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「本を読む」というより「英文に

親しむ」つもりで始めました。

川副／海外支社がある会社なので、将来海外勤務
をしたくて、FCCで英語を学び始めました。でも入校
して半年はレッスンについていくのに必死で、FCC
文庫は全く利用していませんでした。利用し始めたの
は、上達を知るために受けたTOEICでReadingが全
く上がらず、苦手意識を持ってしまったことがきっかけ
でした。とにかく英文への嫌悪感をなくそうと、絵本レ
ベルから借り始めました。
渡邊／僕の職場は外資系ホテルで、総支配人が外
国人で書類は英語です。それでFCCと法人契約をし
ていて、僕も入校できました。FCC文庫のことは知ら
なかったんですが、入校時に本が無料で借りられると
聞いて、「せっかくだから」とまず１冊借りることにしま
した。興味のある本だったから、最初から苦になりませ
んでした。
山﨑／私も外資系の航空会社に勤めています。で
も、メールも会議の報告書も英語だと読む気になれ
ず、電話に至っては先輩に代わってもらう始末。こ
れではダメだと上司に相談したところ、上司がFCC
の卒業生だったんです。他にも社内に数人のFCC
卒業生がいました。さっそく入校して上司に報告し
たら「本があるでしょ」とFCC文庫を薦めてくれまし
た。私も最初は文が１～２行の絵本を選んで英文

に親しんでいき、そこから少しずつ行数の多い本に
進みました。

こまかい訳にとらわれない。

大切なのは、想像力。

川副／読んでいる途中で、わからない単語を気にする
と、先に進めなくなって挫折するんです。だから、いちい
ち調べずに前後の文脈で理解して読み進めてます。
山﨑／私もそうです。後のほうでキーワードが出てきて、
さっきの単語の意味がわかるってこともよくあります。
渡邊／僕も内容を大体理解できればいい、と思って
います。

山﨑／単語がわからないからって、読むのを嫌いに
なりたくない。だから私は最後まで読めたらＯＫぐらい
に考えてます。
川副／英語の本を読むために大切なのは、こまかい
単語の意味じゃなくて、内容を知ろうとする想像力で
すよね。
山﨑／挿絵からでも想像できますしね。
渡邊／グラフからでもわかりますよ。正確さより、興
味をもって読めることが一番だと思います。

「返さなきゃ」の感覚が、
隙間時間を読書時間に変える。

川副／いつ読んでるの？と聞かれると、一番は移動
中ですね。私は昨年末が出張ばかりで、飛行機の中
でずっと読んでいました。最近は気分を楽しむため
に、FCCや会社の帰りにおしゃれなカフェに寄って、
お茶を飲みながら読書することもあります。あとは寝
る前に10～15分ぐらい読んでます。
渡邊／僕は通勤バスの片道30分が読書時間で
す。座れるのがありがたいですね。家に帰ってから、
気まぐれに読むこともあります。
山﨑／私も主な読書時間は、片道20分の通勤中

ですね。あとは、人との待合せに30分早く出てカフェ
で読むとか、病院の待ち時間とか。以前はなんとなく
携帯を触って潰してた時間が全部、読書時間に変わ
りました。これって「１週間で返さなくちゃ」と思うからで
すよね。FCC文庫じゃなかったら、こんなふうにはなれ
ない気がします。

本から受けた刺激が、
気付いたら英語力に。

川副／私が感じるFCC文庫の魅力は、言語と文化
の違いによる刺激。小学生向けの絵本なのにハッピ
ーエンドじゃない。日本なら、悪いことをした主人公も
最後は改心して、めでたし、めでたし…で終わるところ
が、向こうだと死んじゃうんです。思わず「残酷…」と言
いたくなります（笑）。その感覚の違いが面白いんです
よね。
渡邊／僕は日本の文化を英文で紹介している本をよ
く読みますが、毎回「へぇ、海外の人にはこう見えるん

だ」という新たな発見があ
ります。自分も知らなかっ
た日本のことを英文の本
で知ることもありますよ。
山﨑／私は最近サスペ
ンスをよく読んでいます。
日本の作品とは違う、驚き
の展開や衝撃の結末に
引き込まれて、黙 と々読ん
でしまいます。でもそのお
かげで、職場であんなに
嫌いだった英文の書類や
メールが自然に読めるよう

になりました。忙しい時は目で追って、急ぎのものか
を判断できるようにもなりました。今は自分でも英文
で書類を書いています。以前に比べたら大きな進
歩です。
渡邊／僕も英文で書類が書けるようになりました。そ
れと、読んだ本に出てきたフレーズを、毎週、英語日記
で使ってみるようにしています。間違っていても、講師
が丁寧に添削してくれるから、正しい使い方を覚えられ
て次に活かせます。
川副／私もFCC文庫の効果がいろんなところに出
ている気がします。レッスンで習った単語が本に出て
きた時に、改めて単語の意味や使い方が理解できる
ことがあります。接続詞も自分が思っていたのと違う
使い方があって、ハッとすることがあります。本の中で
学んだ言葉は忘れませんね。

レベル別で種類も豊富。
借り始めればわかる、
FCC文庫の魅力。

川副／FCC文庫はレベル別に分けられているから、
今の自分の英語力を本で知ることができるし、だんだ
ん上のレベルの本を借りられるようになると、嬉しいで
すよね。
渡邊／本屋で自分の英語力にあった本を探すのは
難しいですね。FCC文庫はレベル分けしてくれている
から、助かります。
山﨑／私も、時々本屋さんで英語の本を選んだりす
るんですけど、半分は日本語だったりして、日本人向
けに作られている本が多い気がします。FCC文庫
の本は純粋に外国のものだから、読んでいて楽しい

のかな。
川副／挿絵だけでも日本と違う世界観で、楽しめる
しね。
渡邊／FCC文庫は種類が多いから、自分が興味の
あるジャンルを選べば、読むのが楽しくなると思いま
す。好きな本を見つけられるかがカギですね。
川副／無料だから、トライしやすいし。
山﨑／そう。買って読めなかったらショックが大きいし、
逆に、買うと安心してなかなか読まないことも…。やっぱ
り“借りて読んで、１週間で返す”のがいいみたい。
渡邊／借りてみて「無理だ」と思ったら、すぐ返して別
の本を借り直してます。とにかく週に１回本を借りるこ
とだけは続けています。
山﨑／私も風邪を引いて声が出なくなった時、レッス
ンには出られなかったけど、FCC文庫だけは返しに来
て、また借りて帰ったんです。その週は本を読んで英
語に触れておこうと思って。
川副・渡邊・山﨑／週１回借りるクセさえつければ、こ
んなに楽しくてためになる図書館はないと思います！
―川副さん、渡邊さん、山﨑さん、貴重なお話をあり
がとうございました。
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受講生座談会 この春、新刊が続々入荷中のFCC文庫。スタッフが吟味して選んだ本をぜひ読んでみてください。今回はFCC
文庫ご愛読者の皆さんに、その魅力と成果について語っていただきました。

