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英会話には相手が必要。だから、

最初の一歩を踏み出しました。

相原／前回の講師からの学期末評価に「ナチュラ
ルスピードで話せるように」とアドバイスがあって…
やる気に火が付きました。でも英会話の練習には相
手がいるでしょう。それで英語で話す場をネットで探
していた時にFCCからチャットルーレット開始のお
知らせがあって、これは参加するしかない！と申し込
みました。
髙橋／中学・高校時代、シンガポールに住んでいた
んです。でも日本人学校に通ったので、英語は使わ
ないし、勉強もしなかった。ところが日本に戻ってく
ると、周りが口々に「英語できるんでしょ」って言うん
です。そのギャップを埋めたくて、本当に英語ができ
るようになるしかない、とFCCに入校しました。講師
が「スピーキングが一番大事だよ」って言ってたか
ら、チャットルーレットに興味をもちました。
竹田／医療機器の輸入販売の仕事をしています。
英文の説明書を読んで翻訳出来るようにするため
にFCCに入校しました。でも将来的には英語で商

談の交渉ができないといけません。それには英会話
の場数を増やさねばと思い、FCCの他に週１回の
英会話サークルにも入りました。それでも足りない
気がしていたところへチャットルーレットが始まった
んで、すぐに申し込みました。
相原／初参加の時はすごく緊張して、前日に自己紹
介文をメモしていったのに、始まったら見る暇もなく
て。でも実際に話し出したら、文法なんか気にせず
会話にのめり込めました。家に帰って「あそこは違っ

た。こう言えば良かった」と反省だらけ。でも次も必
ず参加しようと思いましたね。
髙橋／僕はまず見学しようと覗いてたら「参加した
ら？」と誘われて、心の準備もなく初参加になりまし
た。でも話してみると面白くて。スタッフの阿津坂さ
んは僕らの間違いに気付いても、その場で注意は
しないから、のびのび会話することができました。
竹田／僕は別の英会話サークルと比べると話のテ
ンポが遅い、というのが初参加の印象でした。で
も、参加者全員が積極的に会話しようとする感じ
が好きになりました。

「次はもっと話せるように」から
始まった、ユニーク自宅学習。

相原／上級の人と話すこともありますよね。その
時、相手のボキャブラリーの多さを実感します。英
会話の上達には語彙力、表現力が必要だと強く感
じます。
髙橋／相手の言葉がわからない時は推測で話し
て、５分間の確認タイムにスタッフに「あれで良かっ

たんですか？」と聞くと「こんな言い方もありますよ」
と教えてもらえるでしょ。すごく勉強になりますね。
竹田／最初は自己紹介でなんとかなりますよね。職
業と趣味と休日の過ごし方をお互い話すみたいな。
でも回を重ねると、いつも同じ内容ってわけにもいか
なくなる。どんな話題をどう話そうと考え始めます
ね。
相原／そうそう。それで日常生活でネタ作りをするよ
うになりました。偶然、虹を見た時に「今度話そう」
と携帯にメモしたりとか。あとは語彙力をつけるため
に、レッスンで使う単語帳をよく見直すようになりま
した。
髙橋／僕は勝手にテーマを決めて“独りスピーキン
グ”をやります。会話しているつもりで、相手の返
事も想定して５分間くらい話を続けます。ただ、書
いたものを読むのと違って、思いついたことを話す
のは途中で言葉に詰まるから、練習はパソコンの
前でやって、詰まったらすぐ単語やフレーズを調べ
ます。
竹田／僕は阿津坂さんに教えてもらった方法で、自
分がしている行動を英語で表現する練習をしていま

す。朝起きて「今、顔を
洗っている」から始めて
…そうやってＳＶＯの形
式を身につけるんです。
他には髙橋さんから教
えてもらった、海外の人
と英語で繋がるアプリ
を利用しています。最初
はチャットをして、仲良く
なったらLINEやスカイ
プで会話。今は通勤電
車の20分間LINEでや

りとりしています。僕が言葉を間違えると、相手が
訂正してくれるから有難いです。

クラスの中で成果を実感、
レッスンとの相乗効果も。

相原／チャットルーレットに出て帰ると、いつもスッ
キリします。英語を使いたい欲求も満たされるし、良
い気分転換にもなっているんだと思います。
髙橋／英語で話すことに抵抗がなくなりましたね。
レッスン後に講師と雑談もできるようになりました。
竹田／日本語だと躊躇するけど、英語だといろんな人
に自分から話しかけるようになりました。しかも英語は
詳細に伝えようとするでしょう。先日、友人から「日本
語の説明のほうが雑になった」と叱られました（笑）。
相原／チャットルーレットで覚えた表現をレッスンで
使ったら、講師が「おっ！」と驚いてくれて嬉しかったで
すね。話すスピードも少し速くなっている気がします。
髙橋／僕も講師にスピーキングを褒められることが
増えました。語彙は増えてないけど、簡単な言葉で
伝えることができるようになったんだと思います。次
はレッスンで習った表現を、チャットルーレットで使
って、記憶に定着させたいです。
竹田／チャットルーレットで、英語を組み立てる力が
ついた気がします。RGWのレッスンで文章を思いつ
くのが以前より速くなりましたよ。

