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受験英語じゃ、自分が望む会話はできない。

ＦＣＣでコミュニケーションのための英語を。

─大学生のうちから英会話学校で学ぼうと思ったの
はなぜですか？
田﨑／社会人になったら忙しいから、大学生のうちに
いっぱい海外経験をしておこうと思っているんですけ
ど、実際に行ってみると、現地の人と上手くコミュニケ
ーションがとれなくて…受験英語じゃ自分が望む会話
はできないんです。それで、大学２年の秋に父の勧め
もあって、英会話学校に通うことにしました。ネットで
検索してFCCに決めました。
北川／私は大学１年から世界中の医学生を対象にし
た学生団体に入り、国際交流を続けています。でも国
際会議に参加するにも論文を読むにも英語が必要
だし、海外の仲間に聞きたいことも話したいこともあ
るのに、英語のせいで踏み込んだ会話ができない。
独学は一通りやってみたけど、誰かに教わらないと無
理だと感じて、大学１年の冬にネットで見つけたFCC
に入校しました。

─ニュージーランドへの短期留学を希望したのはどう
して？
田﨑／春休みに短期留学をしたいとは思っていまし
たが、大学の試験の都合で決められずにいました。１

月に入ってFCCで石橋さんに相談したら「アウトドア
好きなら、この学校がお薦め」と紹介してくれて…すぐ
申し込みました。石橋さん、私がアウトドア好きなの
覚えていてくれたんだなぁ、と思いました。
北川／私は本当は２月にトルコの大学の医療研修に
参加する予定でした。でも、大学の期末試験を終え、
これでトルコへ行けるという矢先に、中東で日本人人
質事件が起こったんです。周囲にも反対され、トルコ
行きはやむなく断念しましたが、「せめて英語学習の
ために短期留学を」と石橋さんに相談して、ニュージ
ーランドの語学学校に決めました。
田﨑・北川／同じ語学学校へ行くと知ったのは、日本
を発つ１週間前だったよね（笑）。

いざニュージーランドへ。でも、日本の

ように清潔で親切…は期待し過ぎ。

─ホームステイ先はいかがでしたか？
北川／とにかくハエが多くて、最初は落ち着いて食事
ができませんでした。食器の汚れやトイレの匂いなど
衛生面での意識の差を感じました。
田﨑／私もハエが気になって、最初は寝不足になり
ました。外食しても店内にハエが飛んでるのが普通。
日本ではありえない。
北川／最初のホストファミリーのお宅には、私を含め
て３人の留学生がお世話になっていましたが、初日に
自己紹介もなく、あまり会話もしてくれませんでした。
私は不満と寂しさで悶 と々しながら１週間を過ごしま
した。悩んでいる私を由布菜が観光に誘ってくれて、
２人でキャセドラルコーブへ行った時のことです。由
布菜に「綾美は日本でおもてなしに慣れてるからじゃ
ない？」と言われたんです。私は大学で交換留学生の
日本での生活のサポートをしたり、学生団体で海外
の学生を対象にした国際会議を主催しています。日
本にいる間は気持ちよく過ごしてもらおうと努力して
います。だから自分も海外へ行けば、必ず親切にして
もらえると思っていたんですね。結局、語学学校に申
し出てホストファミリーは替えてもらい、次のお宅では
仲良く過ごすことができましたが、海外で日本ほどの

“おもてなし”感覚を期待してはいけないことを学びま
した。
田﨑／ちょうど留学生の多い時期に行ったので、私は
ドイツ人留学生と一緒のお宅でした。私がお世話にな
った家族は「海外に行ったことがないから、ホストファ
ミリーをしているんだ」と私たちに親切に接してくれまし
た。街を案内してくれたり、パブロバという伝統菓子の
作り方を教えてくれたり。私たちが滞在したフィティア
ンガの街では、知らない人同士が気軽に挨拶を交わし
ていて、日本とは違う温かさを感じました。

英語はコミュニケーションの道具。語学

学校では積極的に交わる姿勢が大切。

─現地の語学学校へ入ってみて感じたことは？
田﨑／以前の短期留学で、語学学校のクラスのほと
んどが日本人だったことがありますが、今回、私は上か
ら３番目のクラスになり、中国人１人の他は全員ヨーロ
ッパ人でした。日本人の英語だとお互い聞き取れるん

ですが、相手がヨーロッパ人だとそうはいかない。だか
らすごく勉強になりました。
　クラスメイトに「あなたたちは他の日本人より発音
がクリアだ」とか「会話の反応が速い」と言ってもらえ
たのは、FCCで英語で英語の授業を受けることに慣
れていたおかげだと思います。
北川／そうだね。私は上から２番目で、もう１人の日本
人以外はヨーロッパ人のクラスでした。他の国の人の
発音を受け入れるのは大変だったけど、貴重な経験
ができました。それから、FCCの英語日記のように、日
頃から英語で文章を書く習慣の大切さを感じました。
語学学校でもテーマに沿った文章を提出する授業が
あって…ヨーロッパ人は早いんです。発音が違っても
英語と同じスペルの単語が多いから。書く力の差は
感じましたね。

─望んだコミュニケーションはできましたか？
北川／最初はアジア人は敬遠されて、ヨーロッパ人だ
けで仲良くしているように感じました。でもよく見ると、
ヨーロッパ人も同じ国の学生で固まって、打ち解けて
いるわけではなかったんです。誰でも最初は勇気が
必要なんだと感じ、私はせっかく来たんだから、いろん
な国の人と話そうと積極的に声を掛けてみました。す
ると、次第に受け入れられて、みんなと仲良くなれまし
たよ。
田﨑／私たちが入った語学学校はアクティビティの
授業が充実していて、毎日サーフィンやシュノーケリン
グなどにみんなで挑戦しました。教え合ったり助け合
ったりするうちに、自然と英語で会話してるんです。英
語はコミュニケーションのための道具だと実感しまし
た。
北川／週に一度、オープンナイトというイベントもあっ
て、順番に自国の料理でみんなをもてなすんです。私

たちは手巻き寿司を披露しましたが、その国の文化や
習慣を知ることで、さらに距離も縮まって、コミュニケ
ーションも深さを増す気がしました。
田﨑／クラスメイトからの飲み会やバーベキューへの
誘いは断らないと決めて、全部行きました。本当に楽
しかったです！海外であんなに爆笑できたら、もっと英
語を使えるようになりたいと思いますね。