今回の座談会に参加していただいた受講生の皆さん。左から川副真理子さ
ん、渡邊裕介さん、山﨑都子さん。プロフィールは次ページに。

次ページへ続く→

春からもっと充実！ FCC文庫のススメ 



－２－

受講生座談会

「本を読む」というより「英文に

親しむ」つもりで始めました。

川副／海外支社がある会社なので、将来海外勤務
をしたくて、FCCで英語を学び始めました。でも入校
して半年はレッスンについていくのに必死で、FCC
文庫は全く利用していませんでした。利用し始めたの
は、上達を知るために受けたTOEICでReadingが全
く上がらず、苦手意識を持ってしまったことがきっかけ
でした。とにかく英文への嫌悪感をなくそうと、絵本レ
ベルから借り始めました。
渡邊／僕の職場は外資系ホテルで、総支配人が外
国人で書類は英語です。それでFCCと法人契約をし
ていて、僕も入校できました。FCC文庫のことは知ら
なかったんですが、入校時に本が無料で借りられると
聞いて、「せっかくだから」とまず１冊借りることにしま
した。興味のある本だったから、最初から苦になりませ
んでした。
山﨑／私も外資系の航空会社に勤めています。で
も、メールも会議の報告書も英語だと読む気になれ
ず、電話に至っては先輩に代わってもらう始末。こ
れではダメだと上司に相談したところ、上司がFCC
の卒業生だったんです。他にも社内に数人のFCC
卒業生がいました。さっそく入校して上司に報告し
たら「本があるでしょ」とFCC文庫を薦めてくれまし
た。私も最初は文が１～２行の絵本を選んで英文

に親しんでいき、そこから少しずつ行数の多い本に
進みました。

こまかい訳にとらわれない。

大切なのは、想像力。

川副／読んでいる途中で、わからない単語を気にする
と、先に進めなくなって挫折するんです。だから、いちい
ち調べずに前後の文脈で理解して読み進めてます。
山﨑／私もそうです。後のほうでキーワードが出てきて、
さっきの単語の意味がわかるってこともよくあります。
渡邊／僕も内容を大体理解できればいい、と思って
います。

山﨑／単語がわからないからって、読むのを嫌いに
なりたくない。だから私は最後まで読めたらＯＫぐらい
に考えてます。
川副／英語の本を読むために大切なのは、こまかい
単語の意味じゃなくて、内容を知ろうとする想像力で
すよね。
山﨑／挿絵からでも想像できますしね。
渡邊／グラフからでもわかりますよ。正確さより、興
味をもって読めることが一番だと思います。

「返さなきゃ」の感覚が、
隙間時間を読書時間に変える。

川副／いつ読んでるの？と聞かれると、一番は移動
中ですね。私は昨年末が出張ばかりで、飛行機の中
でずっと読んでいました。最近は気分を楽しむため
に、FCCや会社の帰りにおしゃれなカフェに寄って、
お茶を飲みながら読書することもあります。あとは寝
る前に10～15分ぐらい読んでます。
渡邊／僕は通勤バスの片道30分が読書時間で
す。座れるのがありがたいですね。家に帰ってから、
気まぐれに読むこともあります。
山﨑／私も主な読書時間は、片道20分の通勤中

ですね。あとは、人との待合せに30分早く出てカフェ
で読むとか、病院の待ち時間とか。以前はなんとなく
携帯を触って潰してた時間が全部、読書時間に変わ
りました。これって「１週間で返さなくちゃ」と思うからで
すよね。FCC文庫じゃなかったら、こんなふうにはなれ
ない気がします。

本から受けた刺激が、
気付いたら英語力に。

川副／私が感じるFCC文庫の魅力は、言語と文化
の違いによる刺激。小学生向けの絵本なのにハッピ
ーエンドじゃない。日本なら、悪いことをした主人公も
最後は改心して、めでたし、めでたし…で終わるところ
が、向こうだと死んじゃうんです。思わず「残酷…」と言
いたくなります（笑）。その感覚の違いが面白いんです
よね。
渡邊／僕は日本の文化を英文で紹介している本をよ
く読みますが、毎回「へぇ、海外の人にはこう見えるん

だ」という新たな発見があ
ります。自分も知らなかっ
た日本のことを英文の本
で知ることもありますよ。
山﨑／私は最近サスペ
ンスをよく読んでいます。
日本の作品とは違う、驚き
の展開や衝撃の結末に
引き込まれて、黙 と々読ん
でしまいます。でもそのお
かげで、職場であんなに
嫌いだった英文の書類や
メールが自然に読めるよう

になりました。忙しい時は目で追って、急ぎのものか
を判断できるようにもなりました。今は自分でも英文
で書類を書いています。以前に比べたら大きな進
歩です。
渡邊／僕も英文で書類が書けるようになりました。そ
れと、読んだ本に出てきたフレーズを、毎週、英語日記
で使ってみるようにしています。間違っていても、講師
が丁寧に添削してくれるから、正しい使い方を覚えられ
て次に活かせます。
川副／私もFCC文庫の効果がいろんなところに出
ている気がします。レッスンで習った単語が本に出て
きた時に、改めて単語の意味や使い方が理解できる
ことがあります。接続詞も自分が思っていたのと違う
使い方があって、ハッとすることがあります。本の中で
学んだ言葉は忘れませんね。

レベル別で種類も豊富。
借り始めればわかる、
FCC文庫の魅力。

川副／FCC文庫はレベル別に分けられているから、
今の自分の英語力を本で知ることができるし、だんだ
ん上のレベルの本を借りられるようになると、嬉しいで
すよね。
渡邊／本屋で自分の英語力にあった本を探すのは
難しいですね。FCC文庫はレベル分けしてくれている
から、助かります。
山﨑／私も、時々本屋さんで英語の本を選んだりす
るんですけど、半分は日本語だったりして、日本人向
けに作られている本が多い気がします。FCC文庫
の本は純粋に外国のものだから、読んでいて楽しい

