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最初から好きなわけじゃない。

必要に迫られる…が最強の動機。

杉村／私は大学に勤務していますが、もともと英語
が好きなほうではなかったんです。それが、英語で
プレゼンテーションをしなければならなくなって…
必要に迫られて、英会話学校を探しました。宗像か
ら通うには博多駅近くがいいと思い、FCCの学校
説明を受けたところ、木場さんの熱弁でやる気に
なり「とりあえず3年！」と入校を決めました。英語
日記は大変だろうな、とは思いましたが、一日も早
く英語力をつけねばならないのだから、書くしかな
かったですね（笑）。
三好／僕も同じです。プログラマーなので、ソフト
ウェアを開発してインターネットで配信しています
が、海外からの問合せに英語で答えたり、書類を
英語で書いたりする機会が増えました。最初は独
学の英語で対応していましたが、苦労するばかりで
…ちゃんと学ばなければダメだと覚悟しました。
FCCの評判を聞いて学校説明を受けたのですが、
木場さんに「夢実現までの計画を書きなさい」と言
われて、その気になりました。
中島／私は昨年4月に転職した先が、全社員が
TOEICを受けねばならない会社で。英語が苦手な
私は冷や汗もので、東京本社に試験を受けに行っ
たんです。ところがその日、天候不良で飛行機が飛

ばなくなる事態になり、本社から「試験を受けずに
今すぐ帰りなさい」と指示が出たのです。受験が1
年延期となった私はホッとすると同時に「これは神
様がくれた1年かも」と思いました。この1年で英語
力をつけようと、FCCを訪ねました。そこで木場さ
んの受講生時代の話を聞いて「私にもやれるかな」
と勇気が出ました。

自分に書けることを書く。
ネタは考えすぎず、得意分野で。

杉村／英語日記を書き始めた頃は日常をテーマに
書いていたのですが、頻繁にイベントがあるわけも

なく、半年でネタに困ってしまいました。そこで、文
法が好きな私はテキストの最後にある「文法のま
とめ」の例文を引用してみました。例文を丸写しす
ることもありますし、部分的に自分のことに置き
換えたり、レッスンで教わったことを挟み込んだり
することもあります。難しく考えすぎず「丸写しで
も、とにかく書こう」と思うと、英語日記は必ず仕
上がります。あとは、講師がレッスン中に英語日
記のテーマをくれると、すごく助かりますね。
三好／僕が思いつく話は、プログラマーとしての
専門的なものですが、他の人に解かってもらえるか
心配で、最初は日常生活について書いていました。
そしてやっぱり行き詰まって…。そこで考えたの
が、仕事上の話から一般的に通じる部分だけに絞
って書く方法。例えば、電話番号が世界共通のル
ールで決められてる話とか。ネタを自分の得意分
野から選ぶと、苦しまずにすみますね。
中島／私は基礎クラスで講師に教えられたとお
り、日記を書き始めました。講師からのアドバイス
は「最初から何かについて自分の感想を書くのは
難しいけど、目の前にある物や情景を説明するの
なら簡単にできる」でした。それで私は雑誌の写真
を切り抜いてノートに貼り、そこから読み取れるこ
とを説明するようにしました。

自分に課すのは「必ず出す」だけ。
苦しい時の逃げワザも持つこと。

杉村／正直に言うと、英語日記はいつも書きたく

ないと思ってる（笑）。
でも1回出さないと、ズ
ルズルと出さなくなる
気がして…。それが怖
いから、あの手この手
を使って、必ず出すこと
に決めています。時間
がない日は過去の日記
をリニューアルして書いてます。文法をテーマにした
日記を、講師に指摘された部分を直して、新たに学
んだ部分を足して提出するんです。時間は通常の3
分の1ですみますよ。
三好・中島／それ、いいワザですね！
杉村／それに文法って、クラスが上がっても、同じテ
ーマでレッスンを繰り返すでしょ。だから日記も
「完了形と仮定形はなぜ難しいか」を書いた1年後
に「完了形と仮定形はなぜ難しいか2」ってトピック
を繰り返すんです。1年後に内容が高度になってい
るのを確かめられます。
三好／なるほど！それやってみよう。僕も日記を書く
のがイヤになる日がありますよ。そんな時は逃げ道
を作っておきます。ネタのない日は、海外ドラマの
感想文。あとは酒を飲んだり、風呂に入ったり…現

実逃避するついでに書く感じです
（笑）。文章はパソコンで下書き
してから手書きしてます。全部で2
時間ぐらいですね。
中島／私は最初にやっていた事
実説明の文章が面白くなくなり、
一時、英語日記を出さなくなりま
した。すると、基礎クラスでケビン
講師が「今日はこのテーマで文章
を書いてみようか？」と英語日記

の導入をしてくれたんです。「“将来、どんなことが
したいか？”というテーマには、こうやって答えるん
だよ」という具合に、講師が書き始めとつなげ方を
教えてくれ、レッスン中にみんなで書いてみまし
た。書いていて「面白いなぁ」と思えたんです。家に
帰ってからも、最初ができているから、続けるのが
簡単でした。それから、また英語日記を提出しだし
ました。まだ語彙力がないから、辞書を引いてネッ
トで調べて…と手間はかかりますが、以前より楽し
いです。

自分の成長がはっきりわかる。
それが英語日記の醍醐味。

杉村／FCCに入って2年になりますが、スピーキン
グのレベルが上がったかは、自分ではわかりにくい
けど、ライティングに関しては、英語日記を読み返
せば、自分の成長が一目瞭然。特に私は何度か同
じトピックで日記を書くので、よくわかります。それ
に講師が変わると、指摘される箇所も変わります。
そこが「英語の正解は一つじゃないんだな」と思わ
せてくれて、楽しくなりますね。
三好／僕も英語日記が思うように書けた時は嬉し
くて。「こういう表現は正しいのかな？」と思う時
は、思い切って書いてみます。講師から訂正されれ
ば、正しい書き方がわかるし、されなければ手応え
あり。積み重ねないと効果は出ないけど、英語力を
伸ばすのに、英語日記が果たす役割は大きいと思
います。
中島／私はこの4月に本社でTOEICを受けてきた
んです。結果は、半年前のFCC入校時より90点上
がってました。
杉村・三好／半年で90点はスゴイよ。

