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自分は夢を諦めて、子どもに「夢を叶

えなさい」とは言えないでしょ。

有坂/主人と６歳の息子、４歳の娘がいます。仕事
は病院勤務で助産師をしています。独身の頃、海
外留学をした経験があり、ずっと英語力を伸ばした
いと思っていました。
　結婚して、子育てに専念していた頃、もう一度仕
事や海外留学をしたいという自分の夢と理想の母
親像との間で葛藤があって「女性はなぜ夢を諦め
ないといけないんだろう？」と悩んだ時期がありま
す。ある日、子どもに「大きくなったら何になりたい
の？」と尋ねて、ふと気づいたんです。自分は夢を諦
めておいて、子どもにだけ「夢を叶えられる人になり
なさい」とは言えないな、って。そこから気持ちがふ
っ切れて、娘が１歳になった時、仕事に復帰しまし
た。勤務先の病院には海外派遣の制度があり、英
語力をつけて海外の被災地などの救護や母子保
健で役立ちたいという新たな夢もできました。
森/主人と３歳７カ月になる息子がいます。将来は
家族と英語圏で暮らすというのが、私の夢です。息
子が小学校に上がるまでに海外に移れることが理
想ですが、間に合わなければ、インターナショナル
スクールへ入れようと思っています。私は大人にな
るまで、世界に目を向けることなく生きてきました。
でも、子どもには世界の人たちとコミュニケーショ

ンをとれる人間になってほしいと思い、生後11カ月
で英会話教室のベビークラスに入れました。そして
息子が楽しそうに英語に触れているのを見て、私
も英語を学びたいと思うようになりました。
河野/主人と１歳になる娘の３人家族です。４年前
に結婚して仕事を辞めてから、ずっと習いたかった
英会話を別のスクールで受講していました。でも、
のんびり時間を過ごすタイプの教室で、馴染めな
いうえに上達しなくて。そんな時、主人が「将来、
海外留学したい」と言い出しました。主人と一緒に
海外で暮らすには今の英語力ではムリだと思い、イ
ンターネットで英会話スクールを探したんです。
FCCのカリキュラムと受講生体験談に魅かれて入

校説明を受け、木場さんの受講生時代の話を伺っ
て「私も一生懸命頑張れば、結果がついてくるか
も」という気になり、即入校しました。

夢ができたら踏み出さないと。
第一歩はFCC入校でした。

有坂/私は駅でFCCの紹介が載ったフリーペーパ
ーを見て、旧い校舎を訪ねたの。そこで赤峰さんか
ら説明を受けて、勧誘もせず親身になってくれる人
柄に魅かれました。でも、その時は娘の出産直前
で(笑)。入校説明だけ聞いて帰ったんです。そした
ら、その後ずっと『FCCの風』を送ってくださって。
『FCCの風』を読んでは「みんな頑張ってるんだ
な」と刺激をもらっていました。そして娘が３歳に
なった時、念願のFCCに入校できました。
森/私も昨年の春、息子が保育園に入園してから
英会話スクールを探し始めました。あまり地道に
努力するタイプではないので、ネットで見つけた
「まじめで厳しい」FCCにたどり着きました。赤峰
さんの入校説明が誠実で、授業料なども明瞭だっ
たので、６月から入校してプライベートレッスンを
受け、10月からグループレッスンに入りました。
河野/私、即入校はしたんですが、10カ月後に出産
で休学したんです。でも、なんとか産後７カ月で復
帰しました。
有坂・森/すご～い!!頑張ったね。
河野/２カ月後に主人の海外出張が決まっていて、
ついて行くためにFCCに復学しました。主人と出

張先のシドニーで合流することになっていたので、
９カ月の娘を連れて私一人でシドニーまでたどり着
けるよう、必死でレッスン受けましたよ（笑）。なん
とか乗り切って、そこから子育ての合間に英語を勉
強する日々が始まりました。

時間のやりくりと家族の理解。自分
の条件の中でベストを尽くします。

有坂/仕事がシフト制なので、FCCもシフト制度を
利用して通っています。受講でき
る日は、夜勤日の昼か、仕事が休
みの日で、主人が子どもをみてく
れるか、子どもたちが英会話教室
か保育園に行っている間です。自
宅学習は、中日勤の日の出勤前と
就寝前、夜勤日のFCCへ来る前
に、予習復習や英語日記、TOEIC
の問題集などをやっています。寝
る前はFCC文庫を読むことも多

いですね。
森/私は息子が保育園に行っている間にFCCを受
講していますが、主人が昼食を食べに帰ってくるの
で、午前中は家を出られません。自宅学習は午後の
空き時間に予習復習をすることと、毎日家事をしな
がら子どもの英会話CDを聞いて、息子と一緒に話
しています。受講日だけは午前中に宿題と英語日
記をして、午後からFCCへ来ます。
河野/うちは主人が単身赴任中なので、平日は一日
が娘の世話で終わります。朝から一緒に親子教室
へ行き、夜も一緒に遊んで９時には寝てくれるよう
にします。それから翌日の離乳食を準備して洗濯を
して、夜の11時くらいから英語日記や宿題に取りか
かります。毎晩できるわけではなくて、自宅学習は
週に２日くらいです。FCCを受講する間は、近くに
住むお義母さんに娘を預かってもらっています。
有坂/うちは共働きだから、主人も家事を手伝って
くれます。食事の後片付けや洗濯も、遅く帰ってき
たほうが最後にすることに。主人は私の留学先で
出会った人なので、英語の必要性は理解してくれて
いるみたい。私がFCCに通うことに黙って協力して
くれます。そして私たち夫婦ができない事は全面的
にお義母さんが助けてくれます。お義母さんには心
から感謝しています。

自分のためだけにあるFCCの時間。
夢に向かって努力するって幸せです。

河野/私は子どもにつきっきりの毎日で、今は家で
ゆっくりコーヒーを飲むことがないんです。だから

レッスンの合間に、ロビーで美味しいコーヒーを飲
める時間が嬉しいです（笑）。FCCは夢を叶えるた
めに通っている場所だけど、私の癒しの場所にもな
っています。
有坂/FCCはもう生活の一部で、受講するために逆
算してスケジュールを組んでいます。講師はよく面
倒を見てくれるし、スタッフも親切だし。私にとって、
これが夢を叶える最後のチャンスだと思うので、仕
事も子育ても英語もトライしていきたいです。
森/FCCに通い始めて、子どもの健康管理により気
を遣うようになりました。FCCの受講日にだけは
病気にならないで！って（笑）。私は同じクラスの先
輩お２人にすごく学ばせてもらっています。レッスン
中も「質問しなさい。喋ったもの勝ちよ」と声をか
けてくださるし、休憩時間も「宿題は家でしなさ
い。ロビーは英語を使うところよ」と英語だけで先
週の復習をしたり、講師に話しかけたりと、一緒に
いるだけで、とても充実した時間を過ごさせてもら
っています。いつか子どもに自分の背中を見せられ
る、自立した女性になりたいです。今はそのために
力をつける時期だと思って、頑張っています。
─皆さん、ありがとうございました！
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でもレベルに合わせてきちんと英語を学ぶことができます。

