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カナダの語学学校で体験した

英語に夢中になる感覚

　10年ほど前、ワーキングホリデーでカナダのトロ
ントに１年間滞在しました。最初の３カ月はホーム
ステイをして語学学校に通ったのですが、その語学
学校の授業がとて
もユニークでした。
文法を丁寧に教わ
る時間もあれば、
「カナダの病院で
受診する時」といっ
た実践的な会話の
時間、「みんなで一つの物語を創ろう」といったゲ
ーム感覚で学ぶ時間など、バラエティに富んでいま
した。毎回楽しくて英語に夢中になりました。
　帰国後に英語力が落ちるのが惜しくて、英会話
学校に体験入学したことがありますが、ただテキス
トを読むような教え方だったので入校しませんでし
た。その後FCCの広告を見て「通うなら、ここだ！」
と思い、時間に余裕ができてから入校しました。
FCCはレッスンの進め方も、講師の熱心さも、ロビ
ーの受講生たちの雰囲気もカナダの学校とよく似
ていて、また楽しみながら英語が学べるかと思うと
嬉しくなりました。

もうちょっと、もうちょっと… 小さな
悔しさが私を押し上げてくれた。

　入校した当初は初級IIで、私の場合、文法やリー
ディングは特に問題なかったと思います。ただ、話
すとなると、丸覚えした教科書の文やカナダでよく
使っていた表現ならすっと出てくるのに、少し複雑
な文を自分の力で作るということができませんでし
た。半年後に中級Ⅰに上がると、相変わらず勉強
は楽しいのに、質問の答えに詰まるようになりまし
た。例えば、初級IIでは“A”という一文だけで十分
だったのが、中級Iでは“AとB”二つの文を混ぜて

言いたい、でもできない。複数の文章を繋げて話
を展開させるのが難しくて、「あれ？もっと話が拡
がるはずだったのに…」と悔しい思いをすることが
増えていきました。「もうちょっと、どうにかできな
いものかな」とよく自分に問いかけましたね。「も
うちょっと…」は今でも口癖のようです。自宅学習
は、どんなに忙しくても英語日記と宿題だけは必
ずやって、あとは時々テキストを見直して「あの時
こう言えばよかったのかなぁ」と復習しました。こ
うすることで納得ができ、浮かんだフレーズは翌
週のレッスンで使ってみたりしたので、授業の準備
にもなりました。

何気ない瞬間に気づく、自分の成
長。続けてきたご褒美のようです。

　仕事の繁忙期はFCCに通えないこともありまし
たが、どうにか中級IIIに上がれました。ここまで来
ると、クラスメイトは発音が綺麗な上、すーっと流
れるように話せます。中級II以上では、「変化」や
「記憶」といった抽象的な話が増え、トピックに
入っていくのが難しい時があります。出てくる重要
単語も、初めて見るものの方が多くなりました。一
方で、以前より英語力がついている実感も湧いて
います。事前に「今日のレッスンではこういうこと
を話そう」と簡単に準備しておけば、ある程度言
葉が出るようになって、文と文の間（ま）が徐々に
短くなるにつれて「あ、前よりスラスラ話せてる」と
感じられるようになりました。一番嬉しい瞬間で
すね。
　FCCでよかったと思うのは、基本会話クラスと
強化クラスがあることです。中級IIIと並行して受講
したＲＷⅣのクラスでは、エッセイの書き方を学び
ました。文章の構成に始まり、書きたいことが英
語で表現できるようになるまで、根気よく教えても
らったおかげで、文と文の繋ぎ方や話の展開の仕
方が分かるようになって、英語日記も以前の半分く

らいの時間で書けるようになりました。今ではこの
クラスで学んだことが英会話力アップにも役立った
と感じています。決して順調に伸びたわけではない
ので、伸びない時期も「もうちょっと…」と続けてき
たご褒美が貰えた感じです。

中級の壁を越えたら、挑戦する
楽しさが芽生えてきました。

　最近は、レッスンで習ったことを積極的に使うよ
うにしています。難しい文法でも「挑戦してみよう」
と思うようになりました。英語日記で間違えても、
講師が添削してくれるので正しい使い方がわかりま
すから。同じように会話でも新しい言い回しに挑戦
しようと心がけていますが、やっぱり難しいですね。
習いたてのフレーズはとっさに口から出てきませ
ん。私の今の課題です。
　FCCのレッスン以外にも挑戦してみたくなり、昨
年秋から英検の勉強も始め、今年初めに２級に合
格することができました。次の目標は中級IVと英検
の準１級。英検の試験にスピーキングとライティン
グもあるので、自分に向いている気がします。
　ネイティブの人とスムーズに会話したいという最
終目標にはまだまだ遠く、また海外に長期滞在する
夢もいつになるかわかりませんが、常に今の自分よ
り少し上を目指して、英語学習を続けていきたいと
思っています。
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受講生インタビュー① 基礎から勉強していると、中級Iくらいで息があがってきて、ここまで来たからいいと満足さ
れる方や諦める方が出始めますが、一方で、中級に入って英語の面白さがわかってきたとい
う声も多く聞かれます。一体どんな変化があるのでしょうか？中級に進んで以前にも増して
楽しそうに学ばれている小川さんに伺ってみました。

FCCに通ってもうすぐ３年になる小川さん。プロフィールについて
は次ページに掲載。

次ページへ続く→

中級の壁を越えたら…

トロントの語学学校にて。上段左
端が先生。皆熱心な人たちでした。
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カナダの語学学校で体験した