中島／目標はもっと高い点数だったんですけど。
結果が出た時、一番に「英語日記をサボった時期
があったからなぁ」と思いました。木場さんに「受
け身の学習では力はつかない」と言われたのも思
い出しました。レッスンで習っても、それを自分で使
ってみることが大切なんですね。まずは英語日記の
習慣をつけようと思っています。
─皆さん、ありがとうございました！
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受講生座談会 新校舎への移転を前に、原点に戻って考えたいテーマです。FCCならではの英語日記。しかし、提出し続
けなければ効果はありません。そこで今回は、3名の受講生に英語日記を出し続けるコツについて語ってい
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。左から杉村智子さん、
三好隆之さん、中島彩さん。プロフィールは次ページに。

次ページへ続く→

継続は力なり…英語日記を続けるコツ。
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受講生座談会

最初から好きなわけじゃない。

必要に迫られる…が最強の動機。

杉村／私は大学に勤務していますが、もともと英語
が好きなほうではなかったんです。それが、英語で
プレゼンテーションをしなければならなくなって…
必要に迫られて、英会話学校を探しました。宗像か
ら通うには博多駅近くがいいと思い、FCCの学校
説明を受けたところ、木場さんの熱弁でやる気に
なり「とりあえず3年！」と入校を決めました。英語
日記は大変だろうな、とは思いましたが、一日も早
く英語力をつけねばならないのだから、書くしかな
かったですね（笑）。
三好／僕も同じです。プログラマーなので、ソフト
ウェアを開発してインターネットで配信しています
が、海外からの問合せに英語で答えたり、書類を
英語で書いたりする機会が増えました。最初は独
学の英語で対応していましたが、苦労するばかりで
…ちゃんと学ばなければダメだと覚悟しました。
FCCの評判を聞いて学校説明を受けたのですが、
木場さんに「夢実現までの計画を書きなさい」と言
われて、その気になりました。
中島／私は昨年4月に転職した先が、全社員が
TOEICを受けねばならない会社で。英語が苦手な
私は冷や汗もので、東京本社に試験を受けに行っ
たんです。ところがその日、天候不良で飛行機が飛

ばなくなる事態になり、本社から「試験を受けずに
今すぐ帰りなさい」と指示が出たのです。受験が1
年延期となった私はホッとすると同時に「これは神
様がくれた1年かも」と思いました。この1年で英語
力をつけようと、FCCを訪ねました。そこで木場さ
んの受講生時代の話を聞いて「私にもやれるかな」
と勇気が出ました。

自分に書けることを書く。
ネタは考えすぎず、得意分野で。

杉村／英語日記を書き始めた頃は日常をテーマに
書いていたのですが、頻繁にイベントがあるわけも

なく、半年でネタに困ってしまいました。そこで、文
法が好きな私はテキストの最後にある「文法のま
とめ」の例文を引用してみました。例文を丸写しす
ることもありますし、部分的に自分のことに置き
換えたり、レッスンで教わったことを挟み込んだり
することもあります。難しく考えすぎず「丸写しで
も、とにかく書こう」と思うと、英語日記は必ず仕
上がります。あとは、講師がレッスン中に英語日
記のテーマをくれると、すごく助かりますね。
三好／僕が思いつく話は、プログラマーとしての
専門的なものですが、他の人に解かってもらえるか
心配で、最初は日常生活について書いていました。
そしてやっぱり行き詰まって…。そこで考えたの
が、仕事上の話から一般的に通じる部分だけに絞
って書く方法。例えば、電話番号が世界共通のル
ールで決められてる話とか。ネタを自分の得意分
野から選ぶと、苦しまずにすみますね。
中島／私は基礎クラスで講師に教えられたとお
り、日記を書き始めました。講師からのアドバイス
は「最初から何かについて自分の感想を書くのは
難しいけど、目の前にある物や情景を説明するの
なら簡単にできる」でした。それで私は雑誌の写真
を切り抜いてノートに貼り、そこから読み取れるこ
とを説明するようにしました。

自分に課すのは「必ず出す」だけ。
苦しい時の逃げワザも持つこと。

杉村／正直に言うと、英語日記はいつも書きたく

ないと思ってる（笑）。
でも1回出さないと、ズ
ルズルと出さなくなる
気がして…。それが怖
いから、あの手この手
を使って、必ず出すこと
に決めています。時間
がない日は過去の日記
をリニューアルして書いてます。文法をテーマにした
日記を、講師に指摘された部分を直して、新たに学
んだ部分を足して提出するんです。時間は通常の3
分の1ですみますよ。
三好・中島／それ、いいワザですね！
杉村／それに文法って、クラスが上がっても、同じテ
ーマでレッスンを繰り返すでしょ。だから日記も
「完了形と仮定形はなぜ難しいか」を書いた1年後
に「完了形と仮定形はなぜ難しいか2」ってトピック
を繰り返すんです。1年後に内容が高度になってい
るのを確かめられます。
三好／なるほど！それやってみよう。僕も日記を書く
のがイヤになる日がありますよ。そんな時は逃げ道
を作っておきます。ネタのない日は、海外ドラマの
感想文。あとは酒を飲んだり、風呂に入ったり…現

実逃避するついでに書く感じです
（笑）。文章はパソコンで下書き
してから手書きしてます。全部で2
時間ぐらいですね。
中島／私は最初にやっていた事
実説明の文章が面白くなくなり、
一時、英語日記を出さなくなりま
した。すると、基礎クラスでケビン
講師が「今日はこのテーマで文章
を書いてみようか？」と英語日記

の導入をしてくれたんです。「“将来、どんなことが
したいか？”というテーマには、こうやって答えるん
だよ」という具合に、講師が書き始めとつなげ方を
教えてくれ、レッスン中にみんなで書いてみまし
た。書いていて「面白いなぁ」と思えたんです。家に
帰ってからも、最初ができているから、続けるのが
簡単でした。それから、また英語日記を提出しだし
ました。まだ語彙力がないから、辞書を引いてネッ
トで調べて…と手間はかかりますが、以前より楽し
いです。

自分の成長がはっきりわかる。
それが英語日記の醍醐味。

杉村／FCCに入って2年になりますが、スピーキン
グのレベルが上がったかは、自分ではわかりにくい
けど、ライティングに関しては、英語日記を読み返
せば、自分の成長が一目瞭然。特に私は何度か同
じトピックで日記を書くので、よくわかります。それ
に講師が変わると、指摘される箇所も変わります。
そこが「英語の正解は一つじゃないんだな」と思わ
せてくれて、楽しくなりますね。
三好／僕も英語日記が思うように書けた時は嬉し
くて。「こういう表現は正しいのかな？」と思う時
は、思い切って書いてみます。講師から訂正されれ
ば、正しい書き方がわかるし、されなければ手応え
あり。積み重ねないと効果は出ないけど、英語力を
伸ばすのに、英語日記が果たす役割は大きいと思
います。
中島／私はこの4月に本社でTOEICを受けてきた
んです。結果は、半年前のFCC入校時より90点上
がってました。
杉村・三好／半年で90点はスゴイよ。