のかな。
川副／挿絵だけでも日本と違う世界観で、楽しめる
しね。
渡邊／FCC文庫は種類が多いから、自分が興味の
あるジャンルを選べば、読むのが楽しくなると思いま
す。好きな本を見つけられるかがカギですね。
川副／無料だから、トライしやすいし。
山﨑／そう。買って読めなかったらショックが大きいし、
逆に、買うと安心してなかなか読まないことも…。やっぱ
り“借りて読んで、１週間で返す”のがいいみたい。
渡邊／借りてみて「無理だ」と思ったら、すぐ返して別
の本を借り直してます。とにかく週に１回本を借りるこ
とだけは続けています。
山﨑／私も風邪を引いて声が出なくなった時、レッス
ンには出られなかったけど、FCC文庫だけは返しに来
て、また借りて帰ったんです。その週は本を読んで英
語に触れておこうと思って。
川副・渡邊・山﨑／週１回借りるクセさえつければ、こ
んなに楽しくてためになる図書館はないと思います！
―川副さん、渡邊さん、山﨑さん、貴重なお話をあり
がとうございました。

川副真理子さん
　２０１１年10月入校。中級I・
RGW-III・LS-IIIを受講。
＜私のお薦め本＞
　BiffとChipの兄妹が冒険を
する絵本シリーズ。絵も可愛い
し、話も面白くて、レベル１だから
読み始めにピッタリです。10冊ぐ
らい読むと自信がつきます。

かわぞえ ま り こ
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山﨑都子さん

「本を読む」というより「英文に

親しむ」つもりで始めました。

川副／海外支社がある会社なので、将来海外勤務
をしたくて、FCCで英語を学び始めました。でも入校
して半年はレッスンについていくのに必死で、FCC
文庫は全く利用していませんでした。利用し始めたの
は、上達を知るために受けたTOEICでReadingが全
く上がらず、苦手意識を持ってしまったことがきっかけ
でした。とにかく英文への嫌悪感をなくそうと、絵本レ
ベルから借り始めました。
渡邊／僕の職場は外資系ホテルで、総支配人が外
国人で書類は英語です。それでFCCと法人契約をし
ていて、僕も入校できました。FCC文庫のことは知ら
なかったんですが、入校時に本が無料で借りられると
聞いて、「せっかくだから」とまず１冊借りることにしま
した。興味のある本だったから、最初から苦になりませ
んでした。
山﨑／私も外資系の航空会社に勤めています。で
も、メールも会議の報告書も英語だと読む気になれ
ず、電話に至っては先輩に代わってもらう始末。こ
れではダメだと上司に相談したところ、上司がFCC
の卒業生だったんです。他にも社内に数人のFCC
卒業生がいました。さっそく入校して上司に報告し
たら「本があるでしょ」とFCC文庫を薦めてくれまし
た。私も最初は文が１～２行の絵本を選んで英文

に親しんでいき、そこから少しずつ行数の多い本に
進みました。

こまかい訳にとらわれない。

大切なのは、想像力。

川副／読んでいる途中で、わからない単語を気にする
と、先に進めなくなって挫折するんです。だから、いちい
ち調べずに前後の文脈で理解して読み進めてます。
山﨑／私もそうです。後のほうでキーワードが出てきて、
さっきの単語の意味がわかるってこともよくあります。
渡邊／僕も内容を大体理解できればいい、と思って
います。

山﨑／単語がわからないからって、読むのを嫌いに
なりたくない。だから私は最後まで読めたらＯＫぐらい
に考えてます。
川副／英語の本を読むために大切なのは、こまかい
単語の意味じゃなくて、内容を知ろうとする想像力で
すよね。
山﨑／挿絵からでも想像できますしね。
渡邊／グラフからでもわかりますよ。正確さより、興
味をもって読めることが一番だと思います。

「返さなきゃ」の感覚が、
隙間時間を読書時間に変える。

川副／いつ読んでるの？と聞かれると、一番は移動
中ですね。私は昨年末が出張ばかりで、飛行機の中
でずっと読んでいました。最近は気分を楽しむため
に、FCCや会社の帰りにおしゃれなカフェに寄って、
お茶を飲みながら読書することもあります。あとは寝
る前に10～15分ぐらい読んでます。
渡邊／僕は通勤バスの片道30分が読書時間で
す。座れるのがありがたいですね。家に帰ってから、
気まぐれに読むこともあります。
山﨑／私も主な読書時間は、片道20分の通勤中

ですね。あとは、人との待合せに30分早く出てカフェ
で読むとか、病院の待ち時間とか。以前はなんとなく
携帯を触って潰してた時間が全部、読書時間に変わ
りました。これって「１週間で返さなくちゃ」と思うからで
すよね。FCC文庫じゃなかったら、こんなふうにはなれ
ない気がします。

本から受けた刺激が、
気付いたら英語力に。

川副／私が感じるFCC文庫の魅力は、言語と文化
の違いによる刺激。小学生向けの絵本なのにハッピ
ーエンドじゃない。日本なら、悪いことをした主人公も
最後は改心して、めでたし、めでたし…で終わるところ
が、向こうだと死んじゃうんです。思わず「残酷…」と言
いたくなります（笑）。その感覚の違いが面白いんです
よね。
渡邊／僕は日本の文化を英文で紹介している本をよ
く読みますが、毎回「へぇ、海外の人にはこう見えるん

だ」という新たな発見があ
ります。自分も知らなかっ
た日本のことを英文の本
で知ることもありますよ。
山﨑／私は最近サスペ
ンスをよく読んでいます。
日本の作品とは違う、驚き
の展開や衝撃の結末に
引き込まれて、黙 と々読ん
でしまいます。でもそのお
かげで、職場であんなに
嫌いだった英文の書類や
メールが自然に読めるよう

になりました。忙しい時は目で追って、急ぎのものか
を判断できるようにもなりました。今は自分でも英文
で書類を書いています。以前に比べたら大きな進
歩です。
渡邊／僕も英文で書類が書けるようになりました。そ
れと、読んだ本に出てきたフレーズを、毎週、英語日記
で使ってみるようにしています。間違っていても、講師
が丁寧に添削してくれるから、正しい使い方を覚えられ
て次に活かせます。
川副／私もFCC文庫の効果がいろんなところに出
ている気がします。レッスンで習った単語が本に出て
きた時に、改めて単語の意味や使い方が理解できる
ことがあります。接続詞も自分が思っていたのと違う
使い方があって、ハッとすることがあります。本の中で
学んだ言葉は忘れませんね。