英語に夢中になる感覚

　10年ほど前、ワーキングホリデーでカナダのトロ
ントに１年間滞在しました。最初の３カ月はホーム
ステイをして語学学校に通ったのですが、その語学
学校の授業がとて
もユニークでした。
文法を丁寧に教わ
る時間もあれば、
「カナダの病院で
受診する時」といっ
た実践的な会話の
時間、「みんなで一つの物語を創ろう」といったゲ
ーム感覚で学ぶ時間など、バラエティに富んでいま
した。毎回楽しくて英語に夢中になりました。
　帰国後に英語力が落ちるのが惜しくて、英会話
学校に体験入学したことがありますが、ただテキス
トを読むような教え方だったので入校しませんでし
た。その後FCCの広告を見て「通うなら、ここだ！」
と思い、時間に余裕ができてから入校しました。
FCCはレッスンの進め方も、講師の熱心さも、ロビ
ーの受講生たちの雰囲気もカナダの学校とよく似
ていて、また楽しみながら英語が学べるかと思うと
嬉しくなりました。

もうちょっと、もうちょっと… 小さな
悔しさが私を押し上げてくれた。

　入校した当初は初級IIで、私の場合、文法やリー
ディングは特に問題なかったと思います。ただ、話
すとなると、丸覚えした教科書の文やカナダでよく
使っていた表現ならすっと出てくるのに、少し複雑
な文を自分の力で作るということができませんでし
た。半年後に中級Ⅰに上がると、相変わらず勉強
は楽しいのに、質問の答えに詰まるようになりまし
た。例えば、初級IIでは“A”という一文だけで十分
だったのが、中級Iでは“AとB”二つの文を混ぜて

言いたい、でもできない。複数の文章を繋げて話
を展開させるのが難しくて、「あれ？もっと話が拡
がるはずだったのに…」と悔しい思いをすることが
増えていきました。「もうちょっと、どうにかできな
いものかな」とよく自分に問いかけましたね。「も
うちょっと…」は今でも口癖のようです。自宅学習
は、どんなに忙しくても英語日記と宿題だけは必
ずやって、あとは時々テキストを見直して「あの時
こう言えばよかったのかなぁ」と復習しました。こ
うすることで納得ができ、浮かんだフレーズは翌
週のレッスンで使ってみたりしたので、授業の準備
にもなりました。

何気ない瞬間に気づく、自分の成
長。続けてきたご褒美のようです。

　仕事の繁忙期はFCCに通えないこともありまし
たが、どうにか中級IIIに上がれました。ここまで来
ると、クラスメイトは発音が綺麗な上、すーっと流
れるように話せます。中級II以上では、「変化」や
「記憶」といった抽象的な話が増え、トピックに
入っていくのが難しい時があります。出てくる重要
単語も、初めて見るものの方が多くなりました。一
方で、以前より英語力がついている実感も湧いて
います。事前に「今日のレッスンではこういうこと
を話そう」と簡単に準備しておけば、ある程度言
葉が出るようになって、文と文の間（ま）が徐々に
短くなるにつれて「あ、前よりスラスラ話せてる」と
感じられるようになりました。一番嬉しい瞬間で
すね。
　FCCでよかったと思うのは、基本会話クラスと
強化クラスがあることです。中級IIIと並行して受講
したＲＷⅣのクラスでは、エッセイの書き方を学び
ました。文章の構成に始まり、書きたいことが英
語で表現できるようになるまで、根気よく教えても
らったおかげで、文と文の繋ぎ方や話の展開の仕
方が分かるようになって、英語日記も以前の半分く

らいの時間で書けるようになりました。今ではこの
クラスで学んだことが英会話力アップにも役立った
と感じています。決して順調に伸びたわけではない
ので、伸びない時期も「もうちょっと…」と続けてき
たご褒美が貰えた感じです。

中級の壁を越えたら、挑戦する
楽しさが芽生えてきました。

　最近は、レッスンで習ったことを積極的に使うよ
うにしています。難しい文法でも「挑戦してみよう」
と思うようになりました。英語日記で間違えても、
講師が添削してくれるので正しい使い方がわかりま
すから。同じように会話でも新しい言い回しに挑戦
しようと心がけていますが、やっぱり難しいですね。
習いたてのフレーズはとっさに口から出てきませ
ん。私の今の課題です。
　FCCのレッスン以外にも挑戦してみたくなり、昨
年秋から英検の勉強も始め、今年初めに２級に合
格することができました。次の目標は中級IVと英検
の準１級。英検の試験にスピーキングとライティン
グもあるので、自分に向いている気がします。
　ネイティブの人とスムーズに会話したいという最
終目標にはまだまだ遠く、また海外に長期滞在する
夢もいつになるかわかりませんが、常に今の自分よ
り少し上を目指して、英語学習を続けていきたいと
思っています。

小川幸さん

２０１３年８月入校。現在、中級III・
RW-Vを受講中。入校時は初級II・
RGWIII。繁忙期以外は毎週出席
し、英語日記や宿題も必ず提出され
ています。

おが わ みゆき受講生インタビュー①

Marcus講師

Miyuki, although you have a busy schedule 
with your work, it is evident that you put a 
lot of effort into your English study. You 
understand a variety of topics easily, and 
can express your ideas naturally without 
too much help.

