見ながら嫁さんとニッ
コリ！その日の夜は、嫁さん
とビールで乾杯！勝利の美
酒に酔いしれました。

ないとはどうゆうことだ！」と怒りを込めて英
語で説明したのですが、なんせつたない英語で
したからどれだけ伝わったか。大声を出し、すっ
たもんだしているところにマネージャーが来て
もめている理由を在庫係りから聞いていました。
　それからマネージャーは、我々のところへ来
て表情を変えずに「商品の在庫がないためお買
いになった電子レンジを売るわけにいかない」
と弁解したのです。それでは、在庫係りと同じで
はないか。私は、「どうにかして電子レンジを持っ
て来い」と声を荒げて言いました。また「これで
は、詐欺だ！英語が話せないからといってバカ
にするな…」などなど英語混じりの日本語で電
子レンジが買えないという怒りをマネージャーに


