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自分の英語力は独学じゃ測れない。

だからＦＣＣへの通学を決意。

浅井／私は医療機器の輸入会社でエンジニアをし
ています。機械のマニュアルは英語だし、海外のメ
ーカーで機械操作の研修を１週間ほど受けること
もあります。でも、一方的に説明を聞くだけで質問
はできません。さらに悲惨なのが会食の時間。会
話ができず沈黙の食事が続きます（苦笑）。何とか
しなければと、NHKの『ラジオ英会話』を録音し、
テキストを見ながら20年間独学を続けてきまし
た。その甲斐あってか、一度TOEICを受けたら、思
ったよりスコアが取れて自信がつきました。でも独
学では、実践で通用する英語力のレベルは測れま
せん。それで英会話スクールをネットで探し、ネイテ
ィブの講師陣がいて、職場から近くてレッスンも遅
くまであるFCCに入りました。
相原／私は看護師をしています。海外旅行に行く
のが好きで、英語が話せたらもっと楽しいだろう
と、浅井さんと同じく『ラジオ英会話』をやってみ
たのですが、長続きしませんでした。でも、このまま
職場と家を往復する毎日ではいけないと思い、気
分転換のためにも本格的に英語を学ぼうと決めま
した。ネットで英会話スクールを検索すると、大手
スクールが１位になるのですが、私はFCCのネイテ
ィブの講師と英語日記の添削、そして「まじめで厳

しい」という言葉に惹かれました。ここなら英語が
身に付くだろうと思って、入校しました。
龍／私も仕事で英語は使いませんが、外国映画好
きの父の影響で、幼い頃から英語が好きでした。
英会話を学び始めたきっかけは、就職して３年目
に鹿児島へ転勤になり、スキルアップにと英会話
教室に入ったことでした。日本人講師の初級レベ
ルの教室と外国人講師の中級レベルの教室に通
い、友達もできて楽しくなった頃、福岡に戻ること
になりました。次は実践で使える英会話を学ぼう
と思い、ネットで「福岡　ボランティア　通訳　国
際交流」で検索したんです。するとFCCが上がりま
した。「英語deボランティア」などのイベントや

「大人のための英会話学校」という言葉に、働き
ながら活きた英会話が学べる気がして入校を決め
ました。

講師の熱心さと優しさに応えたい

…その思いが努力し続ける原動力。

浅井／クラス決めの面談をしてもらって、FCCのク
ラスの多さを知りました。自分の今のレベルもわ
かって、適切なクラスに入れてもらえて有難かった
です。
龍／私も入校してクラスの多さに気づいたのです
が、３つのクラスに入ったら、全部テキストは違う
し、講師も様々な国の出身で、その国の制度とか
国民の価値観とかリアルな暮らしぶりを教えてく
れます。一度あるクラスで「会議の生産性を上げ
るには」というテーマで話し合いました。職業の違
うクラスメイトたちとの会話はとても有意義で、英
語を介して新しい考え方を知ることができまし
た。こんなディスカッションをさせてくれる授業は
面白いです。
相原／通い始めの頃は英語だらけのテキストにつ
いていけず、緊張し続けましたが、講師がいつもレ
ッスンの始まりに「今週どうだった？」と聞いてく

れ、ロビーでも気軽に話しかけてくれました。私の
緊張をほぐそうとしてくれる講師の優しさに「今度
聞かれたら、これを話そう」と携帯電話にメモする
習慣がつきました。
浅井／講師にまず文法を教えてもらってから会話で
実践するから、英語が身に付く気がします。宿題も
英語日記もプレッシャーは感じるけど、書いたら読ん
でほしいし、添削も気になるしで、休まず通う原動力
になってるかも。真っ赤になったノートに落ち込んで
も、文法から単語の選び方まで細部に亘る添削に
は、講師のエネルギーを受け取る思いです。
相原／私は前学期の評価で講師から「リスニング
が弱いので、CD付のFCC文庫を読むとよい」と勧
められました。受講生の英語力を総合的に上げよう
と熱心に考えてくれていますよね。講師やスタッフが
応援してくれるので「コツコツ努力していれば、いつ
か身に付くだろう」という気持ちになれます。

仲間の存在が「まだまだ成長した
い」という気にさせてくれます。

龍／「毎週土曜は英語の日」
と決めるのは、そんなに楽
じゃありません。でもFCC
に来れば、私の他にも休日
を返上して英語を学んでい
る人たちがいるので、やる気
をもらえます。
浅井／目標をもった人が周
りにいる環境は有難いです
ね。海外留学を経験した人
から話を聞いていると羨ま
しくなって「いつかチャンス

があれば、自分もしたい」と思うようになりました。
独学をしていた頃には考えもしなかった夢です。
相原／英語を学ぶ目的は
違えど、努力しているクラス
メイトの存在は心強いです
ね。仕事で疲れている時も
「FCCに来てよかった」と
思わせてくれます。またスピ
ーキングカフェなどで知り
合う外国人留学生は日本
語を学ぶ意欲が強く、英語
を学ぶ私たちに良い刺激
をくれます。様々な国の留学生と話す時「共通の
言語は英語」ということも改めて感じます。
龍／時には思うように英語が喋れずに落ち込むこ
ともあります。でもロビーで楽しそうに英会話して
いる人たちを見て「私も学ぶことを楽しまなきゃ
な」と励まされたりもします。先日はクラスメイトが
「ホームステイしている子に話しにおいで」と自
宅に招いてくれました。FCCの仲間から得るもの
は本当に大きいと思います。