講師からひと言
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カナダの語学学校で体験した

英語に夢中になる感覚

　10年ほど前、ワーキングホリデーでカナダのトロ
ントに１年間滞在しました。最初の３カ月はホーム
ステイをして語学学校に通ったのですが、その語学
学校の授業がとて
もユニークでした。
文法を丁寧に教わ
る時間もあれば、
「カナダの病院で
受診する時」といっ
た実践的な会話の
時間、「みんなで一つの物語を創ろう」といったゲ
ーム感覚で学ぶ時間など、バラエティに富んでいま
した。毎回楽しくて英語に夢中になりました。
　帰国後に英語力が落ちるのが惜しくて、英会話
学校に体験入学したことがありますが、ただテキス
トを読むような教え方だったので入校しませんでし
た。その後FCCの広告を見て「通うなら、ここだ！」
と思い、時間に余裕ができてから入校しました。
FCCはレッスンの進め方も、講師の熱心さも、ロビ
ーの受講生たちの雰囲気もカナダの学校とよく似
ていて、また楽しみながら英語が学べるかと思うと
嬉しくなりました。

もうちょっと、もうちょっと… 小さな
悔しさが私を押し上げてくれた。

　入校した当初は初級IIで、私の場合、文法やリー
ディングは特に問題なかったと思います。ただ、話
すとなると、丸覚えした教科書の文やカナダでよく
使っていた表現ならすっと出てくるのに、少し複雑
な文を自分の力で作るということができませんでし
た。半年後に中級Ⅰに上がると、相変わらず勉強
は楽しいのに、質問の答えに詰まるようになりまし
た。例えば、初級IIでは“A”という一文だけで十分
だったのが、中級Iでは“AとB”二つの文を混ぜて

言いたい、でもできない。複数の文章を繋げて話
を展開させるのが難しくて、「あれ？もっと話が拡
がるはずだったのに…」と悔しい思いをすることが
増えていきました。「もうちょっと、どうにかできな
いものかな」とよく自分に問いかけましたね。「も
うちょっと…」は今でも口癖のようです。自宅学習
は、どんなに忙しくても英語日記と宿題だけは必
ずやって、あとは時々テキストを見直して「あの時
こう言えばよかったのかなぁ」と復習しました。こ
うすることで納得ができ、浮かんだフレーズは翌
週のレッスンで使ってみたりしたので、授業の準備
にもなりました。

何気ない瞬間に気づく、自分の成
長。続けてきたご褒美のようです。

　仕事の繁忙期はFCCに通えないこともありまし
たが、どうにか中級IIIに上がれました。ここまで来
ると、クラスメイトは発音が綺麗な上、すーっと流
れるように話せます。中級II以上では、「変化」や
「記憶」といった抽象的な話が増え、トピックに
入っていくのが難しい時があります。出てくる重要
単語も、初めて見るものの方が多くなりました。一
方で、以前より英語力がついている実感も湧いて
います。事前に「今日のレッスンではこういうこと
を話そう」と簡単に準備しておけば、ある程度言
葉が出るようになって、文と文の間（ま）が徐々に
短くなるにつれて「あ、前よりスラスラ話せてる」と
感じられるようになりました。一番嬉しい瞬間で
すね。
　FCCでよかったと思うのは、基本会話クラスと
強化クラスがあることです。中級IIIと並行して受講
したＲＷⅣのクラスでは、エッセイの書き方を学び
ました。文章の構成に始まり、書きたいことが英
語で表現できるようになるまで、根気よく教えても
らったおかげで、文と文の繋ぎ方や話の展開の仕
方が分かるようになって、英語日記も以前の半分く

らいの時間で書けるようになりました。今ではこの
クラスで学んだことが英会話力アップにも役立った
と感じています。決して順調に伸びたわけではない
ので、伸びない時期も「もうちょっと…」と続けてき
たご褒美が貰えた感じです。

中級の壁を越えたら、挑戦する
楽しさが芽生えてきました。

　最近は、レッスンで習ったことを積極的に使うよ
うにしています。難しい文法でも「挑戦してみよう」
と思うようになりました。英語日記で間違えても、
講師が添削してくれるので正しい使い方がわかりま
すから。同じように会話でも新しい言い回しに挑戦
しようと心がけていますが、やっぱり難しいですね。
習いたてのフレーズはとっさに口から出てきませ
ん。私の今の課題です。
　FCCのレッスン以外にも挑戦してみたくなり、昨
年秋から英検の勉強も始め、今年初めに２級に合
格することができました。次の目標は中級IVと英検
の準１級。英検の試験にスピーキングとライティン
グもあるので、自分に向いている気がします。
　ネイティブの人とスムーズに会話したいという最
終目標にはまだまだ遠く、また海外に長期滞在する
夢もいつになるかわかりませんが、常に今の自分よ
り少し上を目指して、英語学習を続けていきたいと
思っています。

　外資系企業で社長はスイス人です。月３回ほど
開かれる会議では出来る限り英語で話すことを求
められています。頻度は高くありませんが、メール
やレポートも英文で提出する機会が増えてきてい
ます。ビジネス英語の特徴は専門用語が多いこと
ですね。日本語でも経済番組などで使われる言葉
は専門的で、意味が分からない時があるでしょう。
英語も日常会話は平易な言葉でも、ビジネスにな
ると経済用語や業界の専門用語が多くて、単語
の意味を知っておかないと話に加われません。
　私は入校当時、基本会話クラスで英会話に慣
れることから始めたのですが、職場で求められる
英語力に追いつかず、入校後１年半で中級IIIと並
行してビジネスクラスも受講し始めました。

　一言でいうと「英語でビジネスを学ぶ」って感じ
です。テキストがビジネス専門で、毎回「広告」とか
「サービス」といったテーマがあります。そのテー
マに沿って、講師が実践的な授業をします。例えば
「今日はこのテーマでメールを書こう」とか「プレ
ゼンテーションしてみよう」とか。職場で起こりうる

シーンを想定したレッスンです。簡単に出来るこ
とではありませんが、講師が常にサポートしてく
れ「今のはこういう表現のほうがいい」とその都
度教えてくれますし、クラスメイトの発表もすご
く参考になります。
　ビジネスクラスはどのレベルも授業の進め方
は同じ。ただ求められる語彙力が上がってきます。
具体的には、B-Iでビジネス英語に慣れ、B-IIで
聞き取れて、発言もできるようになり、B-IIIで全
員で意見交換するといった具合でしょうか。正
直、レベルが１つ上がるごとに難しいと感じま
す。でも私は周りから刺激を受けて、追いかけ
ていくほうが伸びる気がするので、クラスが変
わるたびに挑戦だと思って取り組んでいます。