短期留学で心機一転。

「学ばねば」から「学びたい」へ。

─帰国後に英語学習の取り組み方は変わりましたか？
田﨑／以前はFCCを休みがちでしたが、帰国後はで
きるだけ毎日英語にふれたくて、週３回通っています。
FCC文庫のフレーズを単語帳に書き留めたり、
TOEICの勉強も始めました。実は留学中にドイツ人の
女の子と仲良くなり、今年のクリスマスにドイツに招か
れています。彼女ともっと話したいという思いが、英語
学習の大きなモチベーションになっています。
北川／帰国してから、由布菜と私と語学学校で知り
合った仲間で英語のチャットをしています。彼女たち
に読んでほしいから、フェイスブックもインスタグラム
も英語で投稿します。以前は英語を学ばないといけ
ないと思っていましたが、今は純粋に楽しいから英語
を学びたいと思うようになりました。
　留学中に気づいたのは、暗唱できるフレーズは会
話の中でも自然に出てくる、ということ。それで今は少
し簡単なFCC文庫を読んで、覚えやすいフレーズを
暗唱しています。医学用英語のテキストも持ち歩い
て、暇な時に語彙を増やすことにしました。将来は仕
事でもプライベートでも、日本語で伝えられることは英
語でも伝えられるようになりたいです。
─お二人ともありがとうございました！
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受講生対談 この春、ニュージーランドへ短期留学をした２人の女子大生に、留学先決めからホストファミリーとの出来
事、現地の語学学校の様子などリアルな体験談を聞かせてもらいました。海外での経験が彼女たちの英語
学習にも大きな影響を与えたようです。

対談した北川綾美さん（左端）と田﨑由布菜さん（左から二人目）。留学生たちが自
国の料理を作って親睦を深めるオープンナイトにて。この日はスイスパーティ。

次ページへ続く→

ニュージーランド短期留学体験記
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受講生対談

受験英語じゃ、自分が望む会話はできない。

ＦＣＣでコミュニケーションのための英語を。

─大学生のうちから英会話学校で学ぼうと思ったの
はなぜですか？
田﨑／社会人になったら忙しいから、大学生のうちに
いっぱい海外経験をしておこうと思っているんですけ
ど、実際に行ってみると、現地の人と上手くコミュニケ
ーションがとれなくて…受験英語じゃ自分が望む会話
はできないんです。それで、大学２年の秋に父の勧め
もあって、英会話学校に通うことにしました。ネットで
検索してFCCに決めました。
北川／私は大学１年から世界中の医学生を対象にし
た学生団体に入り、国際交流を続けています。でも国
際会議に参加するにも論文を読むにも英語が必要
だし、海外の仲間に聞きたいことも話したいこともあ
るのに、英語のせいで踏み込んだ会話ができない。
独学は一通りやってみたけど、誰かに教わらないと無
理だと感じて、大学１年の冬にネットで見つけたFCC
に入校しました。

─ニュージーランドへの短期留学を希望したのはどう
して？
田﨑／春休みに短期留学をしたいとは思っていまし
たが、大学の試験の都合で決められずにいました。１

月に入ってFCCで石橋さんに相談したら「アウトドア
好きなら、この学校がお薦め」と紹介してくれて…すぐ
申し込みました。石橋さん、私がアウトドア好きなの
覚えていてくれたんだなぁ、と思いました。
北川／私は本当は２月にトルコの大学の医療研修に
参加する予定でした。でも、大学の期末試験を終え、
これでトルコへ行けるという矢先に、中東で日本人人
質事件が起こったんです。周囲にも反対され、トルコ
行きはやむなく断念しましたが、「せめて英語学習の
ために短期留学を」と石橋さんに相談して、ニュージ
ーランドの語学学校に決めました。
田﨑・北川／同じ語学学校へ行くと知ったのは、日本
を発つ１週間前だったよね（笑）。

いざニュージーランドへ。でも、日本の

ように清潔で親切…は期待し過ぎ。

─ホームステイ先はいかがでしたか？
北川／とにかくハエが多くて、最初は落ち着いて食事
ができませんでした。食器の汚れやトイレの匂いなど
衛生面での意識の差を感じました。
田﨑／私もハエが気になって、最初は寝不足になり
ました。外食しても店内にハエが飛んでるのが普通。
日本ではありえない。
北川／最初のホストファミリーのお宅には、私を含め
て３人の留学生がお世話になっていましたが、初日に
自己紹介もなく、あまり会話もしてくれませんでした。
私は不満と寂しさで悶 と々しながら１週間を過ごしま
した。悩んでいる私を由布菜が観光に誘ってくれて、
２人でキャセドラルコーブへ行った時のことです。由
布菜に「綾美は日本でおもてなしに慣れてるからじゃ
ない？」と言われたんです。私は大学で交換留学生の
日本での生活のサポートをしたり、学生団体で海外
の学生を対象にした国際会議を主催しています。日
本にいる間は気持ちよく過ごしてもらおうと努力して
います。だから自分も海外へ行けば、必ず親切にして
もらえると思っていたんですね。結局、語学学校に申
し出てホストファミリーは替えてもらい、次のお宅では
仲良く過ごすことができましたが、海外で日本ほどの

“おもてなし”感覚を期待してはいけないことを学びま
した。
田﨑／ちょうど留学生の多い時期に行ったので、私は
ドイツ人留学生と一緒のお宅でした。私がお世話にな
った家族は「海外に行ったことがないから、ホストファ
ミリーをしているんだ」と私たちに親切に接してくれまし
た。街を案内してくれたり、パブロバという伝統菓子の
作り方を教えてくれたり。私たちが滞在したフィティア
ンガの街では、知らない人同士が気軽に挨拶を交わし
ていて、日本とは違う温かさを感じました。

英語はコミュニケーションの道具。語学

学校では積極的に交わる姿勢が大切。

─現地の語学学校へ入ってみて感じたことは？
田﨑／以前の短期留学で、語学学校のクラスのほと
んどが日本人だったことがありますが、今回、私は上か
ら３番目のクラスになり、中国人１人の他は全員ヨーロ
ッパ人でした。日本人の英語だとお互い聞き取れるん