中島／目標はもっと高い点数だったんですけど。
結果が出た時、一番に「英語日記をサボった時期
があったからなぁ」と思いました。木場さんに「受
け身の学習では力はつかない」と言われたのも思
い出しました。レッスンで習っても、それを自分で使
ってみることが大切なんですね。まずは英語日記の
習慣をつけようと思っています。
─皆さん、ありがとうございました！

杉村智子さん

　　2011年３月入校。中級-III・
LS-IVを受講中。宗像市から毎
週通われています。英語日記を
一度も欠かさず提出している、数
少ない受講生の一人です。

すぎむら ともこ

杉村さんがまとめてくれた英語日記のトピ
ック集。95例中「授業で取り上げた話題
や講師からの出題」が33例、「日常的な
話題」が34例、「文法や語学学習につ
いて」が23例、「学期の反省や来期の目
標」が5例でした。
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中島彩さん

最初から好きなわけじゃない。

必要に迫られる…が最強の動機。

杉村／私は大学に勤務していますが、もともと英語
が好きなほうではなかったんです。それが、英語で
プレゼンテーションをしなければならなくなって…
必要に迫られて、英会話学校を探しました。宗像か
ら通うには博多駅近くがいいと思い、FCCの学校
説明を受けたところ、木場さんの熱弁でやる気に
なり「とりあえず3年！」と入校を決めました。英語
日記は大変だろうな、とは思いましたが、一日も早
く英語力をつけねばならないのだから、書くしかな
かったですね（笑）。
三好／僕も同じです。プログラマーなので、ソフト
ウェアを開発してインターネットで配信しています
が、海外からの問合せに英語で答えたり、書類を
英語で書いたりする機会が増えました。最初は独
学の英語で対応していましたが、苦労するばかりで
…ちゃんと学ばなければダメだと覚悟しました。
FCCの評判を聞いて学校説明を受けたのですが、
木場さんに「夢実現までの計画を書きなさい」と言
われて、その気になりました。
中島／私は昨年4月に転職した先が、全社員が
TOEICを受けねばならない会社で。英語が苦手な
私は冷や汗もので、東京本社に試験を受けに行っ
たんです。ところがその日、天候不良で飛行機が飛

ばなくなる事態になり、本社から「試験を受けずに
今すぐ帰りなさい」と指示が出たのです。受験が1
年延期となった私はホッとすると同時に「これは神
様がくれた1年かも」と思いました。この1年で英語
力をつけようと、FCCを訪ねました。そこで木場さ
んの受講生時代の話を聞いて「私にもやれるかな」
と勇気が出ました。

自分に書けることを書く。
ネタは考えすぎず、得意分野で。

杉村／英語日記を書き始めた頃は日常をテーマに
書いていたのですが、頻繁にイベントがあるわけも

なく、半年でネタに困ってしまいました。そこで、文
法が好きな私はテキストの最後にある「文法のま
とめ」の例文を引用してみました。例文を丸写しす
ることもありますし、部分的に自分のことに置き
換えたり、レッスンで教わったことを挟み込んだり
することもあります。難しく考えすぎず「丸写しで
も、とにかく書こう」と思うと、英語日記は必ず仕
上がります。あとは、講師がレッスン中に英語日
記のテーマをくれると、すごく助かりますね。
三好／僕が思いつく話は、プログラマーとしての
専門的なものですが、他の人に解かってもらえるか
心配で、最初は日常生活について書いていました。
そしてやっぱり行き詰まって…。そこで考えたの
が、仕事上の話から一般的に通じる部分だけに絞
って書く方法。例えば、電話番号が世界共通のル
ールで決められてる話とか。ネタを自分の得意分
野から選ぶと、苦しまずにすみますね。
中島／私は基礎クラスで講師に教えられたとお
り、日記を書き始めました。講師からのアドバイス
は「最初から何かについて自分の感想を書くのは
難しいけど、目の前にある物や情景を説明するの
なら簡単にできる」でした。それで私は雑誌の写真
を切り抜いてノートに貼り、そこから読み取れるこ
とを説明するようにしました。

自分に課すのは「必ず出す」だけ。
苦しい時の逃げワザも持つこと。

杉村／正直に言うと、英語日記はいつも書きたく

ないと思ってる（笑）。
でも1回出さないと、ズ
ルズルと出さなくなる
気がして…。それが怖
いから、あの手この手
を使って、必ず出すこと
に決めています。時間
がない日は過去の日記
をリニューアルして書いてます。文法をテーマにした
日記を、講師に指摘された部分を直して、新たに学
んだ部分を足して提出するんです。時間は通常の3
分の1ですみますよ。
三好・中島／それ、いいワザですね！
杉村／それに文法って、クラスが上がっても、同じテ
ーマでレッスンを繰り返すでしょ。だから日記も
「完了形と仮定形はなぜ難しいか」を書いた1年後
に「完了形と仮定形はなぜ難しいか2」ってトピック
を繰り返すんです。1年後に内容が高度になってい
るのを確かめられます。
三好／なるほど！それやってみよう。僕も日記を書く
のがイヤになる日がありますよ。そんな時は逃げ道
を作っておきます。ネタのない日は、海外ドラマの
感想文。あとは酒を飲んだり、風呂に入ったり…現

実逃避するついでに書く感じです
（笑）。文章はパソコンで下書き
してから手書きしてます。全部で2
時間ぐらいですね。
中島／私は最初にやっていた事
実説明の文章が面白くなくなり、
一時、英語日記を出さなくなりま
した。すると、基礎クラスでケビン
講師が「今日はこのテーマで文章
を書いてみようか？」と英語日記

の導入をしてくれたんです。「“将来、どんなことが
したいか？”というテーマには、こうやって答えるん
だよ」という具合に、講師が書き始めとつなげ方を
教えてくれ、レッスン中にみんなで書いてみまし
た。書いていて「面白いなぁ」と思えたんです。家に
帰ってからも、最初ができているから、続けるのが
簡単でした。それから、また英語日記を提出しだし
ました。まだ語彙力がないから、辞書を引いてネッ
トで調べて…と手間はかかりますが、以前より楽し
いです。

