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Why don’t you take the challenge? 挑戦してみませんか？
「中級英会話」講師
Hello. My Name is John C.
Pulaski. Many people think I’
m
from England, but I’
m really from
Massachusetts in‘New”England.
There are a lot of mountains and
forests near my hometown, so it’
s very beautiful in the fall when
the leaves turn bright red, yellow
and orange. That’
s the only time
I get homesick. However, Japan
is my home now.

I originally came to Japan 22 years ago on a six-month
contract to work in a program for a publishing company.
However, once that contract expired I began teaching
at high schools and universities. For a short time, I
even taught a cooking class in English at Tokyo Gas.
I like food, so it was a lot of fun. Some of my favorite
Japanese foods are ahn doughnuts, yomogi mochi,
matcha and hijiki salad.
I have been teaching a variety of classes at the Kawaski
International Center since 2006. The types of classes I’
ve taught have been reading, travel English, listening,
listening and discussion about culture, listening and
presentation, and listening and speaking. Although my
classes are at the intermediate level, I always have a
mix of students from all levels and all ages and they do
fine. In fact, I have a small group of students who have
‘survived’many of my classes! Why don’
t you take the
challenge and join us?

今年も
開催します!!

ジョン・プラスキーさん

こんにちは。
ジョン・C・プラスキーです。
私をイギリ
ス人だと思っている人が多いようですが、実は、
アメ
リカ北東部ニューイングランド地方・マサチューセッ
ツ州出身です。
生まれ育った町は山と森に囲まれ、
秋
には紅葉が本当に美しいところです。
ですから、秋だ
けはホームシックになることもありますが、
今では日
本が
「私のうち」
です。
私は22年前に、
出版社の仕事で来日し、
その後、
高
校や大学で教え始めました。
東京ガスで英語でクッキ
ングを教えたこともあります。
私は食べ物が好きなの
で、
とても楽しかったです。
好きな日本の食べ物は、
あ
んドーナツ、
よもぎ餅、
抹茶、
ひじきサラダです。
川崎市国際交流センターでは、
2006年から教えて
います。
これまでに教えたクラスは、
読解、
旅行英会話、
文化についてのリスニングとディスカッション、
プレゼ
ンテーション、
会話です。
私の担当クラスは中級レベル
ですが、
いつもさまざまなレベルと年齢の生徒が一緒
に頑張っています。
あなたも挑戦してみませんか？
（英文：ジョン・プラスキーさん）

｢魅惑の音楽紀行｣〜アルペンを訪ねて〜

2012年は川崎市とドイツ・リューベック市とオーストリア・ザルツブルグ市との友好都市提携20周年を迎えた
ことから、
アルプス地方の音楽を中心とした内容を2回シリーズで開催します。
この機会にぜひお楽しみください。
第1回

「チター」演奏と
ドイツ・オーストリア・スイスの話

第2回

エーデルワイスカペレによる
南ドイツとオーストリア音楽の夕べ

ドイツ・オーストリアが発祥といわれる
「チター」
。
映画
「第
三の男」のテーマ曲で知られる楽器です。あなたも、チ
ターの音色に酔いしれてみませんか。

全国の
「オクトーバーフェスタ」
でお馴染のグループ、
「エーデ
ルワイスカペレ」
の調べにのってアルプス地方の旅を楽しん
でいただきます。
特にアルプスホルンの演奏は必見です！
！

◎日時：10月13日
（土）
午後2時～3時30分
（予定）
◎場所：川崎市国際交流センター
ホール
◎出演：内藤敏子
◎定員：100名

◎日時：11月17日
（土）
午後2時～3時30分
（予定）
◎場所：川崎市国際交流センター ホール
◎出演：エーデルワイスカペレ
（アルプス音楽パフォーマンスグループ）
◎定員：150名

◎申 込：9月4日
（火）
午前10時～ 電話・FAX・Eメール・来館にて
（先着順）
◎入場料：第１回 一般1,000円 こども料金
（小中学生） 500円
第２回 一般2,000円 こども料金
（ 〃 ） 1,000円
第1・2回セット券有
（一般前売のみ） 2,500円