2014年
春号

受講生座談会 　結婚、出産、再就職…と生活が目まぐるしく変わり、多忙を極める時期の女性は、自分の夢を後回しにし
がち。今回は、家事や育児、仕事を両立しながらFCCに通う女性受講生たちに、彼女たちの夢と日常を語っ
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。左から有坂めぐみさん、
森礼さん、河野幸さん。プロフィールは次ページに。

次ページへ続く→

家事、育児、仕事…そして、英語！
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受講生座談会

自分は夢を諦めて、子どもに「夢を叶

えなさい」とは言えないでしょ。

有坂/主人と６歳の息子、４歳の娘がいます。仕事
は病院勤務で助産師をしています。独身の頃、海
外留学をした経験があり、ずっと英語力を伸ばした
いと思っていました。
　結婚して、子育てに専念していた頃、もう一度仕
事や海外留学をしたいという自分の夢と理想の母
親像との間で葛藤があって「女性はなぜ夢を諦め
ないといけないんだろう？」と悩んだ時期がありま
す。ある日、子どもに「大きくなったら何になりたい
の？」と尋ねて、ふと気づいたんです。自分は夢を諦
めておいて、子どもにだけ「夢を叶えられる人になり
なさい」とは言えないな、って。そこから気持ちがふ
っ切れて、娘が１歳になった時、仕事に復帰しまし
た。勤務先の病院には海外派遣の制度があり、英
語力をつけて海外の被災地などの救護や母子保
健で役立ちたいという新たな夢もできました。
森/主人と３歳７カ月になる息子がいます。将来は
家族と英語圏で暮らすというのが、私の夢です。息
子が小学校に上がるまでに海外に移れることが理
想ですが、間に合わなければ、インターナショナル
スクールへ入れようと思っています。私は大人にな
るまで、世界に目を向けることなく生きてきました。
でも、子どもには世界の人たちとコミュニケーショ

ンをとれる人間になってほしいと思い、生後11カ月
で英会話教室のベビークラスに入れました。そして
息子が楽しそうに英語に触れているのを見て、私
も英語を学びたいと思うようになりました。
河野/主人と１歳になる娘の３人家族です。４年前
に結婚して仕事を辞めてから、ずっと習いたかった
英会話を別のスクールで受講していました。でも、
のんびり時間を過ごすタイプの教室で、馴染めな
いうえに上達しなくて。そんな時、主人が「将来、
海外留学したい」と言い出しました。主人と一緒に
海外で暮らすには今の英語力ではムリだと思い、イ
ンターネットで英会話スクールを探したんです。
FCCのカリキュラムと受講生体験談に魅かれて入

校説明を受け、木場さんの受講生時代の話を伺っ
て「私も一生懸命頑張れば、結果がついてくるか
も」という気になり、即入校しました。

夢ができたら踏み出さないと。
第一歩はFCC入校でした。

有坂/私は駅でFCCの紹介が載ったフリーペーパ
ーを見て、旧い校舎を訪ねたの。そこで赤峰さんか
ら説明を受けて、勧誘もせず親身になってくれる人
柄に魅かれました。でも、その時は娘の出産直前
で(笑)。入校説明だけ聞いて帰ったんです。そした
ら、その後ずっと『FCCの風』を送ってくださって。
『FCCの風』を読んでは「みんな頑張ってるんだ
な」と刺激をもらっていました。そして娘が３歳に
なった時、念願のFCCに入校できました。
森/私も昨年の春、息子が保育園に入園してから
英会話スクールを探し始めました。あまり地道に
努力するタイプではないので、ネットで見つけた
「まじめで厳しい」FCCにたどり着きました。赤峰
さんの入校説明が誠実で、授業料なども明瞭だっ
たので、６月から入校してプライベートレッスンを
受け、10月からグループレッスンに入りました。
河野/私、即入校はしたんですが、10カ月後に出産
で休学したんです。でも、なんとか産後７カ月で復
帰しました。
有坂・森/すご～い!!頑張ったね。
河野/２カ月後に主人の海外出張が決まっていて、
ついて行くためにFCCに復学しました。主人と出

張先のシドニーで合流することになっていたので、
９カ月の娘を連れて私一人でシドニーまでたどり着
けるよう、必死でレッスン受けましたよ（笑）。なん
とか乗り切って、そこから子育ての合間に英語を勉
強する日々が始まりました。

時間のやりくりと家族の理解。自分
の条件の中でベストを尽くします。

有坂/仕事がシフト制なので、FCCもシフト制度を
利用して通っています。受講でき
る日は、夜勤日の昼か、仕事が休
みの日で、主人が子どもをみてく
れるか、子どもたちが英会話教室
か保育園に行っている間です。自
宅学習は、中日勤の日の出勤前と
就寝前、夜勤日のFCCへ来る前
に、予習復習や英語日記、TOEIC
の問題集などをやっています。寝
る前はFCC文庫を読むことも多

いですね。
森/私は息子が保育園に行っている間にFCCを受
講していますが、主人が昼食を食べに帰ってくるの
で、午前中は家を出られません。自宅学習は午後の
空き時間に予習復習をすることと、毎日家事をしな
がら子どもの英会話CDを聞いて、息子と一緒に話
しています。受講日だけは午前中に宿題と英語日
記をして、午後からFCCへ来ます。
河野/うちは主人が単身赴任中なので、平日は一日
が娘の世話で終わります。朝から一緒に親子教室
へ行き、夜も一緒に遊んで９時には寝てくれるよう
にします。それから翌日の離乳食を準備して洗濯を
して、夜の11時くらいから英語日記や宿題に取りか
かります。毎晩できるわけではなくて、自宅学習は
週に２日くらいです。FCCを受講する間は、近くに
住むお義母さんに娘を預かってもらっています。
有坂/うちは共働きだから、主人も家事を手伝って
くれます。食事の後片付けや洗濯も、遅く帰ってき
たほうが最後にすることに。主人は私の留学先で
出会った人なので、英語の必要性は理解してくれて
いるみたい。私がFCCに通うことに黙って協力して
くれます。そして私たち夫婦ができない事は全面的
にお義母さんが助けてくれます。お義母さんには心
から感謝しています。

