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夢から逆算したら、「まず英語力を

つける」に行きついたんです。

上妻／僕は九州大学経済学部の３年で、大学では
経営学を学んでいます。小さな頃からサッカー選手
になるのが夢だったんですが、大きくなるにつれ、
その夢は叶わないとわかりました。でもサッカーが
好きな気持ちは変わらず、プレイヤーの道ではな
く、サッカービジネスの道を目指そうと思うように
なりました。スポーツビジネスって日本ではまだ馴
染みがないけど、ヨーロッパ、特にサッカーが生ま
れたイギリスでは盛んで、大学で学べるほどです。
僕はいずれイギリスの大学院でスポーツビジネスを
学び、日本のサッカーのために貢献したいと思って
います。
　夢へ近づくために、今は地元のＪリーグチームで
フロントスタッフや広報のインターンをしています。
それと、イギリス留学するためには英語力が必要だ
から、英語を学んでおこうと思いました。FCCはネ
ットで調べて、せっかくやるなら「まじめで厳しい」
ところがいいと学校訪問をし、赤峰さんのお話を
聞いて「ここだ！」と決めました。
濱田／私は福岡市動物園で飼育員をしています。
幼い頃から動物好きで、飼育員になるという夢は叶
えたのですが、勤務10年になり、自分のモチベーシ
ョンが下がってきているのを感じました。それで新

しいことに挑戦しようと、以前から学びたいと思っ
ていた英語を本格的に始めることにしたんです。プ
ライベートで外国の動物園を訪ねるのが好きなの
ですが、現地スタッフに尋ねたいことがあっても、
英語が話せないから詳しく聞けないし、相手の答え
も「大丈夫」ぐらいしかわからない。英語ができる
ようになれば、人を介せず踏み込んだ話も聞ける
し、飼育員としての可能性も拡がる気がしました。
　以前から携帯のアプリなどを利用して、独学で英
語の勉強はしてたんですが、全然定着しなくて…。
習慣化しないとだめだなと思って調べたら、FCCは
レッスン以外のフォローアップも充実していました。
特に英語日記に惹かれて、入校を決めました。

持丸／僕は横浜出身で、貿易会社に就職し昨年転
勤で福岡へやってきました。海外駐在のある仕事で
すから、将来のために英語力をつけることは必要な
のですが、僕にはもう一つ理由があって。僕も上妻
君と同じで、サッカー選手を目指してずっとサッカー
をやっていました。でも高校２年でケガをして、自分
の実力を痛感しました。それで大学でブレイクダンス
を始めたんです。そこで、ある人から「二足のわらじを
履くくらいなら、両方やめてしまえ」と言われて決心
がつき、きっぱりサッカーをやめて、ブレイクダンス
に没頭しました。周りに助けられ、卒業前には学生
チャンピオンを獲ることもできました。
　ブレイクダンスを続けていく中で、海外大会に出
場する機会もあり、国境を越えて人と触れ合う機
会がありました。見ず知らずの土地で自分が困って
いても『俺の家に泊まれよ！お前はBBOYだから何
も心配することはない！』と何度も助けてもらった
事があります。そんな海外の仲間やカルチャーに
助けられ、恵まれながらも、感謝の気持ちを表現
できない自分が何度も情けなくなりました。勉強も
サッカーもダンスも真面目にやってきたのに…と英
語ができないコンプレックスは膨らむばかり。

　それで福岡転勤を機に英会話スクールを探しま
した。FCCを訪ねた時、赤峰さんから「夢から逆算
してください」と言われて、グッときました。僕には
海外駐在とブレイクダンスという夢があるのに、何
の設計もしていない…。言われたとおり逆算した
ら、まず英語力！に行きついたんです。

仕事と学校とアルバイト…両立は厳
しいけど、こんな工夫をしています。

上妻／大学とアルバイトの間にFCC通いを入れる
のは大変で、休みがちになったりするけど、振り替
えてでも週に２日は来ようと思っています。FCCに
入校してから、英語の勉強時間を確保する意識は
生まれました。僕はサッカークラブでコーチのアル
バイトもしてるんですが、夜９時半に終わってから
天神のカフェに行って、復習したり英語日記書い
たりしてます。最低２時間は帰らないって決めてる
んです。
濱田・持丸／すごいですね!!
上妻／いや、家に帰ると寝るから（笑）。
濱田／私は毎晩９時からレッスンの復習をしてい

ます。レッスン中に講師が
私以外の方にした質問を思
い出し、自分ならどう答える
かやってみたり、スペル練習
をしたり。最近、「話す・聞
く」力が足りないと思い、
CD付のFCC文庫を借りてく
るようにもなりました。英語
日記は動物たちの解説を書
いています。これはストック
しておいて、いつか園内に掲

示したいと思っています。最近は外国人のお客様
も増えたので、園内の施設や順路の説明も英語で
できるようになりたいと思っています。
持丸／平日の仕事の状況もあり、英語の勉強は主
に土・日を中心に行っています。『週に20時間以上
勉強する』と目標を立てていますが、実際に達成で
きているかというと70～80％くらい。また、月に数
回ブレイクダンスの大会やショーが土・日に入るこ
ともあるため、継続してスキルアップアップするため
にも平日に分散していこうと考えています。FCCを
休むと、僕は精神的によくないから。平日の移動時
間や隙間時間も上手く使えるようになりたいです。

英語力が上がると夢が膨らんで、
さらに貪欲になっていきますね。

上妻／高校までリーディングはやってきたけど、リ
スニングは圧倒的に少なかったから苦手でした。
FCCに入ってリスニングが伸びたのは、ネイティブ
の講師と話せる機会が増えたからに違いありませ
ん。レッスン中に講師に「こう答えたい」と思って
も、まだ上手く話せなくて、悔しい思いをしています
が、悔しい瞬間がたくさん与えられるから、次はち
ゃんと答えてやる！って気持ちも生まれます。
　英語の他に最近、新しい試みも始めました。僕
は今までにいろんなサッカー業界の人に話を聞い
てきたんですが、ずっとインプットするだけだったの
で、アウトプットしてみようと思い、インタビューして
きたものをウェブに上げようと文章を書き始めまし
た。少しずつ夢に向かって進んでいる気がします。
濱田／動物を観察するという日常は変わらないの
ですが、最近は「これを英語でガイドするなら…」
と常に英語で説明を考えるようになりました。最初