　基本会話クラスも受講しているので、出来る
限り英語日記は書いています。私は英語の聞き
取りが苦手なので、毎日30分リスニングのCD
を聞くようにしています。講師に薦めてもらった
BBCのアプリも使っています。ひと月の半分は
出張なので、移動中にリスニングの学習はでき
ますね。あとは単語を調べなおしたり、テキスト
やノートを読み返したりして、学んだことを定着
させるよう心がけています。

仕事で英語が必要、このような職場環境が珍しくなくなってからFCCでは男性の受講生が急
増しています。小田さんはそのような方の代表格です。FCC生として４年、ビジネスクラスを受
講されて２年半、職場の求める高い英語力にどのように対応して来られたかを伺いました。

仕事で使える英語を学ぶ

受講生インタビュー②

　実践的なレッスンのおかげで、職場で「この単
語はFCCで習ったな」と思うことがよくあります。
ビジネスクラスのテキストを見ながら、仕事のメ
ールを書いたこともあります。冒頭の定型文やビ
ジネス独特の表現などを参考にしました。
　以前は英語でニュアンスの違う表現をしてしま
い、会議で誤解を招くこともあったのでサポート
が必要でした。ですから今、サポートなしで説明し
ている自分に「少しは成長したな」と感じます。
外国の取引先へのメールも以前より短時間で書
けるようになりました。
　「自分はまだこんなレベルなのか」と思うこと
もよくありますが、仕事で多くの場面を経ながら、
少しずつ力がついていくのだろうと思っています。

　「会議中に躊躇せず、積極的に発言できる
ようになる。メールやレポートの作成は短時
間で支障なくできるようになる」…これが今の
私の目標です。ビジネス英語はとにかく単語
の習得ありき。会話や文章に出てきた単語は
覚えるだけでなく、使って語彙力をつける努力
が必要です。
　ビジネスクラスは実践的なので、仕事に必
要な英語力が身につくと思います。大事なの
は、全く分からない時も諦めずに続けること。
ある日ふいに理解できたりしますから。

Ｑ．自宅学習としてどのようなことを
していますか？

Ｑ．FCCのビジネスクラスではどんなこと
を勉強していますか？

Ｑ．なぜビジネスクラスを受講しようと
思われたのですか？
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カナダの語学学校で体験した

英語に夢中になる感覚

　10年ほど前、ワーキングホリデーでカナダのトロ
ントに１年間滞在しました。最初の３カ月はホーム
ステイをして語学学校に通ったのですが、その語学
学校の授業がとて
もユニークでした。
文法を丁寧に教わ
る時間もあれば、
「カナダの病院で
受診する時」といっ
た実践的な会話の
時間、「みんなで一つの物語を創ろう」といったゲ
ーム感覚で学ぶ時間など、バラエティに富んでいま
した。毎回楽しくて英語に夢中になりました。
　帰国後に英語力が落ちるのが惜しくて、英会話
学校に体験入学したことがありますが、ただテキス
トを読むような教え方だったので入校しませんでし
た。その後FCCの広告を見て「通うなら、ここだ！」
と思い、時間に余裕ができてから入校しました。
FCCはレッスンの進め方も、講師の熱心さも、ロビ
ーの受講生たちの雰囲気もカナダの学校とよく似
ていて、また楽しみながら英語が学べるかと思うと
嬉しくなりました。

もうちょっと、もうちょっと… 小さな
悔しさが私を押し上げてくれた。

　入校した当初は初級IIで、私の場合、文法やリー
ディングは特に問題なかったと思います。ただ、話
すとなると、丸覚えした教科書の文やカナダでよく
使っていた表現ならすっと出てくるのに、少し複雑
な文を自分の力で作るということができませんでし
た。半年後に中級Ⅰに上がると、相変わらず勉強
は楽しいのに、質問の答えに詰まるようになりまし
た。例えば、初級IIでは“A”という一文だけで十分
だったのが、中級Iでは“AとB”二つの文を混ぜて

言いたい、でもできない。複数の文章を繋げて話
を展開させるのが難しくて、「あれ？もっと話が拡
がるはずだったのに…」と悔しい思いをすることが
増えていきました。「もうちょっと、どうにかできな
いものかな」とよく自分に問いかけましたね。「も
うちょっと…」は今でも口癖のようです。自宅学習
は、どんなに忙しくても英語日記と宿題だけは必
ずやって、あとは時々テキストを見直して「あの時
こう言えばよかったのかなぁ」と復習しました。こ
うすることで納得ができ、浮かんだフレーズは翌
週のレッスンで使ってみたりしたので、授業の準備
にもなりました。

何気ない瞬間に気づく、自分の成
長。続けてきたご褒美のようです。

　仕事の繁忙期はFCCに通えないこともありまし
たが、どうにか中級IIIに上がれました。ここまで来
ると、クラスメイトは発音が綺麗な上、すーっと流
れるように話せます。中級II以上では、「変化」や
「記憶」といった抽象的な話が増え、トピックに
入っていくのが難しい時があります。出てくる重要
単語も、初めて見るものの方が多くなりました。一
方で、以前より英語力がついている実感も湧いて
います。事前に「今日のレッスンではこういうこと
を話そう」と簡単に準備しておけば、ある程度言
葉が出るようになって、文と文の間（ま）が徐々に
短くなるにつれて「あ、前よりスラスラ話せてる」と
感じられるようになりました。一番嬉しい瞬間で
すね。
　FCCでよかったと思うのは、基本会話クラスと
強化クラスがあることです。中級IIIと並行して受講
したＲＷⅣのクラスでは、エッセイの書き方を学び
ました。文章の構成に始まり、書きたいことが英
語で表現できるようになるまで、根気よく教えても
らったおかげで、文と文の繋ぎ方や話の展開の仕
方が分かるようになって、英語日記も以前の半分く