自分のためだけにあるFCCの時間。
夢に向かって努力するって幸せです。

河野/私は子どもにつきっきりの毎日で、今は家で
ゆっくりコーヒーを飲むことがないんです。だから

レッスンの合間に、ロビーで美味しいコーヒーを飲
める時間が嬉しいです（笑）。FCCは夢を叶えるた
めに通っている場所だけど、私の癒しの場所にもな
っています。
有坂/FCCはもう生活の一部で、受講するために逆
算してスケジュールを組んでいます。講師はよく面
倒を見てくれるし、スタッフも親切だし。私にとって、
これが夢を叶える最後のチャンスだと思うので、仕
事も子育ても英語もトライしていきたいです。
森/FCCに通い始めて、子どもの健康管理により気
を遣うようになりました。FCCの受講日にだけは
病気にならないで！って（笑）。私は同じクラスの先
輩お２人にすごく学ばせてもらっています。レッスン
中も「質問しなさい。喋ったもの勝ちよ」と声をか
けてくださるし、休憩時間も「宿題は家でしなさ
い。ロビーは英語を使うところよ」と英語だけで先
週の復習をしたり、講師に話しかけたりと、一緒に
いるだけで、とても充実した時間を過ごさせてもら
っています。いつか子どもに自分の背中を見せられ
る、自立した女性になりたいです。今はそのために
力をつける時期だと思って、頑張っています。
─皆さん、ありがとうございました！

有坂めぐみさん
　2013年３月入校。中級-III・LS-Vを受
講中。日勤と長日勤の日は仕事・家事・育児
でフル稼働。中日勤と夜勤の日に自宅学習
をし、FCCのレッスンに来られています。

ありさか
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FCC通学13:00～16:00

FCC通学

河野幸さん

自分は夢を諦めて、子どもに「夢を叶

えなさい」とは言えないでしょ。

有坂/主人と６歳の息子、４歳の娘がいます。仕事
は病院勤務で助産師をしています。独身の頃、海
外留学をした経験があり、ずっと英語力を伸ばした
いと思っていました。
　結婚して、子育てに専念していた頃、もう一度仕
事や海外留学をしたいという自分の夢と理想の母
親像との間で葛藤があって「女性はなぜ夢を諦め
ないといけないんだろう？」と悩んだ時期がありま
す。ある日、子どもに「大きくなったら何になりたい
の？」と尋ねて、ふと気づいたんです。自分は夢を諦
めておいて、子どもにだけ「夢を叶えられる人になり
なさい」とは言えないな、って。そこから気持ちがふ
っ切れて、娘が１歳になった時、仕事に復帰しまし
た。勤務先の病院には海外派遣の制度があり、英
語力をつけて海外の被災地などの救護や母子保
健で役立ちたいという新たな夢もできました。
森/主人と３歳７カ月になる息子がいます。将来は
家族と英語圏で暮らすというのが、私の夢です。息
子が小学校に上がるまでに海外に移れることが理
想ですが、間に合わなければ、インターナショナル
スクールへ入れようと思っています。私は大人にな
るまで、世界に目を向けることなく生きてきました。
でも、子どもには世界の人たちとコミュニケーショ

ンをとれる人間になってほしいと思い、生後11カ月
で英会話教室のベビークラスに入れました。そして
息子が楽しそうに英語に触れているのを見て、私
も英語を学びたいと思うようになりました。
河野/主人と１歳になる娘の３人家族です。４年前
に結婚して仕事を辞めてから、ずっと習いたかった
英会話を別のスクールで受講していました。でも、
のんびり時間を過ごすタイプの教室で、馴染めな
いうえに上達しなくて。そんな時、主人が「将来、
海外留学したい」と言い出しました。主人と一緒に
海外で暮らすには今の英語力ではムリだと思い、イ
ンターネットで英会話スクールを探したんです。
FCCのカリキュラムと受講生体験談に魅かれて入

校説明を受け、木場さんの受講生時代の話を伺っ
て「私も一生懸命頑張れば、結果がついてくるか
も」という気になり、即入校しました。

夢ができたら踏み出さないと。
第一歩はFCC入校でした。

有坂/私は駅でFCCの紹介が載ったフリーペーパ
ーを見て、旧い校舎を訪ねたの。そこで赤峰さんか
ら説明を受けて、勧誘もせず親身になってくれる人
柄に魅かれました。でも、その時は娘の出産直前
で(笑)。入校説明だけ聞いて帰ったんです。そした
ら、その後ずっと『FCCの風』を送ってくださって。
『FCCの風』を読んでは「みんな頑張ってるんだ
な」と刺激をもらっていました。そして娘が３歳に
なった時、念願のFCCに入校できました。
森/私も昨年の春、息子が保育園に入園してから
英会話スクールを探し始めました。あまり地道に
努力するタイプではないので、ネットで見つけた
「まじめで厳しい」FCCにたどり着きました。赤峰
さんの入校説明が誠実で、授業料なども明瞭だっ
たので、６月から入校してプライベートレッスンを
受け、10月からグループレッスンに入りました。
河野/私、即入校はしたんですが、10カ月後に出産
で休学したんです。でも、なんとか産後７カ月で復
帰しました。
有坂・森/すご～い!!頑張ったね。
河野/２カ月後に主人の海外出張が決まっていて、
ついて行くためにFCCに復学しました。主人と出

張先のシドニーで合流することになっていたので、
９カ月の娘を連れて私一人でシドニーまでたどり着
けるよう、必死でレッスン受けましたよ（笑）。なん
とか乗り切って、そこから子育ての合間に英語を勉
強する日々が始まりました。

時間のやりくりと家族の理解。自分
の条件の中でベストを尽くします。

有坂/仕事がシフト制なので、FCCもシフト制度を
利用して通っています。受講でき
る日は、夜勤日の昼か、仕事が休
みの日で、主人が子どもをみてく
れるか、子どもたちが英会話教室
か保育園に行っている間です。自
宅学習は、中日勤の日の出勤前と
就寝前、夜勤日のFCCへ来る前
に、予習復習や英語日記、TOEIC
の問題集などをやっています。寝
る前はFCC文庫を読むことも多