は単語しか浮かばなかったのですが、だんだん一
つの文で浮かぶようになってきました。英語を学ん
だことで挑戦したいことも増えました。英語で書か
れた論文を読みこなせるようになって知識を増や
し、お客様への説明を充実させたいとか、英語が
習得できたらスペイン語も習いたいとか。南米に
生息しているペンギンの生息地を見に行きたいで
すね。夢は膨らみます。
持丸／今の会社の上司に『海外駐在したい』と事
あるごとにアピールしていたのですが、いうだけで
は夢は近づいてきません。やっぱり行動と能力が
伴わなければ…。それがFCCに通い始めたと報告
してから、上司が「最近、英会話のほうはどうだ？」
と聞いてくれるようになりました。プレッシャーもあ
りますが、周囲を巻き込んで協力体制ができたよう
な気がします。僕はブレイクダンスを通してオースト
ラリア留学をさせてもらったこともあるのですが、
忘れられない土地です。いろんな国で仕事もしたい
し、将来オーストラリアでも暮らしたい。仕事とダ
ンスをライフスタイルとして続けていくために、こ
の時期に英語力をつけるんだと思っています。
─皆さん、ありがとうございました！
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受講生座談会 　FCCでは入校の際、皆さんに入校理由と将来の夢を教えていただいています。様々な入校理由があり、
あらゆる分野で英語が必要になっていることを感じます。そこで今回は、ユニークな入校理由をもつ受講生
３名の方に、どのように夢を叶えようとしているかについて話していただきました。

今回の座談会に参加していただいた受講生の皆さん。左から持丸光さん、濱田
美咲さん、上妻良平さん。プロフィールは次ページに。

次ページへ続く→

夢があるから、英語を学ぶ。
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受講生座談会

夢から逆算したら、「まず英語力を

つける」に行きついたんです。

上妻／僕は九州大学経済学部の３年で、大学では
経営学を学んでいます。小さな頃からサッカー選手
になるのが夢だったんですが、大きくなるにつれ、
その夢は叶わないとわかりました。でもサッカーが
好きな気持ちは変わらず、プレイヤーの道ではな
く、サッカービジネスの道を目指そうと思うように
なりました。スポーツビジネスって日本ではまだ馴
染みがないけど、ヨーロッパ、特にサッカーが生ま
れたイギリスでは盛んで、大学で学べるほどです。
僕はいずれイギリスの大学院でスポーツビジネスを
学び、日本のサッカーのために貢献したいと思って
います。
　夢へ近づくために、今は地元のＪリーグチームで
フロントスタッフや広報のインターンをしています。
それと、イギリス留学するためには英語力が必要だ
から、英語を学んでおこうと思いました。FCCはネ
ットで調べて、せっかくやるなら「まじめで厳しい」
ところがいいと学校訪問をし、赤峰さんのお話を
聞いて「ここだ！」と決めました。
濱田／私は福岡市動物園で飼育員をしています。
幼い頃から動物好きで、飼育員になるという夢は叶
えたのですが、勤務10年になり、自分のモチベーシ
ョンが下がってきているのを感じました。それで新

しいことに挑戦しようと、以前から学びたいと思っ
ていた英語を本格的に始めることにしたんです。プ
ライベートで外国の動物園を訪ねるのが好きなの
ですが、現地スタッフに尋ねたいことがあっても、
英語が話せないから詳しく聞けないし、相手の答え
も「大丈夫」ぐらいしかわからない。英語ができる
ようになれば、人を介せず踏み込んだ話も聞ける
し、飼育員としての可能性も拡がる気がしました。
　以前から携帯のアプリなどを利用して、独学で英
語の勉強はしてたんですが、全然定着しなくて…。
習慣化しないとだめだなと思って調べたら、FCCは
レッスン以外のフォローアップも充実していました。
特に英語日記に惹かれて、入校を決めました。

持丸／僕は横浜出身で、貿易会社に就職し昨年転
勤で福岡へやってきました。海外駐在のある仕事で
すから、将来のために英語力をつけることは必要な
のですが、僕にはもう一つ理由があって。僕も上妻
君と同じで、サッカー選手を目指してずっとサッカー
をやっていました。でも高校２年でケガをして、自分
の実力を痛感しました。それで大学でブレイクダンス
を始めたんです。そこで、ある人から「二足のわらじを
履くくらいなら、両方やめてしまえ」と言われて決心
がつき、きっぱりサッカーをやめて、ブレイクダンス
に没頭しました。周りに助けられ、卒業前には学生
チャンピオンを獲ることもできました。
　ブレイクダンスを続けていく中で、海外大会に出
場する機会もあり、国境を越えて人と触れ合う機
会がありました。見ず知らずの土地で自分が困って
いても『俺の家に泊まれよ！お前はBBOYだから何
も心配することはない！』と何度も助けてもらった
事があります。そんな海外の仲間やカルチャーに
助けられ、恵まれながらも、感謝の気持ちを表現
できない自分が何度も情けなくなりました。勉強も
サッカーもダンスも真面目にやってきたのに…と英
語ができないコンプレックスは膨らむばかり。

　それで福岡転勤を機に英会話スクールを探しま
した。FCCを訪ねた時、赤峰さんから「夢から逆算
してください」と言われて、グッときました。僕には
海外駐在とブレイクダンスという夢があるのに、何
の設計もしていない…。言われたとおり逆算した
ら、まず英語力！に行きついたんです。

仕事と学校とアルバイト…両立は厳
しいけど、こんな工夫をしています。

上妻／大学とアルバイトの間にFCC通いを入れる
のは大変で、休みがちになったりするけど、振り替
えてでも週に２日は来ようと思っています。FCCに
入校してから、英語の勉強時間を確保する意識は
生まれました。僕はサッカークラブでコーチのアル
バイトもしてるんですが、夜９時半に終わってから
天神のカフェに行って、復習したり英語日記書い
たりしてます。最低２時間は帰らないって決めてる
んです。
濱田・持丸／すごいですね!!
上妻／いや、家に帰ると寝るから（笑）。
濱田／私は毎晩９時からレッスンの復習をしてい

ます。レッスン中に講師が
私以外の方にした質問を思
い出し、自分ならどう答える
かやってみたり、スペル練習
をしたり。最近、「話す・聞
く」力が足りないと思い、
CD付のFCC文庫を借りてく
るようにもなりました。英語
日記は動物たちの解説を書
いています。これはストック
しておいて、いつか園内に掲

示したいと思っています。最近は外国人のお客様
も増えたので、園内の施設や順路の説明も英語で
できるようになりたいと思っています。
持丸／平日の仕事の状況もあり、英語の勉強は主
に土・日を中心に行っています。『週に20時間以上
勉強する』と目標を立てていますが、実際に達成で
きているかというと70～80％くらい。また、月に数
回ブレイクダンスの大会やショーが土・日に入るこ
ともあるため、継続してスキルアップアップするため
にも平日に分散していこうと考えています。FCCを
休むと、僕は精神的によくないから。平日の移動時
間や隙間時間も上手く使えるようになりたいです。

英語力が上がると夢が膨らんで、
さらに貪欲になっていきますね。

上妻／高校までリーディングはやってきたけど、リ
スニングは圧倒的に少なかったから苦手でした。
FCCに入ってリスニングが伸びたのは、ネイティブ
の講師と話せる機会が増えたからに違いありませ
ん。レッスン中に講師に「こう答えたい」と思って
も、まだ上手く話せなくて、悔しい思いをしています
が、悔しい瞬間がたくさん与えられるから、次はち
ゃんと答えてやる！って気持ちも生まれます。
　英語の他に最近、新しい試みも始めました。僕
は今までにいろんなサッカー業界の人に話を聞い
てきたんですが、ずっとインプットするだけだったの
で、アウトプットしてみようと思い、インタビューして
きたものをウェブに上げようと文章を書き始めまし
た。少しずつ夢に向かって進んでいる気がします。
濱田／動物を観察するという日常は変わらないの
ですが、最近は「これを英語でガイドするなら…」
と常に英語で説明を考えるようになりました。最初