目標は盛り上がる会話。英語で
コミュニケーションを楽しみたい

髙橋／でも、話題によっては全然話せない時もあり
ますね。スタッフが用意してくれたトピックで話すこ
ともありますが、選挙の話題では上手く会話できま

せんでした。仕事の話でも、相手の職業の専門用語
がわからないと、会話がおかしくなります。
竹田／髙橋さんと２人で「大学時代の専攻」を話題
にした時は、途中でお互い何を言ってるかわからなく
なって笑いましたよね。上級の人との会話で、高いレ
ベルについていけない日もありました。
相原／私もまだまだです。でも本当に海外の人と話
したら、選挙とかオリンピックとか日常的な関心事
が話題になるんだろうなと思うんです。それも、ただ
受け答えするだけじゃなくて、盛り上がる会話がした
いですね。
髙橋／そう。会話を弾ませたくなりますよね。そのた
めに新しい単語を覚えたり、内容を考えたり…。それ
を試したくて、チャットルーレットが毎回楽しみです。
竹田／覚えた英語をアウトプットできて、コミュニケ
ーションができる。それが楽しいんです。英語はコミ
ュニケーションの道具なんだと実感できます。
髙橋／堅苦しくなくて、参加しやすい雰囲気なのが
良い。場数をこなすと、どんどん面白くなっていきま
す。
相原／私も楽しいから続けています。スピーキング
はスピーキングでしか伸ばせないと思うし、これから
も楽しく学びたいです。
─皆さん、ありがとうございました！
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受講生座談会 英語deボランティアやスピーキングカフェよりさらに敷居の低いチャットルーレット。「もっと気楽に話せ
る場を」で始まったこの課外活動に、常連の３名の方がどのように参加してこられたか、お話を聞いてみ
ました。そこにはスキルを磨くだけではない、更なる成長を目指す姿が見えました。

今回の座談会に参加していただいた受講生の皆さん。右から相原加奈子さん、
髙橋直人さん、竹田亮介さん。プロフィールは次ページに。

次ページへ続く→

会話力を伸ばす、チャットルーレット。

チャットルーレットとは…
　様々な理由で話すことに抵抗を感じている多くの方に、肩の力を抜いてたくさん話が出来る場をと考え始めた受講生同
士の会話の時間。間違っても気にしない！学んだことをフル活用。回を重ねる毎に、じわじわと何かが変わってゆくのを感じ
るはずです。2名もしくは3名のグループを作って【15分間英会話→5分間日本語で確認】×3セット。この度、基礎Ⅰ～初級
Ⅰ専用のクラスを作りました。のびのびと話せますので、ぜひ参加してみて下さい。1回60分400円（11回分3500円のスタン
プカード販売中）。
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受講生座談会

英会話には相手が必要。だから、

最初の一歩を踏み出しました。

相原／前回の講師からの学期末評価に「ナチュラ
ルスピードで話せるように」とアドバイスがあって…
やる気に火が付きました。でも英会話の練習には相
手がいるでしょう。それで英語で話す場をネットで探
していた時にFCCからチャットルーレット開始のお
知らせがあって、これは参加するしかない！と申し込
みました。
髙橋／中学・高校時代、シンガポールに住んでいた
んです。でも日本人学校に通ったので、英語は使わ
ないし、勉強もしなかった。ところが日本に戻ってく
ると、周りが口々に「英語できるんでしょ」って言うん
です。そのギャップを埋めたくて、本当に英語ができ
るようになるしかない、とFCCに入校しました。講師
が「スピーキングが一番大事だよ」って言ってたか
ら、チャットルーレットに興味をもちました。
竹田／医療機器の輸入販売の仕事をしています。
英文の説明書を読んで翻訳出来るようにするため
にFCCに入校しました。でも将来的には英語で商

談の交渉ができないといけません。それには英会話
の場数を増やさねばと思い、FCCの他に週１回の
英会話サークルにも入りました。それでも足りない
気がしていたところへチャットルーレットが始まった
んで、すぐに申し込みました。
相原／初参加の時はすごく緊張して、前日に自己紹
介文をメモしていったのに、始まったら見る暇もなく
て。でも実際に話し出したら、文法なんか気にせず
会話にのめり込めました。家に帰って「あそこは違っ

た。こう言えば良かった」と反省だらけ。でも次も必
ず参加しようと思いましたね。
髙橋／僕はまず見学しようと覗いてたら「参加した
ら？」と誘われて、心の準備もなく初参加になりまし
た。でも話してみると面白くて。スタッフの阿津坂さ
んは僕らの間違いに気付いても、その場で注意は
しないから、のびのび会話することができました。
竹田／僕は別の英会話サークルと比べると話のテ
ンポが遅い、というのが初参加の印象でした。で
も、参加者全員が積極的に会話しようとする感じ
が好きになりました。

「次はもっと話せるように」から
始まった、ユニーク自宅学習。

相原／上級の人と話すこともありますよね。その
時、相手のボキャブラリーの多さを実感します。英
会話の上達には語彙力、表現力が必要だと強く感
じます。
髙橋／相手の言葉がわからない時は推測で話し
て、５分間の確認タイムにスタッフに「あれで良かっ

たんですか？」と聞くと「こんな言い方もありますよ」
と教えてもらえるでしょ。すごく勉強になりますね。
竹田／最初は自己紹介でなんとかなりますよね。職
業と趣味と休日の過ごし方をお互い話すみたいな。
でも回を重ねると、いつも同じ内容ってわけにもいか
なくなる。どんな話題をどう話そうと考え始めます
ね。
相原／そうそう。それで日常生活でネタ作りをするよ
うになりました。偶然、虹を見た時に「今度話そう」
と携帯にメモしたりとか。あとは語彙力をつけるため
に、レッスンで使う単語帳をよく見直すようになりま
した。
髙橋／僕は勝手にテーマを決めて“独りスピーキン
グ”をやります。会話しているつもりで、相手の返
事も想定して５分間くらい話を続けます。ただ、書
いたものを読むのと違って、思いついたことを話す
のは途中で言葉に詰まるから、練習はパソコンの
前でやって、詰まったらすぐ単語やフレーズを調べ
ます。
竹田／僕は阿津坂さんに教えてもらった方法で、自
分がしている行動を英語で表現する練習をしていま

す。朝起きて「今、顔を
洗っている」から始めて
…そうやってＳＶＯの形
式を身につけるんです。
他には髙橋さんから教
えてもらった、海外の人
と英語で繋がるアプリ
を利用しています。最初
はチャットをして、仲良く
なったらLINEやスカイ
プで会話。今は通勤電
車の20分間LINEでや