いですね。
森/私は息子が保育園に行っている間にFCCを受
講していますが、主人が昼食を食べに帰ってくるの
で、午前中は家を出られません。自宅学習は午後の
空き時間に予習復習をすることと、毎日家事をしな
がら子どもの英会話CDを聞いて、息子と一緒に話
しています。受講日だけは午前中に宿題と英語日
記をして、午後からFCCへ来ます。
河野/うちは主人が単身赴任中なので、平日は一日
が娘の世話で終わります。朝から一緒に親子教室
へ行き、夜も一緒に遊んで９時には寝てくれるよう
にします。それから翌日の離乳食を準備して洗濯を
して、夜の11時くらいから英語日記や宿題に取りか
かります。毎晩できるわけではなくて、自宅学習は
週に２日くらいです。FCCを受講する間は、近くに
住むお義母さんに娘を預かってもらっています。
有坂/うちは共働きだから、主人も家事を手伝って
くれます。食事の後片付けや洗濯も、遅く帰ってき
たほうが最後にすることに。主人は私の留学先で
出会った人なので、英語の必要性は理解してくれて
いるみたい。私がFCCに通うことに黙って協力して
くれます。そして私たち夫婦ができない事は全面的
にお義母さんが助けてくれます。お義母さんには心
から感謝しています。

自分のためだけにあるFCCの時間。
夢に向かって努力するって幸せです。

河野/私は子どもにつきっきりの毎日で、今は家で
ゆっくりコーヒーを飲むことがないんです。だから

レッスンの合間に、ロビーで美味しいコーヒーを飲
める時間が嬉しいです（笑）。FCCは夢を叶えるた
めに通っている場所だけど、私の癒しの場所にもな
っています。
有坂/FCCはもう生活の一部で、受講するために逆
算してスケジュールを組んでいます。講師はよく面
倒を見てくれるし、スタッフも親切だし。私にとって、
これが夢を叶える最後のチャンスだと思うので、仕
事も子育ても英語もトライしていきたいです。
森/FCCに通い始めて、子どもの健康管理により気
を遣うようになりました。FCCの受講日にだけは
病気にならないで！って（笑）。私は同じクラスの先
輩お２人にすごく学ばせてもらっています。レッスン
中も「質問しなさい。喋ったもの勝ちよ」と声をか
けてくださるし、休憩時間も「宿題は家でしなさ
い。ロビーは英語を使うところよ」と英語だけで先
週の復習をしたり、講師に話しかけたりと、一緒に
いるだけで、とても充実した時間を過ごさせてもら
っています。いつか子どもに自分の背中を見せられ
る、自立した女性になりたいです。今はそのために
力をつける時期だと思って、頑張っています。
─皆さん、ありがとうございました！

こうの ゆき

森礼さん
もり  あや

　2013年６月入校。基礎-I・
LS-Aを受講中。火曜は午前
中に自宅学習をし、午後に受
講。火曜以外は午後に自宅
学習をされています。

　2012年２月入校。基礎
-II・LS-Iを受講中。１歳にな
るお嬢さんが眠ってからが河
野さんの時間。自宅学習は
23時以降になります。



－４－

土づくりセミナー日記

ＦＣＣ代表

自分は夢を諦めて、子どもに「夢を叶

えなさい」とは言えないでしょ。

有坂/主人と６歳の息子、４歳の娘がいます。仕事
は病院勤務で助産師をしています。独身の頃、海
外留学をした経験があり、ずっと英語力を伸ばした
いと思っていました。
　結婚して、子育てに専念していた頃、もう一度仕
事や海外留学をしたいという自分の夢と理想の母
親像との間で葛藤があって「女性はなぜ夢を諦め
ないといけないんだろう？」と悩んだ時期がありま
す。ある日、子どもに「大きくなったら何になりたい
の？」と尋ねて、ふと気づいたんです。自分は夢を諦
めておいて、子どもにだけ「夢を叶えられる人になり
なさい」とは言えないな、って。そこから気持ちがふ
っ切れて、娘が１歳になった時、仕事に復帰しまし
た。勤務先の病院には海外派遣の制度があり、英
語力をつけて海外の被災地などの救護や母子保
健で役立ちたいという新たな夢もできました。
森/主人と３歳７カ月になる息子がいます。将来は
家族と英語圏で暮らすというのが、私の夢です。息
子が小学校に上がるまでに海外に移れることが理
想ですが、間に合わなければ、インターナショナル
スクールへ入れようと思っています。私は大人にな
るまで、世界に目を向けることなく生きてきました。
でも、子どもには世界の人たちとコミュニケーショ

ンをとれる人間になってほしいと思い、生後11カ月
で英会話教室のベビークラスに入れました。そして
息子が楽しそうに英語に触れているのを見て、私
も英語を学びたいと思うようになりました。
河野/主人と１歳になる娘の３人家族です。４年前
に結婚して仕事を辞めてから、ずっと習いたかった
英会話を別のスクールで受講していました。でも、
のんびり時間を過ごすタイプの教室で、馴染めな
いうえに上達しなくて。そんな時、主人が「将来、
海外留学したい」と言い出しました。主人と一緒に
海外で暮らすには今の英語力ではムリだと思い、イ
ンターネットで英会話スクールを探したんです。
FCCのカリキュラムと受講生体験談に魅かれて入

校説明を受け、木場さんの受講生時代の話を伺っ
て「私も一生懸命頑張れば、結果がついてくるか
も」という気になり、即入校しました。

夢ができたら踏み出さないと。
第一歩はFCC入校でした。

有坂/私は駅でFCCの紹介が載ったフリーペーパ
ーを見て、旧い校舎を訪ねたの。そこで赤峰さんか
ら説明を受けて、勧誘もせず親身になってくれる人
柄に魅かれました。でも、その時は娘の出産直前
で(笑)。入校説明だけ聞いて帰ったんです。そした
ら、その後ずっと『FCCの風』を送ってくださって。
『FCCの風』を読んでは「みんな頑張ってるんだ
な」と刺激をもらっていました。そして娘が３歳に
なった時、念願のFCCに入校できました。
森/私も昨年の春、息子が保育園に入園してから
英会話スクールを探し始めました。あまり地道に
努力するタイプではないので、ネットで見つけた
「まじめで厳しい」FCCにたどり着きました。赤峰
さんの入校説明が誠実で、授業料なども明瞭だっ
たので、６月から入校してプライベートレッスンを
受け、10月からグループレッスンに入りました。
河野/私、即入校はしたんですが、10カ月後に出産
で休学したんです。でも、なんとか産後７カ月で復
帰しました。
有坂・森/すご～い!!頑張ったね。
河野/２カ月後に主人の海外出張が決まっていて、
ついて行くためにFCCに復学しました。主人と出