は単語しか浮かばなかったのですが、だんだん一
つの文で浮かぶようになってきました。英語を学ん
だことで挑戦したいことも増えました。英語で書か
れた論文を読みこなせるようになって知識を増や
し、お客様への説明を充実させたいとか、英語が
習得できたらスペイン語も習いたいとか。南米に
生息しているペンギンの生息地を見に行きたいで
すね。夢は膨らみます。
持丸／今の会社の上司に『海外駐在したい』と事
あるごとにアピールしていたのですが、いうだけで
は夢は近づいてきません。やっぱり行動と能力が
伴わなければ…。それがFCCに通い始めたと報告
してから、上司が「最近、英会話のほうはどうだ？」
と聞いてくれるようになりました。プレッシャーもあ
りますが、周囲を巻き込んで協力体制ができたよう
な気がします。僕はブレイクダンスを通してオースト
ラリア留学をさせてもらったこともあるのですが、
忘れられない土地です。いろんな国で仕事もしたい
し、将来オーストラリアでも暮らしたい。仕事とダ
ンスをライフスタイルとして続けていくために、こ
の時期に英語力をつけるんだと思っています。
─皆さん、ありがとうございました！

上妻良平さん

　２０１４年２月入校。中級II・
LS-IV・RW-IVを受講中。大学で
経営学を学び、サッカービジネスへ
の道を進もうと考えておられます。

こう  づま りょうへ い
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夢から逆算したら、「まず英語力を

つける」に行きついたんです。

上妻／僕は九州大学経済学部の３年で、大学では
経営学を学んでいます。小さな頃からサッカー選手
になるのが夢だったんですが、大きくなるにつれ、
その夢は叶わないとわかりました。でもサッカーが
好きな気持ちは変わらず、プレイヤーの道ではな
く、サッカービジネスの道を目指そうと思うように
なりました。スポーツビジネスって日本ではまだ馴
染みがないけど、ヨーロッパ、特にサッカーが生ま
れたイギリスでは盛んで、大学で学べるほどです。
僕はいずれイギリスの大学院でスポーツビジネスを
学び、日本のサッカーのために貢献したいと思って
います。
　夢へ近づくために、今は地元のＪリーグチームで
フロントスタッフや広報のインターンをしています。
それと、イギリス留学するためには英語力が必要だ
から、英語を学んでおこうと思いました。FCCはネ
ットで調べて、せっかくやるなら「まじめで厳しい」
ところがいいと学校訪問をし、赤峰さんのお話を
聞いて「ここだ！」と決めました。
濱田／私は福岡市動物園で飼育員をしています。
幼い頃から動物好きで、飼育員になるという夢は叶
えたのですが、勤務10年になり、自分のモチベーシ
ョンが下がってきているのを感じました。それで新

しいことに挑戦しようと、以前から学びたいと思っ
ていた英語を本格的に始めることにしたんです。プ
ライベートで外国の動物園を訪ねるのが好きなの
ですが、現地スタッフに尋ねたいことがあっても、
英語が話せないから詳しく聞けないし、相手の答え
も「大丈夫」ぐらいしかわからない。英語ができる
ようになれば、人を介せず踏み込んだ話も聞ける
し、飼育員としての可能性も拡がる気がしました。
　以前から携帯のアプリなどを利用して、独学で英
語の勉強はしてたんですが、全然定着しなくて…。
習慣化しないとだめだなと思って調べたら、FCCは
レッスン以外のフォローアップも充実していました。
特に英語日記に惹かれて、入校を決めました。

持丸／僕は横浜出身で、貿易会社に就職し昨年転
勤で福岡へやってきました。海外駐在のある仕事で
すから、将来のために英語力をつけることは必要な
のですが、僕にはもう一つ理由があって。僕も上妻
君と同じで、サッカー選手を目指してずっとサッカー
をやっていました。でも高校２年でケガをして、自分
の実力を痛感しました。それで大学でブレイクダンス
を始めたんです。そこで、ある人から「二足のわらじを
履くくらいなら、両方やめてしまえ」と言われて決心
がつき、きっぱりサッカーをやめて、ブレイクダンス
に没頭しました。周りに助けられ、卒業前には学生
チャンピオンを獲ることもできました。
　ブレイクダンスを続けていく中で、海外大会に出
場する機会もあり、国境を越えて人と触れ合う機
会がありました。見ず知らずの土地で自分が困って
いても『俺の家に泊まれよ！お前はBBOYだから何
も心配することはない！』と何度も助けてもらった
事があります。そんな海外の仲間やカルチャーに
助けられ、恵まれながらも、感謝の気持ちを表現
できない自分が何度も情けなくなりました。勉強も
サッカーもダンスも真面目にやってきたのに…と英
語ができないコンプレックスは膨らむばかり。

　それで福岡転勤を機に英会話スクールを探しま
した。FCCを訪ねた時、赤峰さんから「夢から逆算
してください」と言われて、グッときました。僕には
海外駐在とブレイクダンスという夢があるのに、何
の設計もしていない…。言われたとおり逆算した
ら、まず英語力！に行きついたんです。

仕事と学校とアルバイト…両立は厳
しいけど、こんな工夫をしています。

上妻／大学とアルバイトの間にFCC通いを入れる
のは大変で、休みがちになったりするけど、振り替
えてでも週に２日は来ようと思っています。FCCに
入校してから、英語の勉強時間を確保する意識は
生まれました。僕はサッカークラブでコーチのアル
バイトもしてるんですが、夜９時半に終わってから
天神のカフェに行って、復習したり英語日記書い
たりしてます。最低２時間は帰らないって決めてる
んです。
濱田・持丸／すごいですね!!
上妻／いや、家に帰ると寝るから（笑）。
濱田／私は毎晩９時からレッスンの復習をしてい

ます。レッスン中に講師が
私以外の方にした質問を思
い出し、自分ならどう答える
かやってみたり、スペル練習
をしたり。最近、「話す・聞
く」力が足りないと思い、
CD付のFCC文庫を借りてく
るようにもなりました。英語
日記は動物たちの解説を書
いています。これはストック
しておいて、いつか園内に掲

示したいと思っています。最近は外国人のお客様
も増えたので、園内の施設や順路の説明も英語で
できるようになりたいと思っています。
持丸／平日の仕事の状況もあり、英語の勉強は主
に土・日を中心に行っています。『週に20時間以上
勉強する』と目標を立てていますが、実際に達成で
きているかというと70～80％くらい。また、月に数
回ブレイクダンスの大会やショーが土・日に入るこ
ともあるため、継続してスキルアップアップするため
にも平日に分散していこうと考えています。FCCを
休むと、僕は精神的によくないから。平日の移動時
間や隙間時間も上手く使えるようになりたいです。