らいの時間で書けるようになりました。今ではこの
クラスで学んだことが英会話力アップにも役立った
と感じています。決して順調に伸びたわけではない
ので、伸びない時期も「もうちょっと…」と続けてき
たご褒美が貰えた感じです。

中級の壁を越えたら、挑戦する
楽しさが芽生えてきました。

　最近は、レッスンで習ったことを積極的に使うよ
うにしています。難しい文法でも「挑戦してみよう」
と思うようになりました。英語日記で間違えても、
講師が添削してくれるので正しい使い方がわかりま
すから。同じように会話でも新しい言い回しに挑戦
しようと心がけていますが、やっぱり難しいですね。
習いたてのフレーズはとっさに口から出てきませ
ん。私の今の課題です。
　FCCのレッスン以外にも挑戦してみたくなり、昨
年秋から英検の勉強も始め、今年初めに２級に合
格することができました。次の目標は中級IVと英検
の準１級。英検の試験にスピーキングとライティン
グもあるので、自分に向いている気がします。
　ネイティブの人とスムーズに会話したいという最
終目標にはまだまだ遠く、また海外に長期滞在する
夢もいつになるかわかりませんが、常に今の自分よ
り少し上を目指して、英語学習を続けていきたいと
思っています。

小田利洋さん
2012年６月入校。2013年10月よりビジネス
クラスを受講。現在は週２回FCCに通い、
中級-IV・LS-V・B-IVを受講。

おだ としひろ

　外資系企業で社長はスイス人です。月３回ほど
開かれる会議では出来る限り英語で話すことを求
められています。頻度は高くありませんが、メール
やレポートも英文で提出する機会が増えてきてい
ます。ビジネス英語の特徴は専門用語が多いこと
ですね。日本語でも経済番組などで使われる言葉
は専門的で、意味が分からない時があるでしょう。
英語も日常会話は平易な言葉でも、ビジネスにな
ると経済用語や業界の専門用語が多くて、単語
の意味を知っておかないと話に加われません。
　私は入校当時、基本会話クラスで英会話に慣
れることから始めたのですが、職場で求められる
英語力に追いつかず、入校後１年半で中級IIIと並
行してビジネスクラスも受講し始めました。

　一言でいうと「英語でビジネスを学ぶ」って感じ
です。テキストがビジネス専門で、毎回「広告」とか
「サービス」といったテーマがあります。そのテー
マに沿って、講師が実践的な授業をします。例えば
「今日はこのテーマでメールを書こう」とか「プレ
ゼンテーションしてみよう」とか。職場で起こりうる

シーンを想定したレッスンです。簡単に出来るこ
とではありませんが、講師が常にサポートしてく
れ「今のはこういう表現のほうがいい」とその都
度教えてくれますし、クラスメイトの発表もすご
く参考になります。
　ビジネスクラスはどのレベルも授業の進め方
は同じ。ただ求められる語彙力が上がってきます。
具体的には、B-Iでビジネス英語に慣れ、B-IIで
聞き取れて、発言もできるようになり、B-IIIで全
員で意見交換するといった具合でしょうか。正
直、レベルが１つ上がるごとに難しいと感じま
す。でも私は周りから刺激を受けて、追いかけ
ていくほうが伸びる気がするので、クラスが変
わるたびに挑戦だと思って取り組んでいます。

　基本会話クラスも受講しているので、出来る
限り英語日記は書いています。私は英語の聞き
取りが苦手なので、毎日30分リスニングのCD
を聞くようにしています。講師に薦めてもらった
BBCのアプリも使っています。ひと月の半分は
出張なので、移動中にリスニングの学習はでき
ますね。あとは単語を調べなおしたり、テキスト
やノートを読み返したりして、学んだことを定着
させるよう心がけています。

　実践的なレッスンのおかげで、職場で「この単
語はFCCで習ったな」と思うことがよくあります。
ビジネスクラスのテキストを見ながら、仕事のメ
ールを書いたこともあります。冒頭の定型文やビ
ジネス独特の表現などを参考にしました。
　以前は英語でニュアンスの違う表現をしてしま
い、会議で誤解を招くこともあったのでサポート
が必要でした。ですから今、サポートなしで説明し
ている自分に「少しは成長したな」と感じます。
外国の取引先へのメールも以前より短時間で書
けるようになりました。
　「自分はまだこんなレベルなのか」と思うこと
もよくありますが、仕事で多くの場面を経ながら、
少しずつ力がついていくのだろうと思っています。

　「会議中に躊躇せず、積極的に発言できる
ようになる。メールやレポートの作成は短時
間で支障なくできるようになる」…これが今の
私の目標です。ビジネス英語はとにかく単語
の習得ありき。会話や文章に出てきた単語は
覚えるだけでなく、使って語彙力をつける努力
が必要です。
　ビジネスクラスは実践的なので、仕事に必
要な英語力が身につくと思います。大事なの
は、全く分からない時も諦めずに続けること。
ある日ふいに理解できたりしますから。

新企画　第１弾

　５月から始まったFCCの新しい企画の１つ
「Chat Roulette」。受講生が１対１になって、間違
いも発音も気にせずにたっぷり英語で話すという
ものです。自己紹介から始まり、お互いのことをい
ろいろ尋ねたり、トピックに沿って質問を投げかけ
たり。最初は「日本人同士で効果があるの？」「10
分も英語で話せるかな？」等の声もありましたが、
始まってみると「たくさん間違えたけど楽しかった」
「英語で話す良い機会になった」という感想をたく
さん頂きました。定期的に開催していますので、ご
都合の良い時間に気軽に参加してみて下さい。詳
細はホームページ及びFCCが配信しているメール
でご覧頂けます。