張先のシドニーで合流することになっていたので、
９カ月の娘を連れて私一人でシドニーまでたどり着
けるよう、必死でレッスン受けましたよ（笑）。なん
とか乗り切って、そこから子育ての合間に英語を勉
強する日々が始まりました。

時間のやりくりと家族の理解。自分
の条件の中でベストを尽くします。

有坂/仕事がシフト制なので、FCCもシフト制度を
利用して通っています。受講でき
る日は、夜勤日の昼か、仕事が休
みの日で、主人が子どもをみてく
れるか、子どもたちが英会話教室
か保育園に行っている間です。自
宅学習は、中日勤の日の出勤前と
就寝前、夜勤日のFCCへ来る前
に、予習復習や英語日記、TOEIC
の問題集などをやっています。寝
る前はFCC文庫を読むことも多

いですね。
森/私は息子が保育園に行っている間にFCCを受
講していますが、主人が昼食を食べに帰ってくるの
で、午前中は家を出られません。自宅学習は午後の
空き時間に予習復習をすることと、毎日家事をしな
がら子どもの英会話CDを聞いて、息子と一緒に話
しています。受講日だけは午前中に宿題と英語日
記をして、午後からFCCへ来ます。
河野/うちは主人が単身赴任中なので、平日は一日
が娘の世話で終わります。朝から一緒に親子教室
へ行き、夜も一緒に遊んで９時には寝てくれるよう
にします。それから翌日の離乳食を準備して洗濯を
して、夜の11時くらいから英語日記や宿題に取りか
かります。毎晩できるわけではなくて、自宅学習は
週に２日くらいです。FCCを受講する間は、近くに
住むお義母さんに娘を預かってもらっています。
有坂/うちは共働きだから、主人も家事を手伝って
くれます。食事の後片付けや洗濯も、遅く帰ってき
たほうが最後にすることに。主人は私の留学先で
出会った人なので、英語の必要性は理解してくれて
いるみたい。私がFCCに通うことに黙って協力して
くれます。そして私たち夫婦ができない事は全面的
にお義母さんが助けてくれます。お義母さんには心
から感謝しています。

自分のためだけにあるFCCの時間。
夢に向かって努力するって幸せです。

河野/私は子どもにつきっきりの毎日で、今は家で
ゆっくりコーヒーを飲むことがないんです。だから

レッスンの合間に、ロビーで美味しいコーヒーを飲
める時間が嬉しいです（笑）。FCCは夢を叶えるた
めに通っている場所だけど、私の癒しの場所にもな
っています。
有坂/FCCはもう生活の一部で、受講するために逆
算してスケジュールを組んでいます。講師はよく面
倒を見てくれるし、スタッフも親切だし。私にとって、
これが夢を叶える最後のチャンスだと思うので、仕
事も子育ても英語もトライしていきたいです。
森/FCCに通い始めて、子どもの健康管理により気
を遣うようになりました。FCCの受講日にだけは
病気にならないで！って（笑）。私は同じクラスの先
輩お２人にすごく学ばせてもらっています。レッスン
中も「質問しなさい。喋ったもの勝ちよ」と声をか
けてくださるし、休憩時間も「宿題は家でしなさ
い。ロビーは英語を使うところよ」と英語だけで先
週の復習をしたり、講師に話しかけたりと、一緒に
いるだけで、とても充実した時間を過ごさせてもら
っています。いつか子どもに自分の背中を見せられ
る、自立した女性になりたいです。今はそのために
力をつける時期だと思って、頑張っています。
─皆さん、ありがとうございました！

あなたは、どんな花を咲かせたいですか？
　2014年9月、FCCは創立30周年を迎えます。厳しい

運営状態が続く中で立てた「日本有数の英会話学校」

になるという30年計画、まだ道半ばとはいえ、大きな

節目を迎えます。これを機に、私自身が初心に戻って

学校創りに取り組む為と、私が体験してきたことの中

で少しでもお役に立つことがあればとの思いで「土づ

くりセミナー」を開くことにしました。参加者の皆さん

に英語の習得やお仕事などの目標を設定して頂き、ど

う達成するかについて具体的な計画を立てて頂くセ

ミナーです。

　「土づくり」という名は、私の人生の師である町村農

場の創業者・町村敬貴氏が言われた「いい土を創れば、

いい草ができ、いい

草を食べれば、いい

牛が育つ」という教

えから付けました。

　セミナーの初回

には修了生も含め

て７名が集まりまし

た。さっそく目標を

尋ねると、大半の方

が持っていませんでした。でもいいんです。こういう場

に積極的に参加することは、それだけで大きな一歩を

踏み出すことになるのですから。　

　セミナーは私の手作りテキストをもとに進めました。

空白の部分を埋めていくことで、大切なことが記憶さ

れ、自分の考えもまとまるよう、参加型のテキストを作り

ました。目標の立て方、達成するまでの時間の使い方、

挫折した時の対処のしかた、目標を達成した時の姿を

描く…と内容が進むにつれ、会話がどんどん弾み、笑

いも起こりました。90分があっという間に過ぎ、セミナ

ー終了直後から目標達成への行動を起こす方も現れ

ました。まだまだ改善の余地はありますが、確かな手

応えを感じることができました。

　世の中には努力をしている人がたくさんいます。け

れど、ただ努力するのと目標を定めて努力するのでは、

将来が確実に変わってきます。「土づくりセミナー」は

今後も定期的に行なう予定です。初めての方だけで

なく、目標が定まるまでは何度でもお越しください。い

い土を創れば、必ず目標の花は咲きます。

第１回

　出かける時、娘からママそんな靴でいいの？と(笑)。子
育ても終わりに近づき、母が他界するなど丁度人生の節
目を迎えたところです。ある日83歳の声楽仲間から「時
間が足りなくて、寝るのが2時3時なの！」と元気な電話を
もらい、「私も30年後、目がキラキラしたおばあちゃんに
なっていたいけれど、無理よね。」と思っていた矢先に、こ
のセミナーに出会いました。
　大分の農家の青年が渡米するところからFCCを軌道
に乗せるまでのお話を驚嘆しながら聴きました。普通な
ら挫折してもおかしくないのに諦めないでこられた。「い
い土をつくるのには50年かかる」とは赤峰さんが出会
われた人生の師の言葉ですが、赤峰さんご自身の行動
と結果によって説得力が増し、急いで結果を求めがちな
自分の浅はかさに気づかされました。忙しさからレッスン
を消化しきれず、日記もサボってばかり、当然英会話も上

達せず、FCCもすぐやめるんだろうなあと漠然と思って
いましたが、「歩き始めたばかりで諦めたらもったいない
よ。」と教えられたように思います。
　私にとって価値のある、具体的な30年後の目標はま
だ固まっていませんが、目標を立てるのに「今の自分の現
状は一切考えなくてよい」そうです。今はできない英語
も、30年コツコツ続ければ習得するかもしれない…そう
思うと、とても気が楽になりました。人の役に立てるなら、
と何でも引き受けて忙しくな
る自分も嫌いではないです
が、これからは自分の中にぶ
れない芯を作っていきたいと
思います。30年後にこのセミ
ナーの効果を証明できてい
ますように！

土づくりセミナーに参加して。 林 真実
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Let’s study in English!