自分の成長がはっきりわかる。
それが英語日記の醍醐味。

杉村／FCCに入って2年になりますが、スピーキン
グのレベルが上がったかは、自分ではわかりにくい
けど、ライティングに関しては、英語日記を読み返
せば、自分の成長が一目瞭然。特に私は何度か同
じトピックで日記を書くので、よくわかります。それ
に講師が変わると、指摘される箇所も変わります。
そこが「英語の正解は一つじゃないんだな」と思わ
せてくれて、楽しくなりますね。
三好／僕も英語日記が思うように書けた時は嬉し
くて。「こういう表現は正しいのかな？」と思う時
は、思い切って書いてみます。講師から訂正されれ
ば、正しい書き方がわかるし、されなければ手応え
あり。積み重ねないと効果は出ないけど、英語力を
伸ばすのに、英語日記が果たす役割は大きいと思
います。
中島／私はこの4月に本社でTOEICを受けてきた
んです。結果は、半年前のFCC入校時より90点上
がってました。
杉村・三好／半年で90点はスゴイよ。

中島／目標はもっと高い点数だったんですけど。
結果が出た時、一番に「英語日記をサボった時期
があったからなぁ」と思いました。木場さんに「受
け身の学習では力はつかない」と言われたのも思
い出しました。レッスンで習っても、それを自分で使
ってみることが大切なんですね。まずは英語日記の
習慣をつけようと思っています。
─皆さん、ありがとうございました！

なかしま あや

三好隆之さん
みよし たかゆき

　2012年３月入校。中級-II・LS-IV
を受講中。初級-IIからスタートして、毎
学期順調にレベルを上げています。
仕事上必要な専門用語や表現は、
プライベートレッスンを利用。

　2012年９月入校。基礎-II・LS-I・
RGW-Iを受講中。レッスンを休まず、
着実に進級しています。日記の提出
率が低くなりがちな基礎クラスでもき
ちんと提出されています。

「ネタ切れで困っている！」「みんな何を書いているの？」
そんな声に応えて緊急アンケート☆ぜひ参考にして下さい♪

Q：これまで英語日記にどんなことを書きましたか？
・出身地の珍しい料理
・忘れられない思い出
・新聞やTV、ニュースから気
になったこと…ロシアに隕
石が落ちた件
・バスの中、本屋、コーヒーシ
ョップなどで目にしたこと
・人間観察
・新聞記事、チラシなどの感想
・好きな音楽・映画について
・ペットの話
・人生初の宝くじ

・健康診断を受けたら、身長
が伸びていた
・その日のレッスンで習った
ことについての自分の意見
（習った文法を使ったセンテ
ンスを１つ以上混ぜる）
・自分の英語についての悩み
相談
・趣味---料理、レシピ
・会社紹介
・街で見かけた変な人の話
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最初から好きなわけじゃない。

必要に迫られる…が最強の動機。

杉村／私は大学に勤務していますが、もともと英語
が好きなほうではなかったんです。それが、英語で
プレゼンテーションをしなければならなくなって…
必要に迫られて、英会話学校を探しました。宗像か
ら通うには博多駅近くがいいと思い、FCCの学校
説明を受けたところ、木場さんの熱弁でやる気に
なり「とりあえず3年！」と入校を決めました。英語
日記は大変だろうな、とは思いましたが、一日も早
く英語力をつけねばならないのだから、書くしかな
かったですね（笑）。
三好／僕も同じです。プログラマーなので、ソフト
ウェアを開発してインターネットで配信しています
が、海外からの問合せに英語で答えたり、書類を
英語で書いたりする機会が増えました。最初は独
学の英語で対応していましたが、苦労するばかりで
…ちゃんと学ばなければダメだと覚悟しました。
FCCの評判を聞いて学校説明を受けたのですが、
木場さんに「夢実現までの計画を書きなさい」と言
われて、その気になりました。
中島／私は昨年4月に転職した先が、全社員が
TOEICを受けねばならない会社で。英語が苦手な
私は冷や汗もので、東京本社に試験を受けに行っ
たんです。ところがその日、天候不良で飛行機が飛

ばなくなる事態になり、本社から「試験を受けずに
今すぐ帰りなさい」と指示が出たのです。受験が1
年延期となった私はホッとすると同時に「これは神
様がくれた1年かも」と思いました。この1年で英語
力をつけようと、FCCを訪ねました。そこで木場さ
んの受講生時代の話を聞いて「私にもやれるかな」
と勇気が出ました。

自分に書けることを書く。
ネタは考えすぎず、得意分野で。

杉村／英語日記を書き始めた頃は日常をテーマに
書いていたのですが、頻繁にイベントがあるわけも

なく、半年でネタに困ってしまいました。そこで、文
法が好きな私はテキストの最後にある「文法のま
とめ」の例文を引用してみました。例文を丸写しす
ることもありますし、部分的に自分のことに置き
換えたり、レッスンで教わったことを挟み込んだり
することもあります。難しく考えすぎず「丸写しで
も、とにかく書こう」と思うと、英語日記は必ず仕
上がります。あとは、講師がレッスン中に英語日
記のテーマをくれると、すごく助かりますね。
三好／僕が思いつく話は、プログラマーとしての
専門的なものですが、他の人に解かってもらえるか
心配で、最初は日常生活について書いていました。
そしてやっぱり行き詰まって…。そこで考えたの
が、仕事上の話から一般的に通じる部分だけに絞
って書く方法。例えば、電話番号が世界共通のル
ールで決められてる話とか。ネタを自分の得意分
野から選ぶと、苦しまずにすみますね。
中島／私は基礎クラスで講師に教えられたとお
り、日記を書き始めました。講師からのアドバイス
は「最初から何かについて自分の感想を書くのは
難しいけど、目の前にある物や情景を説明するの
なら簡単にできる」でした。それで私は雑誌の写真
を切り抜いてノートに貼り、そこから読み取れるこ
とを説明するようにしました。

自分に課すのは「必ず出す」だけ。
苦しい時の逃げワザも持つこと。

杉村／正直に言うと、英語日記はいつも書きたく

ないと思ってる（笑）。
でも1回出さないと、ズ
ルズルと出さなくなる
気がして…。それが怖
いから、あの手この手
を使って、必ず出すこと
に決めています。時間
がない日は過去の日記
をリニューアルして書いてます。文法をテーマにした
日記を、講師に指摘された部分を直して、新たに学
んだ部分を足して提出するんです。時間は通常の3
分の1ですみますよ。
三好・中島／それ、いいワザですね！
杉村／それに文法って、クラスが上がっても、同じテ
ーマでレッスンを繰り返すでしょ。だから日記も
「完了形と仮定形はなぜ難しいか」を書いた1年後
に「完了形と仮定形はなぜ難しいか2」ってトピック
を繰り返すんです。1年後に内容が高度になってい
るのを確かめられます。
三好／なるほど！それやってみよう。僕も日記を書く
のがイヤになる日がありますよ。そんな時は逃げ道
を作っておきます。ネタのない日は、海外ドラマの
感想文。あとは酒を飲んだり、風呂に入ったり…現