英語力が上がると夢が膨らんで、
さらに貪欲になっていきますね。

上妻／高校までリーディングはやってきたけど、リ
スニングは圧倒的に少なかったから苦手でした。
FCCに入ってリスニングが伸びたのは、ネイティブ
の講師と話せる機会が増えたからに違いありませ
ん。レッスン中に講師に「こう答えたい」と思って
も、まだ上手く話せなくて、悔しい思いをしています
が、悔しい瞬間がたくさん与えられるから、次はち
ゃんと答えてやる！って気持ちも生まれます。
　英語の他に最近、新しい試みも始めました。僕
は今までにいろんなサッカー業界の人に話を聞い
てきたんですが、ずっとインプットするだけだったの
で、アウトプットしてみようと思い、インタビューして
きたものをウェブに上げようと文章を書き始めまし
た。少しずつ夢に向かって進んでいる気がします。
濱田／動物を観察するという日常は変わらないの
ですが、最近は「これを英語でガイドするなら…」
と常に英語で説明を考えるようになりました。最初

は単語しか浮かばなかったのですが、だんだん一
つの文で浮かぶようになってきました。英語を学ん
だことで挑戦したいことも増えました。英語で書か
れた論文を読みこなせるようになって知識を増や
し、お客様への説明を充実させたいとか、英語が
習得できたらスペイン語も習いたいとか。南米に
生息しているペンギンの生息地を見に行きたいで
すね。夢は膨らみます。
持丸／今の会社の上司に『海外駐在したい』と事
あるごとにアピールしていたのですが、いうだけで
は夢は近づいてきません。やっぱり行動と能力が
伴わなければ…。それがFCCに通い始めたと報告
してから、上司が「最近、英会話のほうはどうだ？」
と聞いてくれるようになりました。プレッシャーもあ
りますが、周囲を巻き込んで協力体制ができたよう
な気がします。僕はブレイクダンスを通してオースト
ラリア留学をさせてもらったこともあるのですが、
忘れられない土地です。いろんな国で仕事もしたい
し、将来オーストラリアでも暮らしたい。仕事とダ
ンスをライフスタイルとして続けていくために、こ
の時期に英語力をつけるんだと思っています。
─皆さん、ありがとうございました！

持丸光さん
もちまる ひかる

濱田美咲さん
はま  だ み  さき

　２０１４年１月入校。基礎-I I・
LS-I・RGW-IIを受講中。福岡市動
物園で飼育展示係をされています。
担当はペンギンとシカ科のキョン。

　２０１４年２月入校。中級ｰI・RGWｰ
III・BｰIIを受講中。趣味のブレイクダ
ンスでは数々の優勝経験あり。社会
人になっても両立させておられます。

座談会後にお勧めのFCC文庫を紹介しあう３人



－４－

土づくりセミナー日記

ＦＣＣ代表

夢から逆算したら、「まず英語力を

つける」に行きついたんです。

上妻／僕は九州大学経済学部の３年で、大学では
経営学を学んでいます。小さな頃からサッカー選手
になるのが夢だったんですが、大きくなるにつれ、
その夢は叶わないとわかりました。でもサッカーが
好きな気持ちは変わらず、プレイヤーの道ではな
く、サッカービジネスの道を目指そうと思うように
なりました。スポーツビジネスって日本ではまだ馴
染みがないけど、ヨーロッパ、特にサッカーが生ま
れたイギリスでは盛んで、大学で学べるほどです。
僕はいずれイギリスの大学院でスポーツビジネスを
学び、日本のサッカーのために貢献したいと思って
います。
　夢へ近づくために、今は地元のＪリーグチームで
フロントスタッフや広報のインターンをしています。
それと、イギリス留学するためには英語力が必要だ
から、英語を学んでおこうと思いました。FCCはネ
ットで調べて、せっかくやるなら「まじめで厳しい」
ところがいいと学校訪問をし、赤峰さんのお話を
聞いて「ここだ！」と決めました。
濱田／私は福岡市動物園で飼育員をしています。
幼い頃から動物好きで、飼育員になるという夢は叶
えたのですが、勤務10年になり、自分のモチベーシ
ョンが下がってきているのを感じました。それで新

しいことに挑戦しようと、以前から学びたいと思っ
ていた英語を本格的に始めることにしたんです。プ
ライベートで外国の動物園を訪ねるのが好きなの
ですが、現地スタッフに尋ねたいことがあっても、
英語が話せないから詳しく聞けないし、相手の答え
も「大丈夫」ぐらいしかわからない。英語ができる
ようになれば、人を介せず踏み込んだ話も聞ける
し、飼育員としての可能性も拡がる気がしました。
　以前から携帯のアプリなどを利用して、独学で英
語の勉強はしてたんですが、全然定着しなくて…。
習慣化しないとだめだなと思って調べたら、FCCは
レッスン以外のフォローアップも充実していました。
特に英語日記に惹かれて、入校を決めました。

持丸／僕は横浜出身で、貿易会社に就職し昨年転
勤で福岡へやってきました。海外駐在のある仕事で
すから、将来のために英語力をつけることは必要な
のですが、僕にはもう一つ理由があって。僕も上妻
君と同じで、サッカー選手を目指してずっとサッカー
をやっていました。でも高校２年でケガをして、自分
の実力を痛感しました。それで大学でブレイクダンス
を始めたんです。そこで、ある人から「二足のわらじを
履くくらいなら、両方やめてしまえ」と言われて決心
がつき、きっぱりサッカーをやめて、ブレイクダンス
に没頭しました。周りに助けられ、卒業前には学生
チャンピオンを獲ることもできました。
　ブレイクダンスを続けていく中で、海外大会に出
場する機会もあり、国境を越えて人と触れ合う機
会がありました。見ず知らずの土地で自分が困って
いても『俺の家に泊まれよ！お前はBBOYだから何
も心配することはない！』と何度も助けてもらった
事があります。そんな海外の仲間やカルチャーに
助けられ、恵まれながらも、感謝の気持ちを表現
できない自分が何度も情けなくなりました。勉強も
サッカーもダンスも真面目にやってきたのに…と英
語ができないコンプレックスは膨らむばかり。

　それで福岡転勤を機に英会話スクールを探しま
した。FCCを訪ねた時、赤峰さんから「夢から逆算
してください」と言われて、グッときました。僕には
海外駐在とブレイクダンスという夢があるのに、何
の設計もしていない…。言われたとおり逆算した
ら、まず英語力！に行きついたんです。