りとりしています。僕が言葉を間違えると、相手が
訂正してくれるから有難いです。

クラスの中で成果を実感、
レッスンとの相乗効果も。

相原／チャットルーレットに出て帰ると、いつもスッ
キリします。英語を使いたい欲求も満たされるし、良
い気分転換にもなっているんだと思います。
髙橋／英語で話すことに抵抗がなくなりましたね。
レッスン後に講師と雑談もできるようになりました。
竹田／日本語だと躊躇するけど、英語だといろんな人
に自分から話しかけるようになりました。しかも英語は
詳細に伝えようとするでしょう。先日、友人から「日本
語の説明のほうが雑になった」と叱られました（笑）。
相原／チャットルーレットで覚えた表現をレッスンで
使ったら、講師が「おっ！」と驚いてくれて嬉しかったで
すね。話すスピードも少し速くなっている気がします。
髙橋／僕も講師にスピーキングを褒められることが
増えました。語彙は増えてないけど、簡単な言葉で
伝えることができるようになったんだと思います。次
はレッスンで習った表現を、チャットルーレットで使
って、記憶に定着させたいです。
竹田／チャットルーレットで、英語を組み立てる力が
ついた気がします。RGWのレッスンで文章を思いつ
くのが以前より速くなりましたよ。

目標は盛り上がる会話。英語で
コミュニケーションを楽しみたい

髙橋／でも、話題によっては全然話せない時もあり
ますね。スタッフが用意してくれたトピックで話すこ
ともありますが、選挙の話題では上手く会話できま

せんでした。仕事の話でも、相手の職業の専門用語
がわからないと、会話がおかしくなります。
竹田／髙橋さんと２人で「大学時代の専攻」を話題
にした時は、途中でお互い何を言ってるかわからなく
なって笑いましたよね。上級の人との会話で、高いレ
ベルについていけない日もありました。
相原／私もまだまだです。でも本当に海外の人と話
したら、選挙とかオリンピックとか日常的な関心事
が話題になるんだろうなと思うんです。それも、ただ
受け答えするだけじゃなくて、盛り上がる会話がした
いですね。
髙橋／そう。会話を弾ませたくなりますよね。そのた
めに新しい単語を覚えたり、内容を考えたり…。それ
を試したくて、チャットルーレットが毎回楽しみです。
竹田／覚えた英語をアウトプットできて、コミュニケ
ーションができる。それが楽しいんです。英語はコミ
ュニケーションの道具なんだと実感できます。
髙橋／堅苦しくなくて、参加しやすい雰囲気なのが
良い。場数をこなすと、どんどん面白くなっていきま
す。
相原／私も楽しいから続けています。スピーキング
はスピーキングでしか伸ばせないと思うし、これから
も楽しく学びたいです。
─皆さん、ありがとうございました！

相原加奈子さん

　2013年２月入校。中級-I・LS-III・
RGW-IIIを受講中。看護師という忙
しい職業ながら、夜勤の前にチャット
ルーレットに参加されるなど、レッスン
以外でも意欲的に英語を学習され
ています。

あい はら か な こ
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英会話には相手が必要。だから、

最初の一歩を踏み出しました。

相原／前回の講師からの学期末評価に「ナチュラ
ルスピードで話せるように」とアドバイスがあって…
やる気に火が付きました。でも英会話の練習には相
手がいるでしょう。それで英語で話す場をネットで探
していた時にFCCからチャットルーレット開始のお
知らせがあって、これは参加するしかない！と申し込
みました。
髙橋／中学・高校時代、シンガポールに住んでいた
んです。でも日本人学校に通ったので、英語は使わ
ないし、勉強もしなかった。ところが日本に戻ってく
ると、周りが口々に「英語できるんでしょ」って言うん
です。そのギャップを埋めたくて、本当に英語ができ
るようになるしかない、とFCCに入校しました。講師
が「スピーキングが一番大事だよ」って言ってたか
ら、チャットルーレットに興味をもちました。
竹田／医療機器の輸入販売の仕事をしています。
英文の説明書を読んで翻訳出来るようにするため
にFCCに入校しました。でも将来的には英語で商

談の交渉ができないといけません。それには英会話
の場数を増やさねばと思い、FCCの他に週１回の
英会話サークルにも入りました。それでも足りない
気がしていたところへチャットルーレットが始まった
んで、すぐに申し込みました。
相原／初参加の時はすごく緊張して、前日に自己紹
介文をメモしていったのに、始まったら見る暇もなく
て。でも実際に話し出したら、文法なんか気にせず
会話にのめり込めました。家に帰って「あそこは違っ

た。こう言えば良かった」と反省だらけ。でも次も必
ず参加しようと思いましたね。
髙橋／僕はまず見学しようと覗いてたら「参加した
ら？」と誘われて、心の準備もなく初参加になりまし
た。でも話してみると面白くて。スタッフの阿津坂さ
んは僕らの間違いに気付いても、その場で注意は
しないから、のびのび会話することができました。
竹田／僕は別の英会話サークルと比べると話のテ
ンポが遅い、というのが初参加の印象でした。で
も、参加者全員が積極的に会話しようとする感じ
が好きになりました。

「次はもっと話せるように」から
始まった、ユニーク自宅学習。

相原／上級の人と話すこともありますよね。その
時、相手のボキャブラリーの多さを実感します。英
会話の上達には語彙力、表現力が必要だと強く感
じます。
髙橋／相手の言葉がわからない時は推測で話し
て、５分間の確認タイムにスタッフに「あれで良かっ