実逃避するついでに書く感じです
（笑）。文章はパソコンで下書き
してから手書きしてます。全部で2
時間ぐらいですね。
中島／私は最初にやっていた事
実説明の文章が面白くなくなり、
一時、英語日記を出さなくなりま
した。すると、基礎クラスでケビン
講師が「今日はこのテーマで文章
を書いてみようか？」と英語日記

の導入をしてくれたんです。「“将来、どんなことが
したいか？”というテーマには、こうやって答えるん
だよ」という具合に、講師が書き始めとつなげ方を
教えてくれ、レッスン中にみんなで書いてみまし
た。書いていて「面白いなぁ」と思えたんです。家に
帰ってからも、最初ができているから、続けるのが
簡単でした。それから、また英語日記を提出しだし
ました。まだ語彙力がないから、辞書を引いてネッ
トで調べて…と手間はかかりますが、以前より楽し
いです。

自分の成長がはっきりわかる。
それが英語日記の醍醐味。

杉村／FCCに入って2年になりますが、スピーキン
グのレベルが上がったかは、自分ではわかりにくい
けど、ライティングに関しては、英語日記を読み返
せば、自分の成長が一目瞭然。特に私は何度か同
じトピックで日記を書くので、よくわかります。それ
に講師が変わると、指摘される箇所も変わります。
そこが「英語の正解は一つじゃないんだな」と思わ
せてくれて、楽しくなりますね。
三好／僕も英語日記が思うように書けた時は嬉し
くて。「こういう表現は正しいのかな？」と思う時
は、思い切って書いてみます。講師から訂正されれ
ば、正しい書き方がわかるし、されなければ手応え
あり。積み重ねないと効果は出ないけど、英語力を
伸ばすのに、英語日記が果たす役割は大きいと思
います。
中島／私はこの4月に本社でTOEICを受けてきた
んです。結果は、半年前のFCC入校時より90点上
がってました。
杉村・三好／半年で90点はスゴイよ。

中島／目標はもっと高い点数だったんですけど。
結果が出た時、一番に「英語日記をサボった時期
があったからなぁ」と思いました。木場さんに「受
け身の学習では力はつかない」と言われたのも思
い出しました。レッスンで習っても、それを自分で使
ってみることが大切なんですね。まずは英語日記の
習慣をつけようと思っています。
─皆さん、ありがとうございました！

Q.基礎クラスの生徒さんが、書きた
いのに言葉が出てこない時、どうし
たらいいですか。
Kevin/授業中に習った内容を参考にするといい
よ。例えば家族や住居について習ったのであれ
ば、それを自分のことに置き換えて書いてみる。身
近な人や物を描写する練習から始めるとやりやす
いよね。自分で文を作るのが難しい時はテキスト
の文を参考にして書いたらいいよ。
Stephen/写真や友達、自分の名前の漢字の意味
なんかを説明してみても面白いね。
Kevin/トピックが見つからなければ講師に聞いて
もいい。たくさん書けないという人はひとまとまり
の内容を書くことを目標にしてみよう。詳しくは、
どのレベルの受講生にも参考になる、文章の組み
立て方についてのガイドブックをロビーにおいて
いるからぜひ読んでみて。
Stephen/辞書を使う時は、たくさんの単語の中で
どれが自分の書こうとしている文章に合うか、色々
な例文を読んで適切な言葉を選んでね。

Q.何を書けばいいかわからないと
いう声をよく聞きますが。
Stephen/授業中わからなかったことの質問でもい
いし、相談事も大歓迎（秘密は守るよ！）。英語の
ブログも使えるね。短いものでも、語彙や表現の
参考になるものが見つかるんじゃないかな。
Kevin/日記はRGWのクラスの復習としてとても役
に立つから、授業で習った同意語や文法を使って
書いてみるのもお奨め。基本クラスやLSのテキス
ト、授業中話したことの中から選んでもいいよ。レ
ベルの高すぎる内容を選ぶと、読んでいて理解が
難しいものになってしまうから、レベルに合ったも
の、簡単なものを書いて自信をつけていくことが大

切だね。教える側としても、授業で習ったことを使って書い
てるな、ちゃんと使いこなせてるなっていうのが分かると、す
っごく嬉しい。あとは日本文化、科学、オタク･･･初めて知る
話も勉強になるから好きだな。

Q.英語日記で力をつけたなぁと感じる生徒
さんについて教えて下さい。
Kevin/もう終了しちゃったんだけど、高校生の頃から授業
で習ったことを使って日記を書いていた受講生がいて、つい
最近アメリカの大学を卒業したんだ。専攻はジャーナリズ
ム！僕より彼女の書いたもののほうが出来がいいって他の
講師に言われちゃったくらい、彼女の英語力は素晴らしかっ
たよ。（この方は初級Ⅱから始めて、4年半でEAまで上がりま
した） 授業中わりと静かな生徒さんだったけど、日記では
週末の出来事からニュースまで幅広い題材を取り上げてい
たし、高校卒業後は海外で色々な体験をしたみたいで、そう
いう背景があったからこそここまでレベルアップできたんだ
ろうね。
Stephen/基礎レベルで、半年間でものすごく伸びた受講生
が印象に残ってる。彼は最初２～３センテンスしか書けなく
て、間違いも多かった。そこで彼が始めたのは、絵を描いて
それを説明するっていうスタイル。「間違ってるかな？」なん
てあまり気にせず、自分自身や通学中目にしたことについて
毎週欠かさず書き続けているうちに、どんどん文が長く、正
確になっていったんだ。（この方は平井にも教材や勉強法に
ついてよく質問されていました）
英語日記は講師しか読まないし、授業中みたいに他の生徒
を気にすることもない。それぞれのやり方で、僕たち講師と
のコミュニケーションを楽しんでほしいな。 
Kevin・Stephen/最後に、書き直しはとっても大事
だから、必ずやってね。それ
から残念なのは僕たちが一
生懸命添削したノートが放置
されていることがあること。
忘れずに取りに来てね！！