仕事と学校とアルバイト…両立は厳
しいけど、こんな工夫をしています。

上妻／大学とアルバイトの間にFCC通いを入れる
のは大変で、休みがちになったりするけど、振り替
えてでも週に２日は来ようと思っています。FCCに
入校してから、英語の勉強時間を確保する意識は
生まれました。僕はサッカークラブでコーチのアル
バイトもしてるんですが、夜９時半に終わってから
天神のカフェに行って、復習したり英語日記書い
たりしてます。最低２時間は帰らないって決めてる
んです。
濱田・持丸／すごいですね!!
上妻／いや、家に帰ると寝るから（笑）。
濱田／私は毎晩９時からレッスンの復習をしてい

ます。レッスン中に講師が
私以外の方にした質問を思
い出し、自分ならどう答える
かやってみたり、スペル練習
をしたり。最近、「話す・聞
く」力が足りないと思い、
CD付のFCC文庫を借りてく
るようにもなりました。英語
日記は動物たちの解説を書
いています。これはストック
しておいて、いつか園内に掲

示したいと思っています。最近は外国人のお客様
も増えたので、園内の施設や順路の説明も英語で
できるようになりたいと思っています。
持丸／平日の仕事の状況もあり、英語の勉強は主
に土・日を中心に行っています。『週に20時間以上
勉強する』と目標を立てていますが、実際に達成で
きているかというと70～80％くらい。また、月に数
回ブレイクダンスの大会やショーが土・日に入るこ
ともあるため、継続してスキルアップアップするため
にも平日に分散していこうと考えています。FCCを
休むと、僕は精神的によくないから。平日の移動時
間や隙間時間も上手く使えるようになりたいです。

英語力が上がると夢が膨らんで、
さらに貪欲になっていきますね。

上妻／高校までリーディングはやってきたけど、リ
スニングは圧倒的に少なかったから苦手でした。
FCCに入ってリスニングが伸びたのは、ネイティブ
の講師と話せる機会が増えたからに違いありませ
ん。レッスン中に講師に「こう答えたい」と思って
も、まだ上手く話せなくて、悔しい思いをしています
が、悔しい瞬間がたくさん与えられるから、次はち
ゃんと答えてやる！って気持ちも生まれます。
　英語の他に最近、新しい試みも始めました。僕
は今までにいろんなサッカー業界の人に話を聞い
てきたんですが、ずっとインプットするだけだったの
で、アウトプットしてみようと思い、インタビューして
きたものをウェブに上げようと文章を書き始めまし
た。少しずつ夢に向かって進んでいる気がします。
濱田／動物を観察するという日常は変わらないの
ですが、最近は「これを英語でガイドするなら…」
と常に英語で説明を考えるようになりました。最初

は単語しか浮かばなかったのですが、だんだん一
つの文で浮かぶようになってきました。英語を学ん
だことで挑戦したいことも増えました。英語で書か
れた論文を読みこなせるようになって知識を増や
し、お客様への説明を充実させたいとか、英語が
習得できたらスペイン語も習いたいとか。南米に
生息しているペンギンの生息地を見に行きたいで
すね。夢は膨らみます。
持丸／今の会社の上司に『海外駐在したい』と事
あるごとにアピールしていたのですが、いうだけで
は夢は近づいてきません。やっぱり行動と能力が
伴わなければ…。それがFCCに通い始めたと報告
してから、上司が「最近、英会話のほうはどうだ？」
と聞いてくれるようになりました。プレッシャーもあ
りますが、周囲を巻き込んで協力体制ができたよう
な気がします。僕はブレイクダンスを通してオースト
ラリア留学をさせてもらったこともあるのですが、
忘れられない土地です。いろんな国で仕事もしたい
し、将来オーストラリアでも暮らしたい。仕事とダ
ンスをライフスタイルとして続けていくために、こ
の時期に英語力をつけるんだと思っています。
─皆さん、ありがとうございました！

素晴らしい出会いの為に。
　「土づくりセミナー」を始めて４カ月が経ちました。毎

月、新たな受講生を迎えて、目標の設定と達成までの

具体的な計画の立て方をお話ししています。さて、セミ

ナーの中で「出会いが人生を変える」と私の事例をご

紹介していますが、今回はその理由をお話しします。

　19歳の私は北海道にある酪農学園の通信教育を受

けていました。そのスクーリングの帰り、日本一と謳わ

れる町村牧場を訪ねてみたのです。そこで創業者の町

村敬貴氏に直接お話を聞けたことが、私の人生を大き

く変えました。町村氏は明治

39年から10年間アメリカの

牧場で学び、帰国後、故郷で

ある北海道で牧場を始めま

した。しかし湿地帯で酸性土

壌の土地を改良させるには

並々ならぬ努力と辛抱が必

要でした。その話はセミナーでさせて頂くとして…。

　当時、町村氏は85歳。誰もが敬う牧場主が、いきな

り現れた若造に熱く語ってくれた感動は今も忘れま

せん。おかげで私は「アメリカの牧場で学ぶ」という目

標を設定し、行動に移すことができました。

　FCCの創立後も私は素晴らしい方 と々出会うことが

でき、そのような方々の教えで今があります。では、どう

すれば、そんな素晴らしい出会いがあるのでしょう？

　それは夢を描き、夢の実現に真剣に取り組むことで

す。これまで私が出会ってきた方々は、相手が若かろう

が、お金がなかろうが、全く気にしませんでした。相手

の現状ではなく、相手の夢で判断しているからです。

　夢をもって進んでいると、自ずと出会うべき人に出

会えて、さらに先へ進む勇気をもらえます。あなたの

夢への熱意が出会いを運んできてくれるのです。

第２回

Jonathan講師
ジョナサン

　私はイングランド南部のWiltshire（ウ
ィルトシャー）という田舎で育ちました。
『ロードオブザリング』に登場するホビ
ット族が住む村は、ここに着想を得て作
られたので、ホビット族は私の故郷の
人々と同じような話し方をします。学校
の近くにはヨーロッパで最も美しい建
物の一つと言われる聖堂があり、周囲には緑が広がっていました。私は
そこでランチを食べたりして過ごしていましたね。田舎の子でしたよ。

■自己紹介

講師紹介

　建築や都市再生に興味があったので、ブリストルの大

学でreal estate（不動産）を専攻しました。卒業後はロン

ドンの不動産会社で働きましたが、9.11直後の冬、バックパ

ッカーの旅に出ることにしました。最初の目的地は一度訪

れたことのあった日本。東京、京都、福岡などを回りました。

私は大宰府や秋月のような田舎に特に魅力を感じます。

小倉にある古い商店街もタイムトリップしたみたいで面白

いですね。日本の後、インド、東南アジア、オーストラリアと巡

っていたのですが、旅の途中で英語の先生になろうと決心

し、2003年の8月以来、11年間日本で教えています。

　私は言語を理解するためには、その言語がもつパター

ンや言葉の動き（movement of language）を把握する

ことが重要だと思っています。これは文法とは少し違い

ます。文法は、例えば have to と must の使い分けなど細

部に至りますが、言葉の動きというのは、例えばHow 

many people～？ と聞かれたら、how manyの部分を変

えて答えればいいとか、それが文の中でどの位置にくる

のか（主語なのか副詞なのか）といった大きな動きのこと

です。こうしたパターンを知ることで理解がしやすくなり

ます。私は５歳の子供たちを教えた経験がありますが、そ

の時もこの方法で指導して効果を実感しました。

　FCCの受講生は本当によく英語を話しているなぁと

感心します。また、他の講師たちがレッスンのプランや教

材についてアドバイスをくれるので助かっています。

”Your success depends on how much effort you 

put in and how you can focus yourself”

　成功は、どれだけ努力するか、そしていかに集中して取

り組めるかにかかっています。英語が上達している人たち

は、これが上手にできていますよ。

Ｑ．英語を教える時に大切にしていることは？

Ｑ．日本へ来たきっかけは？

Ｑ．FCCの受講生にメッセージを！
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受 講 生 の 声

Let’s study in English!