たんですか？」と聞くと「こんな言い方もありますよ」
と教えてもらえるでしょ。すごく勉強になりますね。
竹田／最初は自己紹介でなんとかなりますよね。職
業と趣味と休日の過ごし方をお互い話すみたいな。
でも回を重ねると、いつも同じ内容ってわけにもいか
なくなる。どんな話題をどう話そうと考え始めます
ね。
相原／そうそう。それで日常生活でネタ作りをするよ
うになりました。偶然、虹を見た時に「今度話そう」
と携帯にメモしたりとか。あとは語彙力をつけるため
に、レッスンで使う単語帳をよく見直すようになりま
した。
髙橋／僕は勝手にテーマを決めて“独りスピーキン
グ”をやります。会話しているつもりで、相手の返
事も想定して５分間くらい話を続けます。ただ、書
いたものを読むのと違って、思いついたことを話す
のは途中で言葉に詰まるから、練習はパソコンの
前でやって、詰まったらすぐ単語やフレーズを調べ
ます。
竹田／僕は阿津坂さんに教えてもらった方法で、自
分がしている行動を英語で表現する練習をしていま

す。朝起きて「今、顔を
洗っている」から始めて
…そうやってＳＶＯの形
式を身につけるんです。
他には髙橋さんから教
えてもらった、海外の人
と英語で繋がるアプリ
を利用しています。最初
はチャットをして、仲良く
なったらLINEやスカイ
プで会話。今は通勤電
車の20分間LINEでや

りとりしています。僕が言葉を間違えると、相手が
訂正してくれるから有難いです。

クラスの中で成果を実感、
レッスンとの相乗効果も。

相原／チャットルーレットに出て帰ると、いつもスッ
キリします。英語を使いたい欲求も満たされるし、良
い気分転換にもなっているんだと思います。
髙橋／英語で話すことに抵抗がなくなりましたね。
レッスン後に講師と雑談もできるようになりました。
竹田／日本語だと躊躇するけど、英語だといろんな人
に自分から話しかけるようになりました。しかも英語は
詳細に伝えようとするでしょう。先日、友人から「日本
語の説明のほうが雑になった」と叱られました（笑）。
相原／チャットルーレットで覚えた表現をレッスンで
使ったら、講師が「おっ！」と驚いてくれて嬉しかったで
すね。話すスピードも少し速くなっている気がします。
髙橋／僕も講師にスピーキングを褒められることが
増えました。語彙は増えてないけど、簡単な言葉で
伝えることができるようになったんだと思います。次
はレッスンで習った表現を、チャットルーレットで使
って、記憶に定着させたいです。
竹田／チャットルーレットで、英語を組み立てる力が
ついた気がします。RGWのレッスンで文章を思いつ
くのが以前より速くなりましたよ。

目標は盛り上がる会話。英語で
コミュニケーションを楽しみたい

髙橋／でも、話題によっては全然話せない時もあり
ますね。スタッフが用意してくれたトピックで話すこ
ともありますが、選挙の話題では上手く会話できま

せんでした。仕事の話でも、相手の職業の専門用語
がわからないと、会話がおかしくなります。
竹田／髙橋さんと２人で「大学時代の専攻」を話題
にした時は、途中でお互い何を言ってるかわからなく
なって笑いましたよね。上級の人との会話で、高いレ
ベルについていけない日もありました。
相原／私もまだまだです。でも本当に海外の人と話
したら、選挙とかオリンピックとか日常的な関心事
が話題になるんだろうなと思うんです。それも、ただ
受け答えするだけじゃなくて、盛り上がる会話がした
いですね。
髙橋／そう。会話を弾ませたくなりますよね。そのた
めに新しい単語を覚えたり、内容を考えたり…。それ
を試したくて、チャットルーレットが毎回楽しみです。
竹田／覚えた英語をアウトプットできて、コミュニケ
ーションができる。それが楽しいんです。英語はコミ
ュニケーションの道具なんだと実感できます。
髙橋／堅苦しくなくて、参加しやすい雰囲気なのが
良い。場数をこなすと、どんどん面白くなっていきま
す。
相原／私も楽しいから続けています。スピーキング
はスピーキングでしか伸ばせないと思うし、これから
も楽しく学びたいです。
─皆さん、ありがとうございました！

竹田亮介さん
た け だ

髙橋直人さん
たかはし な お と りょうすけ

　2016年１月入校。初級-II・LS-II・
RGW-IIを受講中。チャットルーレット
の他にも、ボランティアやパーティーな
ど、FCCが提供する環境をフル活用し
て英語学習に取り組まれています。

　2015年10月入校。初級-I・LS-II・
RGW-IIを受講中。８月時点で20回
の参加はチャットルーレット最多。趣
味のスキューバダイビングを海外で体
験することが目下の目標だそうです。

竹田さんがチャットルーレット中
に取っているメモ。単語やフレー
ズを書き留めておくそう。
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英会話には相手が必要。だから、

最初の一歩を踏み出しました。

相原／前回の講師からの学期末評価に「ナチュラ
ルスピードで話せるように」とアドバイスがあって…
やる気に火が付きました。でも英会話の練習には相
手がいるでしょう。それで英語で話す場をネットで探
していた時にFCCからチャットルーレット開始のお
知らせがあって、これは参加するしかない！と申し込
みました。
髙橋／中学・高校時代、シンガポールに住んでいた
んです。でも日本人学校に通ったので、英語は使わ
ないし、勉強もしなかった。ところが日本に戻ってく
ると、周りが口々に「英語できるんでしょ」って言うん
です。そのギャップを埋めたくて、本当に英語ができ
るようになるしかない、とFCCに入校しました。講師
が「スピーキングが一番大事だよ」って言ってたか
ら、チャットルーレットに興味をもちました。
竹田／医療機器の輸入販売の仕事をしています。
英文の説明書を読んで翻訳出来るようにするため
にFCCに入校しました。でも将来的には英語で商

談の交渉ができないといけません。それには英会話
の場数を増やさねばと思い、FCCの他に週１回の
英会話サークルにも入りました。それでも足りない
気がしていたところへチャットルーレットが始まった
んで、すぐに申し込みました。
相原／初参加の時はすごく緊張して、前日に自己紹
介文をメモしていったのに、始まったら見る暇もなく
て。でも実際に話し出したら、文法なんか気にせず
会話にのめり込めました。家に帰って「あそこは違っ