ですが、相手がヨーロッパ人だとそうはいかない。だか
らすごく勉強になりました。
　クラスメイトに「あなたたちは他の日本人より発音
がクリアだ」とか「会話の反応が速い」と言ってもらえ
たのは、FCCで英語で英語の授業を受けることに慣
れていたおかげだと思います。
北川／そうだね。私は上から２番目で、もう１人の日本
人以外はヨーロッパ人のクラスでした。他の国の人の
発音を受け入れるのは大変だったけど、貴重な経験
ができました。それから、FCCの英語日記のように、日
頃から英語で文章を書く習慣の大切さを感じました。
語学学校でもテーマに沿った文章を提出する授業が
あって…ヨーロッパ人は早いんです。発音が違っても
英語と同じスペルの単語が多いから。書く力の差は
感じましたね。

─望んだコミュニケーションはできましたか？
北川／最初はアジア人は敬遠されて、ヨーロッパ人だ
けで仲良くしているように感じました。でもよく見ると、
ヨーロッパ人も同じ国の学生で固まって、打ち解けて
いるわけではなかったんです。誰でも最初は勇気が
必要なんだと感じ、私はせっかく来たんだから、いろん
な国の人と話そうと積極的に声を掛けてみました。す
ると、次第に受け入れられて、みんなと仲良くなれまし
たよ。
田﨑／私たちが入った語学学校はアクティビティの
授業が充実していて、毎日サーフィンやシュノーケリン
グなどにみんなで挑戦しました。教え合ったり助け合
ったりするうちに、自然と英語で会話してるんです。英
語はコミュニケーションのための道具だと実感しまし
た。
北川／週に一度、オープンナイトというイベントもあっ
て、順番に自国の料理でみんなをもてなすんです。私

たちは手巻き寿司を披露しましたが、その国の文化や
習慣を知ることで、さらに距離も縮まって、コミュニケ
ーションも深さを増す気がしました。
田﨑／クラスメイトからの飲み会やバーベキューへの
誘いは断らないと決めて、全部行きました。本当に楽
しかったです！海外であんなに爆笑できたら、もっと英
語を使えるようになりたいと思いますね。

短期留学で心機一転。

「学ばねば」から「学びたい」へ。

─帰国後に英語学習の取り組み方は変わりましたか？
田﨑／以前はFCCを休みがちでしたが、帰国後はで
きるだけ毎日英語にふれたくて、週３回通っています。
FCC文庫のフレーズを単語帳に書き留めたり、
TOEICの勉強も始めました。実は留学中にドイツ人の
女の子と仲良くなり、今年のクリスマスにドイツに招か
れています。彼女ともっと話したいという思いが、英語
学習の大きなモチベーションになっています。
北川／帰国してから、由布菜と私と語学学校で知り
合った仲間で英語のチャットをしています。彼女たち
に読んでほしいから、フェイスブックもインスタグラム
も英語で投稿します。以前は英語を学ばないといけ
ないと思っていましたが、今は純粋に楽しいから英語
を学びたいと思うようになりました。
　留学中に気づいたのは、暗唱できるフレーズは会
話の中でも自然に出てくる、ということ。それで今は少
し簡単なFCC文庫を読んで、覚えやすいフレーズを
暗唱しています。医学用英語のテキストも持ち歩い
て、暇な時に語彙を増やすことにしました。将来は仕
事でもプライベートでも、日本語で伝えられることは英
語でも伝えられるようになりたいです。
─お二人ともありがとうございました！

ドイツ人留学生が誘ってくれたバーベキュー。ドイツ人３人で借りていたシェア
ハウスが会場に。

２人が留学したコロマンデル・アウトドア・ランゲージ・センター
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受験英語じゃ、自分が望む会話はできない。

ＦＣＣでコミュニケーションのための英語を。

─大学生のうちから英会話学校で学ぼうと思ったの
はなぜですか？
田﨑／社会人になったら忙しいから、大学生のうちに
いっぱい海外経験をしておこうと思っているんですけ
ど、実際に行ってみると、現地の人と上手くコミュニケ
ーションがとれなくて…受験英語じゃ自分が望む会話
はできないんです。それで、大学２年の秋に父の勧め
もあって、英会話学校に通うことにしました。ネットで
検索してFCCに決めました。
北川／私は大学１年から世界中の医学生を対象にし
た学生団体に入り、国際交流を続けています。でも国
際会議に参加するにも論文を読むにも英語が必要
だし、海外の仲間に聞きたいことも話したいこともあ
るのに、英語のせいで踏み込んだ会話ができない。
独学は一通りやってみたけど、誰かに教わらないと無
理だと感じて、大学１年の冬にネットで見つけたFCC
に入校しました。

─ニュージーランドへの短期留学を希望したのはどう
して？
田﨑／春休みに短期留学をしたいとは思っていまし
たが、大学の試験の都合で決められずにいました。１

月に入ってFCCで石橋さんに相談したら「アウトドア
好きなら、この学校がお薦め」と紹介してくれて…すぐ
申し込みました。石橋さん、私がアウトドア好きなの
覚えていてくれたんだなぁ、と思いました。
北川／私は本当は２月にトルコの大学の医療研修に
参加する予定でした。でも、大学の期末試験を終え、
これでトルコへ行けるという矢先に、中東で日本人人
質事件が起こったんです。周囲にも反対され、トルコ
行きはやむなく断念しましたが、「せめて英語学習の
ために短期留学を」と石橋さんに相談して、ニュージ
ーランドの語学学校に決めました。
田﨑・北川／同じ語学学校へ行くと知ったのは、日本
を発つ１週間前だったよね（笑）。

いざニュージーランドへ。でも、日本の

ように清潔で親切…は期待し過ぎ。

─ホームステイ先はいかがでしたか？
北川／とにかくハエが多くて、最初は落ち着いて食事
ができませんでした。食器の汚れやトイレの匂いなど
衛生面での意識の差を感じました。
田﨑／私もハエが気になって、最初は寝不足になり
ました。外食しても店内にハエが飛んでるのが普通。
日本ではありえない。
北川／最初のホストファミリーのお宅には、私を含め
て３人の留学生がお世話になっていましたが、初日に
自己紹介もなく、あまり会話もしてくれませんでした。
私は不満と寂しさで悶 と々しながら１週間を過ごしま
した。悩んでいる私を由布菜が観光に誘ってくれて、
２人でキャセドラルコーブへ行った時のことです。由
布菜に「綾美は日本でおもてなしに慣れてるからじゃ
ない？」と言われたんです。私は大学で交換留学生の
日本での生活のサポートをしたり、学生団体で海外
の学生を対象にした国際会議を主催しています。日
本にいる間は気持ちよく過ごしてもらおうと努力して
います。だから自分も海外へ行けば、必ず親切にして
もらえると思っていたんですね。結局、語学学校に申
し出てホストファミリーは替えてもらい、次のお宅では
仲良く過ごすことができましたが、海外で日本ほどの