Kevin講師 Stephen講師

FCCのベテラン２人、Kevin講師＆
Stephen講師が、英語日記について
語ってくれました。

講師が語る英語日記
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赤峰より 夢を追う皆さんへ

最初から好きなわけじゃない。

必要に迫られる…が最強の動機。

杉村／私は大学に勤務していますが、もともと英語
が好きなほうではなかったんです。それが、英語で
プレゼンテーションをしなければならなくなって…
必要に迫られて、英会話学校を探しました。宗像か
ら通うには博多駅近くがいいと思い、FCCの学校
説明を受けたところ、木場さんの熱弁でやる気に
なり「とりあえず3年！」と入校を決めました。英語
日記は大変だろうな、とは思いましたが、一日も早
く英語力をつけねばならないのだから、書くしかな
かったですね（笑）。
三好／僕も同じです。プログラマーなので、ソフト
ウェアを開発してインターネットで配信しています
が、海外からの問合せに英語で答えたり、書類を
英語で書いたりする機会が増えました。最初は独
学の英語で対応していましたが、苦労するばかりで
…ちゃんと学ばなければダメだと覚悟しました。
FCCの評判を聞いて学校説明を受けたのですが、
木場さんに「夢実現までの計画を書きなさい」と言
われて、その気になりました。
中島／私は昨年4月に転職した先が、全社員が
TOEICを受けねばならない会社で。英語が苦手な
私は冷や汗もので、東京本社に試験を受けに行っ
たんです。ところがその日、天候不良で飛行機が飛

ばなくなる事態になり、本社から「試験を受けずに
今すぐ帰りなさい」と指示が出たのです。受験が1
年延期となった私はホッとすると同時に「これは神
様がくれた1年かも」と思いました。この1年で英語
力をつけようと、FCCを訪ねました。そこで木場さ
んの受講生時代の話を聞いて「私にもやれるかな」
と勇気が出ました。

自分に書けることを書く。
ネタは考えすぎず、得意分野で。

杉村／英語日記を書き始めた頃は日常をテーマに
書いていたのですが、頻繁にイベントがあるわけも

なく、半年でネタに困ってしまいました。そこで、文
法が好きな私はテキストの最後にある「文法のま
とめ」の例文を引用してみました。例文を丸写しす
ることもありますし、部分的に自分のことに置き
換えたり、レッスンで教わったことを挟み込んだり
することもあります。難しく考えすぎず「丸写しで
も、とにかく書こう」と思うと、英語日記は必ず仕
上がります。あとは、講師がレッスン中に英語日
記のテーマをくれると、すごく助かりますね。
三好／僕が思いつく話は、プログラマーとしての
専門的なものですが、他の人に解かってもらえるか
心配で、最初は日常生活について書いていました。
そしてやっぱり行き詰まって…。そこで考えたの
が、仕事上の話から一般的に通じる部分だけに絞
って書く方法。例えば、電話番号が世界共通のル
ールで決められてる話とか。ネタを自分の得意分
野から選ぶと、苦しまずにすみますね。
中島／私は基礎クラスで講師に教えられたとお
り、日記を書き始めました。講師からのアドバイス
は「最初から何かについて自分の感想を書くのは
難しいけど、目の前にある物や情景を説明するの
なら簡単にできる」でした。それで私は雑誌の写真
を切り抜いてノートに貼り、そこから読み取れるこ
とを説明するようにしました。

自分に課すのは「必ず出す」だけ。
苦しい時の逃げワザも持つこと。

杉村／正直に言うと、英語日記はいつも書きたく

ないと思ってる（笑）。
でも1回出さないと、ズ
ルズルと出さなくなる
気がして…。それが怖
いから、あの手この手
を使って、必ず出すこと
に決めています。時間
がない日は過去の日記
をリニューアルして書いてます。文法をテーマにした
日記を、講師に指摘された部分を直して、新たに学
んだ部分を足して提出するんです。時間は通常の3
分の1ですみますよ。
三好・中島／それ、いいワザですね！
杉村／それに文法って、クラスが上がっても、同じテ
ーマでレッスンを繰り返すでしょ。だから日記も
「完了形と仮定形はなぜ難しいか」を書いた1年後
に「完了形と仮定形はなぜ難しいか2」ってトピック
を繰り返すんです。1年後に内容が高度になってい
るのを確かめられます。
三好／なるほど！それやってみよう。僕も日記を書く
のがイヤになる日がありますよ。そんな時は逃げ道
を作っておきます。ネタのない日は、海外ドラマの
感想文。あとは酒を飲んだり、風呂に入ったり…現

実逃避するついでに書く感じです
（笑）。文章はパソコンで下書き
してから手書きしてます。全部で2
時間ぐらいですね。
中島／私は最初にやっていた事
実説明の文章が面白くなくなり、
一時、英語日記を出さなくなりま
した。すると、基礎クラスでケビン
講師が「今日はこのテーマで文章
を書いてみようか？」と英語日記

の導入をしてくれたんです。「“将来、どんなことが
したいか？”というテーマには、こうやって答えるん
だよ」という具合に、講師が書き始めとつなげ方を
教えてくれ、レッスン中にみんなで書いてみまし
た。書いていて「面白いなぁ」と思えたんです。家に
帰ってからも、最初ができているから、続けるのが
簡単でした。それから、また英語日記を提出しだし
ました。まだ語彙力がないから、辞書を引いてネッ
トで調べて…と手間はかかりますが、以前より楽し
いです。

自分の成長がはっきりわかる。
それが英語日記の醍醐味。

杉村／FCCに入って2年になりますが、スピーキン
グのレベルが上がったかは、自分ではわかりにくい
けど、ライティングに関しては、英語日記を読み返
せば、自分の成長が一目瞭然。特に私は何度か同
じトピックで日記を書くので、よくわかります。それ
に講師が変わると、指摘される箇所も変わります。
そこが「英語の正解は一つじゃないんだな」と思わ
せてくれて、楽しくなりますね。
三好／僕も英語日記が思うように書けた時は嬉し
くて。「こういう表現は正しいのかな？」と思う時
は、思い切って書いてみます。講師から訂正されれ
ば、正しい書き方がわかるし、されなければ手応え
あり。積み重ねないと効果は出ないけど、英語力を
伸ばすのに、英語日記が果たす役割は大きいと思
います。
中島／私はこの4月に本社でTOEICを受けてきた
んです。結果は、半年前のFCC入校時より90点上
がってました。
杉村・三好／半年で90点はスゴイよ。

中島／目標はもっと高い点数だったんですけど。
結果が出た時、一番に「英語日記をサボった時期
があったからなぁ」と思いました。木場さんに「受
け身の学習では力はつかない」と言われたのも思
い出しました。レッスンで習っても、それを自分で使
ってみることが大切なんですね。まずは英語日記の
習慣をつけようと思っています。
─皆さん、ありがとうございました！