た。こう言えば良かった」と反省だらけ。でも次も必
ず参加しようと思いましたね。
髙橋／僕はまず見学しようと覗いてたら「参加した
ら？」と誘われて、心の準備もなく初参加になりまし
た。でも話してみると面白くて。スタッフの阿津坂さ
んは僕らの間違いに気付いても、その場で注意は
しないから、のびのび会話することができました。
竹田／僕は別の英会話サークルと比べると話のテ
ンポが遅い、というのが初参加の印象でした。で
も、参加者全員が積極的に会話しようとする感じ
が好きになりました。

「次はもっと話せるように」から
始まった、ユニーク自宅学習。

相原／上級の人と話すこともありますよね。その
時、相手のボキャブラリーの多さを実感します。英
会話の上達には語彙力、表現力が必要だと強く感
じます。
髙橋／相手の言葉がわからない時は推測で話し
て、５分間の確認タイムにスタッフに「あれで良かっ

たんですか？」と聞くと「こんな言い方もありますよ」
と教えてもらえるでしょ。すごく勉強になりますね。
竹田／最初は自己紹介でなんとかなりますよね。職
業と趣味と休日の過ごし方をお互い話すみたいな。
でも回を重ねると、いつも同じ内容ってわけにもいか
なくなる。どんな話題をどう話そうと考え始めます
ね。
相原／そうそう。それで日常生活でネタ作りをするよ
うになりました。偶然、虹を見た時に「今度話そう」
と携帯にメモしたりとか。あとは語彙力をつけるため
に、レッスンで使う単語帳をよく見直すようになりま
した。
髙橋／僕は勝手にテーマを決めて“独りスピーキン
グ”をやります。会話しているつもりで、相手の返
事も想定して５分間くらい話を続けます。ただ、書
いたものを読むのと違って、思いついたことを話す
のは途中で言葉に詰まるから、練習はパソコンの
前でやって、詰まったらすぐ単語やフレーズを調べ
ます。
竹田／僕は阿津坂さんに教えてもらった方法で、自
分がしている行動を英語で表現する練習をしていま

す。朝起きて「今、顔を
洗っている」から始めて
…そうやってＳＶＯの形
式を身につけるんです。
他には髙橋さんから教
えてもらった、海外の人
と英語で繋がるアプリ
を利用しています。最初
はチャットをして、仲良く
なったらLINEやスカイ
プで会話。今は通勤電
車の20分間LINEでや

りとりしています。僕が言葉を間違えると、相手が
訂正してくれるから有難いです。

クラスの中で成果を実感、
レッスンとの相乗効果も。

相原／チャットルーレットに出て帰ると、いつもスッ
キリします。英語を使いたい欲求も満たされるし、良
い気分転換にもなっているんだと思います。
髙橋／英語で話すことに抵抗がなくなりましたね。
レッスン後に講師と雑談もできるようになりました。
竹田／日本語だと躊躇するけど、英語だといろんな人
に自分から話しかけるようになりました。しかも英語は
詳細に伝えようとするでしょう。先日、友人から「日本
語の説明のほうが雑になった」と叱られました（笑）。
相原／チャットルーレットで覚えた表現をレッスンで
使ったら、講師が「おっ！」と驚いてくれて嬉しかったで
すね。話すスピードも少し速くなっている気がします。
髙橋／僕も講師にスピーキングを褒められることが
増えました。語彙は増えてないけど、簡単な言葉で
伝えることができるようになったんだと思います。次
はレッスンで習った表現を、チャットルーレットで使
って、記憶に定着させたいです。
竹田／チャットルーレットで、英語を組み立てる力が
ついた気がします。RGWのレッスンで文章を思いつ
くのが以前より速くなりましたよ。

目標は盛り上がる会話。英語で
コミュニケーションを楽しみたい

髙橋／でも、話題によっては全然話せない時もあり
ますね。スタッフが用意してくれたトピックで話すこ
ともありますが、選挙の話題では上手く会話できま

せんでした。仕事の話でも、相手の職業の専門用語
がわからないと、会話がおかしくなります。
竹田／髙橋さんと２人で「大学時代の専攻」を話題
にした時は、途中でお互い何を言ってるかわからなく
なって笑いましたよね。上級の人との会話で、高いレ
ベルについていけない日もありました。
相原／私もまだまだです。でも本当に海外の人と話
したら、選挙とかオリンピックとか日常的な関心事
が話題になるんだろうなと思うんです。それも、ただ
受け答えするだけじゃなくて、盛り上がる会話がした
いですね。
髙橋／そう。会話を弾ませたくなりますよね。そのた
めに新しい単語を覚えたり、内容を考えたり…。それ
を試したくて、チャットルーレットが毎回楽しみです。
竹田／覚えた英語をアウトプットできて、コミュニケ
ーションができる。それが楽しいんです。英語はコミ
ュニケーションの道具なんだと実感できます。
髙橋／堅苦しくなくて、参加しやすい雰囲気なのが
良い。場数をこなすと、どんどん面白くなっていきま
す。
相原／私も楽しいから続けています。スピーキング
はスピーキングでしか伸ばせないと思うし、これから
も楽しく学びたいです。
─皆さん、ありがとうございました！

　英語は高校
まで全く勉強
してこなかっ
たのですごく
苦手でした。
入校時は片言
の英語しか話
せなかったの
で、「英語に

慣れ親しむことから始めてみては？」とイングリ
ッシュ・セラピーを勧められ、受講しました。
　セラピーは、「授業を受ける」というより
「英語を楽しむ」感じでした。それまで英語
学習といえば、高校や大学の受験勉強のよう
に、「覚えて、読んで、書いて」のイメージを持
っていました。でもイングリッシュ・セラピーを
受けて、あまり固く考えないほうが英語がすん
なり入ってくることに気が付いたんです。
　イングリッシュ・セラピーのなかでは、『ジ
ャズ・チャンツ』が一番効果を感じました。最
初は分からないことが多かったんですが、回を
重ねるごとに分かるようになり、楽しくなって
きましたね。おかげで講師の英語も聞き取れ