“おもてなし”感覚を期待してはいけないことを学びま
した。
田﨑／ちょうど留学生の多い時期に行ったので、私は
ドイツ人留学生と一緒のお宅でした。私がお世話にな
った家族は「海外に行ったことがないから、ホストファ
ミリーをしているんだ」と私たちに親切に接してくれまし
た。街を案内してくれたり、パブロバという伝統菓子の
作り方を教えてくれたり。私たちが滞在したフィティア
ンガの街では、知らない人同士が気軽に挨拶を交わし
ていて、日本とは違う温かさを感じました。

英語はコミュニケーションの道具。語学

学校では積極的に交わる姿勢が大切。

─現地の語学学校へ入ってみて感じたことは？
田﨑／以前の短期留学で、語学学校のクラスのほと
んどが日本人だったことがありますが、今回、私は上か
ら３番目のクラスになり、中国人１人の他は全員ヨーロ
ッパ人でした。日本人の英語だとお互い聞き取れるん

ですが、相手がヨーロッパ人だとそうはいかない。だか
らすごく勉強になりました。
　クラスメイトに「あなたたちは他の日本人より発音
がクリアだ」とか「会話の反応が速い」と言ってもらえ
たのは、FCCで英語で英語の授業を受けることに慣
れていたおかげだと思います。
北川／そうだね。私は上から２番目で、もう１人の日本
人以外はヨーロッパ人のクラスでした。他の国の人の
発音を受け入れるのは大変だったけど、貴重な経験
ができました。それから、FCCの英語日記のように、日
頃から英語で文章を書く習慣の大切さを感じました。
語学学校でもテーマに沿った文章を提出する授業が
あって…ヨーロッパ人は早いんです。発音が違っても
英語と同じスペルの単語が多いから。書く力の差は
感じましたね。

─望んだコミュニケーションはできましたか？
北川／最初はアジア人は敬遠されて、ヨーロッパ人だ
けで仲良くしているように感じました。でもよく見ると、
ヨーロッパ人も同じ国の学生で固まって、打ち解けて
いるわけではなかったんです。誰でも最初は勇気が
必要なんだと感じ、私はせっかく来たんだから、いろん
な国の人と話そうと積極的に声を掛けてみました。す
ると、次第に受け入れられて、みんなと仲良くなれまし
たよ。
田﨑／私たちが入った語学学校はアクティビティの
授業が充実していて、毎日サーフィンやシュノーケリン
グなどにみんなで挑戦しました。教え合ったり助け合
ったりするうちに、自然と英語で会話してるんです。英
語はコミュニケーションのための道具だと実感しまし
た。
北川／週に一度、オープンナイトというイベントもあっ
て、順番に自国の料理でみんなをもてなすんです。私

たちは手巻き寿司を披露しましたが、その国の文化や
習慣を知ることで、さらに距離も縮まって、コミュニケ
ーションも深さを増す気がしました。
田﨑／クラスメイトからの飲み会やバーベキューへの
誘いは断らないと決めて、全部行きました。本当に楽
しかったです！海外であんなに爆笑できたら、もっと英
語を使えるようになりたいと思いますね。

短期留学で心機一転。

「学ばねば」から「学びたい」へ。

─帰国後に英語学習の取り組み方は変わりましたか？
田﨑／以前はFCCを休みがちでしたが、帰国後はで
きるだけ毎日英語にふれたくて、週３回通っています。
FCC文庫のフレーズを単語帳に書き留めたり、
TOEICの勉強も始めました。実は留学中にドイツ人の
女の子と仲良くなり、今年のクリスマスにドイツに招か
れています。彼女ともっと話したいという思いが、英語
学習の大きなモチベーションになっています。
北川／帰国してから、由布菜と私と語学学校で知り
合った仲間で英語のチャットをしています。彼女たち
に読んでほしいから、フェイスブックもインスタグラム
も英語で投稿します。以前は英語を学ばないといけ
ないと思っていましたが、今は純粋に楽しいから英語
を学びたいと思うようになりました。
　留学中に気づいたのは、暗唱できるフレーズは会
話の中でも自然に出てくる、ということ。それで今は少
し簡単なFCC文庫を読んで、覚えやすいフレーズを
暗唱しています。医学用英語のテキストも持ち歩い
て、暇な時に語彙を増やすことにしました。将来は仕
事でもプライベートでも、日本語で伝えられることは英
語でも伝えられるようになりたいです。
─お二人ともありがとうございました！

北川綾美さん
きたがわ

田﨑由布菜さん
たさき ゆ う な あやみ

　2012年９月入校。中級-I、LS-III、
RGW-III、B-IIを受講中。大学の薬
学部５年生。幼い頃から家族と海外
旅行を経験。大学入学後はバンクーバ
ーやロサンゼルスでの短期留学や、薬
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　2012年12月入校。中級-II、LS-IV、
RW-IVを受講中。大学の医学部４年
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た国際NGO団体に参加し、毎年、海外
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湾での国際会議に参加経験もあり。
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受験英語じゃ、自分が望む会話はできない。