自分は夢を諦めて、子どもに「夢を叶

えなさい」とは言えないでしょ。

有坂/主人と６歳の息子、４歳の娘がいます。仕事
は病院勤務で助産師をしています。独身の頃、海
外留学をした経験があり、ずっと英語力を伸ばした
いと思っていました。
　結婚して、子育てに専念していた頃、もう一度仕
事や海外留学をしたいという自分の夢と理想の母
親像との間で葛藤があって「女性はなぜ夢を諦め
ないといけないんだろう？」と悩んだ時期がありま
す。ある日、子どもに「大きくなったら何になりたい
の？」と尋ねて、ふと気づいたんです。自分は夢を諦
めておいて、子どもにだけ「夢を叶えられる人になり
なさい」とは言えないな、って。そこから気持ちがふ
っ切れて、娘が１歳になった時、仕事に復帰しまし
た。勤務先の病院には海外派遣の制度があり、英
語力をつけて海外の被災地などの救護や母子保
健で役立ちたいという新たな夢もできました。
森/主人と３歳７カ月になる息子がいます。将来は
家族と英語圏で暮らすというのが、私の夢です。息
子が小学校に上がるまでに海外に移れることが理
想ですが、間に合わなければ、インターナショナル
スクールへ入れようと思っています。私は大人にな
るまで、世界に目を向けることなく生きてきました。
でも、子どもには世界の人たちとコミュニケーショ

ンをとれる人間になってほしいと思い、生後11カ月
で英会話教室のベビークラスに入れました。そして
息子が楽しそうに英語に触れているのを見て、私
も英語を学びたいと思うようになりました。
河野/主人と１歳になる娘の３人家族です。４年前
に結婚して仕事を辞めてから、ずっと習いたかった
英会話を別のスクールで受講していました。でも、
のんびり時間を過ごすタイプの教室で、馴染めな
いうえに上達しなくて。そんな時、主人が「将来、
海外留学したい」と言い出しました。主人と一緒に
海外で暮らすには今の英語力ではムリだと思い、イ
ンターネットで英会話スクールを探したんです。
FCCのカリキュラムと受講生体験談に魅かれて入

校説明を受け、木場さんの受講生時代の話を伺っ
て「私も一生懸命頑張れば、結果がついてくるか
も」という気になり、即入校しました。

夢ができたら踏み出さないと。
第一歩はFCC入校でした。

有坂/私は駅でFCCの紹介が載ったフリーペーパ
ーを見て、旧い校舎を訪ねたの。そこで赤峰さんか
ら説明を受けて、勧誘もせず親身になってくれる人
柄に魅かれました。でも、その時は娘の出産直前
で(笑)。入校説明だけ聞いて帰ったんです。そした
ら、その後ずっと『FCCの風』を送ってくださって。
『FCCの風』を読んでは「みんな頑張ってるんだ
な」と刺激をもらっていました。そして娘が３歳に
なった時、念願のFCCに入校できました。
森/私も昨年の春、息子が保育園に入園してから
英会話スクールを探し始めました。あまり地道に
努力するタイプではないので、ネットで見つけた
「まじめで厳しい」FCCにたどり着きました。赤峰
さんの入校説明が誠実で、授業料なども明瞭だっ
たので、６月から入校してプライベートレッスンを
受け、10月からグループレッスンに入りました。
河野/私、即入校はしたんですが、10カ月後に出産
で休学したんです。でも、なんとか産後７カ月で復
帰しました。
有坂・森/すご～い!!頑張ったね。
河野/２カ月後に主人の海外出張が決まっていて、
ついて行くためにFCCに復学しました。主人と出

張先のシドニーで合流することになっていたので、
９カ月の娘を連れて私一人でシドニーまでたどり着
けるよう、必死でレッスン受けましたよ（笑）。なん
とか乗り切って、そこから子育ての合間に英語を勉
強する日々が始まりました。

時間のやりくりと家族の理解。自分
の条件の中でベストを尽くします。

有坂/仕事がシフト制なので、FCCもシフト制度を
利用して通っています。受講でき
る日は、夜勤日の昼か、仕事が休
みの日で、主人が子どもをみてく
れるか、子どもたちが英会話教室
か保育園に行っている間です。自
宅学習は、中日勤の日の出勤前と
就寝前、夜勤日のFCCへ来る前
に、予習復習や英語日記、TOEIC
の問題集などをやっています。寝
る前はFCC文庫を読むことも多

いですね。
森/私は息子が保育園に行っている間にFCCを受
講していますが、主人が昼食を食べに帰ってくるの
で、午前中は家を出られません。自宅学習は午後の
空き時間に予習復習をすることと、毎日家事をしな
がら子どもの英会話CDを聞いて、息子と一緒に話
しています。受講日だけは午前中に宿題と英語日
記をして、午後からFCCへ来ます。
河野/うちは主人が単身赴任中なので、平日は一日
が娘の世話で終わります。朝から一緒に親子教室
へ行き、夜も一緒に遊んで９時には寝てくれるよう
にします。それから翌日の離乳食を準備して洗濯を
して、夜の11時くらいから英語日記や宿題に取りか
かります。毎晩できるわけではなくて、自宅学習は
週に２日くらいです。FCCを受講する間は、近くに
住むお義母さんに娘を預かってもらっています。
有坂/うちは共働きだから、主人も家事を手伝って
くれます。食事の後片付けや洗濯も、遅く帰ってき
たほうが最後にすることに。主人は私の留学先で
出会った人なので、英語の必要性は理解してくれて
いるみたい。私がFCCに通うことに黙って協力して
くれます。そして私たち夫婦ができない事は全面的
にお義母さんが助けてくれます。お義母さんには心
から感謝しています。