通い続けるには工夫も必要。でも
夢ができたから頑張れます。

龍／土曜にFCCへ通う以外は、平日は仕事で英語
どころではないですね。だから毎日往復１時間半
の通勤時間にPodcastで英会話を聞いています。
　今の目標は海外に友達をつくること。いつかお
互いを訪ねていけるようになれたら嬉しいです。
相原／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。FCCのカリキュラムには、
私が受けるクラスが毎日組まれているので、シフト

制度で困ったことはありません。FCCへ来る日の
ほうが、間に合うようにと仕事に燃えますね。

　目標は外国人の患者さん
が入院してきた時に「私が
対応します」と言えるように
なることです。海外の方に安
心して日本に来てもらえるよ
うにしたいですね。
浅井／私は出張もあるの
で、FCCを中心に仕事のスケ
ジュールを組み立てます。以
前は金曜の夜にもFCCに来

ていましたが、飲み会の誘いを断り過ぎて、水曜の
夜に変更しました（笑）。「そうまでしてでも来たい」
と思わせるものがFCCにはあります。ここへ来れ
ば、私は一人の学生。非日常の世界で学ぶことを楽
しめるのが一番の良さだと感じます。
　目下の夢は、仕事のメールを自分の英語でやり
とりすること。今は翻訳してもらえるのですが、返
信が自分の意図した答えになってない時があって。
ストレスなく、自分の意志が英語で伝えられるよう
になるまで、学び続けようと思います。
─皆さん、ありがとうございました！
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受講生座談会 インターネットを利用して自宅でも英会話が学べる昨今ですが、FCC受講生の皆さんは時間をつくって当
校へ通われています。今回はFCCへ通う選択をした受講生３人に、通学制スクールの意義や通い続ける
為の秘訣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。左から浅井明さん、相原
加奈子さん、龍未知世さん。プロフィールは次ページに。

次ページへ続く→

通って学んでこそ、得られるもの。
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受講生座談会

自分の英語力は独学じゃ測れない。

だからＦＣＣへの通学を決意。

浅井／私は医療機器の輸入会社でエンジニアをし
ています。機械のマニュアルは英語だし、海外のメ
ーカーで機械操作の研修を１週間ほど受けること
もあります。でも、一方的に説明を聞くだけで質問
はできません。さらに悲惨なのが会食の時間。会
話ができず沈黙の食事が続きます（苦笑）。何とか
しなければと、NHKの『ラジオ英会話』を録音し、
テキストを見ながら20年間独学を続けてきまし
た。その甲斐あってか、一度TOEICを受けたら、思
ったよりスコアが取れて自信がつきました。でも独
学では、実践で通用する英語力のレベルは測れま
せん。それで英会話スクールをネットで探し、ネイテ
ィブの講師陣がいて、職場から近くてレッスンも遅
くまであるFCCに入りました。
相原／私は看護師をしています。海外旅行に行く
のが好きで、英語が話せたらもっと楽しいだろう
と、浅井さんと同じく『ラジオ英会話』をやってみ
たのですが、長続きしませんでした。でも、このまま
職場と家を往復する毎日ではいけないと思い、気
分転換のためにも本格的に英語を学ぼうと決めま
した。ネットで英会話スクールを検索すると、大手
スクールが１位になるのですが、私はFCCのネイテ
ィブの講師と英語日記の添削、そして「まじめで厳

しい」という言葉に惹かれました。ここなら英語が
身に付くだろうと思って、入校しました。
龍／私も仕事で英語は使いませんが、外国映画好
きの父の影響で、幼い頃から英語が好きでした。
英会話を学び始めたきっかけは、就職して３年目
に鹿児島へ転勤になり、スキルアップにと英会話
教室に入ったことでした。日本人講師の初級レベ
ルの教室と外国人講師の中級レベルの教室に通
い、友達もできて楽しくなった頃、福岡に戻ること
になりました。次は実践で使える英会話を学ぼう
と思い、ネットで「福岡　ボランティア　通訳　国
際交流」で検索したんです。するとFCCが上がりま
した。「英語deボランティア」などのイベントや

「大人のための英会話学校」という言葉に、働き
ながら活きた英会話が学べる気がして入校を決め
ました。

講師の熱心さと優しさに応えたい

…その思いが努力し続ける原動力。

浅井／クラス決めの面談をしてもらって、FCCのク
ラスの多さを知りました。自分の今のレベルもわ
かって、適切なクラスに入れてもらえて有難かった
です。
龍／私も入校してクラスの多さに気づいたのです
が、３つのクラスに入ったら、全部テキストは違う
し、講師も様々な国の出身で、その国の制度とか
国民の価値観とかリアルな暮らしぶりを教えてく
れます。一度あるクラスで「会議の生産性を上げ
るには」というテーマで話し合いました。職業の違
うクラスメイトたちとの会話はとても有意義で、英
語を介して新しい考え方を知ることができまし
た。こんなディスカッションをさせてくれる授業は
面白いです。
相原／通い始めの頃は英語だらけのテキストにつ
いていけず、緊張し続けましたが、講師がいつもレ
ッスンの始まりに「今週どうだった？」と聞いてく

れ、ロビーでも気軽に話しかけてくれました。私の
緊張をほぐそうとしてくれる講師の優しさに「今度
聞かれたら、これを話そう」と携帯電話にメモする
習慣がつきました。
浅井／講師にまず文法を教えてもらってから会話で
実践するから、英語が身に付く気がします。宿題も
英語日記もプレッシャーは感じるけど、書いたら読ん
でほしいし、添削も気になるしで、休まず通う原動力
になってるかも。真っ赤になったノートに落ち込んで
も、文法から単語の選び方まで細部に亘る添削に
は、講師のエネルギーを受け取る思いです。
相原／私は前学期の評価で講師から「リスニング
が弱いので、CD付のFCC文庫を読むとよい」と勧
められました。受講生の英語力を総合的に上げよう
と熱心に考えてくれていますよね。講師やスタッフが
応援してくれるので「コツコツ努力していれば、いつ
か身に付くだろう」という気持ちになれます。