ＦＣＣでコミュニケーションのための英語を。

─大学生のうちから英会話学校で学ぼうと思ったの
はなぜですか？
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いっぱい海外経験をしておこうと思っているんですけ
ど、実際に行ってみると、現地の人と上手くコミュニケ
ーションがとれなくて…受験英語じゃ自分が望む会話
はできないんです。それで、大学２年の秋に父の勧め
もあって、英会話学校に通うことにしました。ネットで
検索してFCCに決めました。
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覚えていてくれたんだなぁ、と思いました。
北川／私は本当は２月にトルコの大学の医療研修に
参加する予定でした。でも、大学の期末試験を終え、
これでトルコへ行けるという矢先に、中東で日本人人
質事件が起こったんです。周囲にも反対され、トルコ
行きはやむなく断念しましたが、「せめて英語学習の
ために短期留学を」と石橋さんに相談して、ニュージ
ーランドの語学学校に決めました。
田﨑・北川／同じ語学学校へ行くと知ったのは、日本
を発つ１週間前だったよね（笑）。
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─ホームステイ先はいかがでしたか？
北川／とにかくハエが多くて、最初は落ち着いて食事
ができませんでした。食器の汚れやトイレの匂いなど
衛生面での意識の差を感じました。
田﨑／私もハエが気になって、最初は寝不足になり
ました。外食しても店内にハエが飛んでるのが普通。
日本ではありえない。
北川／最初のホストファミリーのお宅には、私を含め
て３人の留学生がお世話になっていましたが、初日に
自己紹介もなく、あまり会話もしてくれませんでした。
私は不満と寂しさで悶 と々しながら１週間を過ごしま
した。悩んでいる私を由布菜が観光に誘ってくれて、
２人でキャセドラルコーブへ行った時のことです。由
布菜に「綾美は日本でおもてなしに慣れてるからじゃ
ない？」と言われたんです。私は大学で交換留学生の
日本での生活のサポートをしたり、学生団体で海外
の学生を対象にした国際会議を主催しています。日
本にいる間は気持ちよく過ごしてもらおうと努力して
います。だから自分も海外へ行けば、必ず親切にして
もらえると思っていたんですね。結局、語学学校に申
し出てホストファミリーは替えてもらい、次のお宅では
仲良く過ごすことができましたが、海外で日本ほどの

“おもてなし”感覚を期待してはいけないことを学びま
した。
田﨑／ちょうど留学生の多い時期に行ったので、私は
ドイツ人留学生と一緒のお宅でした。私がお世話にな
った家族は「海外に行ったことがないから、ホストファ
ミリーをしているんだ」と私たちに親切に接してくれまし
た。街を案内してくれたり、パブロバという伝統菓子の
作り方を教えてくれたり。私たちが滞在したフィティア
ンガの街では、知らない人同士が気軽に挨拶を交わし
ていて、日本とは違う温かさを感じました。
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らすごく勉強になりました。
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がクリアだ」とか「会話の反応が速い」と言ってもらえ
たのは、FCCで英語で英語の授業を受けることに慣
れていたおかげだと思います。
北川／そうだね。私は上から２番目で、もう１人の日本
人以外はヨーロッパ人のクラスでした。他の国の人の
発音を受け入れるのは大変だったけど、貴重な経験
ができました。それから、FCCの英語日記のように、日
頃から英語で文章を書く習慣の大切さを感じました。
語学学校でもテーマに沿った文章を提出する授業が
あって…ヨーロッパ人は早いんです。発音が違っても
英語と同じスペルの単語が多いから。書く力の差は
感じましたね。

─望んだコミュニケーションはできましたか？
北川／最初はアジア人は敬遠されて、ヨーロッパ人だ
けで仲良くしているように感じました。でもよく見ると、
ヨーロッパ人も同じ国の学生で固まって、打ち解けて
いるわけではなかったんです。誰でも最初は勇気が
必要なんだと感じ、私はせっかく来たんだから、いろん
な国の人と話そうと積極的に声を掛けてみました。す
ると、次第に受け入れられて、みんなと仲良くなれまし
たよ。
田﨑／私たちが入った語学学校はアクティビティの
授業が充実していて、毎日サーフィンやシュノーケリン
グなどにみんなで挑戦しました。教え合ったり助け合
ったりするうちに、自然と英語で会話してるんです。英
語はコミュニケーションのための道具だと実感しまし
た。
北川／週に一度、オープンナイトというイベントもあっ
て、順番に自国の料理でみんなをもてなすんです。私

たちは手巻き寿司を披露しましたが、その国の文化や
習慣を知ることで、さらに距離も縮まって、コミュニケ
ーションも深さを増す気がしました。
田﨑／クラスメイトからの飲み会やバーベキューへの
誘いは断らないと決めて、全部行きました。本当に楽
しかったです！海外であんなに爆笑できたら、もっと英
語を使えるようになりたいと思いますね。
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「学ばねば」から「学びたい」へ。

─帰国後に英語学習の取り組み方は変わりましたか？
田﨑／以前はFCCを休みがちでしたが、帰国後はで
きるだけ毎日英語にふれたくて、週３回通っています。
FCC文庫のフレーズを単語帳に書き留めたり、
TOEICの勉強も始めました。実は留学中にドイツ人の
女の子と仲良くなり、今年のクリスマスにドイツに招か
れています。彼女ともっと話したいという思いが、英語
学習の大きなモチベーションになっています。
北川／帰国してから、由布菜と私と語学学校で知り
合った仲間で英語のチャットをしています。彼女たち
に読んでほしいから、フェイスブックもインスタグラム
も英語で投稿します。以前は英語を学ばないといけ
ないと思っていましたが、今は純粋に楽しいから英語
を学びたいと思うようになりました。
　留学中に気づいたのは、暗唱できるフレーズは会
話の中でも自然に出てくる、ということ。それで今は少
し簡単なFCC文庫を読んで、覚えやすいフレーズを
暗唱しています。医学用英語のテキストも持ち歩い
て、暇な時に語彙を増やすことにしました。将来は仕
事でもプライベートでも、日本語で伝えられることは英
語でも伝えられるようになりたいです。
─お二人ともありがとうございました！

Q1. IELTSとはどのようなテストですか？
　IELTSは海外での教育を望む人や、外国への移住
を考えている人が受ける世界で最も受験者が多い
英語のテストで、世界の9000を超える諸団体、例
えば、大学、雇用主、移民局、専門機関などで公式
認定されています。昨年は延べ220万人以上の人が
受験しました。

Q2. テストの概要を教えて下さい。
　IELTSには留学等を目指す人が受ける【アカデミ
ック】と、移住等を考えている人が受ける【一般】
の２種類があります。どちらもリスニング、リーディ
ング、ライティング、スピーキングと分けて構成され
ていて、スピーキングでは公認の試験監督による面
接があります。受験者は、一貫した正確な評価基準
によって、自身の総合的な英語力を知ることができ
ます。

Q3.IELTSの勉強や受験は英語力を伸
ばす上でどのように役立ちますか。
　IELTSは、英語を勉強する上でどこに焦点を当て
るべきかをはっきりさせるのに、非常に役に立つテ
ストです。何回か受験していくことで、４技能それぞ
れの上達度に関するフィードバックをもらえるので、
自分の得意不得意がよく分かります。また、自分の
ペースで練習できるテストや教材も豊富です。