夢から逆算したら、「まず英語力を

つける」に行きついたんです。

上妻／僕は九州大学経済学部の３年で、大学では
経営学を学んでいます。小さな頃からサッカー選手
になるのが夢だったんですが、大きくなるにつれ、
その夢は叶わないとわかりました。でもサッカーが
好きな気持ちは変わらず、プレイヤーの道ではな
く、サッカービジネスの道を目指そうと思うように
なりました。スポーツビジネスって日本ではまだ馴
染みがないけど、ヨーロッパ、特にサッカーが生ま
れたイギリスでは盛んで、大学で学べるほどです。
僕はいずれイギリスの大学院でスポーツビジネスを
学び、日本のサッカーのために貢献したいと思って
います。
　夢へ近づくために、今は地元のＪリーグチームで
フロントスタッフや広報のインターンをしています。
それと、イギリス留学するためには英語力が必要だ
から、英語を学んでおこうと思いました。FCCはネ
ットで調べて、せっかくやるなら「まじめで厳しい」
ところがいいと学校訪問をし、赤峰さんのお話を
聞いて「ここだ！」と決めました。
濱田／私は福岡市動物園で飼育員をしています。
幼い頃から動物好きで、飼育員になるという夢は叶
えたのですが、勤務10年になり、自分のモチベーシ
ョンが下がってきているのを感じました。それで新

しいことに挑戦しようと、以前から学びたいと思っ
ていた英語を本格的に始めることにしたんです。プ
ライベートで外国の動物園を訪ねるのが好きなの
ですが、現地スタッフに尋ねたいことがあっても、
英語が話せないから詳しく聞けないし、相手の答え
も「大丈夫」ぐらいしかわからない。英語ができる
ようになれば、人を介せず踏み込んだ話も聞ける
し、飼育員としての可能性も拡がる気がしました。
　以前から携帯のアプリなどを利用して、独学で英
語の勉強はしてたんですが、全然定着しなくて…。
習慣化しないとだめだなと思って調べたら、FCCは
レッスン以外のフォローアップも充実していました。
特に英語日記に惹かれて、入校を決めました。

持丸／僕は横浜出身で、貿易会社に就職し昨年転
勤で福岡へやってきました。海外駐在のある仕事で
すから、将来のために英語力をつけることは必要な
のですが、僕にはもう一つ理由があって。僕も上妻
君と同じで、サッカー選手を目指してずっとサッカー
をやっていました。でも高校２年でケガをして、自分
の実力を痛感しました。それで大学でブレイクダンス
を始めたんです。そこで、ある人から「二足のわらじを
履くくらいなら、両方やめてしまえ」と言われて決心
がつき、きっぱりサッカーをやめて、ブレイクダンス
に没頭しました。周りに助けられ、卒業前には学生
チャンピオンを獲ることもできました。
　ブレイクダンスを続けていく中で、海外大会に出
場する機会もあり、国境を越えて人と触れ合う機
会がありました。見ず知らずの土地で自分が困って
いても『俺の家に泊まれよ！お前はBBOYだから何
も心配することはない！』と何度も助けてもらった
事があります。そんな海外の仲間やカルチャーに
助けられ、恵まれながらも、感謝の気持ちを表現
できない自分が何度も情けなくなりました。勉強も
サッカーもダンスも真面目にやってきたのに…と英
語ができないコンプレックスは膨らむばかり。

　それで福岡転勤を機に英会話スクールを探しま
した。FCCを訪ねた時、赤峰さんから「夢から逆算
してください」と言われて、グッときました。僕には
海外駐在とブレイクダンスという夢があるのに、何
の設計もしていない…。言われたとおり逆算した
ら、まず英語力！に行きついたんです。

仕事と学校とアルバイト…両立は厳
しいけど、こんな工夫をしています。

上妻／大学とアルバイトの間にFCC通いを入れる
のは大変で、休みがちになったりするけど、振り替
えてでも週に２日は来ようと思っています。FCCに
入校してから、英語の勉強時間を確保する意識は
生まれました。僕はサッカークラブでコーチのアル
バイトもしてるんですが、夜９時半に終わってから
天神のカフェに行って、復習したり英語日記書い
たりしてます。最低２時間は帰らないって決めてる
んです。
濱田・持丸／すごいですね!!
上妻／いや、家に帰ると寝るから（笑）。
濱田／私は毎晩９時からレッスンの復習をしてい

ます。レッスン中に講師が
私以外の方にした質問を思
い出し、自分ならどう答える
かやってみたり、スペル練習
をしたり。最近、「話す・聞
く」力が足りないと思い、
CD付のFCC文庫を借りてく
るようにもなりました。英語
日記は動物たちの解説を書
いています。これはストック
しておいて、いつか園内に掲

示したいと思っています。最近は外国人のお客様
も増えたので、園内の施設や順路の説明も英語で
できるようになりたいと思っています。
持丸／平日の仕事の状況もあり、英語の勉強は主
に土・日を中心に行っています。『週に20時間以上
勉強する』と目標を立てていますが、実際に達成で
きているかというと70～80％くらい。また、月に数
回ブレイクダンスの大会やショーが土・日に入るこ
ともあるため、継続してスキルアップアップするため
にも平日に分散していこうと考えています。FCCを
休むと、僕は精神的によくないから。平日の移動時
間や隙間時間も上手く使えるようになりたいです。

英語力が上がると夢が膨らんで、
さらに貪欲になっていきますね。

上妻／高校までリーディングはやってきたけど、リ
スニングは圧倒的に少なかったから苦手でした。
FCCに入ってリスニングが伸びたのは、ネイティブ
の講師と話せる機会が増えたからに違いありませ
ん。レッスン中に講師に「こう答えたい」と思って
も、まだ上手く話せなくて、悔しい思いをしています
が、悔しい瞬間がたくさん与えられるから、次はち
ゃんと答えてやる！って気持ちも生まれます。
　英語の他に最近、新しい試みも始めました。僕
は今までにいろんなサッカー業界の人に話を聞い
てきたんですが、ずっとインプットするだけだったの
で、アウトプットしてみようと思い、インタビューして
きたものをウェブに上げようと文章を書き始めまし
た。少しずつ夢に向かって進んでいる気がします。
濱田／動物を観察するという日常は変わらないの
ですが、最近は「これを英語でガイドするなら…」
と常に英語で説明を考えるようになりました。最初