レベル別で種類も豊富。
借り始めればわかる、
FCC文庫の魅力。

川副／FCC文庫はレベル別に分けられているから、
今の自分の英語力を本で知ることができるし、だんだ
ん上のレベルの本を借りられるようになると、嬉しいで
すよね。
渡邊／本屋で自分の英語力にあった本を探すのは
難しいですね。FCC文庫はレベル分けしてくれている
から、助かります。
山﨑／私も、時々本屋さんで英語の本を選んだりす
るんですけど、半分は日本語だったりして、日本人向
けに作られている本が多い気がします。FCC文庫
の本は純粋に外国のものだから、読んでいて楽しい

のかな。
川副／挿絵だけでも日本と違う世界観で、楽しめる
しね。
渡邊／FCC文庫は種類が多いから、自分が興味の
あるジャンルを選べば、読むのが楽しくなると思いま
す。好きな本を見つけられるかがカギですね。
川副／無料だから、トライしやすいし。
山﨑／そう。買って読めなかったらショックが大きいし、
逆に、買うと安心してなかなか読まないことも…。やっぱ
り“借りて読んで、１週間で返す”のがいいみたい。
渡邊／借りてみて「無理だ」と思ったら、すぐ返して別
の本を借り直してます。とにかく週に１回本を借りるこ
とだけは続けています。
山﨑／私も風邪を引いて声が出なくなった時、レッス
ンには出られなかったけど、FCC文庫だけは返しに来
て、また借りて帰ったんです。その週は本を読んで英
語に触れておこうと思って。
川副・渡邊・山﨑／週１回借りるクセさえつければ、こ
んなに楽しくてためになる図書館はないと思います！
―川副さん、渡邊さん、山﨑さん、貴重なお話をあり
がとうございました。

やまさき みやこ

渡邊裕介さん
わたなべ ゆうすけ

２０１２年９月入校。初級II・
RGW-IIIを受講。
＜私のお薦め＞
　地球温暖化や日本料理の紹
介をしているラダーシリーズ。レベル
５ですが「これのことを言っている
んだな」と想像しながら読めます。
巻末の単語帳も役に立ちます。

　２０１２年９月入校。初級I・LS-II・
RGW-IIを受講。
＜私のお薦め＞
　最近読んだサスペンス『Emily』。婚
約者がいたのに、別の男性と電撃結婚
をしたことで、運命の歯車が狂い始めて
…衝撃の結末です。「次を読まずには
いられない」というのが、本選びの大切
な要素だと思います。レベル２です。
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「本を読む」というより「英文に

親しむ」つもりで始めました。

川副／海外支社がある会社なので、将来海外勤務
をしたくて、FCCで英語を学び始めました。でも入校
して半年はレッスンについていくのに必死で、FCC
文庫は全く利用していませんでした。利用し始めたの
は、上達を知るために受けたTOEICでReadingが全
く上がらず、苦手意識を持ってしまったことがきっかけ
でした。とにかく英文への嫌悪感をなくそうと、絵本レ
ベルから借り始めました。
渡邊／僕の職場は外資系ホテルで、総支配人が外
国人で書類は英語です。それでFCCと法人契約をし
ていて、僕も入校できました。FCC文庫のことは知ら
なかったんですが、入校時に本が無料で借りられると
聞いて、「せっかくだから」とまず１冊借りることにしま
した。興味のある本だったから、最初から苦になりませ
んでした。
山﨑／私も外資系の航空会社に勤めています。で
も、メールも会議の報告書も英語だと読む気になれ
ず、電話に至っては先輩に代わってもらう始末。こ
れではダメだと上司に相談したところ、上司がFCC
の卒業生だったんです。他にも社内に数人のFCC
卒業生がいました。さっそく入校して上司に報告し
たら「本があるでしょ」とFCC文庫を薦めてくれまし
た。私も最初は文が１～２行の絵本を選んで英文

に親しんでいき、そこから少しずつ行数の多い本に
進みました。

こまかい訳にとらわれない。

大切なのは、想像力。

川副／読んでいる途中で、わからない単語を気にする
と、先に進めなくなって挫折するんです。だから、いちい
ち調べずに前後の文脈で理解して読み進めてます。
山﨑／私もそうです。後のほうでキーワードが出てきて、
さっきの単語の意味がわかるってこともよくあります。
渡邊／僕も内容を大体理解できればいい、と思って
います。

山﨑／単語がわからないからって、読むのを嫌いに
なりたくない。だから私は最後まで読めたらＯＫぐらい
に考えてます。
川副／英語の本を読むために大切なのは、こまかい
単語の意味じゃなくて、内容を知ろうとする想像力で
すよね。
山﨑／挿絵からでも想像できますしね。
渡邊／グラフからでもわかりますよ。正確さより、興
味をもって読めることが一番だと思います。

「返さなきゃ」の感覚が、
隙間時間を読書時間に変える。

川副／いつ読んでるの？と聞かれると、一番は移動
中ですね。私は昨年末が出張ばかりで、飛行機の中
でずっと読んでいました。最近は気分を楽しむため
に、FCCや会社の帰りにおしゃれなカフェに寄って、
お茶を飲みながら読書することもあります。あとは寝
る前に10～15分ぐらい読んでます。
渡邊／僕は通勤バスの片道30分が読書時間で
す。座れるのがありがたいですね。家に帰ってから、
気まぐれに読むこともあります。
山﨑／私も主な読書時間は、片道20分の通勤中

ですね。あとは、人との待合せに30分早く出てカフェ
で読むとか、病院の待ち時間とか。以前はなんとなく
携帯を触って潰してた時間が全部、読書時間に変わ
りました。これって「１週間で返さなくちゃ」と思うからで
すよね。FCC文庫じゃなかったら、こんなふうにはなれ
ない気がします。

本から受けた刺激が、
気付いたら英語力に。

川副／私が感じるFCC文庫の魅力は、言語と文化
の違いによる刺激。小学生向けの絵本なのにハッピ
ーエンドじゃない。日本なら、悪いことをした主人公も
最後は改心して、めでたし、めでたし…で終わるところ
が、向こうだと死んじゃうんです。思わず「残酷…」と言
いたくなります（笑）。その感覚の違いが面白いんです
よね。
渡邊／僕は日本の文化を英文で紹介している本をよ
く読みますが、毎回「へぇ、海外の人にはこう見えるん

だ」という新たな発見があ
ります。自分も知らなかっ
た日本のことを英文の本
で知ることもありますよ。
山﨑／私は最近サスペ
ンスをよく読んでいます。
日本の作品とは違う、驚き
の展開や衝撃の結末に
引き込まれて、黙 と々読ん
でしまいます。でもそのお
かげで、職場であんなに
嫌いだった英文の書類や
メールが自然に読めるよう