初めての同窓会

　昨年、寒さの中での梅を見て過ごしたことを思
うと、今年のぽかぽか陽気の中でのお花見が、な
んと素晴らしく感じられたことか。ということで、
12ヶ国から集まった生徒さんとFCC生を合わせ
て約50名が、桜の花の中で会話を楽しみました。
チーム対抗のクイズ大会では、それぞ
れの生徒さんの発想がユニークで大い
に沸きました。「春の天気のいい日にお
にぎりを持って花見に出かける」という、
日本の伝統に触れた一日でした。

みんなの広場 英語de ボランティア in お花見

　終了生の集い、「第一回FCC同窓会」が5月25日（土）

午後7時から開かれました。ある終了生の一言がきっ

かけとなって企画することになった「同窓会」ですが、

果たして何名の終了生に集まって頂けるだろうかと随

分心配しました。ところが、この会のことを知った終了

生から次々と申し込みがあり、会場の定員を上回る60

名もの方が参加して下さることになりました。カナダと

シンガポールからの

海外組を初め、何人も

の方が東京・大阪など

遠方から駆けつけて

下さり、思いがけない

人数と顔ぶれの会と

なりました。

　「同窓会」は、創立以来のお付き合いでFCCを熟知の

上射場さんの力強い乾杯の音頭で始まりましたが、飲

み物を片手に旧交を温める歓談で熱気が立ち込める

ようでした。突然行なわれた終了生同士の婚約発表で

更に盛り上がり、東京から来て下さった高木さんの

FCCへの熱い思いの滲むスピーチでお開きとなった3

時間でした。その前には、受講生から初代教務スタッ

フとなった石山さん（旧姓）の飛び入りによるスピーチ

があり、多くの方とお話をさせて頂きましたが、皆さん

がFCCに暖かいお気持ちを持って下さっていることを

知り、本当に有難いことだと思いました。終了生とのご

縁をこれからも大切にしたいと思うと同時に、FCCの

将来に尚一層の責任を感じた次第です。

　さて、現在地の教室ともあと2ヶ月足らずでお別れ

です。怪しげな雑居ビルの中にあるFCCと言われるこ

ともありましたが、ここに移転出来たことは一つの夢

の実現でした。20年近くの間にFCCは大きく変わりま

したが、これが可能だったのは、FCCの方針の元で、そ

の時々の課題やレッスンの改善に取り組んで来てくれ

た講師たちと、「FCCの受講生は教え甲斐がある」と講

師たちが言う、熱心な受講生との相互作用が

１つの伝統となっているからだと思います。

　新教室は8月19日（月）にオープンします。教

室もロビーも少し広くなりますので、より快

適な環境の中で英語習得に取り組んで頂け

るものと思います。クラスの見直し、フォロー

アップの新設など、これからも積極的に取り

組み、更なる内容の充実に努めて参ります。また皆さ

んには、クラスではない日にも気軽に立ち寄って、コ

ーヒーでも飲みながら、日記を書いたり文庫の本を読

んだり、歓談をしたりと、お好きなように過ごして頂け

るところにしたいと思っています。また終了生の皆様

にも、いつでも、気軽に立ち寄り寛いで頂けるFCCで

ありたいと思っております。

　教室の移転、そして来年9月の創立30周年と、FCCは

大きな節目を迎えますが、これからも福岡に根差した

語学学校としての誇りを持って、その本道を追求して

参りたいと思います。
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8月19日（月）より新教室での
レッスン開始となります♪

最初から好きなわけじゃない。

必要に迫られる…が最強の動機。

杉村／私は大学に勤務していますが、もともと英語
が好きなほうではなかったんです。それが、英語で
プレゼンテーションをしなければならなくなって…
必要に迫られて、英会話学校を探しました。宗像か
ら通うには博多駅近くがいいと思い、FCCの学校
説明を受けたところ、木場さんの熱弁でやる気に
なり「とりあえず3年！」と入校を決めました。英語
日記は大変だろうな、とは思いましたが、一日も早
く英語力をつけねばならないのだから、書くしかな
かったですね（笑）。
三好／僕も同じです。プログラマーなので、ソフト
ウェアを開発してインターネットで配信しています
が、海外からの問合せに英語で答えたり、書類を
英語で書いたりする機会が増えました。最初は独
学の英語で対応していましたが、苦労するばかりで
…ちゃんと学ばなければダメだと覚悟しました。
FCCの評判を聞いて学校説明を受けたのですが、
木場さんに「夢実現までの計画を書きなさい」と言
われて、その気になりました。
中島／私は昨年4月に転職した先が、全社員が
TOEICを受けねばならない会社で。英語が苦手な
私は冷や汗もので、東京本社に試験を受けに行っ
たんです。ところがその日、天候不良で飛行機が飛

ばなくなる事態になり、本社から「試験を受けずに
今すぐ帰りなさい」と指示が出たのです。受験が1
年延期となった私はホッとすると同時に「これは神
様がくれた1年かも」と思いました。この1年で英語
力をつけようと、FCCを訪ねました。そこで木場さ
んの受講生時代の話を聞いて「私にもやれるかな」
と勇気が出ました。

自分に書けることを書く。
ネタは考えすぎず、得意分野で。

杉村／英語日記を書き始めた頃は日常をテーマに
書いていたのですが、頻繁にイベントがあるわけも

なく、半年でネタに困ってしまいました。そこで、文
法が好きな私はテキストの最後にある「文法のま
とめ」の例文を引用してみました。例文を丸写しす
ることもありますし、部分的に自分のことに置き
換えたり、レッスンで教わったことを挟み込んだり
することもあります。難しく考えすぎず「丸写しで
も、とにかく書こう」と思うと、英語日記は必ず仕
上がります。あとは、講師がレッスン中に英語日
記のテーマをくれると、すごく助かりますね。
三好／僕が思いつく話は、プログラマーとしての
専門的なものですが、他の人に解かってもらえるか
心配で、最初は日常生活について書いていました。
そしてやっぱり行き詰まって…。そこで考えたの
が、仕事上の話から一般的に通じる部分だけに絞
って書く方法。例えば、電話番号が世界共通のル
ールで決められてる話とか。ネタを自分の得意分
野から選ぶと、苦しまずにすみますね。
中島／私は基礎クラスで講師に教えられたとお
り、日記を書き始めました。講師からのアドバイス
は「最初から何かについて自分の感想を書くのは
難しいけど、目の前にある物や情景を説明するの
なら簡単にできる」でした。それで私は雑誌の写真
を切り抜いてノートに貼り、そこから読み取れるこ
とを説明するようにしました。