は単語しか浮かばなかったのですが、だんだん一
つの文で浮かぶようになってきました。英語を学ん
だことで挑戦したいことも増えました。英語で書か
れた論文を読みこなせるようになって知識を増や
し、お客様への説明を充実させたいとか、英語が
習得できたらスペイン語も習いたいとか。南米に
生息しているペンギンの生息地を見に行きたいで
すね。夢は膨らみます。
持丸／今の会社の上司に『海外駐在したい』と事
あるごとにアピールしていたのですが、いうだけで
は夢は近づいてきません。やっぱり行動と能力が
伴わなければ…。それがFCCに通い始めたと報告
してから、上司が「最近、英会話のほうはどうだ？」
と聞いてくれるようになりました。プレッシャーもあ
りますが、周囲を巻き込んで協力体制ができたよう
な気がします。僕はブレイクダンスを通してオースト
ラリア留学をさせてもらったこともあるのですが、
忘れられない土地です。いろんな国で仕事もしたい
し、将来オーストラリアでも暮らしたい。仕事とダ
ンスをライフスタイルとして続けていくために、こ
の時期に英語力をつけるんだと思っています。
─皆さん、ありがとうございました！

　今回のテーマは、いくつもの視点を含んでい
た為参加者にとっては準備するのがちょっと
難しかったようです。そのようなハードルの高
さがありましたが、5人のFCC生と2人の留学生
及び5人の聴講生が参加しました。クラスは、5
時開始の15分の休憩を間に挟んで2時間の予
定でしたが、7時半まで行いました。今回の特
徴として、最初からある程度のリラックスした
雰囲気があったことと、南フランス出身の保険
会社のマネージャーの方とオランダ出身の医
療検査技師が参加され、多岐にわたった体験
談や意見を共有できた事が挙げられます。オ
ランダの方は、実際に皮膚ガンと診断され、手

術を行いましたが、誤診だったという経験をお
持ちでした。マーカスさんが皮膚ガンの診断方
法を分かりやすく図説される場面は臨場感が
ありました。末期ガンだと宣告された場合、家
族や社員、猫の今後のことを最優先的に考え
ていきたいという意見や、旅行に出たりして後
悔のない時間を過ごしたいといった意見があ
りました。マーカスさんは、たとえ10％の成功
率だとしても、外科的処置を選び、仮にそれで
障害者になっても受け入れて、貴重な人生を前
向きに歩んでいきたいと話されました。2時間
半がとても短く感じられたと言う声が多かった
ように思います。

「英語で学ぼう！」
特集

課外授業

　マーカスさんが参加者全員が
話しやすい雰囲気を作ってくれた
ので初めての参加でも発言しや
すかった。今回は関係分野に勤め
ている留学生の参加もあって貴
重な話が聞けて良かった。オープ
ンディスカッションのシーンはも
う少し参加者同士活発に話せた
らよかったと思う。ディスカッショ
ンというより発表に近かったよう
に思うので。次の機会もぜひ参加
したいです。（福元ゆかりさん）

　患者にたくさんの薬を使うのは
日本だけかと思っていたら、カナ
ダでもそうだったのでびっくりしま
した。緊急のシステム、保険のシス
テム、安楽死についても違いがよ
く分かりました。医療と法律は密接
していて、それは日本より進んでい
ると思いました。他国と比較するこ
とで日本の事をもっと理解できる
ようになるのを実感できるので、
このような会をもっと開催してほ
しいです。（恭子さん）

　聴講生として参加しましたが、
自分が英語で意見を述べられる
ようになったらどんなに楽しいだ
ろう…と強く思いました。カナダ、
フランスやオランダの医療や考え
方に触れる事ができ、医学生とし
て英語を話せるようになりたい!!!
という意欲を掻き立てられました。
また、先生が分かりやすく話して
下さったので思ったより英語を聞
き取ることができ、自信になりま
した。（筒井由梨子さん）

　今回工夫した点は、①開始前に顔合わせ
の時間を設けたこと②講師に前もってエッセ
イを提出することで興味の絞り込みができる
ようにしたこと③参加者と聴講生が講師を囲
むように椅子とテーブルを配置しこと、の３
つです。
　講義中に専門用語が出て来ても、その都
度、分かりやすい説明がありました。ジョーク
を交えてのトークも楽しく、参加者それぞれ
が伸び伸びと発言していました。

 「もし、あなたが生命を脅かす状態のガンだと宣告されたら？」
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
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夢から逆算したら、「まず英語力を
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好きな気持ちは変わらず、プレイヤーの道ではな
く、サッカービジネスの道を目指そうと思うように
なりました。スポーツビジネスって日本ではまだ馴
染みがないけど、ヨーロッパ、特にサッカーが生ま
れたイギリスでは盛んで、大学で学べるほどです。
僕はいずれイギリスの大学院でスポーツビジネスを
学び、日本のサッカーのために貢献したいと思って
います。
　夢へ近づくために、今は地元のＪリーグチームで
フロントスタッフや広報のインターンをしています。
それと、イギリス留学するためには英語力が必要だ
から、英語を学んでおこうと思いました。FCCはネ
ットで調べて、せっかくやるなら「まじめで厳しい」
ところがいいと学校訪問をし、赤峰さんのお話を
聞いて「ここだ！」と決めました。
濱田／私は福岡市動物園で飼育員をしています。
幼い頃から動物好きで、飼育員になるという夢は叶
えたのですが、勤務10年になり、自分のモチベーシ
ョンが下がってきているのを感じました。それで新

しいことに挑戦しようと、以前から学びたいと思っ
ていた英語を本格的に始めることにしたんです。プ
ライベートで外国の動物園を訪ねるのが好きなの
ですが、現地スタッフに尋ねたいことがあっても、
英語が話せないから詳しく聞けないし、相手の答え
も「大丈夫」ぐらいしかわからない。英語ができる
ようになれば、人を介せず踏み込んだ話も聞ける
し、飼育員としての可能性も拡がる気がしました。
　以前から携帯のアプリなどを利用して、独学で英
語の勉強はしてたんですが、全然定着しなくて…。
習慣化しないとだめだなと思って調べたら、FCCは
レッスン以外のフォローアップも充実していました。
特に英語日記に惹かれて、入校を決めました。