になりました。忙しい時は目で追って、急ぎのものか
を判断できるようにもなりました。今は自分でも英文
で書類を書いています。以前に比べたら大きな進
歩です。
渡邊／僕も英文で書類が書けるようになりました。そ
れと、読んだ本に出てきたフレーズを、毎週、英語日記
で使ってみるようにしています。間違っていても、講師
が丁寧に添削してくれるから、正しい使い方を覚えられ
て次に活かせます。
川副／私もFCC文庫の効果がいろんなところに出
ている気がします。レッスンで習った単語が本に出て
きた時に、改めて単語の意味や使い方が理解できる
ことがあります。接続詞も自分が思っていたのと違う
使い方があって、ハッとすることがあります。本の中で
学んだ言葉は忘れませんね。

レベル別で種類も豊富。
借り始めればわかる、
FCC文庫の魅力。

川副／FCC文庫はレベル別に分けられているから、
今の自分の英語力を本で知ることができるし、だんだ
ん上のレベルの本を借りられるようになると、嬉しいで
すよね。
渡邊／本屋で自分の英語力にあった本を探すのは
難しいですね。FCC文庫はレベル分けしてくれている
から、助かります。
山﨑／私も、時々本屋さんで英語の本を選んだりす
るんですけど、半分は日本語だったりして、日本人向
けに作られている本が多い気がします。FCC文庫
の本は純粋に外国のものだから、読んでいて楽しい

のかな。
川副／挿絵だけでも日本と違う世界観で、楽しめる
しね。
渡邊／FCC文庫は種類が多いから、自分が興味の
あるジャンルを選べば、読むのが楽しくなると思いま
す。好きな本を見つけられるかがカギですね。
川副／無料だから、トライしやすいし。
山﨑／そう。買って読めなかったらショックが大きいし、
逆に、買うと安心してなかなか読まないことも…。やっぱ
り“借りて読んで、１週間で返す”のがいいみたい。
渡邊／借りてみて「無理だ」と思ったら、すぐ返して別
の本を借り直してます。とにかく週に１回本を借りるこ
とだけは続けています。
山﨑／私も風邪を引いて声が出なくなった時、レッス
ンには出られなかったけど、FCC文庫だけは返しに来
て、また借りて帰ったんです。その週は本を読んで英
語に触れておこうと思って。
川副・渡邊・山﨑／週１回借りるクセさえつければ、こ
んなに楽しくてためになる図書館はないと思います！
―川副さん、渡邊さん、山﨑さん、貴重なお話をあり
がとうございました。

Daniel Andrus Beus講師
ダニエル　アンドレス　ビュース

米国ペンシルヴェニア州出身

講師紹介

■自己紹介
　私はペンシルヴェニア州のピッツバーグで生ま
れ育ちました。６人兄弟の５番目で、いとこに至っ
ては70人もいる大家族に育ちました。現在は日本
人の妻と２人の子供と暮らしています。ちなみに妻
とはダンスパーティで出逢ったのですが、その頃
の彼女の英語のレベルは本当に下の方でした。で
も私と会話を続けていくうちに上達し、今では家
庭の会話はすべて英語でやれるまでになっています。

Q.どうして英会話を教えるようになった
のですか？
　大学１年の終わりに、教会の布教活動をしようと思
い、そのためにロシア語も勉強していたので、ロシアを
希望しました。なのに赴任先はブラジル！戸惑いまし
たが、暮らしてみると、人々は優しく陽気で、大好きな
ダンスも踊れるし、料理もおいしいし…ブラジルが大
好きになりました。
　大学に戻ってからブラジルの公用語であるポルトガル
語とポルトガル文学を専攻し、卒業後は大学でポルトガ
ル語の非常勤講師をしながら材木会社で働きました。
外国語を教えるには母国語をよく理解しておく必要があ
ると思い、当時、英文法を一生懸命勉強しました。
　それから数年働き、日本で英会話講師になりました。

大切にしているのは「いかにして生徒の心
をつかんでコミュニケーションをとり、能
動的学習につなげるか」ということ。ポル
トガル語を教えた時の経験が今も活きて
います。
　ポルトガル語・スペイン語を話せます
が、フランス語、イタリア語、ロシア語、日
本語もある程度理解することができます。
ラテン語派生の言語は共通点があるので
なんとなくわかります。日本語は発音が難

しいですが、漢字は大体読めるので意味は分かりますよ。
 
Q.FCC受講生にメッセージを。
　FCCでは「勉強＝楽しいもの」と思ってもらえる授業を目
標にしています。ジョークやユーモアを交えたり、例文に生徒
さんを登場させたりすると、皆さんの顔が、面白い！とか分
かった！という、なんともいえない表情になるんです。そうい
う反応が返ってきた時は、本当に嬉しくなります。同じ教え
方でも、分かり方は人それぞれですから、臨機応変に対応す
ることを心がけています。私のレッスンに参加することで、英
語の勉強を面白いと思ってもらえるようになったら、講師冥
利に尽きますね。
　受講生の皆さんがモチベーションを高くもって一生懸命頑
張っているので、私も毎日「今日もいいレッスンをしよう！」と
ワクワクしながらFCCに来ます。勉強は辛く、忍耐のいるこ
とだと思われがちですが、やり方次第で変わりますよ。
“Study can be fun and that makes it easier to study!”

★『多読』で効果を実感★
　FCC文庫は、「できるだけ多くの方に、気軽に
英語の本に親しんで頂きたい」という思いから
生まれました。楽しみながら続けられるよう、ほ
とんどがレベル別になったもの(graded series)
で、種類も豊富に揃えています。FCCでは、高い
効果が期待できる読書法として『多読』をお勧
めしています。
　この方法なら、無理なく楽しみながら英語
力を伸ばすことができます。（人気コミックの
英語版もあります。）この春からぜひFCC文庫
の『heavy user』になってください。

辞書がなくて
も読めるくら

いの

簡単なものか
ら始める

分からないところは、前後
から

推測しながら読み進める

読んでいる時は辞書を使わない

FCCオススメの読書法

週に１冊のペースで
CD付も是非どうぞ
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赤峰より 夢を追う皆さんへ