仲間の存在が「まだまだ成長した
い」という気にさせてくれます。

龍／「毎週土曜は英語の日」
と決めるのは、そんなに楽
じゃありません。でもFCC
に来れば、私の他にも休日
を返上して英語を学んでい
る人たちがいるので、やる気
をもらえます。
浅井／目標をもった人が周
りにいる環境は有難いです
ね。海外留学を経験した人
から話を聞いていると羨ま
しくなって「いつかチャンス

があれば、自分もしたい」と思うようになりました。
独学をしていた頃には考えもしなかった夢です。
相原／英語を学ぶ目的は
違えど、努力しているクラス
メイトの存在は心強いです
ね。仕事で疲れている時も
「FCCに来てよかった」と
思わせてくれます。またスピ
ーキングカフェなどで知り
合う外国人留学生は日本
語を学ぶ意欲が強く、英語
を学ぶ私たちに良い刺激
をくれます。様々な国の留学生と話す時「共通の
言語は英語」ということも改めて感じます。
龍／時には思うように英語が喋れずに落ち込むこ
ともあります。でもロビーで楽しそうに英会話して
いる人たちを見て「私も学ぶことを楽しまなきゃ
な」と励まされたりもします。先日はクラスメイトが
「ホームステイしている子に話しにおいで」と自
宅に招いてくれました。FCCの仲間から得るもの
は本当に大きいと思います。

通い続けるには工夫も必要。でも
夢ができたから頑張れます。

龍／土曜にFCCへ通う以外は、平日は仕事で英語
どころではないですね。だから毎日往復１時間半
の通勤時間にPodcastで英会話を聞いています。
　今の目標は海外に友達をつくること。いつかお
互いを訪ねていけるようになれたら嬉しいです。
相原／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。FCCのカリキュラムには、
私が受けるクラスが毎日組まれているので、シフト

制度で困ったことはありません。FCCへ来る日の
ほうが、間に合うようにと仕事に燃えますね。

　目標は外国人の患者さん
が入院してきた時に「私が
対応します」と言えるように
なることです。海外の方に安
心して日本に来てもらえるよ
うにしたいですね。
浅井／私は出張もあるの
で、FCCを中心に仕事のスケ
ジュールを組み立てます。以
前は金曜の夜にもFCCに来

ていましたが、飲み会の誘いを断り過ぎて、水曜の
夜に変更しました（笑）。「そうまでしてでも来たい」
と思わせるものがFCCにはあります。ここへ来れ
ば、私は一人の学生。非日常の世界で学ぶことを楽
しめるのが一番の良さだと感じます。
　目下の夢は、仕事のメールを自分の英語でやり
とりすること。今は翻訳してもらえるのですが、返
信が自分の意図した答えになってない時があって。
ストレスなく、自分の意志が英語で伝えられるよう
になるまで、学び続けようと思います。
─皆さん、ありがとうございました！

浅井明さん
　2013年10月入校。中級- I・
RGW-IIIを受講中。貿易商社に勤
務しながら、週2日、平日の夜にレッ
スンを受けています。職場でも英会
話スクールに通っていることを公言
し、海外出張の機会を増やしたい
と積極的に取り組まれています。

あさい あきら
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自分の英語力は独学じゃ測れない。

だからＦＣＣへの通学を決意。

浅井／私は医療機器の輸入会社でエンジニアをし
ています。機械のマニュアルは英語だし、海外のメ
ーカーで機械操作の研修を１週間ほど受けること
もあります。でも、一方的に説明を聞くだけで質問
はできません。さらに悲惨なのが会食の時間。会
話ができず沈黙の食事が続きます（苦笑）。何とか
しなければと、NHKの『ラジオ英会話』を録音し、
テキストを見ながら20年間独学を続けてきまし
た。その甲斐あってか、一度TOEICを受けたら、思
ったよりスコアが取れて自信がつきました。でも独
学では、実践で通用する英語力のレベルは測れま
せん。それで英会話スクールをネットで探し、ネイテ
ィブの講師陣がいて、職場から近くてレッスンも遅
くまであるFCCに入りました。
相原／私は看護師をしています。海外旅行に行く
のが好きで、英語が話せたらもっと楽しいだろう
と、浅井さんと同じく『ラジオ英会話』をやってみ
たのですが、長続きしませんでした。でも、このまま
職場と家を往復する毎日ではいけないと思い、気
分転換のためにも本格的に英語を学ぼうと決めま
した。ネットで英会話スクールを検索すると、大手
スクールが１位になるのですが、私はFCCのネイテ
ィブの講師と英語日記の添削、そして「まじめで厳

しい」という言葉に惹かれました。ここなら英語が
身に付くだろうと思って、入校しました。
龍／私も仕事で英語は使いませんが、外国映画好
きの父の影響で、幼い頃から英語が好きでした。
英会話を学び始めたきっかけは、就職して３年目
に鹿児島へ転勤になり、スキルアップにと英会話
教室に入ったことでした。日本人講師の初級レベ
ルの教室と外国人講師の中級レベルの教室に通
い、友達もできて楽しくなった頃、福岡に戻ること
になりました。次は実践で使える英会話を学ぼう
と思い、ネットで「福岡　ボランティア　通訳　国
際交流」で検索したんです。するとFCCが上がりま
した。「英語deボランティア」などのイベントや