持丸／僕は横浜出身で、貿易会社に就職し昨年転
勤で福岡へやってきました。海外駐在のある仕事で
すから、将来のために英語力をつけることは必要な
のですが、僕にはもう一つ理由があって。僕も上妻
君と同じで、サッカー選手を目指してずっとサッカー
をやっていました。でも高校２年でケガをして、自分
の実力を痛感しました。それで大学でブレイクダンス
を始めたんです。そこで、ある人から「二足のわらじを
履くくらいなら、両方やめてしまえ」と言われて決心
がつき、きっぱりサッカーをやめて、ブレイクダンス
に没頭しました。周りに助けられ、卒業前には学生
チャンピオンを獲ることもできました。
　ブレイクダンスを続けていく中で、海外大会に出
場する機会もあり、国境を越えて人と触れ合う機
会がありました。見ず知らずの土地で自分が困って
いても『俺の家に泊まれよ！お前はBBOYだから何
も心配することはない！』と何度も助けてもらった
事があります。そんな海外の仲間やカルチャーに
助けられ、恵まれながらも、感謝の気持ちを表現
できない自分が何度も情けなくなりました。勉強も
サッカーもダンスも真面目にやってきたのに…と英
語ができないコンプレックスは膨らむばかり。

　それで福岡転勤を機に英会話スクールを探しま
した。FCCを訪ねた時、赤峰さんから「夢から逆算
してください」と言われて、グッときました。僕には
海外駐在とブレイクダンスという夢があるのに、何
の設計もしていない…。言われたとおり逆算した
ら、まず英語力！に行きついたんです。

仕事と学校とアルバイト…両立は厳
しいけど、こんな工夫をしています。

上妻／大学とアルバイトの間にFCC通いを入れる
のは大変で、休みがちになったりするけど、振り替
えてでも週に２日は来ようと思っています。FCCに
入校してから、英語の勉強時間を確保する意識は
生まれました。僕はサッカークラブでコーチのアル
バイトもしてるんですが、夜９時半に終わってから
天神のカフェに行って、復習したり英語日記書い
たりしてます。最低２時間は帰らないって決めてる
んです。
濱田・持丸／すごいですね!!
上妻／いや、家に帰ると寝るから（笑）。
濱田／私は毎晩９時からレッスンの復習をしてい

ます。レッスン中に講師が
私以外の方にした質問を思
い出し、自分ならどう答える
かやってみたり、スペル練習
をしたり。最近、「話す・聞
く」力が足りないと思い、
CD付のFCC文庫を借りてく
るようにもなりました。英語
日記は動物たちの解説を書
いています。これはストック
しておいて、いつか園内に掲

示したいと思っています。最近は外国人のお客様
も増えたので、園内の施設や順路の説明も英語で
できるようになりたいと思っています。
持丸／平日の仕事の状況もあり、英語の勉強は主
に土・日を中心に行っています。『週に20時間以上
勉強する』と目標を立てていますが、実際に達成で
きているかというと70～80％くらい。また、月に数
回ブレイクダンスの大会やショーが土・日に入るこ
ともあるため、継続してスキルアップアップするため
にも平日に分散していこうと考えています。FCCを
休むと、僕は精神的によくないから。平日の移動時
間や隙間時間も上手く使えるようになりたいです。

英語力が上がると夢が膨らんで、
さらに貪欲になっていきますね。

上妻／高校までリーディングはやってきたけど、リ
スニングは圧倒的に少なかったから苦手でした。
FCCに入ってリスニングが伸びたのは、ネイティブ
の講師と話せる機会が増えたからに違いありませ
ん。レッスン中に講師に「こう答えたい」と思って
も、まだ上手く話せなくて、悔しい思いをしています
が、悔しい瞬間がたくさん与えられるから、次はち
ゃんと答えてやる！って気持ちも生まれます。
　英語の他に最近、新しい試みも始めました。僕
は今までにいろんなサッカー業界の人に話を聞い
てきたんですが、ずっとインプットするだけだったの
で、アウトプットしてみようと思い、インタビューして
きたものをウェブに上げようと文章を書き始めまし
た。少しずつ夢に向かって進んでいる気がします。
濱田／動物を観察するという日常は変わらないの
ですが、最近は「これを英語でガイドするなら…」
と常に英語で説明を考えるようになりました。最初

は単語しか浮かばなかったのですが、だんだん一
つの文で浮かぶようになってきました。英語を学ん
だことで挑戦したいことも増えました。英語で書か
れた論文を読みこなせるようになって知識を増や
し、お客様への説明を充実させたいとか、英語が
習得できたらスペイン語も習いたいとか。南米に
生息しているペンギンの生息地を見に行きたいで
すね。夢は膨らみます。
持丸／今の会社の上司に『海外駐在したい』と事
あるごとにアピールしていたのですが、いうだけで
は夢は近づいてきません。やっぱり行動と能力が
伴わなければ…。それがFCCに通い始めたと報告
してから、上司が「最近、英会話のほうはどうだ？」
と聞いてくれるようになりました。プレッシャーもあ
りますが、周囲を巻き込んで協力体制ができたよう
な気がします。僕はブレイクダンスを通してオースト
ラリア留学をさせてもらったこともあるのですが、
忘れられない土地です。いろんな国で仕事もしたい
し、将来オーストラリアでも暮らしたい。仕事とダ
ンスをライフスタイルとして続けていくために、こ
の時期に英語力をつけるんだと思っています。
─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

〒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)

　アイディアが次々に出てきて練習の時から笑いの絶えなかっ
た余興チーム。当日もその空気が会場を包み込んで大賑わい
のパーティーになりました。皆さん本当に有難うございました。
英語を学ぶ仲間との出逢いや一緒に過ごした楽しい時間が、
英語学習へのモチベーションアップにも繋がれば幸いです。

（平井聡美）

お知らせ 編集後記

　80名の参加者を迎えての今年のSpringParty。この春退職したStephen講師も駆けつけてくれ、参加者全員を
巻き込んでのゲームやアイディア満載の余興であっという間に過ぎた２時間でした。20人以上で二次会に向かった
グループもあったとか。パフォーマンスで会場を盛り上げて下さった方々、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 2014 SpringParty

会場がどよめいた講師とスタッフ川村の変貌ぶり！

20代を中心とする受講生が大活躍☆

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～
土づくりセミナー

※詳細は後日ホームページなどでご案内します。ご期待ください。
第３回 英語で学ぼう

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(水)以外の9時～17時の間行います。

夏休みは8月10日(日)～8月16日(土)です。

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

英語deボランテイア

日時：7月26日（土）19:00～
※場所を含め、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

乾杯前の「たすたすゲーム（異なる数字のトランプを持った参加者が、速さを競いなが
らグループを作って指定された数を作ります）」で会場の雰囲気は一気に和みました。

酒井さん、日髙さん、末浦奈穂さんによる３人組のOneDirection♪

マッチョLaurie講師

酒井佑太郎さんによる
乾杯のスピーチで開幕☆

受講生代表の日髙啓太さんは、
全て英語でのスピーチを披露☆

スタッフ川村のカンナム
スタイル♪

自作の映像とノリの良いDJで
盛り上げてくれたAndrew講師

Physical♪の曲で登場。この
春退職のStephen講師

強烈な余興の残像と闘いながらのご挨拶でした。

Jonathan講師のJonLennon 豊福研人さんのリフティング技

元ブレイクダンス学生チャンピオン持丸光さんの華麗なステップ＆腹筋に沸き
上がる歓声！