るようになりました。
　セラピーで洋楽を使っていることも良かっ
たですね。『ジャズ・チャンツ』はテキストを見
ないとできないですが、歌だと気軽に聞いて
いるだけで耳が慣れるのが良いですね。家に
いる時や歩いている時でも口ずさんだりして
ますよ。
　家でも『ジャズ・チャンツ』のテキストを見
ながら口ずさんだり、洋楽を聞きながら一緒
に歌ったりして復習しています。洋画も何回も
見ました。そして聞き取れるフレーズは何度も
口に出したり。そのおかげで発音が良くなった
と思います。基礎Ⅰ担当のJonathan講師にも
褒められました。特に「Rの発音はもう完璧」
と言われました（笑）。
　今後は、スピーキング・カフェに参加して、そ
こできちんと会話ができるようになりたいで
すね。まずは相手が話すことぐらいは分かる
ようになりたい。聞き取れないと返せないで
すからね。そこをぜひ頑張りたいと思います。

「セラピーを受けて、英語に慣れてきたのを実感しました！」

特集 英語初心者が集う場所

横山勇太さん

「イングリッシュ・セラピー」

2016年４月入校。スポーツトレーナーを目指して米国
留学を希望。基礎Ⅰ・ＲＧＷＡを受講されています。入
校以来最近まで、イングリッシュ・セラピーも受講。

■スケジュール：毎週水曜日20:35～21:35
■定員：８人
■参加費用：１グループレッスン分
■担当：阿津坂
■レッスン内容
◎洋楽：ウォームアップ・耳慣らし（10分）
◎ジャズ・チャンツ：ジャズのリズムに乗せて、英会
話でよく使われるフレーズを学びます（30分）
◎日本語での文法解説（20分）

※レッスンによって、ミニ・ダイアローグでの会話の練習、英会話
でよく使われる表現の解説、自己紹介の練習なども行います。

イングリッシュ・セラピーとは、英語の発音やリズムの練習を通して、英語に親しんでいく英語学習の
初心者向けの講座です。

横山勇太さん

ジャズ・チャンツでフレーズを練習
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[参加者の声]　留学生と話してみて、「自分の英語が
伝わるんだ」という実感と、「リスニングはまだまだ努力
が必要だな」という気付きを得ました。そんなに英語
が上手でなくてもコミュニケーションが取れること、でも
自分が伝えたいことは100％言えないという現状が、
学習の意欲になると思いました。それと、留学生は日
本のことを知りたがっていたので、日本文化についても
っと学ぼうと思いました。（櫻井晴菜さん）

[参加者の声]　　毎回ボランティアに参加すると、
GenkiJACSの留学生の皆さんとリラックスした雰囲気
で楽しくおしゃべりできるのが良いなと思います。予定
されているアクティビティで楽しめるのはもちろんです
が、その道すがら街並みを説明する際に英語を教え
てもらって学べるなど、生きた英語を学ぶ場として最適
だと思います。（篠原千尋さん）

英会話には相手が必要。だから、

最初の一歩を踏み出しました。

相原／前回の講師からの学期末評価に「ナチュラ
ルスピードで話せるように」とアドバイスがあって…
やる気に火が付きました。でも英会話の練習には相
手がいるでしょう。それで英語で話す場をネットで探
していた時にFCCからチャットルーレット開始のお
知らせがあって、これは参加するしかない！と申し込
みました。
髙橋／中学・高校時代、シンガポールに住んでいた
んです。でも日本人学校に通ったので、英語は使わ
ないし、勉強もしなかった。ところが日本に戻ってく
ると、周りが口々に「英語できるんでしょ」って言うん
です。そのギャップを埋めたくて、本当に英語ができ
るようになるしかない、とFCCに入校しました。講師
が「スピーキングが一番大事だよ」って言ってたか
ら、チャットルーレットに興味をもちました。
竹田／医療機器の輸入販売の仕事をしています。
英文の説明書を読んで翻訳出来るようにするため
にFCCに入校しました。でも将来的には英語で商

談の交渉ができないといけません。それには英会話
の場数を増やさねばと思い、FCCの他に週１回の
英会話サークルにも入りました。それでも足りない
気がしていたところへチャットルーレットが始まった
んで、すぐに申し込みました。
相原／初参加の時はすごく緊張して、前日に自己紹
介文をメモしていったのに、始まったら見る暇もなく
て。でも実際に話し出したら、文法なんか気にせず
会話にのめり込めました。家に帰って「あそこは違っ

た。こう言えば良かった」と反省だらけ。でも次も必
ず参加しようと思いましたね。
髙橋／僕はまず見学しようと覗いてたら「参加した
ら？」と誘われて、心の準備もなく初参加になりまし
た。でも話してみると面白くて。スタッフの阿津坂さ
んは僕らの間違いに気付いても、その場で注意は
しないから、のびのび会話することができました。
竹田／僕は別の英会話サークルと比べると話のテ
ンポが遅い、というのが初参加の印象でした。で
も、参加者全員が積極的に会話しようとする感じ
が好きになりました。

「次はもっと話せるように」から
始まった、ユニーク自宅学習。

相原／上級の人と話すこともありますよね。その
時、相手のボキャブラリーの多さを実感します。英
会話の上達には語彙力、表現力が必要だと強く感
じます。
髙橋／相手の言葉がわからない時は推測で話し
て、５分間の確認タイムにスタッフに「あれで良かっ