「本を読む」というより「英文に

親しむ」つもりで始めました。

川副／海外支社がある会社なので、将来海外勤務
をしたくて、FCCで英語を学び始めました。でも入校
して半年はレッスンについていくのに必死で、FCC
文庫は全く利用していませんでした。利用し始めたの
は、上達を知るために受けたTOEICでReadingが全
く上がらず、苦手意識を持ってしまったことがきっかけ
でした。とにかく英文への嫌悪感をなくそうと、絵本レ
ベルから借り始めました。
渡邊／僕の職場は外資系ホテルで、総支配人が外
国人で書類は英語です。それでFCCと法人契約をし
ていて、僕も入校できました。FCC文庫のことは知ら
なかったんですが、入校時に本が無料で借りられると
聞いて、「せっかくだから」とまず１冊借りることにしま
した。興味のある本だったから、最初から苦になりませ
んでした。
山﨑／私も外資系の航空会社に勤めています。で
も、メールも会議の報告書も英語だと読む気になれ
ず、電話に至っては先輩に代わってもらう始末。こ
れではダメだと上司に相談したところ、上司がFCC
の卒業生だったんです。他にも社内に数人のFCC
卒業生がいました。さっそく入校して上司に報告し
たら「本があるでしょ」とFCC文庫を薦めてくれまし
た。私も最初は文が１～２行の絵本を選んで英文

に親しんでいき、そこから少しずつ行数の多い本に
進みました。

こまかい訳にとらわれない。

大切なのは、想像力。

川副／読んでいる途中で、わからない単語を気にする
と、先に進めなくなって挫折するんです。だから、いちい
ち調べずに前後の文脈で理解して読み進めてます。
山﨑／私もそうです。後のほうでキーワードが出てきて、
さっきの単語の意味がわかるってこともよくあります。
渡邊／僕も内容を大体理解できればいい、と思って
います。

山﨑／単語がわからないからって、読むのを嫌いに
なりたくない。だから私は最後まで読めたらＯＫぐらい
に考えてます。
川副／英語の本を読むために大切なのは、こまかい
単語の意味じゃなくて、内容を知ろうとする想像力で
すよね。
山﨑／挿絵からでも想像できますしね。
渡邊／グラフからでもわかりますよ。正確さより、興
味をもって読めることが一番だと思います。

「返さなきゃ」の感覚が、
隙間時間を読書時間に変える。

川副／いつ読んでるの？と聞かれると、一番は移動
中ですね。私は昨年末が出張ばかりで、飛行機の中
でずっと読んでいました。最近は気分を楽しむため
に、FCCや会社の帰りにおしゃれなカフェに寄って、
お茶を飲みながら読書することもあります。あとは寝
る前に10～15分ぐらい読んでます。
渡邊／僕は通勤バスの片道30分が読書時間で
す。座れるのがありがたいですね。家に帰ってから、
気まぐれに読むこともあります。
山﨑／私も主な読書時間は、片道20分の通勤中

ですね。あとは、人との待合せに30分早く出てカフェ
で読むとか、病院の待ち時間とか。以前はなんとなく
携帯を触って潰してた時間が全部、読書時間に変わ
りました。これって「１週間で返さなくちゃ」と思うからで
すよね。FCC文庫じゃなかったら、こんなふうにはなれ
ない気がします。

本から受けた刺激が、
気付いたら英語力に。

川副／私が感じるFCC文庫の魅力は、言語と文化
の違いによる刺激。小学生向けの絵本なのにハッピ
ーエンドじゃない。日本なら、悪いことをした主人公も
最後は改心して、めでたし、めでたし…で終わるところ
が、向こうだと死んじゃうんです。思わず「残酷…」と言
いたくなります（笑）。その感覚の違いが面白いんです
よね。
渡邊／僕は日本の文化を英文で紹介している本をよ
く読みますが、毎回「へぇ、海外の人にはこう見えるん

だ」という新たな発見があ
ります。自分も知らなかっ
た日本のことを英文の本
で知ることもありますよ。
山﨑／私は最近サスペ
ンスをよく読んでいます。
日本の作品とは違う、驚き
の展開や衝撃の結末に
引き込まれて、黙 と々読ん
でしまいます。でもそのお
かげで、職場であんなに
嫌いだった英文の書類や
メールが自然に読めるよう

になりました。忙しい時は目で追って、急ぎのものか
を判断できるようにもなりました。今は自分でも英文
で書類を書いています。以前に比べたら大きな進
歩です。
渡邊／僕も英文で書類が書けるようになりました。そ
れと、読んだ本に出てきたフレーズを、毎週、英語日記
で使ってみるようにしています。間違っていても、講師
が丁寧に添削してくれるから、正しい使い方を覚えられ
て次に活かせます。
川副／私もFCC文庫の効果がいろんなところに出
ている気がします。レッスンで習った単語が本に出て
きた時に、改めて単語の意味や使い方が理解できる
ことがあります。接続詞も自分が思っていたのと違う
使い方があって、ハッとすることがあります。本の中で
学んだ言葉は忘れませんね。

レベル別で種類も豊富。
借り始めればわかる、
FCC文庫の魅力。

川副／FCC文庫はレベル別に分けられているから、
今の自分の英語力を本で知ることができるし、だんだ
ん上のレベルの本を借りられるようになると、嬉しいで
すよね。
渡邊／本屋で自分の英語力にあった本を探すのは
難しいですね。FCC文庫はレベル分けしてくれている
から、助かります。
山﨑／私も、時々本屋さんで英語の本を選んだりす
るんですけど、半分は日本語だったりして、日本人向
けに作られている本が多い気がします。FCC文庫
の本は純粋に外国のものだから、読んでいて楽しい

のかな。
川副／挿絵だけでも日本と違う世界観で、楽しめる
しね。
渡邊／FCC文庫は種類が多いから、自分が興味の
あるジャンルを選べば、読むのが楽しくなると思いま
す。好きな本を見つけられるかがカギですね。
川副／無料だから、トライしやすいし。
山﨑／そう。買って読めなかったらショックが大きいし、
逆に、買うと安心してなかなか読まないことも…。やっぱ
り“借りて読んで、１週間で返す”のがいいみたい。
渡邊／借りてみて「無理だ」と思ったら、すぐ返して別
の本を借り直してます。とにかく週に１回本を借りるこ
とだけは続けています。
山﨑／私も風邪を引いて声が出なくなった時、レッス
ンには出られなかったけど、FCC文庫だけは返しに来
て、また借りて帰ったんです。その週は本を読んで英
語に触れておこうと思って。
川副・渡邊・山﨑／週１回借りるクセさえつければ、こ
んなに楽しくてためになる図書館はないと思います！
―川副さん、渡邊さん、山﨑さん、貴重なお話をあり
がとうございました。