「大人のための英会話学校」という言葉に、働き
ながら活きた英会話が学べる気がして入校を決め
ました。

講師の熱心さと優しさに応えたい

…その思いが努力し続ける原動力。

浅井／クラス決めの面談をしてもらって、FCCのク
ラスの多さを知りました。自分の今のレベルもわ
かって、適切なクラスに入れてもらえて有難かった
です。
龍／私も入校してクラスの多さに気づいたのです
が、３つのクラスに入ったら、全部テキストは違う
し、講師も様々な国の出身で、その国の制度とか
国民の価値観とかリアルな暮らしぶりを教えてく
れます。一度あるクラスで「会議の生産性を上げ
るには」というテーマで話し合いました。職業の違
うクラスメイトたちとの会話はとても有意義で、英
語を介して新しい考え方を知ることができまし
た。こんなディスカッションをさせてくれる授業は
面白いです。
相原／通い始めの頃は英語だらけのテキストにつ
いていけず、緊張し続けましたが、講師がいつもレ
ッスンの始まりに「今週どうだった？」と聞いてく

れ、ロビーでも気軽に話しかけてくれました。私の
緊張をほぐそうとしてくれる講師の優しさに「今度
聞かれたら、これを話そう」と携帯電話にメモする
習慣がつきました。
浅井／講師にまず文法を教えてもらってから会話で
実践するから、英語が身に付く気がします。宿題も
英語日記もプレッシャーは感じるけど、書いたら読ん
でほしいし、添削も気になるしで、休まず通う原動力
になってるかも。真っ赤になったノートに落ち込んで
も、文法から単語の選び方まで細部に亘る添削に
は、講師のエネルギーを受け取る思いです。
相原／私は前学期の評価で講師から「リスニング
が弱いので、CD付のFCC文庫を読むとよい」と勧
められました。受講生の英語力を総合的に上げよう
と熱心に考えてくれていますよね。講師やスタッフが
応援してくれるので「コツコツ努力していれば、いつ
か身に付くだろう」という気持ちになれます。

仲間の存在が「まだまだ成長した
い」という気にさせてくれます。

龍／「毎週土曜は英語の日」
と決めるのは、そんなに楽
じゃありません。でもFCC
に来れば、私の他にも休日
を返上して英語を学んでい
る人たちがいるので、やる気
をもらえます。
浅井／目標をもった人が周
りにいる環境は有難いです
ね。海外留学を経験した人
から話を聞いていると羨ま
しくなって「いつかチャンス

があれば、自分もしたい」と思うようになりました。
独学をしていた頃には考えもしなかった夢です。
相原／英語を学ぶ目的は
違えど、努力しているクラス
メイトの存在は心強いです
ね。仕事で疲れている時も
「FCCに来てよかった」と
思わせてくれます。またスピ
ーキングカフェなどで知り
合う外国人留学生は日本
語を学ぶ意欲が強く、英語
を学ぶ私たちに良い刺激
をくれます。様々な国の留学生と話す時「共通の
言語は英語」ということも改めて感じます。
龍／時には思うように英語が喋れずに落ち込むこ
ともあります。でもロビーで楽しそうに英会話して
いる人たちを見て「私も学ぶことを楽しまなきゃ
な」と励まされたりもします。先日はクラスメイトが
「ホームステイしている子に話しにおいで」と自
宅に招いてくれました。FCCの仲間から得るもの
は本当に大きいと思います。

通い続けるには工夫も必要。でも
夢ができたから頑張れます。

龍／土曜にFCCへ通う以外は、平日は仕事で英語
どころではないですね。だから毎日往復１時間半
の通勤時間にPodcastで英会話を聞いています。
　今の目標は海外に友達をつくること。いつかお
互いを訪ねていけるようになれたら嬉しいです。
相原／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。FCCのカリキュラムには、
私が受けるクラスが毎日組まれているので、シフト

制度で困ったことはありません。FCCへ来る日の
ほうが、間に合うようにと仕事に燃えますね。

　目標は外国人の患者さん
が入院してきた時に「私が
対応します」と言えるように
なることです。海外の方に安
心して日本に来てもらえるよ
うにしたいですね。
浅井／私は出張もあるの
で、FCCを中心に仕事のスケ
ジュールを組み立てます。以
前は金曜の夜にもFCCに来

ていましたが、飲み会の誘いを断り過ぎて、水曜の
夜に変更しました（笑）。「そうまでしてでも来たい」
と思わせるものがFCCにはあります。ここへ来れ
ば、私は一人の学生。非日常の世界で学ぶことを楽
しめるのが一番の良さだと感じます。
　目下の夢は、仕事のメールを自分の英語でやり
とりすること。今は翻訳してもらえるのですが、返
信が自分の意図した答えになってない時があって。
ストレスなく、自分の意志が英語で伝えられるよう
になるまで、学び続けようと思います。
─皆さん、ありがとうございました！

龍未知世さん
りゅう

相原加奈子さん
あいはら か な こ み ち よ

　2013年2月入校。初級-II・LS-II・
RGW-IIを受講中。仕事と両立させな
がら、抜群の出席率を誇っています。
FCCのシフト制度を利用して、日勤と夜
勤の日でクラスの時間帯を変えながら、
上手に通われています。

　2014年9月入校。中級-I I I・
LS-V・RW-Vを受講中。毎週土曜
にFCCに通われていますが、休日出
勤のため振替を利用されることもあ
ります。スピーキングカフェや英語de
ボランティアなどにも積極的に参加
して、実践力もつけています。
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土づくりセミナー日記