たんですか？」と聞くと「こんな言い方もありますよ」
と教えてもらえるでしょ。すごく勉強になりますね。
竹田／最初は自己紹介でなんとかなりますよね。職
業と趣味と休日の過ごし方をお互い話すみたいな。
でも回を重ねると、いつも同じ内容ってわけにもいか
なくなる。どんな話題をどう話そうと考え始めます
ね。
相原／そうそう。それで日常生活でネタ作りをするよ
うになりました。偶然、虹を見た時に「今度話そう」
と携帯にメモしたりとか。あとは語彙力をつけるため
に、レッスンで使う単語帳をよく見直すようになりま
した。
髙橋／僕は勝手にテーマを決めて“独りスピーキン
グ”をやります。会話しているつもりで、相手の返
事も想定して５分間くらい話を続けます。ただ、書
いたものを読むのと違って、思いついたことを話す
のは途中で言葉に詰まるから、練習はパソコンの
前でやって、詰まったらすぐ単語やフレーズを調べ
ます。
竹田／僕は阿津坂さんに教えてもらった方法で、自
分がしている行動を英語で表現する練習をしていま

す。朝起きて「今、顔を
洗っている」から始めて
…そうやってＳＶＯの形
式を身につけるんです。
他には髙橋さんから教
えてもらった、海外の人
と英語で繋がるアプリ
を利用しています。最初
はチャットをして、仲良く
なったらLINEやスカイ
プで会話。今は通勤電
車の20分間LINEでや

りとりしています。僕が言葉を間違えると、相手が
訂正してくれるから有難いです。

クラスの中で成果を実感、
レッスンとの相乗効果も。

相原／チャットルーレットに出て帰ると、いつもスッ
キリします。英語を使いたい欲求も満たされるし、良
い気分転換にもなっているんだと思います。
髙橋／英語で話すことに抵抗がなくなりましたね。
レッスン後に講師と雑談もできるようになりました。
竹田／日本語だと躊躇するけど、英語だといろんな人
に自分から話しかけるようになりました。しかも英語は
詳細に伝えようとするでしょう。先日、友人から「日本
語の説明のほうが雑になった」と叱られました（笑）。
相原／チャットルーレットで覚えた表現をレッスンで
使ったら、講師が「おっ！」と驚いてくれて嬉しかったで
すね。話すスピードも少し速くなっている気がします。
髙橋／僕も講師にスピーキングを褒められることが
増えました。語彙は増えてないけど、簡単な言葉で
伝えることができるようになったんだと思います。次
はレッスンで習った表現を、チャットルーレットで使
って、記憶に定着させたいです。
竹田／チャットルーレットで、英語を組み立てる力が
ついた気がします。RGWのレッスンで文章を思いつ
くのが以前より速くなりましたよ。

目標は盛り上がる会話。英語で
コミュニケーションを楽しみたい

髙橋／でも、話題によっては全然話せない時もあり
ますね。スタッフが用意してくれたトピックで話すこ
ともありますが、選挙の話題では上手く会話できま

せんでした。仕事の話でも、相手の職業の専門用語
がわからないと、会話がおかしくなります。
竹田／髙橋さんと２人で「大学時代の専攻」を話題
にした時は、途中でお互い何を言ってるかわからなく
なって笑いましたよね。上級の人との会話で、高いレ
ベルについていけない日もありました。
相原／私もまだまだです。でも本当に海外の人と話
したら、選挙とかオリンピックとか日常的な関心事
が話題になるんだろうなと思うんです。それも、ただ
受け答えするだけじゃなくて、盛り上がる会話がした
いですね。
髙橋／そう。会話を弾ませたくなりますよね。そのた
めに新しい単語を覚えたり、内容を考えたり…。それ
を試したくて、チャットルーレットが毎回楽しみです。
竹田／覚えた英語をアウトプットできて、コミュニケ
ーションができる。それが楽しいんです。英語はコミ
ュニケーションの道具なんだと実感できます。
髙橋／堅苦しくなくて、参加しやすい雰囲気なのが
良い。場数をこなすと、どんどん面白くなっていきま
す。
相原／私も楽しいから続けています。スピーキング
はスピーキングでしか伸ばせないと思うし、これから
も楽しく学びたいです。
─皆さん、ありがとうございました！

　「英語deボランティア」で初めて行なった「八女散策
＆紙漉き体験」。FCCの受講生7名、GenkiJACSの留学
生8名の合計15名が参加しました。

　まずはランチに地元
名物のだご汁定食。こ
んにゃくや高菜などの
地元の食べ物に対する
留学生の質問にFCC受
講生があれこれ説明し
ます。次に向かったの

は、紙漉き体験。紙漉き自体は、木枠を原料が入った
大きなシンクの中で何度か振るだけで、あっという間
に終ってしまいまし
た。しかし、ポスト
カードのデザイン
を決めるところに
なると、押し花など
の配置に皆さん没
頭。大きな体を折り
曲げて、あぁでもな
い、こうでもない、と考えこむ様子は、端から見ている
とちょっとユーモラス。FCC受講生が留学生に教えて
あげたりアドバイスしてあげたりしながら、和気あいあ

いと作業は進んでいき
ます。
　紙が乾くまでの時間、
古い街並みが残る白壁
通りを散策。まずは、
江戸時代から続くお茶
屋さん「矢部屋 許斐本

家」で八女茶を試飲。300年の歴史を持つこのお店は、
奥に古い日本家屋が残っており、見学することができ
ます。古い世界地図や昔のレトロなお茶のパッケージ
が飾ってあったり。お店の計らいで、2階のお座敷で冷
たいお茶をいただくことができました。畳の床に車座
に座り、美味しく淹れられたお茶を皆でいただきなが
ら、日本文化や留学生の出身国についておしゃべりし
ました。その後は、近くの神社にお参りに。参拝の仕方
を教えたり、「ここはどういう神社なの？　どういうご
利益があるの？」という
留学生の質問に一緒に
考えたり。日常生活で
は何気なく接している
日本文化について、深く
考える良い機会にもな
りました。
　出来上がったポスト
カードをピックアップすると、思いがけない出来栄えに
皆さん満足のご様子。乾くとまた違った風合いが出て、
「送るのがもったいない！１枚は自分で取っておこう」
と、愛着がわいていたようでした。
　暑い中での参加でしたが、日本文化を体験する１日
になったと思います！