新しい場所、新しい旅。

　毎年最初の「英語deボランティア」はお正月を
テーマにしています。今年は、参拝・福笑い・かるた・
お寿司作り体験・獅子舞鑑賞の５つでした。　
　57名の参加者を６チームに分け、それぞれが
各アクティビティを体験していきます。そのアクテ
ィビティを通してチームワークが自然に生まれ、話
も活発になってきます。あるチームは参拝の時に
「どんど焼き」が行われているところに出くわし
たので、神主さんに直接その意味を聞いて、留学
生に説明しました（写真①）。お寿司作りでは、実
際に作るだけでなく職人さんとの会話も楽しんで
もらいました（写真②）。最後は、獅子舞でしたが、
和太鼓と三味線の音楽がアップテンポでカッコよ
く、それに合わせた獅子の迫力満点の登場に、最
初から引き込まれてしまいました（写真③）。近く
で見る舞はすばらしく、最後は大きな口で頭を噛
んでもらい（写真④）、今年一年分の元気と運をも
らった一日でした。（写真⑤）

みんなの広場 お寿司作りと獅子舞体験

　春めいた日差しを感じるようになると、40年以上も

前に過ごした西部の開拓牧場の広大な土地に波打つ、

牧草の王者アルファルファの新緑が目に浮かんできま

す。それは大きなエネルギーの塊と化した壮大な海原

で、今でも私の中に鮮明な映像として残っており、何か

につけて私を勇気づけてくれます。

　さて、FCCは８月にスクールを移転します。来年迎え

る30周年に移転を計画しておりましたが、思いがけず

よいところが見つかり、１年早く実行に移すことになり

ました。今まで皆様から、教室が狭い、ロビーが狭いと

の苦情が届いても申し訳なく思うばかりでどうするこ

ともできず、早く移転をしたいとの願望を募らせてお

りました。今度は少し広くなりますので、みんなで知恵

を絞って、受講生

の皆さんに伸び伸

びと勉強に励んで

頂ける空間を作り

たいと思っており

ます。移転先は

FCCの目と鼻の先、

一階にコンビニエンスストアがあるビルです。お盆休

み明けから、新しい教室で受講して頂くことができる

予定です。

　たった１つの教室から船出したFCCが現在地に移

り、３教室に狭いながらロビーができ、初めて学校ら

しくなったのが創立10年目でした。その後、両隣にあ

った会社が順次退去し、そこを借りて４教室、６教室

となって今に至っています。振り返ると、この20年近く

の間に様々なことがありました。当然のことながらい

いことばかりではなかったのですが、ともかく内容の

改善に取り組んできたことでFCCは鍛えられ、語学学

校の基盤を作ることができたように思います。

　移転は狭さを解消してくれますが、質を高めること

まではしてくれません。これはFCCが自らに問い続け

なければならないことです。どのような語学学校を作

り上げていくのかと。30年歩いてきてまた新しい旅に

出るような気持ちです。変ってゆくFCCにどうぞご期待

ください。

②
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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

新学期は4月1日（月）から始まります。

「本を読む」というより「英文に

親しむ」つもりで始めました。

川副／海外支社がある会社なので、将来海外勤務
をしたくて、FCCで英語を学び始めました。でも入校
して半年はレッスンについていくのに必死で、FCC
文庫は全く利用していませんでした。利用し始めたの
は、上達を知るために受けたTOEICでReadingが全
く上がらず、苦手意識を持ってしまったことがきっかけ
でした。とにかく英文への嫌悪感をなくそうと、絵本レ
ベルから借り始めました。
渡邊／僕の職場は外資系ホテルで、総支配人が外
国人で書類は英語です。それでFCCと法人契約をし
ていて、僕も入校できました。FCC文庫のことは知ら
なかったんですが、入校時に本が無料で借りられると
聞いて、「せっかくだから」とまず１冊借りることにしま
した。興味のある本だったから、最初から苦になりませ
んでした。
山﨑／私も外資系の航空会社に勤めています。で
も、メールも会議の報告書も英語だと読む気になれ
ず、電話に至っては先輩に代わってもらう始末。こ
れではダメだと上司に相談したところ、上司がFCC
の卒業生だったんです。他にも社内に数人のFCC
卒業生がいました。さっそく入校して上司に報告し
たら「本があるでしょ」とFCC文庫を薦めてくれまし
た。私も最初は文が１～２行の絵本を選んで英文

に親しんでいき、そこから少しずつ行数の多い本に
進みました。

こまかい訳にとらわれない。

大切なのは、想像力。

川副／読んでいる途中で、わからない単語を気にする
と、先に進めなくなって挫折するんです。だから、いちい
ち調べずに前後の文脈で理解して読み進めてます。
山﨑／私もそうです。後のほうでキーワードが出てきて、
さっきの単語の意味がわかるってこともよくあります。
渡邊／僕も内容を大体理解できればいい、と思って
います。

山﨑／単語がわからないからって、読むのを嫌いに
なりたくない。だから私は最後まで読めたらＯＫぐらい
に考えてます。
川副／英語の本を読むために大切なのは、こまかい
単語の意味じゃなくて、内容を知ろうとする想像力で
すよね。
山﨑／挿絵からでも想像できますしね。
渡邊／グラフからでもわかりますよ。正確さより、興
味をもって読めることが一番だと思います。

「返さなきゃ」の感覚が、
隙間時間を読書時間に変える。

川副／いつ読んでるの？と聞かれると、一番は移動
中ですね。私は昨年末が出張ばかりで、飛行機の中
でずっと読んでいました。最近は気分を楽しむため
に、FCCや会社の帰りにおしゃれなカフェに寄って、
お茶を飲みながら読書することもあります。あとは寝
る前に10～15分ぐらい読んでます。
渡邊／僕は通勤バスの片道30分が読書時間で
す。座れるのがありがたいですね。家に帰ってから、
気まぐれに読むこともあります。
山﨑／私も主な読書時間は、片道20分の通勤中

ですね。あとは、人との待合せに30分早く出てカフェ
で読むとか、病院の待ち時間とか。以前はなんとなく
携帯を触って潰してた時間が全部、読書時間に変わ
りました。これって「１週間で返さなくちゃ」と思うからで
すよね。FCC文庫じゃなかったら、こんなふうにはなれ
ない気がします。