Q4. FCCのIELTS対策コースではどのような
指導を行っていますか。
　通常、毎週、４技能のうちの一つに焦点を当てて、より効
率的にテストを受けるための戦略を学んでもらうことに主眼
を置いて指導しています。受講生にはライティングとスピー
キングのスキルに関して細かいフィードバックを行っていま
す。また、自宅でも練習ができるようにたくさん課題を出し
ています。このコースの受講者の目的は様々です。イギリスを
はじめとする外国の大学で勉強したいという人もいれば、英
語力を総合的に上げたいという理由の人もいます。やる気が
あって自宅学習もどんどんやりたいという方には、この対策
コースはぴったりだと思います。

FCC　IELTS対策コース
（対象レベル：初級Ⅱ以上）
毎週日曜日17時半～19時（90分）
担当 Stewart講師
※本コースは毎学期全22回（６ヵ月間）で開講していま
す。受講はコース開始時からが原則ですが、途中から
の参加をご希望の方、IELTSにご興味のある方は川村ま
でお問い合わせ下さい。受験以外の
目的で受講される方も歓迎しま
す。ただし、英語力によってはお
申込み頂けない場合もあります
ので、一度ご相談下さい。

IELTS対策コース担当のStewart講師

FCCのIELTS対策コースなら、英語を勉強する上でどこ

に焦点を当てるべきかが分かります。

　よく知られている英語のテストに、TOEIC、英検、
TOEFLなどがありますが、近年IELTS（アイエルツ）
への注目が高まってきています。何故なのでしょう
か。また、IELTSはどのようなテストなのでしょうか。
FCCのIELTS対策コースを担当して２年になる
Stewart講師に話を聞きました。

特集　IELTS
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受験英語じゃ、自分が望む会話はできない。
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─大学生のうちから英会話学校で学ぼうと思ったの
はなぜですか？
田﨑／社会人になったら忙しいから、大学生のうちに
いっぱい海外経験をしておこうと思っているんですけ
ど、実際に行ってみると、現地の人と上手くコミュニケ
ーションがとれなくて…受験英語じゃ自分が望む会話
はできないんです。それで、大学２年の秋に父の勧め
もあって、英会話学校に通うことにしました。ネットで
検索してFCCに決めました。
北川／私は大学１年から世界中の医学生を対象にし
た学生団体に入り、国際交流を続けています。でも国
際会議に参加するにも論文を読むにも英語が必要
だし、海外の仲間に聞きたいことも話したいこともあ
るのに、英語のせいで踏み込んだ会話ができない。
独学は一通りやってみたけど、誰かに教わらないと無
理だと感じて、大学１年の冬にネットで見つけたFCC
に入校しました。

─ニュージーランドへの短期留学を希望したのはどう
して？
田﨑／春休みに短期留学をしたいとは思っていまし
たが、大学の試験の都合で決められずにいました。１

月に入ってFCCで石橋さんに相談したら「アウトドア
好きなら、この学校がお薦め」と紹介してくれて…すぐ
申し込みました。石橋さん、私がアウトドア好きなの
覚えていてくれたんだなぁ、と思いました。
北川／私は本当は２月にトルコの大学の医療研修に
参加する予定でした。でも、大学の期末試験を終え、
これでトルコへ行けるという矢先に、中東で日本人人
質事件が起こったんです。周囲にも反対され、トルコ
行きはやむなく断念しましたが、「せめて英語学習の
ために短期留学を」と石橋さんに相談して、ニュージ
ーランドの語学学校に決めました。
田﨑・北川／同じ語学学校へ行くと知ったのは、日本
を発つ１週間前だったよね（笑）。

いざニュージーランドへ。でも、日本の

ように清潔で親切…は期待し過ぎ。

─ホームステイ先はいかがでしたか？
北川／とにかくハエが多くて、最初は落ち着いて食事
ができませんでした。食器の汚れやトイレの匂いなど
衛生面での意識の差を感じました。
田﨑／私もハエが気になって、最初は寝不足になり
ました。外食しても店内にハエが飛んでるのが普通。
日本ではありえない。
北川／最初のホストファミリーのお宅には、私を含め
て３人の留学生がお世話になっていましたが、初日に
自己紹介もなく、あまり会話もしてくれませんでした。
私は不満と寂しさで悶 と々しながら１週間を過ごしま
した。悩んでいる私を由布菜が観光に誘ってくれて、
２人でキャセドラルコーブへ行った時のことです。由
布菜に「綾美は日本でおもてなしに慣れてるからじゃ
ない？」と言われたんです。私は大学で交換留学生の
日本での生活のサポートをしたり、学生団体で海外
の学生を対象にした国際会議を主催しています。日
本にいる間は気持ちよく過ごしてもらおうと努力して
います。だから自分も海外へ行けば、必ず親切にして
もらえると思っていたんですね。結局、語学学校に申
し出てホストファミリーは替えてもらい、次のお宅では
仲良く過ごすことができましたが、海外で日本ほどの

“おもてなし”感覚を期待してはいけないことを学びま
した。
田﨑／ちょうど留学生の多い時期に行ったので、私は
ドイツ人留学生と一緒のお宅でした。私がお世話にな
った家族は「海外に行ったことがないから、ホストファ
ミリーをしているんだ」と私たちに親切に接してくれまし
た。街を案内してくれたり、パブロバという伝統菓子の
作り方を教えてくれたり。私たちが滞在したフィティア
ンガの街では、知らない人同士が気軽に挨拶を交わし
ていて、日本とは違う温かさを感じました。

英語はコミュニケーションの道具。語学

学校では積極的に交わる姿勢が大切。

─現地の語学学校へ入ってみて感じたことは？
田﨑／以前の短期留学で、語学学校のクラスのほと
んどが日本人だったことがありますが、今回、私は上か
ら３番目のクラスになり、中国人１人の他は全員ヨーロ
ッパ人でした。日本人の英語だとお互い聞き取れるん