八女散策＆紙漉き体験
福岡県南部に位置する八女市を訪問。伝統の和紙漉きでポストカードを作ったり、老舗のお茶屋
さんで八女茶を楽しんだりしました。

英語deボランティア 夏の週末留学第３弾
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↑出来上がった和紙のポストカード
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一昨年のクリスマスパーティー

英会話には相手が必要。だから、
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なくなる。どんな話題をどう話そうと考え始めます
ね。
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のは途中で言葉に詰まるから、練習はパソコンの
前でやって、詰まったらすぐ単語やフレーズを調べ
ます。
竹田／僕は阿津坂さんに教えてもらった方法で、自
分がしている行動を英語で表現する練習をしていま

す。朝起きて「今、顔を
洗っている」から始めて
…そうやってＳＶＯの形
式を身につけるんです。
他には髙橋さんから教
えてもらった、海外の人
と英語で繋がるアプリ
を利用しています。最初
はチャットをして、仲良く
なったらLINEやスカイ
プで会話。今は通勤電
車の20分間LINEでや

りとりしています。僕が言葉を間違えると、相手が
訂正してくれるから有難いです。

クラスの中で成果を実感、
レッスンとの相乗効果も。

相原／チャットルーレットに出て帰ると、いつもスッ
キリします。英語を使いたい欲求も満たされるし、良
い気分転換にもなっているんだと思います。
髙橋／英語で話すことに抵抗がなくなりましたね。
レッスン後に講師と雑談もできるようになりました。
竹田／日本語だと躊躇するけど、英語だといろんな人
に自分から話しかけるようになりました。しかも英語は
詳細に伝えようとするでしょう。先日、友人から「日本
語の説明のほうが雑になった」と叱られました（笑）。
相原／チャットルーレットで覚えた表現をレッスンで
使ったら、講師が「おっ！」と驚いてくれて嬉しかったで
すね。話すスピードも少し速くなっている気がします。
髙橋／僕も講師にスピーキングを褒められることが
増えました。語彙は増えてないけど、簡単な言葉で
伝えることができるようになったんだと思います。次
はレッスンで習った表現を、チャットルーレットで使
って、記憶に定着させたいです。
竹田／チャットルーレットで、英語を組み立てる力が
ついた気がします。RGWのレッスンで文章を思いつ
くのが以前より速くなりましたよ。

目標は盛り上がる会話。英語で
コミュニケーションを楽しみたい

髙橋／でも、話題によっては全然話せない時もあり
ますね。スタッフが用意してくれたトピックで話すこ
ともありますが、選挙の話題では上手く会話できま

せんでした。仕事の話でも、相手の職業の専門用語
がわからないと、会話がおかしくなります。
竹田／髙橋さんと２人で「大学時代の専攻」を話題
にした時は、途中でお互い何を言ってるかわからなく
なって笑いましたよね。上級の人との会話で、高いレ
ベルについていけない日もありました。
相原／私もまだまだです。でも本当に海外の人と話
したら、選挙とかオリンピックとか日常的な関心事
が話題になるんだろうなと思うんです。それも、ただ
受け答えするだけじゃなくて、盛り上がる会話がした
いですね。
髙橋／そう。会話を弾ませたくなりますよね。そのた
めに新しい単語を覚えたり、内容を考えたり…。それ
を試したくて、チャットルーレットが毎回楽しみです。
竹田／覚えた英語をアウトプットできて、コミュニケ
ーションができる。それが楽しいんです。英語はコミ
ュニケーションの道具なんだと実感できます。
髙橋／堅苦しくなくて、参加しやすい雰囲気なのが
良い。場数をこなすと、どんどん面白くなっていきま
す。
相原／私も楽しいから続けています。スピーキング
はスピーキングでしか伸ばせないと思うし、これから
も楽しく学びたいです。
─皆さん、ありがとうございました！

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)

　チャットルーレット開始にあたっては色 と々心配な事もあったので
すが、今では、やってよかった！の一言。受付にいると、のびのび英会
話を楽しむ皆さんの笑い声が聞こえてきます。座談会の3名の方の
ように、凹んでも楽しいからまた参加する、そんな良い勉強のサイク
ルが受講生の間で広がるといいなと思います。机に向かって一人
黙々勉強している方は、来学期はぜひ一度お試し下さい。

編集後記お知らせ

　西日本新聞会館屋上のビアガーデンがリニューアルしたと聞いて早速予約！ お天気にも
恵まれ、心地よい夜風の中で開放感に浸りながら“シェフこだわりのリゾートグルメ”を堪

能しました♪ くじ引きで席を決めたので、あちこちで「初めまして～」の光景が。今年は、受講生のご友人で
FCCに興味があるという方も数名来て下さって、同席したFCC生に色々と質問をされていましたよ。カラ
オケ２次会組の情報によるとX JAPANを熱唱した講師がいたらしい…。今年惜しくも参加できなかった方は、
ぜひ来年ご参加下さい。

みんなの広場

★新学期の目標設定におすすめです
英語習得や仕事等の目標設定を行います。（資料代¥1,080）
日程はFCC内掲示板でご確認下さい。

土づくりセミナー＆
学習スケジュール表の活用法

9月19日(月)、22日(木)は祝日の為、25日(日)は講師会議の為、28日
(水)、29日(木)、30日(金)は新学期準備の為、レッスンはありません。
※今学期のweek24は変則的に２週間に亘ります。9月20日(火)～2７
日(火)です。振替をされる方はこの日程内で申請下さい。

新学期は10月1日(土)から始まります。

この間のレッスンはありません。　※12月31日、1月1日以外は開いてお
りますので、TOEIC模試や文庫の貸出・返却は可能です。

冬休みは12月23日(金)～1月6日(金)です。

12月10日(土)19:00～ 会場:天神テルラ（予定）
詳細は後日ホームページなどでご案内します。

クリスマスパーティ開催

Beer Garden Party 2016 