ＦＣＣ代表

自分の英語力は独学じゃ測れない。

だからＦＣＣへの通学を決意。

浅井／私は医療機器の輸入会社でエンジニアをし
ています。機械のマニュアルは英語だし、海外のメ
ーカーで機械操作の研修を１週間ほど受けること
もあります。でも、一方的に説明を聞くだけで質問
はできません。さらに悲惨なのが会食の時間。会
話ができず沈黙の食事が続きます（苦笑）。何とか
しなければと、NHKの『ラジオ英会話』を録音し、
テキストを見ながら20年間独学を続けてきまし
た。その甲斐あってか、一度TOEICを受けたら、思
ったよりスコアが取れて自信がつきました。でも独
学では、実践で通用する英語力のレベルは測れま
せん。それで英会話スクールをネットで探し、ネイテ
ィブの講師陣がいて、職場から近くてレッスンも遅
くまであるFCCに入りました。
相原／私は看護師をしています。海外旅行に行く
のが好きで、英語が話せたらもっと楽しいだろう
と、浅井さんと同じく『ラジオ英会話』をやってみ
たのですが、長続きしませんでした。でも、このまま
職場と家を往復する毎日ではいけないと思い、気
分転換のためにも本格的に英語を学ぼうと決めま
した。ネットで英会話スクールを検索すると、大手
スクールが１位になるのですが、私はFCCのネイテ
ィブの講師と英語日記の添削、そして「まじめで厳

しい」という言葉に惹かれました。ここなら英語が
身に付くだろうと思って、入校しました。
龍／私も仕事で英語は使いませんが、外国映画好
きの父の影響で、幼い頃から英語が好きでした。
英会話を学び始めたきっかけは、就職して３年目
に鹿児島へ転勤になり、スキルアップにと英会話
教室に入ったことでした。日本人講師の初級レベ
ルの教室と外国人講師の中級レベルの教室に通
い、友達もできて楽しくなった頃、福岡に戻ること
になりました。次は実践で使える英会話を学ぼう
と思い、ネットで「福岡　ボランティア　通訳　国
際交流」で検索したんです。するとFCCが上がりま
した。「英語deボランティア」などのイベントや

「大人のための英会話学校」という言葉に、働き
ながら活きた英会話が学べる気がして入校を決め
ました。

講師の熱心さと優しさに応えたい

…その思いが努力し続ける原動力。

浅井／クラス決めの面談をしてもらって、FCCのク
ラスの多さを知りました。自分の今のレベルもわ
かって、適切なクラスに入れてもらえて有難かった
です。
龍／私も入校してクラスの多さに気づいたのです
が、３つのクラスに入ったら、全部テキストは違う
し、講師も様々な国の出身で、その国の制度とか
国民の価値観とかリアルな暮らしぶりを教えてく
れます。一度あるクラスで「会議の生産性を上げ
るには」というテーマで話し合いました。職業の違
うクラスメイトたちとの会話はとても有意義で、英
語を介して新しい考え方を知ることができまし
た。こんなディスカッションをさせてくれる授業は
面白いです。
相原／通い始めの頃は英語だらけのテキストにつ
いていけず、緊張し続けましたが、講師がいつもレ
ッスンの始まりに「今週どうだった？」と聞いてく

れ、ロビーでも気軽に話しかけてくれました。私の
緊張をほぐそうとしてくれる講師の優しさに「今度
聞かれたら、これを話そう」と携帯電話にメモする
習慣がつきました。
浅井／講師にまず文法を教えてもらってから会話で
実践するから、英語が身に付く気がします。宿題も
英語日記もプレッシャーは感じるけど、書いたら読ん
でほしいし、添削も気になるしで、休まず通う原動力
になってるかも。真っ赤になったノートに落ち込んで
も、文法から単語の選び方まで細部に亘る添削に
は、講師のエネルギーを受け取る思いです。
相原／私は前学期の評価で講師から「リスニング
が弱いので、CD付のFCC文庫を読むとよい」と勧
められました。受講生の英語力を総合的に上げよう
と熱心に考えてくれていますよね。講師やスタッフが
応援してくれるので「コツコツ努力していれば、いつ
か身に付くだろう」という気持ちになれます。

仲間の存在が「まだまだ成長した
い」という気にさせてくれます。

龍／「毎週土曜は英語の日」
と決めるのは、そんなに楽
じゃありません。でもFCC
に来れば、私の他にも休日
を返上して英語を学んでい
る人たちがいるので、やる気
をもらえます。
浅井／目標をもった人が周
りにいる環境は有難いです
ね。海外留学を経験した人
から話を聞いていると羨ま
しくなって「いつかチャンス

があれば、自分もしたい」と思うようになりました。
独学をしていた頃には考えもしなかった夢です。
相原／英語を学ぶ目的は
違えど、努力しているクラス
メイトの存在は心強いです
ね。仕事で疲れている時も
「FCCに来てよかった」と
思わせてくれます。またスピ
ーキングカフェなどで知り
合う外国人留学生は日本
語を学ぶ意欲が強く、英語
を学ぶ私たちに良い刺激
をくれます。様々な国の留学生と話す時「共通の
言語は英語」ということも改めて感じます。
龍／時には思うように英語が喋れずに落ち込むこ
ともあります。でもロビーで楽しそうに英会話して
いる人たちを見て「私も学ぶことを楽しまなきゃ
な」と励まされたりもします。先日はクラスメイトが
「ホームステイしている子に話しにおいで」と自
宅に招いてくれました。FCCの仲間から得るもの
は本当に大きいと思います。

通い続けるには工夫も必要。でも
夢ができたから頑張れます。

龍／土曜にFCCへ通う以外は、平日は仕事で英語
どころではないですね。だから毎日往復１時間半
の通勤時間にPodcastで英会話を聞いています。
　今の目標は海外に友達をつくること。いつかお
互いを訪ねていけるようになれたら嬉しいです。
相原／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。FCCのカリキュラムには、
私が受けるクラスが毎日組まれているので、シフト