ですが、相手がヨーロッパ人だとそうはいかない。だか
らすごく勉強になりました。
　クラスメイトに「あなたたちは他の日本人より発音
がクリアだ」とか「会話の反応が速い」と言ってもらえ
たのは、FCCで英語で英語の授業を受けることに慣
れていたおかげだと思います。
北川／そうだね。私は上から２番目で、もう１人の日本
人以外はヨーロッパ人のクラスでした。他の国の人の
発音を受け入れるのは大変だったけど、貴重な経験
ができました。それから、FCCの英語日記のように、日
頃から英語で文章を書く習慣の大切さを感じました。
語学学校でもテーマに沿った文章を提出する授業が
あって…ヨーロッパ人は早いんです。発音が違っても
英語と同じスペルの単語が多いから。書く力の差は
感じましたね。

─望んだコミュニケーションはできましたか？
北川／最初はアジア人は敬遠されて、ヨーロッパ人だ
けで仲良くしているように感じました。でもよく見ると、
ヨーロッパ人も同じ国の学生で固まって、打ち解けて
いるわけではなかったんです。誰でも最初は勇気が
必要なんだと感じ、私はせっかく来たんだから、いろん
な国の人と話そうと積極的に声を掛けてみました。す
ると、次第に受け入れられて、みんなと仲良くなれまし
たよ。
田﨑／私たちが入った語学学校はアクティビティの
授業が充実していて、毎日サーフィンやシュノーケリン
グなどにみんなで挑戦しました。教え合ったり助け合
ったりするうちに、自然と英語で会話してるんです。英
語はコミュニケーションのための道具だと実感しまし
た。
北川／週に一度、オープンナイトというイベントもあっ
て、順番に自国の料理でみんなをもてなすんです。私

たちは手巻き寿司を披露しましたが、その国の文化や
習慣を知ることで、さらに距離も縮まって、コミュニケ
ーションも深さを増す気がしました。
田﨑／クラスメイトからの飲み会やバーベキューへの
誘いは断らないと決めて、全部行きました。本当に楽
しかったです！海外であんなに爆笑できたら、もっと英
語を使えるようになりたいと思いますね。

短期留学で心機一転。

「学ばねば」から「学びたい」へ。

─帰国後に英語学習の取り組み方は変わりましたか？
田﨑／以前はFCCを休みがちでしたが、帰国後はで
きるだけ毎日英語にふれたくて、週３回通っています。
FCC文庫のフレーズを単語帳に書き留めたり、
TOEICの勉強も始めました。実は留学中にドイツ人の
女の子と仲良くなり、今年のクリスマスにドイツに招か
れています。彼女ともっと話したいという思いが、英語
学習の大きなモチベーションになっています。
北川／帰国してから、由布菜と私と語学学校で知り
合った仲間で英語のチャットをしています。彼女たち
に読んでほしいから、フェイスブックもインスタグラム
も英語で投稿します。以前は英語を学ばないといけ
ないと思っていましたが、今は純粋に楽しいから英語
を学びたいと思うようになりました。
　留学中に気づいたのは、暗唱できるフレーズは会
話の中でも自然に出てくる、ということ。それで今は少
し簡単なFCC文庫を読んで、覚えやすいフレーズを
暗唱しています。医学用英語のテキストも持ち歩い
て、暇な時に語彙を増やすことにしました。将来は仕
事でもプライベートでも、日本語で伝えられることは英
語でも伝えられるようになりたいです。
─お二人ともありがとうございました！

FCC文庫に新冊が大量入庫！
　日頃より多くの方にご利用頂いているFCC文庫に、この夏新たに69冊を
追加致しました。読みやすいと好評のラダーシリーズをはじめ、「大人が
読んで面白い」「手に取りやすい内容」を基準に、５つの出版社のものか
ら厳選しました。一部ですが、お薦めのタイトルをご紹介します。

　女性を信用できない王は、
妻となった女性を次から次
へと処刑していました。これ
以上妻の候補者が見つから
ないと困り果てた時、名乗り
出たのは家来の娘でした。彼
女はどうなってしまうのでしょうか？
　小説ジャンルは他に、2010年にジュリア・ロ
バーツ主演で映画化された実話『Eat, Pray, 
Love（食べて祈って恋をして）』、『オリエン
ト急行殺人事件』、『Roman Holiday（ローマ
の休日）』、『Bridget Jones’s Diary』、『源氏
物語－夕顔』など14冊。

　今、世界中
から注目を浴
びている英国
王室を代表す
るお二人。生
い立ちから、
出逢い、結婚から現在までの
歩みをまとめた一冊。基礎レ
ベルの方でも読みやすい英語
です。
　伝記ジャンルは他に、
『Princess Diana』、『Steve 
Jobs』『坂本龍馬』など9冊。

　中東のスーク
と呼ばれる市場
では、ものの値
段が決まってい
ません。人々は
どうやって物を
買うのでしょうか。
　自然科学／文化ジャンルは
他に、見たもの、考えたこと全
てを記憶してしまう男性の実話
『The Memory Man』、『Mysteri-
ous Crop Circle』、『何がヘン？こ
の英語』など16冊。

　ある日、
浜辺で記
憶喪失の
男性が発
見されま
した。彼は
一体誰なのか。2005年に
世界を騒がせた実話。
　歴史・事件ジャンルは
他に、『New York』、『世
界の重大事件』、『新撰組』
など12冊。