「話す練習が不足しているので、また参加したい」（Ｎ・Ｔさん）

「意外と早く時間が過ぎました」（Ｔ・Ｙさん）

「いろいろなトピックがあるので、楽しかったです」（Ｙ・Ｔさん）

「簡単な単語を使っても充分伝わることを
教わりました」（Ｙ・Ｙさん）

参加者の声

Chat Roulette（チャット・ルーレット）
担当：阿津坂光子

受講生同士で間違いも気にせず話す！

Ｑ．ビジネスクラスでの勉強はお仕事
に役立っていますか？

Ｑ．仕事で英語が必要な方へアド
バイスをお願いします。
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カナダの語学学校で体験した

英語に夢中になる感覚

　10年ほど前、ワーキングホリデーでカナダのトロ
ントに１年間滞在しました。最初の３カ月はホーム
ステイをして語学学校に通ったのですが、その語学
学校の授業がとて
もユニークでした。
文法を丁寧に教わ
る時間もあれば、
「カナダの病院で
受診する時」といっ
た実践的な会話の
時間、「みんなで一つの物語を創ろう」といったゲ
ーム感覚で学ぶ時間など、バラエティに富んでいま
した。毎回楽しくて英語に夢中になりました。
　帰国後に英語力が落ちるのが惜しくて、英会話
学校に体験入学したことがありますが、ただテキス
トを読むような教え方だったので入校しませんでし
た。その後FCCの広告を見て「通うなら、ここだ！」
と思い、時間に余裕ができてから入校しました。
FCCはレッスンの進め方も、講師の熱心さも、ロビ
ーの受講生たちの雰囲気もカナダの学校とよく似
ていて、また楽しみながら英語が学べるかと思うと
嬉しくなりました。

もうちょっと、もうちょっと… 小さな
悔しさが私を押し上げてくれた。

　入校した当初は初級IIで、私の場合、文法やリー
ディングは特に問題なかったと思います。ただ、話
すとなると、丸覚えした教科書の文やカナダでよく
使っていた表現ならすっと出てくるのに、少し複雑
な文を自分の力で作るということができませんでし
た。半年後に中級Ⅰに上がると、相変わらず勉強
は楽しいのに、質問の答えに詰まるようになりまし
た。例えば、初級IIでは“A”という一文だけで十分
だったのが、中級Iでは“AとB”二つの文を混ぜて

言いたい、でもできない。複数の文章を繋げて話
を展開させるのが難しくて、「あれ？もっと話が拡
がるはずだったのに…」と悔しい思いをすることが
増えていきました。「もうちょっと、どうにかできな
いものかな」とよく自分に問いかけましたね。「も
うちょっと…」は今でも口癖のようです。自宅学習
は、どんなに忙しくても英語日記と宿題だけは必
ずやって、あとは時々テキストを見直して「あの時
こう言えばよかったのかなぁ」と復習しました。こ
うすることで納得ができ、浮かんだフレーズは翌
週のレッスンで使ってみたりしたので、授業の準備
にもなりました。

何気ない瞬間に気づく、自分の成
長。続けてきたご褒美のようです。

　仕事の繁忙期はFCCに通えないこともありまし
たが、どうにか中級IIIに上がれました。ここまで来
ると、クラスメイトは発音が綺麗な上、すーっと流
れるように話せます。中級II以上では、「変化」や
「記憶」といった抽象的な話が増え、トピックに
入っていくのが難しい時があります。出てくる重要
単語も、初めて見るものの方が多くなりました。一
方で、以前より英語力がついている実感も湧いて
います。事前に「今日のレッスンではこういうこと
を話そう」と簡単に準備しておけば、ある程度言
葉が出るようになって、文と文の間（ま）が徐々に
短くなるにつれて「あ、前よりスラスラ話せてる」と
感じられるようになりました。一番嬉しい瞬間で
すね。
　FCCでよかったと思うのは、基本会話クラスと
強化クラスがあることです。中級IIIと並行して受講
したＲＷⅣのクラスでは、エッセイの書き方を学び
ました。文章の構成に始まり、書きたいことが英
語で表現できるようになるまで、根気よく教えても
らったおかげで、文と文の繋ぎ方や話の展開の仕
方が分かるようになって、英語日記も以前の半分く

らいの時間で書けるようになりました。今ではこの
クラスで学んだことが英会話力アップにも役立った
と感じています。決して順調に伸びたわけではない
ので、伸びない時期も「もうちょっと…」と続けてき
たご褒美が貰えた感じです。

中級の壁を越えたら、挑戦する
楽しさが芽生えてきました。

　最近は、レッスンで習ったことを積極的に使うよ
うにしています。難しい文法でも「挑戦してみよう」
と思うようになりました。英語日記で間違えても、
講師が添削してくれるので正しい使い方がわかりま
すから。同じように会話でも新しい言い回しに挑戦
しようと心がけていますが、やっぱり難しいですね。
習いたてのフレーズはとっさに口から出てきませ
ん。私の今の課題です。
　FCCのレッスン以外にも挑戦してみたくなり、昨
年秋から英検の勉強も始め、今年初めに２級に合
格することができました。次の目標は中級IVと英検
の準１級。英検の試験にスピーキングとライティン
グもあるので、自分に向いている気がします。
　ネイティブの人とスムーズに会話したいという最
終目標にはまだまだ遠く、また海外に長期滞在する
夢もいつになるかわかりませんが、常に今の自分よ
り少し上を目指して、英語学習を続けていきたいと
思っています。