本から受けた刺激が、
気付いたら英語力に。

川副／私が感じるFCC文庫の魅力は、言語と文化
の違いによる刺激。小学生向けの絵本なのにハッピ
ーエンドじゃない。日本なら、悪いことをした主人公も
最後は改心して、めでたし、めでたし…で終わるところ
が、向こうだと死んじゃうんです。思わず「残酷…」と言
いたくなります（笑）。その感覚の違いが面白いんです
よね。
渡邊／僕は日本の文化を英文で紹介している本をよ
く読みますが、毎回「へぇ、海外の人にはこう見えるん

だ」という新たな発見があ
ります。自分も知らなかっ
た日本のことを英文の本
で知ることもありますよ。
山﨑／私は最近サスペ
ンスをよく読んでいます。
日本の作品とは違う、驚き
の展開や衝撃の結末に
引き込まれて、黙 と々読ん
でしまいます。でもそのお
かげで、職場であんなに
嫌いだった英文の書類や
メールが自然に読めるよう

になりました。忙しい時は目で追って、急ぎのものか
を判断できるようにもなりました。今は自分でも英文
で書類を書いています。以前に比べたら大きな進
歩です。
渡邊／僕も英文で書類が書けるようになりました。そ
れと、読んだ本に出てきたフレーズを、毎週、英語日記
で使ってみるようにしています。間違っていても、講師
が丁寧に添削してくれるから、正しい使い方を覚えられ
て次に活かせます。
川副／私もFCC文庫の効果がいろんなところに出
ている気がします。レッスンで習った単語が本に出て
きた時に、改めて単語の意味や使い方が理解できる
ことがあります。接続詞も自分が思っていたのと違う
使い方があって、ハッとすることがあります。本の中で
学んだ言葉は忘れませんね。

レベル別で種類も豊富。
借り始めればわかる、
FCC文庫の魅力。

川副／FCC文庫はレベル別に分けられているから、
今の自分の英語力を本で知ることができるし、だんだ
ん上のレベルの本を借りられるようになると、嬉しいで
すよね。
渡邊／本屋で自分の英語力にあった本を探すのは
難しいですね。FCC文庫はレベル分けしてくれている
から、助かります。
山﨑／私も、時々本屋さんで英語の本を選んだりす
るんですけど、半分は日本語だったりして、日本人向
けに作られている本が多い気がします。FCC文庫
の本は純粋に外国のものだから、読んでいて楽しい

のかな。
川副／挿絵だけでも日本と違う世界観で、楽しめる
しね。
渡邊／FCC文庫は種類が多いから、自分が興味の
あるジャンルを選べば、読むのが楽しくなると思いま
す。好きな本を見つけられるかがカギですね。
川副／無料だから、トライしやすいし。
山﨑／そう。買って読めなかったらショックが大きいし、
逆に、買うと安心してなかなか読まないことも…。やっぱ
り“借りて読んで、１週間で返す”のがいいみたい。
渡邊／借りてみて「無理だ」と思ったら、すぐ返して別
の本を借り直してます。とにかく週に１回本を借りるこ
とだけは続けています。
山﨑／私も風邪を引いて声が出なくなった時、レッス
ンには出られなかったけど、FCC文庫だけは返しに来
て、また借りて帰ったんです。その週は本を読んで英
語に触れておこうと思って。
川副・渡邊・山﨑／週１回借りるクセさえつければ、こ
んなに楽しくてためになる図書館はないと思います！
―川副さん、渡邊さん、山﨑さん、貴重なお話をあり
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２-４-３１ 第５岡部ビル６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
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　今回座談会に登場して頂いた三名の方々は、気軽な気持ちで始
められ、次第に面白さや効果を実感して習慣にされました。これがまさ
にFCC文庫の主旨です。皆さんがそれをよく汲み取って利用されてい
るのを本当に素晴らしいと思いました。（平井聡美）

お知らせ 編集後記

「英語を真似ぶ」が上達のカギ。

木場真一のお悩み相談室（かけこみでら）

１）習慣を真似ぶ。

　あなたがすごいと思うFCC受講生はいますか？上達が

著しい受講生はおそらく「レッスンを休まない。宿題を必ず

する。英語日記を毎回出す」という習慣をもっているはず

です。その習慣を真似してみましょう。どうやって時間をや

りくりしているのか、どんなふうに英語日記を書いているの

かなど質問して、あなたもその通りにやってみてください。

　「それができたら苦労はしない」と言い返されそうです

が、まずは三日坊主を目指してくださ

い。３日続けてやめると、ちょっと気持ち

悪く感じます。その感覚を大事にしても

う１日、もう１日と続けていきます。“今日

もしないと気持ち悪い”と感じるようにな

ったら、それは習慣になっているサイン

です。

　習慣化しないから苦しいのです。習

慣にならないことで苦しむより、３日頑張

って習慣にしたほうが、絶対楽ですよ。

２）英語そのものを真似ぶ。

　あなたは１度聞いて気に入った歌を、いきなりカラオケで

歌えますか？ちゃんと歌うためには、何度も聞いて練習して

おかないと難しいものです。英会話も同じ。僕は『かけこみ

でら』に来られた方によく「講師の口ぐせを知っています

か？」とか「講師のマネをしてみてください」と言いますが、で

きる人は意外と少ないのです。皆さん、ぜひやってみてくだ

さい。講師以外でも、英語の発音がきれいな人、言葉の使

い方が上手い人など、気になる人の会話を

聞いて、メモして、声に出して練習してみてく

ださい。僕もFCC受講生だった頃、真似した

い人をつくっては、よく練習したものです。最

初は人前で英語を話すのも恥ずかしかった

ので、家で１人の時間にやってました。熱心

に真似しているうちに、発音が自分のものに

なっていきました。ポイントはなりきること。外

国人になったつもりで英会話を楽しむこと

が、確実に上達につながります。（木場）

８月に新しいオフィスに移転することが決まりました！ 皆様に、
より快適な空間で勉強に励んで頂けるよう只今準備中です。 
詳細は後日発表致しますのでしばらくお待ちくださいませ。

3月24日（日）、30日(土)、31日（日）は新学期の準備のため、
レッスンはありません。
※3月25日（月）～3月29日（金）はレッスンを行います。
※4月スタートの給付金コースはありません。

日時：3月30日（土）11：00～14：30　
場所：舞鶴公園　西広場
費用：1,000円（飲み物は持参）
募集人数：50名（留学生＋FCC生）

英語deボランティア    お花見

★FCCは今夏、移転します★

「学ぶは真似ぶ」とよく言われますが、英会話は特に「真似ぶ」という発想が大切なように思います。
今回は上達につながる２つの真似ぶ方法をご紹介しましょう。