自分のためだけにあるFCCの時間。
夢に向かって努力するって幸せです。

河野/私は子どもにつきっきりの毎日で、今は家で
ゆっくりコーヒーを飲むことがないんです。だから

レッスンの合間に、ロビーで美味しいコーヒーを飲
める時間が嬉しいです（笑）。FCCは夢を叶えるた
めに通っている場所だけど、私の癒しの場所にもな
っています。
有坂/FCCはもう生活の一部で、受講するために逆
算してスケジュールを組んでいます。講師はよく面
倒を見てくれるし、スタッフも親切だし。私にとって、
これが夢を叶える最後のチャンスだと思うので、仕
事も子育ても英語もトライしていきたいです。
森/FCCに通い始めて、子どもの健康管理により気
を遣うようになりました。FCCの受講日にだけは
病気にならないで！って（笑）。私は同じクラスの先
輩お２人にすごく学ばせてもらっています。レッスン
中も「質問しなさい。喋ったもの勝ちよ」と声をか
けてくださるし、休憩時間も「宿題は家でしなさ
い。ロビーは英語を使うところよ」と英語だけで先
週の復習をしたり、講師に話しかけたりと、一緒に
いるだけで、とても充実した時間を過ごさせてもら
っています。いつか子どもに自分の背中を見せられ
る、自立した女性になりたいです。今はそのために
力をつける時期だと思って、頑張っています。
─皆さん、ありがとうございました！

　ついに英語を手段として学ぶクラスが始ま
りました。第1回目は、カナダ人の麻酔科医で
あるマーカスさんを講師に迎えて、オブザーバ
ー1名を含む参加者11名で行いました。前半
60分のクラス、15分の休憩、そして後半は時間
超過の20分を合わせて65分、計2時間20分の
授業でしたが、マーカスさんがパワーポイント
を使って各要点を説明しながらディスカッショ
ンをうまく進めていったため、とても短く感じ
られました。今回は、参加者の方々に事前にエ

ッセイの課題が出されていて、授業終了後に
講師に提出して頂きましたが、2週間後にそれ
ぞれの参加者に戻ってきたエッセイには、丁
寧な添削に心のこもったコメントが添えられ
ていました。この授業は、受講生が英語力をめ
いっぱい使って何かを学ぼうというものです
から、当然負荷はかかりますが、それ以上の充
実感と刺激があるはずです。またこの授業の
あとは、きっと、もっと英語が勉強したくなるこ
とでしょう。

「英語で学ぼう！」

特集

課外授業

　私はスピーキングが得意ではないのでデ
ィスカッションに不安を感じていました。で
も、マーカスさんは一人一人の経験談を引
き出す形でクラスを進めていかれました。
ゆっくり話しても参加者の意見を丁寧に聞
いてもらえる雰囲気なのが良かったです。時
に真剣に、時に笑いを交えつつの楽しいク
ラスで、石橋さんの終了の声が掛かるまで
全く時間が気になりませんでした。  （Kさん）

　始まって暫くは、皆さん表情が硬かったのですが、
緊張のほぐれと共に、落ち着いた発言の声が聞かれ
るようになっていきました。そして、カナダと日本の医
療事情を比較したり、参加者の抱える問題を一緒に考
えたり、麻酔科医としての体験や意見を聞いたりと、驚
きの声や笑い声の響く中で活発に授業が進んでいき
ました。マーカスさんが丁寧に見て下さったエッセイ
については、「英語の勉強になるし、知識を整理できる
のでとてもありがたい」との声を頂いています。（石橋）

初めて教室以外での講座に参加したので、非常
に緊張しました。日本とカナダの医療制度の違い
がとても興味深かったのと、同じ人間なので根本
的に人に対する感情は同じなんだと思いました。

（加藤富美子さん）

　マーカスさんの人柄の良さが最も心に残りまし
た。職種は違いますが、患者さんと接する上での心
構えの大切さを再認識できました。（園田和倫さん）

 「国による医師と患者の関係性の違い」
講師 マーカス・ラウ氏(麻酔科医 カナダ出身)

石橋の 実 況 中 継

第１回
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第2合同庁舎

ヨドバシカメラ

新教室

自分は夢を諦めて、子どもに「夢を叶

えなさい」とは言えないでしょ。

有坂/主人と６歳の息子、４歳の娘がいます。仕事
は病院勤務で助産師をしています。独身の頃、海
外留学をした経験があり、ずっと英語力を伸ばした
いと思っていました。
　結婚して、子育てに専念していた頃、もう一度仕
事や海外留学をしたいという自分の夢と理想の母
親像との間で葛藤があって「女性はなぜ夢を諦め
ないといけないんだろう？」と悩んだ時期がありま
す。ある日、子どもに「大きくなったら何になりたい
の？」と尋ねて、ふと気づいたんです。自分は夢を諦
めておいて、子どもにだけ「夢を叶えられる人になり
なさい」とは言えないな、って。そこから気持ちがふ
っ切れて、娘が１歳になった時、仕事に復帰しまし
た。勤務先の病院には海外派遣の制度があり、英
語力をつけて海外の被災地などの救護や母子保
健で役立ちたいという新たな夢もできました。
森/主人と３歳７カ月になる息子がいます。将来は
家族と英語圏で暮らすというのが、私の夢です。息
子が小学校に上がるまでに海外に移れることが理
想ですが、間に合わなければ、インターナショナル
スクールへ入れようと思っています。私は大人にな
るまで、世界に目を向けることなく生きてきました。
でも、子どもには世界の人たちとコミュニケーショ

ンをとれる人間になってほしいと思い、生後11カ月
で英会話教室のベビークラスに入れました。そして
息子が楽しそうに英語に触れているのを見て、私
も英語を学びたいと思うようになりました。
河野/主人と１歳になる娘の３人家族です。４年前
に結婚して仕事を辞めてから、ずっと習いたかった
英会話を別のスクールで受講していました。でも、
のんびり時間を過ごすタイプの教室で、馴染めな
いうえに上達しなくて。そんな時、主人が「将来、
海外留学したい」と言い出しました。主人と一緒に
海外で暮らすには今の英語力ではムリだと思い、イ
ンターネットで英会話スクールを探したんです。
FCCのカリキュラムと受講生体験談に魅かれて入