自分に課すのは「必ず出す」だけ。
苦しい時の逃げワザも持つこと。

杉村／正直に言うと、英語日記はいつも書きたく

ないと思ってる（笑）。
でも1回出さないと、ズ
ルズルと出さなくなる
気がして…。それが怖
いから、あの手この手
を使って、必ず出すこと
に決めています。時間
がない日は過去の日記
をリニューアルして書いてます。文法をテーマにした
日記を、講師に指摘された部分を直して、新たに学
んだ部分を足して提出するんです。時間は通常の3
分の1ですみますよ。
三好・中島／それ、いいワザですね！
杉村／それに文法って、クラスが上がっても、同じテ
ーマでレッスンを繰り返すでしょ。だから日記も
「完了形と仮定形はなぜ難しいか」を書いた1年後
に「完了形と仮定形はなぜ難しいか2」ってトピック
を繰り返すんです。1年後に内容が高度になってい
るのを確かめられます。
三好／なるほど！それやってみよう。僕も日記を書く
のがイヤになる日がありますよ。そんな時は逃げ道
を作っておきます。ネタのない日は、海外ドラマの
感想文。あとは酒を飲んだり、風呂に入ったり…現

実逃避するついでに書く感じです
（笑）。文章はパソコンで下書き
してから手書きしてます。全部で2
時間ぐらいですね。
中島／私は最初にやっていた事
実説明の文章が面白くなくなり、
一時、英語日記を出さなくなりま
した。すると、基礎クラスでケビン
講師が「今日はこのテーマで文章
を書いてみようか？」と英語日記

の導入をしてくれたんです。「“将来、どんなことが
したいか？”というテーマには、こうやって答えるん
だよ」という具合に、講師が書き始めとつなげ方を
教えてくれ、レッスン中にみんなで書いてみまし
た。書いていて「面白いなぁ」と思えたんです。家に
帰ってからも、最初ができているから、続けるのが
簡単でした。それから、また英語日記を提出しだし
ました。まだ語彙力がないから、辞書を引いてネッ
トで調べて…と手間はかかりますが、以前より楽し
いです。

自分の成長がはっきりわかる。
それが英語日記の醍醐味。

杉村／FCCに入って2年になりますが、スピーキン
グのレベルが上がったかは、自分ではわかりにくい
けど、ライティングに関しては、英語日記を読み返
せば、自分の成長が一目瞭然。特に私は何度か同
じトピックで日記を書くので、よくわかります。それ
に講師が変わると、指摘される箇所も変わります。
そこが「英語の正解は一つじゃないんだな」と思わ
せてくれて、楽しくなりますね。
三好／僕も英語日記が思うように書けた時は嬉し
くて。「こういう表現は正しいのかな？」と思う時
は、思い切って書いてみます。講師から訂正されれ
ば、正しい書き方がわかるし、されなければ手応え
あり。積み重ねないと効果は出ないけど、英語力を
伸ばすのに、英語日記が果たす役割は大きいと思
います。
中島／私はこの4月に本社でTOEICを受けてきた
んです。結果は、半年前のFCC入校時より90点上
がってました。
杉村・三好／半年で90点はスゴイよ。

中島／目標はもっと高い点数だったんですけど。
結果が出た時、一番に「英語日記をサボった時期
があったからなぁ」と思いました。木場さんに「受
け身の学習では力はつかない」と言われたのも思
い出しました。レッスンで習っても、それを自分で使
ってみることが大切なんですね。まずは英語日記の
習慣をつけようと思っています。
─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
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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
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　今回の特集は長い歴史をもつ英語日記。工夫を凝らして書き続け
る受講生と、それに応える講師との「まじめで厳しいFCC」らしい、もう
一つのレッスンだなぁと思いました。この夏号にはたくさんのアイディア
やアドバイスが詰まっています。今まで書きそびれていた方もぜひ参考
にして始めて下さい。（平井聡美）

お知らせ 編集後記

なぜ、英語日記を出さないのですか？

木場真一のお悩み相談室（かけこみでら）

出せば100点、出さなければ０点、です。

 「休まずレッスンを受けているのに、伸び悩んでいます」

と相談に来られた受講生に「英語日記は書いています

か？」と尋ねると、「いえ…」と言う返事。「それでは伸びま

せん」と僕も答えるしかありません。レッスンとFCC文庫、

英語日記…どれか一つだけ頑張っても英語力は上がりま

せん。できる範囲でいいから、どれも休まず続けることで、

英語力は上がっていくのです。

　英語日記について「講師に出来栄えを採点される」と

思っている方がいます。だから「講師が喜ぶネタを探そう」

とか「大作を書こう」とかハードルを上げて、結果的に月１

回の提出になったりしてしまうのです。その

概念を捨ててください。「英語日記は出せ

ば100点、出さなければ０点」なのです。な

ぜなら、月に１回大作を書くより、簡単な文

でも毎週書くほうが、確実に英語力がつく

からです。“英語日記は出したほうがいい”で

はありません。“出さないという選択肢はな

い”と思ってください。

スピーキングを伸ばしたかったら、英語日記！

　スピーキングの力をつけたいと入校された受講生がいま

す。留学生サポートなどに積極的に参加し、英語を話す機

会を多く設けましたが、しばらくして「すぐに言葉が出てこな

いのです」と相談に来られました。彼は英語日記を書いて

いませんでした。

　大人になってから英語を学んだ場合、書けないことは口か

ら出てきません。逆に一度書くと、頭に残るので口から出てき

ます。そこで彼は、次に参加するイベントやレッスンで話すつ

もりの内容を、メモしておくことにしました。そのメモを英語日記

にしたのです。“話す準備のための日記”です。この発想で、

彼はスピーキング能力をぐんと伸ばしました。

　英語日記は、FCC生活の潤滑油的役割も果

たしています。英語日記を書けば、レッスンも休み

ません。書かなくなると、レッスンもサボりたくなる

ようです。ですから、英語日記を書く時間を、あな

たの生活の中に組み込んでください。どんな内容

でもかまいませんから、まずは英語日記を出す習

慣をつけましょう。（木場）

夏休みは、8月10日（土）～8月18日（日）です。

＜新教室住所＞
812-0013
福岡市博多区
博多駅東2-5-37
博多ニッコウビル5F

■7月15日（月・祝）山笠追い山  ※詳細は後日発表
英語deボランティア

受講生座談会、講師インタビューと続いた後ですから「まだ英語日記ですか!?」とうんざりした声が聞こえてきそ
うですが（笑）。このタイミングで、ぜひ皆さんにお伝えしたいことです。どうぞ最後までお付合いください。

7月27日（土）19:00～
会場：天神IMS屋上Sky garden(ビアガーデン)
※詳細は後日発表

浴衣パーティー

昨年のビアガーデンパーテイより