制度で困ったことはありません。FCCへ来る日の
ほうが、間に合うようにと仕事に燃えますね。

　目標は外国人の患者さん
が入院してきた時に「私が
対応します」と言えるように
なることです。海外の方に安
心して日本に来てもらえるよ
うにしたいですね。
浅井／私は出張もあるの
で、FCCを中心に仕事のスケ
ジュールを組み立てます。以
前は金曜の夜にもFCCに来

ていましたが、飲み会の誘いを断り過ぎて、水曜の
夜に変更しました（笑）。「そうまでしてでも来たい」
と思わせるものがFCCにはあります。ここへ来れ
ば、私は一人の学生。非日常の世界で学ぶことを楽
しめるのが一番の良さだと感じます。
　目下の夢は、仕事のメールを自分の英語でやり
とりすること。今は翻訳してもらえるのですが、返
信が自分の意図した答えになってない時があって。
ストレスなく、自分の意志が英語で伝えられるよう
になるまで、学び続けようと思います。
─皆さん、ありがとうございました！

「私はできる」と本気で信じたら、
行動が変わりました。

　学生の時からキャビンアテンダント（以下CA）にな

りたくて採用試験を受けましたが、不合格。それでも

働きながらCAの採用試験を受け続けましたが、いつ

も最終面接あたりで落ちる日々。「自分に何が足りな

いのか」と悩んだ末、仕事を辞めて、夢を叶えるための

勉強期間に入る決心をしました。元CAの講師にマン

ツーマンで指導を受けながら、国際線CAを目指すた

めにFCCに入りました。そして、入校してすぐ『土づくり

セミナー』を受講したのです。

　「どうすれば自信がもてるのか」「どうすれば前向き

な気持ちをキープできるのか」。今まで自己啓発本は

たくさん読みましたが、私が求める答えは出ませんで

した。そんな私に、赤峰さんは成功曲線を描いて説明

して下さいました。

「自分はできる」と信じること、それが全て！…シンプル

だけど、私の

答えが見つ

かりました。

本気で信じ

れば、行動に

移せる、積み

重ねられる。

セミナーの

途中から勇気が湧

いてきたのを覚え

ています。

　後日、志望して

いる航空会社の就

職説明会があると

知り、すぐに参加

しました。以前は

完璧に準備しない

と行動できない性格でしたが、「相手が望む自分を演

じるのではなく、ありのままの自分を見せよう」と思う

ことができました。

　積極的に行動できるようになったのは『土づくりセ

ミナー』の「あなたは自分を経営する社長」という言葉

のおかげもあります。時間の使い方を決めるのも自分

だ、と赤峰さんに教わり、スマホのアプリで自分の一

日の時間の使い方を計ってみたら、なんと10時間も無

駄にしていました。それからは「今からの時間を何に

使うか？」と自問するようになり、毎日英語の本を読む

ようになりました。今は無駄な時間が２時間に減りま

した。けっこうタイトな一日ですが、充実しています。

　３月にはCAの採用試験が始まります。昨年とは違う

自分で挑戦したいと思います。

第３回

　『土づくりセミナー』
では、時間の推移と夢へ
の到達度を表した成功
曲線を描いて、皆さんに
夢を叶える道程を理解
してもらいます。個人差
はあるにせよ「すぐに成
果が出ない」のがこの曲
線の特徴です。ある段階

までは、どんなに努力しても変化がありません。
　この期間は信じるしかないのです。我慢が必要で
す。人と比較しても意味がありません。比較すべきは

スタート時の自分。少しでも成長していれば、夢に向
かって進んでいるのですから。
　時間管理も成功曲線に大きな影響を与えます。夢
を叶えるための材料は全部、自分の中にあるのです。
そのことに気付き、材料を有効に使うことが大切。我
慢の期間に何を信じ、何をするかが、あなたの成功曲
線を形づくります。

成功曲線は教えてくれます。
「夢を叶えるためには我慢が必要」。

大長めぐみさん

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　17:30～19:00 予約制

「土づくりセミナー」
価値ある目標は高いモチベーションを産みます。

↑時々、成功曲線を見て、目標を確認するそう。
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Let’s study in English!

自分の英語力は独学じゃ測れない。

だからＦＣＣへの通学を決意。

浅井／私は医療機器の輸入会社でエンジニアをし
ています。機械のマニュアルは英語だし、海外のメ
ーカーで機械操作の研修を１週間ほど受けること
もあります。でも、一方的に説明を聞くだけで質問
はできません。さらに悲惨なのが会食の時間。会
話ができず沈黙の食事が続きます（苦笑）。何とか
しなければと、NHKの『ラジオ英会話』を録音し、
テキストを見ながら20年間独学を続けてきまし
た。その甲斐あってか、一度TOEICを受けたら、思
ったよりスコアが取れて自信がつきました。でも独
学では、実践で通用する英語力のレベルは測れま
せん。それで英会話スクールをネットで探し、ネイテ
ィブの講師陣がいて、職場から近くてレッスンも遅
くまであるFCCに入りました。
相原／私は看護師をしています。海外旅行に行く
のが好きで、英語が話せたらもっと楽しいだろう
と、浅井さんと同じく『ラジオ英会話』をやってみ
たのですが、長続きしませんでした。でも、このまま
職場と家を往復する毎日ではいけないと思い、気
分転換のためにも本格的に英語を学ぼうと決めま
した。ネットで英会話スクールを検索すると、大手
スクールが１位になるのですが、私はFCCのネイテ
ィブの講師と英語日記の添削、そして「まじめで厳