新企画 第2弾・第3弾

 「効果的な自宅学習はないか」と考え、生まれたFCC名
物『英語日記』と『FCC文庫』。皆さん、活用されていま
すか？ 英語日記の添削は、実はとても大変なんですが、
講師たちは手間と時間を惜しみません。
　FCC文庫には、各出版社から厳選して買い集めた数百
冊が揃っています。この恵まれた環境を使わない手はあ
りません。にもかかわらず残念なことに、一度も読んで
いない、あるいは途中で止めてしまった方が少なくあり

ません。また、日記や文庫を使って一生懸命に勉強に取
り組んでいる方からは、それゆえのお悩みやご質問が寄
せられます。そこで、より多くの方に読み書きの大切さ、
面白さ、そして日記や文庫を効果的に活用する方法を知
って頂きたいとの思いから、定期的にセミナーを開催す
ることに致しました。日頃疑問に思っていることがあれ
ば、ぜひこの機会に解決しましょう。今回は5月に実施し
た第1回の様子をレポートします！

　第1回のセミナーに参加されたのは、基礎Ⅱから2
名、初級Ⅱから3名の5名でした。当日は、「日記は書
いているけど内容や表現が毎回似通っている」「ネタ
が尽きた」等のお悩みを抱えているという皆さんに
向けて、①英語日記の効果、②日本語と英語の特性
と違い、③書くのが楽しくなる英語日記にするコツ
（例：日本人にありがちな文章パターンとそこから脱
する為の具体的な方法）についてお話ししました。す
ぐに実践できるアドバイスを盛り込んでいますので、
興味のある方はぜひ次のセミナーにご参加下さい。

　この日参加された初級Ⅱ～中級Ⅲの5名のFCC文庫利用度
は、「月1～2回」が2名、3名の方は「気が向いたら・ほとんど利
用していない」という状況！ 理由は、面白くない、時間がない、分
からないと段々嫌になる、といったものでした。そこで、FCCが勧
める「多読」のコンセプトと効果を踏まえて、本の選び方・読み方
をお伝えし、その後、FCC文庫を使って「読む」だけでなく「聞く・
話す・書く」のスキルも上げる方法をご紹介しました。セミナー後
に、早速本を借りて帰られる方がおられました♪

『英語日記セミナー』『FCC文庫セミナー』
活用しなきゃモッタイナイ！ ＦＣＣ名物のこの２つ。

【参加者の声】「本日のセミナー
では、今後本を選ぶ時のヒントを
得ることができました。また、読
む時のポイントがわかったので今
後の勉強に役立てたいです。」

（F・Eさん）

【参加者の声】「1時間のセミナーでしたけ
ど、あっという間でした。自分が普段日記を
書くうえでつまずいていることについて、いろ
いろとやり方を教えて頂けたので早速実践
したいと思います。」（N・Yさん）

「第1回 英語日記セミナー」レポート
実施日：5月18日(水)19：25～20：25

「第1回 FCC文庫セミナー」レポート
実施日：5月24日(火)19:25～20:25

担当：平井聡美
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JR博多駅
筑紫口（新幹線側）

第１合同庁舎

● ● 都ホテル
西日本シティ銀行

NTT●
　博多
●スターレーン

第2合同庁舎

ヨドバシカメラ

9歳からボクシングを始め、某地区のチャンピ
オンだったこともあるEdwin講師と変なオジ
サン。Edwin講師の一撃であっけなく場外へ。

恒例となった「たす
たすゲーム」でまず
はアイスブレイク。

演台近くではparty 
in party。新入生達
の顔合わせ。

①Alexey講師と石橋と交流の深かった大坪史佳さんが代表して「乾杯～♪」 ②４月から大学で教え始めたAlexey講師はお得意のユーモアを交えながら「大学
生の指導は思っていたより大変です。FCCの皆さんは素晴らしいですよ。」 ③「ロサンゼルス出身です。日本語を勉強中です！」と新任のEdwin講師。 ④５月から
サルサ留学でキューバへと旅立つ石橋。「体が思うように動かなくて、電柱を蹴り上げたいような毎日ですが、頑張ります！」 ⑤バックパッカーでヨーロッパ、アジ
アを廻った経験をもつ新スタッフ阿津坂。「旅のことなら聞いて下さい！」 ⑥代表赤峰が、５月から始まる新企画のご紹介をしつつ閉会のご挨拶。

数名、懐かしの終了生も会場に足を運んで下さいま
した！有難うございます！

①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥

Punch!

昨年のビアガーデンパーティーにて

一昨年の山笠 追い山にて

カナダの語学学校で体験した

英語に夢中になる感覚

　10年ほど前、ワーキングホリデーでカナダのトロ
ントに１年間滞在しました。最初の３カ月はホーム
ステイをして語学学校に通ったのですが、その語学
学校の授業がとて
もユニークでした。
文法を丁寧に教わ
る時間もあれば、
「カナダの病院で
受診する時」といっ
た実践的な会話の
時間、「みんなで一つの物語を創ろう」といったゲ
ーム感覚で学ぶ時間など、バラエティに富んでいま
した。毎回楽しくて英語に夢中になりました。
　帰国後に英語力が落ちるのが惜しくて、英会話
学校に体験入学したことがありますが、ただテキス
トを読むような教え方だったので入校しませんでし
た。その後FCCの広告を見て「通うなら、ここだ！」
と思い、時間に余裕ができてから入校しました。
FCCはレッスンの進め方も、講師の熱心さも、ロビ
ーの受講生たちの雰囲気もカナダの学校とよく似
ていて、また楽しみながら英語が学べるかと思うと
嬉しくなりました。

もうちょっと、もうちょっと… 小さな
悔しさが私を押し上げてくれた。

　入校した当初は初級IIで、私の場合、文法やリー
ディングは特に問題なかったと思います。ただ、話
すとなると、丸覚えした教科書の文やカナダでよく
使っていた表現ならすっと出てくるのに、少し複雑
な文を自分の力で作るということができませんでし
た。半年後に中級Ⅰに上がると、相変わらず勉強
は楽しいのに、質問の答えに詰まるようになりまし
た。例えば、初級IIでは“A”という一文だけで十分
だったのが、中級Iでは“AとB”二つの文を混ぜて