校説明を受け、木場さんの受講生時代の話を伺っ
て「私も一生懸命頑張れば、結果がついてくるか
も」という気になり、即入校しました。

夢ができたら踏み出さないと。
第一歩はFCC入校でした。

有坂/私は駅でFCCの紹介が載ったフリーペーパ
ーを見て、旧い校舎を訪ねたの。そこで赤峰さんか
ら説明を受けて、勧誘もせず親身になってくれる人
柄に魅かれました。でも、その時は娘の出産直前
で(笑)。入校説明だけ聞いて帰ったんです。そした
ら、その後ずっと『FCCの風』を送ってくださって。
『FCCの風』を読んでは「みんな頑張ってるんだ
な」と刺激をもらっていました。そして娘が３歳に
なった時、念願のFCCに入校できました。
森/私も昨年の春、息子が保育園に入園してから
英会話スクールを探し始めました。あまり地道に
努力するタイプではないので、ネットで見つけた
「まじめで厳しい」FCCにたどり着きました。赤峰
さんの入校説明が誠実で、授業料なども明瞭だっ
たので、６月から入校してプライベートレッスンを
受け、10月からグループレッスンに入りました。
河野/私、即入校はしたんですが、10カ月後に出産
で休学したんです。でも、なんとか産後７カ月で復
帰しました。
有坂・森/すご～い!!頑張ったね。
河野/２カ月後に主人の海外出張が決まっていて、
ついて行くためにFCCに復学しました。主人と出

張先のシドニーで合流することになっていたので、
９カ月の娘を連れて私一人でシドニーまでたどり着
けるよう、必死でレッスン受けましたよ（笑）。なん
とか乗り切って、そこから子育ての合間に英語を勉
強する日々が始まりました。

時間のやりくりと家族の理解。自分
の条件の中でベストを尽くします。

有坂/仕事がシフト制なので、FCCもシフト制度を
利用して通っています。受講でき
る日は、夜勤日の昼か、仕事が休
みの日で、主人が子どもをみてく
れるか、子どもたちが英会話教室
か保育園に行っている間です。自
宅学習は、中日勤の日の出勤前と
就寝前、夜勤日のFCCへ来る前
に、予習復習や英語日記、TOEIC
の問題集などをやっています。寝
る前はFCC文庫を読むことも多

いですね。
森/私は息子が保育園に行っている間にFCCを受
講していますが、主人が昼食を食べに帰ってくるの
で、午前中は家を出られません。自宅学習は午後の
空き時間に予習復習をすることと、毎日家事をしな
がら子どもの英会話CDを聞いて、息子と一緒に話
しています。受講日だけは午前中に宿題と英語日
記をして、午後からFCCへ来ます。
河野/うちは主人が単身赴任中なので、平日は一日
が娘の世話で終わります。朝から一緒に親子教室
へ行き、夜も一緒に遊んで９時には寝てくれるよう
にします。それから翌日の離乳食を準備して洗濯を
して、夜の11時くらいから英語日記や宿題に取りか
かります。毎晩できるわけではなくて、自宅学習は
週に２日くらいです。FCCを受講する間は、近くに
住むお義母さんに娘を預かってもらっています。
有坂/うちは共働きだから、主人も家事を手伝って
くれます。食事の後片付けや洗濯も、遅く帰ってき
たほうが最後にすることに。主人は私の留学先で
出会った人なので、英語の必要性は理解してくれて
いるみたい。私がFCCに通うことに黙って協力して
くれます。そして私たち夫婦ができない事は全面的
にお義母さんが助けてくれます。お義母さんには心
から感謝しています。

自分のためだけにあるFCCの時間。
夢に向かって努力するって幸せです。

河野/私は子どもにつきっきりの毎日で、今は家で
ゆっくりコーヒーを飲むことがないんです。だから

レッスンの合間に、ロビーで美味しいコーヒーを飲
める時間が嬉しいです（笑）。FCCは夢を叶えるた
めに通っている場所だけど、私の癒しの場所にもな
っています。
有坂/FCCはもう生活の一部で、受講するために逆
算してスケジュールを組んでいます。講師はよく面
倒を見てくれるし、スタッフも親切だし。私にとって、
これが夢を叶える最後のチャンスだと思うので、仕
事も子育ても英語もトライしていきたいです。
森/FCCに通い始めて、子どもの健康管理により気
を遣うようになりました。FCCの受講日にだけは
病気にならないで！って（笑）。私は同じクラスの先
輩お２人にすごく学ばせてもらっています。レッスン
中も「質問しなさい。喋ったもの勝ちよ」と声をか
けてくださるし、休憩時間も「宿題は家でしなさ
い。ロビーは英語を使うところよ」と英語だけで先
週の復習をしたり、講師に話しかけたりと、一緒に
いるだけで、とても充実した時間を過ごさせてもら
っています。いつか子どもに自分の背中を見せられ
る、自立した女性になりたいです。今はそのために
力をつける時期だと思って、頑張っています。
─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

〒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)

　仕事、家庭、育児に加えて勉強…座談会前「寝る時間を削る
しかない」とまで仰っていた参加者の方々。一体どうやって？何
故そこまでして？限られた時間をフル活用する女性受講生たちの
パワーに度々驚かされてきましたが、今回やっとこのテーマで座
談会を開くことができました。私も土づくりセミナーに参加して
目標設定からやり直そうかと思います。（平井聡美）

お知らせ 編集後記

　青空が広がる中、今年
1回目の「英語deボラン
ティア」を実施しました。
　今回新しく取り入れ
てみたのが借り物競走（
scavenger hunt)とオ
リエンテーリングの性格
を合わせ持った買い物アクティビティとお雑煮作り
体験。アウトドア的な要素を増やすことでチームワ
ークがよくなるように、また、お雑煮があることで、お
寿司が更に引き立てられるようにしました。　6人
からなる８つのチームがそれぞれに渡された題目
と地図を持って一斉にスタート。90分で帰って来な
ければなりません。全て日本語で書かれているのを
留学生が読み解くというのが条件です。「留学生が
積極的に読み解いて動いてくれたので、特にヘル
プをすることがなかったんです。」と、各グループの
リーダーであるFCC生が口を揃えて言っていました
。お雑煮作りでは、数名の留学生が飛び入り参加し
、見よう見まねでお椀と具を揃えていく様は日本人

顔負け。お蔭で、沢山のお雑煮を短時間で準備する
ことができました。日本舞踊では、ツボを心得た先生
の愉快な指導のお陰で「弁慶の踊り」を全員で雄
々しく踊ることができました。

みんなの広場 英語deボランティア

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。
４月第２・第４日曜　17:30～

土づくりセミナー

3月29日（土）、30日（日）、31日（月）は新学期の準備のため、レッスンは
ありません。　※3月24日（月）～3月28日（金）はレッスンを行います。

新学期は4月１日（火）から始まります。

日時：3月30日(日)11：00～14：30（予定）
場所：舞鶴公園／西広場
費用：1,000円（飲み物は持参）
参加人数：30名（留学生＋FCC生）
※諸事情により若干の変更の可能性があります

英語deボランテイア

後日ホームページ等でご案内します。
Spring Party2014

昨年のスプリングパーテイより

昨年の模様