しい」という言葉に惹かれました。ここなら英語が
身に付くだろうと思って、入校しました。
龍／私も仕事で英語は使いませんが、外国映画好
きの父の影響で、幼い頃から英語が好きでした。
英会話を学び始めたきっかけは、就職して３年目
に鹿児島へ転勤になり、スキルアップにと英会話
教室に入ったことでした。日本人講師の初級レベ
ルの教室と外国人講師の中級レベルの教室に通
い、友達もできて楽しくなった頃、福岡に戻ること
になりました。次は実践で使える英会話を学ぼう
と思い、ネットで「福岡　ボランティア　通訳　国
際交流」で検索したんです。するとFCCが上がりま
した。「英語deボランティア」などのイベントや

「大人のための英会話学校」という言葉に、働き
ながら活きた英会話が学べる気がして入校を決め
ました。

講師の熱心さと優しさに応えたい

…その思いが努力し続ける原動力。

浅井／クラス決めの面談をしてもらって、FCCのク
ラスの多さを知りました。自分の今のレベルもわ
かって、適切なクラスに入れてもらえて有難かった
です。
龍／私も入校してクラスの多さに気づいたのです
が、３つのクラスに入ったら、全部テキストは違う
し、講師も様々な国の出身で、その国の制度とか
国民の価値観とかリアルな暮らしぶりを教えてく
れます。一度あるクラスで「会議の生産性を上げ
るには」というテーマで話し合いました。職業の違
うクラスメイトたちとの会話はとても有意義で、英
語を介して新しい考え方を知ることができまし
た。こんなディスカッションをさせてくれる授業は
面白いです。
相原／通い始めの頃は英語だらけのテキストにつ
いていけず、緊張し続けましたが、講師がいつもレ
ッスンの始まりに「今週どうだった？」と聞いてく

れ、ロビーでも気軽に話しかけてくれました。私の
緊張をほぐそうとしてくれる講師の優しさに「今度
聞かれたら、これを話そう」と携帯電話にメモする
習慣がつきました。
浅井／講師にまず文法を教えてもらってから会話で
実践するから、英語が身に付く気がします。宿題も
英語日記もプレッシャーは感じるけど、書いたら読ん
でほしいし、添削も気になるしで、休まず通う原動力
になってるかも。真っ赤になったノートに落ち込んで
も、文法から単語の選び方まで細部に亘る添削に
は、講師のエネルギーを受け取る思いです。
相原／私は前学期の評価で講師から「リスニング
が弱いので、CD付のFCC文庫を読むとよい」と勧
められました。受講生の英語力を総合的に上げよう
と熱心に考えてくれていますよね。講師やスタッフが
応援してくれるので「コツコツ努力していれば、いつ
か身に付くだろう」という気持ちになれます。

仲間の存在が「まだまだ成長した
い」という気にさせてくれます。

龍／「毎週土曜は英語の日」
と決めるのは、そんなに楽
じゃありません。でもFCC
に来れば、私の他にも休日
を返上して英語を学んでい
る人たちがいるので、やる気
をもらえます。
浅井／目標をもった人が周
りにいる環境は有難いです
ね。海外留学を経験した人
から話を聞いていると羨ま
しくなって「いつかチャンス

があれば、自分もしたい」と思うようになりました。
独学をしていた頃には考えもしなかった夢です。
相原／英語を学ぶ目的は
違えど、努力しているクラス
メイトの存在は心強いです
ね。仕事で疲れている時も
「FCCに来てよかった」と
思わせてくれます。またスピ
ーキングカフェなどで知り
合う外国人留学生は日本
語を学ぶ意欲が強く、英語
を学ぶ私たちに良い刺激
をくれます。様々な国の留学生と話す時「共通の
言語は英語」ということも改めて感じます。
龍／時には思うように英語が喋れずに落ち込むこ
ともあります。でもロビーで楽しそうに英会話して
いる人たちを見て「私も学ぶことを楽しまなきゃ
な」と励まされたりもします。先日はクラスメイトが
「ホームステイしている子に話しにおいで」と自
宅に招いてくれました。FCCの仲間から得るもの
は本当に大きいと思います。

通い続けるには工夫も必要。でも
夢ができたから頑張れます。

龍／土曜にFCCへ通う以外は、平日は仕事で英語
どころではないですね。だから毎日往復１時間半
の通勤時間にPodcastで英会話を聞いています。
　今の目標は海外に友達をつくること。いつかお
互いを訪ねていけるようになれたら嬉しいです。
相原／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。FCCのカリキュラムには、
私が受けるクラスが毎日組まれているので、シフト

制度で困ったことはありません。FCCへ来る日の
ほうが、間に合うようにと仕事に燃えますね。

　目標は外国人の患者さん
が入院してきた時に「私が
対応します」と言えるように
なることです。海外の方に安
心して日本に来てもらえるよ
うにしたいですね。
浅井／私は出張もあるの
で、FCCを中心に仕事のスケ
ジュールを組み立てます。以
前は金曜の夜にもFCCに来

ていましたが、飲み会の誘いを断り過ぎて、水曜の
夜に変更しました（笑）。「そうまでしてでも来たい」
と思わせるものがFCCにはあります。ここへ来れ
ば、私は一人の学生。非日常の世界で学ぶことを楽
しめるのが一番の良さだと感じます。
　目下の夢は、仕事のメールを自分の英語でやり
とりすること。今は翻訳してもらえるのですが、返
信が自分の意図した答えになってない時があって。
ストレスなく、自分の意志が英語で伝えられるよう
になるまで、学び続けようと思います。
─皆さん、ありがとうございました！