言いたい、でもできない。複数の文章を繋げて話
を展開させるのが難しくて、「あれ？もっと話が拡
がるはずだったのに…」と悔しい思いをすることが
増えていきました。「もうちょっと、どうにかできな
いものかな」とよく自分に問いかけましたね。「も
うちょっと…」は今でも口癖のようです。自宅学習
は、どんなに忙しくても英語日記と宿題だけは必
ずやって、あとは時々テキストを見直して「あの時
こう言えばよかったのかなぁ」と復習しました。こ
うすることで納得ができ、浮かんだフレーズは翌
週のレッスンで使ってみたりしたので、授業の準備
にもなりました。

何気ない瞬間に気づく、自分の成
長。続けてきたご褒美のようです。

　仕事の繁忙期はFCCに通えないこともありまし
たが、どうにか中級IIIに上がれました。ここまで来
ると、クラスメイトは発音が綺麗な上、すーっと流
れるように話せます。中級II以上では、「変化」や
「記憶」といった抽象的な話が増え、トピックに
入っていくのが難しい時があります。出てくる重要
単語も、初めて見るものの方が多くなりました。一
方で、以前より英語力がついている実感も湧いて
います。事前に「今日のレッスンではこういうこと
を話そう」と簡単に準備しておけば、ある程度言
葉が出るようになって、文と文の間（ま）が徐々に
短くなるにつれて「あ、前よりスラスラ話せてる」と
感じられるようになりました。一番嬉しい瞬間で
すね。
　FCCでよかったと思うのは、基本会話クラスと
強化クラスがあることです。中級IIIと並行して受講
したＲＷⅣのクラスでは、エッセイの書き方を学び
ました。文章の構成に始まり、書きたいことが英
語で表現できるようになるまで、根気よく教えても
らったおかげで、文と文の繋ぎ方や話の展開の仕
方が分かるようになって、英語日記も以前の半分く

らいの時間で書けるようになりました。今ではこの
クラスで学んだことが英会話力アップにも役立った
と感じています。決して順調に伸びたわけではない
ので、伸びない時期も「もうちょっと…」と続けてき
たご褒美が貰えた感じです。

中級の壁を越えたら、挑戦する
楽しさが芽生えてきました。

　最近は、レッスンで習ったことを積極的に使うよ
うにしています。難しい文法でも「挑戦してみよう」
と思うようになりました。英語日記で間違えても、
講師が添削してくれるので正しい使い方がわかりま
すから。同じように会話でも新しい言い回しに挑戦
しようと心がけていますが、やっぱり難しいですね。
習いたてのフレーズはとっさに口から出てきませ
ん。私の今の課題です。
　FCCのレッスン以外にも挑戦してみたくなり、昨
年秋から英検の勉強も始め、今年初めに２級に合
格することができました。次の目標は中級IVと英検
の準１級。英検の試験にスピーキングとライティン
グもあるので、自分に向いている気がします。
　ネイティブの人とスムーズに会話したいという最
終目標にはまだまだ遠く、また海外に長期滞在する
夢もいつになるかわかりませんが、常に今の自分よ
り少し上を目指して、英語学習を続けていきたいと
思っています。

福岡コミュニケーションセンター

「FCC福岡」で検索できます。

スクール説明
随時受付中

〒８１２-００１３
福岡市博多区博多駅東2-5-37 博多ニッコービル５階

●受付
　月～金曜／10:00～21:35
　土・日曜／9:00～17:30

     0120-78-2234
     092-474-2234

http://www.fcc-english.co.jp

発行／福岡コミュニケーションセンター　制作／ＲＡＫＵＰＡ(ｗｗｗ.ｒａｋｕｐａ.ｃｏｍ)

　今回FCCの風にご登場下さった小川さんと小田さんは、どうなりた
いか、その為に何をすべきかに対してはっきりとした意識を持って勉強
に取り組んで来られました。これが３年以上も高い出席率とモチベー
ションを保ってこられた理由ではないかと思います。伸び悩みを経験し
ながらも地道に努力して現在の英語を身に付けられた。それをスタッフ
としてとても嬉しく思います。（平井聡美）

編集後記お知らせ

Spring Party 2016 レポート
4月23日(土)19:00〜21:00　会場：天神テルラ

　今年のスプリングパーティーは、受講生のご友人や終了生
も含め約80名の参加者にお集まり頂きました。この春FCC
を退職したAlexey講師やスタッフの石橋の周りでは、思い
出話に花が咲いていたようです。熱冷めやらぬまま20名以
上の方が二次会に向かい、話の尽きない一夜となりました。
参加して下さった皆様、本当に有難うございました。

みんなの広場

海外からの留学生をゲストに迎え、話を楽しむ課外授業。スケジュールやゲスト
留学生のプロフィール、写真はロビーの掲示板やホームページをご覧下さい。

Speaking Café

英語習得や仕事等の目標設定を行います。毎月第２・第４日曜　
17:30～19:00（資料代¥1,080）

土づくりセミナー

この間のレッスンはありません。FCC文庫の貸出・返却、スクール説明、
入校手続き等は8月13日(土)以外の9時～17時の間行います。

夏休みは8月10日(水)～8月16日(火)です。

①山笠 追い山 7月15日(金)／②夏の週末留学
※詳細は後日ホームページなどでご案内します。

英語deボランティア

日時：7月23日（土）　会場：西日本新聞スカイテラス
※詳細は決まり次第ホームページなどでご案内
します。

ビアガーデンパーティー