　2月28日（土）に行われました「第3回　英語
で学ぼう！」には、聴講生を含めて、11名の方が
参加されました。
　今回は、世界最高峰のサーキットとされるド
イツにあるニュルブルクリンクで4年間のテス
トドライバー体験をしてきたモーリスさんに、
車の作り手やその国の文化の特徴を比較しな
がら日本車の優秀さを話して頂きました。
　授業の前半では、各自動車メーカーのCMを
ビデオクリップとして見ながら、解説及びディ
スカッションを進めていきました。ページ下の
表は、その時にでてきた意見を簡単にまとめた
ものです。例えば、メルセデスベンツのCMに
は、ポルシェを追い抜いていく場面がありま
す。他社の車を引き合いに出しても自社の製品
の良さを主張する強引さが横柄だと、モーリス
さんはいいます。しかし、ドイツではこれは許

容範囲のようです。
　一方、イタリアのアルファロメオのCMでは、
恋する男女がお洒落をして真っ赤な車でドラ
イブした後は、上質なレストランでロマンチッ
クな食事をするという映画のワンシーンに出て
くるようなカットになっていて、こちらは、いか
にも情熱的なイタリアらしい内容です。
　後半は、イギリスの保険会社が出している
「信頼できる車ベスト10」の資料や、ニュルブ
ルクリンクでの歴代最速記録の実例を見なが
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れました。車をブランドで判断しがちな日本人
にとっては、「目から鱗」の内容だったと思い
ます。5時に始まったのですが、終わったのは8
時を過ぎていました。躍動感溢れる話し方と
ユーモアのセンスが素晴らしく、終了後も、柔
らかい雰囲気の中で談笑が続いていました。

「英語で学ぼう！」
特集

課外授業

 「テストドライバーから見た日本車の実力」
講師 モーリス・スロストフロアーさん（元テストドライバー・オランダ出身）

第３回

各国の車の車種
ドイツ車（メルセデス）
ドイツ車（BMW)
イタリア車（アルファロメオ）

フランス車（ルノー）
イギリス車（ロータス）
日本車（レクサス）

ビデオクリップを見て参加者が抱いたイメージ
高級感、信頼、安全、高い性能、格好良い、丈夫
同上
スタイリッシュ、セクシー、快適、値段が
高い
快適、丈夫、燃費が良い
トラディショナル、男性的、格好良い、高級感
安全、信頼、経済的、燃費が良い、小さ
いエンジンでも強い馬力

モーリスさんの視点
ドイツ人流の横柄さ
街を疾走しているだけで退屈
人間の情熱や欲求に訴えるCMのため
沢山の誇張がある。技術力は軽視
フランス流のユーモア
昔ながらの紳士的なレーサー
謙虚さ、高い技術力の追求
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ていましたが、飲み会の誘いを断り過ぎて、水曜の
夜に変更しました（笑）。「そうまでしてでも来たい」
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しめるのが一番の良さだと感じます。
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とりすること。今は翻訳してもらえるのですが、返
信が自分の意図した答えになってない時があって。
ストレスなく、自分の意志が英語で伝えられるよう
になるまで、学び続けようと思います。
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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
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　今回は、始めてから丸一年経った土作りセミナーを特集しました。
学校説明会で、「夢や目標を描きましょう」と熱く語るFCC。夢と英
語は関係あるの？と、入社当時の私には不思議でしたが、何年もの
時間を要する語学学習の過程で、目指すものがぼやけ、意欲が薄れ
てしまいそうになる方を目にする時、この言葉の重みをしみじみ感じ
ます。先が見えなくなってきたと思う方は、ぜひ一度セミナーに参加
して下さい。　　　　　　　　 　　　　　　　　 （平井聡美）

編集後記お知らせ

　当日は午前9時30分に集合だった
のですが、30分以上も前にきた留学

生も結構いて、ほぼ全員が待合時間前に集まって
くれました。今回は、15ヵ国31名の留学生と11名
のFCC生から成る総勢43名が参加し、8グループ
に分かれて行いました。
　午前10時スタートの合気道では、館内に入ると、
畳から素足に伝わる冷たさに思わずのけぞりそう
になりました。入念なストレッチを終えた後、さっ
そく練習開始。血行が良くなったり、関節技でのス

トレッチ効果も
あるなど、健康
法として人気の
ある合気道に触
れる事ができた
時間でした。
　お昼からは、

お寿司作り体験です。職人さんの指導のもと、左
手にご飯を乗せ、丸めながらネタを乗せ、と真似
をしていくのですが…いろいろな形の握り寿司に

なっていきます。参加者は、それぞれのオリジナル
作品をしっかり味わうことが出来ました。
　最後は、借り物競走です。警固神社、櫛田神社、
護国神社の３つの行き先ごとに8つのお題があり
ます。例えば、「護国神社に行くグループは南区か
らの参拝者を見つけて、一緒に写真を撮ってくる」
など。各グループは時間内にそれぞれのミッショ
ンを遂行して
来ます。ハプ
ニングを乗り
越えてくるチ
ームワークが
素晴らしかっ
たです！

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

Stewart講師が担当するIELTS試験対策コースの受講生を募集します。
期間：2015年4月12日（日）～2015年9月20日（日） （計22回）
時間：日曜日 17：30～19：００ （90分）　★定員８名
授業内容、対象レベル、費用など詳細は校内掲示板及びHPをご覧頂く
か、スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。

IELTS対策コース

3月29日(日)は講師ミーティングのため、30日(月)、31日(火)は新学期の
準備のため、レッスンはありません。

新学期は4月１日(水)から始まります。

日時：3月29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：15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 Party2015

昨年のスプリングパーティより

一昨年の模様

お正月企画

お寿司作り・雑煮+合気道体験

1/12(祝)