『Sheherazade（千夜一夜物語）』
小説

『William and Kate』 『Making a Deal』 『The Piano man』
伝記 自然科学／文化 歴史・事件

Alex講師
（アレックス）
オーストラリア（パース）

10年程前に一度FCCで教えていまし
たが、昨年11月に9年ぶりに復帰しま
した。日本人も日本食も大好きです。

■自己紹介

講師紹介

　小学校教師になるつもりで大学では初等教育を学ん

でいたのですが、出身地のパースが鹿児島市と姉妹都市

提携を結んでいた関係で、大学２年の時に一年間休学し

て、日本で英語を教えてみることにしました。その時はま

さか30年以上も英語講師として働くとは思ってもいなか

ったです。日本人の女性と結婚してからは、オーストラリア

と日本を行き来する生活になり、オーストラリアでは世界

中からやって来る学生を相手に教えていました。

　私は現地の大学に入るための準備コースや、IELTSな

どのクラスを指導していました。学生たちは年齢も出身

も本当に様々。学生同士の関係は世界情勢の影響を受

けますし、授業で扱うトピックも慎重に選ばなくてはい

けません。相手の国の言葉がわからない場合は表情

やジェスチャーも使って、相手の反応を探りながら教

えていました。また、文化や宗教が絡む問題も起こり

ます。出身国ごとの特徴を考慮しながら、どうやって

教えるのがいいかを常に考えていました。文化や宗

教の問題から生まれる学生の要求には、学校としてで

きるだけの対応はしましたが、時には厳しさを持って

「何のためにここで勉強しているのか」と尋ねて説得

しました。母国と同じ様にはいかないことを分かって

もらうことが必要でしたね。

　「どうして日本人は意見を言わないのか？反応して

くれないのか？」と同僚に聞かれたことがあります。

育った環境、受けた教育が違えば、講師と学生がお

互いに期待することも違ってきます。海外に出る日本

人が心がけるべきことは「郷に入れば郷に従え」。日

本にいる時と同じようにしていてはダメです。移民の

多いオーストラリアでは様々な国の人が教育に携わっ

ているので、学生は多様な価値観に触れることがで

きます。FCCの講師も色々な国から来ていますよね。

講師によってやり方も皆さんに期待することも違う

と思います。そういった環境の中で学ぶことを、ぜひ

楽しんで下さい。Don’t try to be someone else, 

be Japanese, but be positive, don’t be too shy!

Ｑ．英語講師になったきっかけは？

Ｑ．日本人はどんな印象？

Ｑ．言葉も文化も違う生徒に教えるのは
    難しくはなかったですか？



－６－

JR博多駅
筑紫口（新幹線側）

第１合同庁舎
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第2合同庁舎

ヨドバシカメラ

昨年のビアガーデンパーティーにて

昨年の山笠 追い山にて

Marcus講師の自己紹
介。最初は日本

語で頑張りました。
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普段ゆっくり話せない講師たちとも交流。

突然流れ始めた美女と野獣の劇
中歌”Be Our Guest”を歌うMarcus
講師。その声量とリズム感に、参加
者から自然と手拍子と歓声が起こ
りました。

動物園飼育員の濱田美咲
さんによる受講生代表ス
ピーチ。順調に英語力を伸
ばしてこられた秘訣を紹介
して下さいました。

フォローアップの一つである土作りセ
ミナーと絡めて、人との出逢いの大
切さを語った赤峰代表のご挨拶。

ゲームを通して新たな出逢いが♪ 先着２グループには景品（福岡名産・限定品）を進呈しました。

昨年好評だった
「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）」
で今年も幕開け！

受験英語じゃ、自分が望む会話はできない。

ＦＣＣでコミュニケーションのための英語を。

─大学生のうちから英会話学校で学ぼうと思ったの
はなぜですか？
田﨑／社会人になったら忙しいから、大学生のうちに
いっぱい海外経験をしておこうと思っているんですけ
ど、実際に行ってみると、現地の人と上手くコミュニケ
ーションがとれなくて…受験英語じゃ自分が望む会話
はできないんです。それで、大学２年の秋に父の勧め
もあって、英会話学校に通うことにしました。ネットで
検索してFCCに決めました。
北川／私は大学１年から世界中の医学生を対象にし
た学生団体に入り、国際交流を続けています。でも国
際会議に参加するにも論文を読むにも英語が必要
だし、海外の仲間に聞きたいことも話したいこともあ
るのに、英語のせいで踏み込んだ会話ができない。
独学は一通りやってみたけど、誰かに教わらないと無
理だと感じて、大学１年の冬にネットで見つけたFCC
に入校しました。

─ニュージーランドへの短期留学を希望したのはどう
して？
田﨑／春休みに短期留学をしたいとは思っていまし
たが、大学の試験の都合で決められずにいました。１

月に入ってFCCで石橋さんに相談したら「アウトドア
好きなら、この学校がお薦め」と紹介してくれて…すぐ
申し込みました。石橋さん、私がアウトドア好きなの
覚えていてくれたんだなぁ、と思いました。
北川／私は本当は２月にトルコの大学の医療研修に
参加する予定でした。でも、大学の期末試験を終え、
これでトルコへ行けるという矢先に、中東で日本人人
質事件が起こったんです。周囲にも反対され、トルコ
行きはやむなく断念しましたが、「せめて英語学習の
ために短期留学を」と石橋さんに相談して、ニュージ
ーランドの語学学校に決めました。
田﨑・北川／同じ語学学校へ行くと知ったのは、日本
を発つ１週間前だったよね（笑）。

いざニュージーランドへ。でも、日本の

ように清潔で親切…は期待し過ぎ。

─ホームステイ先はいかがでしたか？
北川／とにかくハエが多くて、最初は落ち着いて食事
ができませんでした。食器の汚れやトイレの匂いなど
衛生面での意識の差を感じました。
田﨑／私もハエが気になって、最初は寝不足になり
ました。外食しても店内にハエが飛んでるのが普通。
日本ではありえない。
北川／最初のホストファミリーのお宅には、私を含め
て３人の留学生がお世話になっていましたが、初日に
自己紹介もなく、あまり会話もしてくれませんでした。
私は不満と寂しさで悶 と々しながら１週間を過ごしま
した。悩んでいる私を由布菜が観光に誘ってくれて、
２人でキャセドラルコーブへ行った時のことです。由
布菜に「綾美は日本でおもてなしに慣れてるからじゃ
ない？」と言われたんです。私は大学で交換留学生の
日本での生活のサポートをしたり、学生団体で海外
の学生を対象にした国際会議を主催しています。日
本にいる間は気持ちよく過ごしてもらおうと努力して
います。だから自分も海外へ行けば、必ず親切にして
もらえると思っていたんですね。結局、語学学校に申
し出てホストファミリーは替えてもらい、次のお宅では
仲良く過ごすことができましたが、海外で日本ほどの

“おもてなし”感覚を期待してはいけないことを学びま
した。
田﨑／ちょうど留学生の多い時期に行ったので、私は
ドイツ人留学生と一緒のお宅でした。私がお世話にな
った家族は「海外に行ったことがないから、ホストファ
ミリーをしているんだ」と私たちに親切に接してくれまし
た。街を案内してくれたり、パブロバという伝統菓子の
作り方を教えてくれたり。私たちが滞在したフィティア
ンガの街では、知らない人同士が気軽に挨拶を交わし
ていて、日本とは違う温かさを感じました。

英語はコミュニケーションの道具。語学

学校では積極的に交わる姿勢が大切。

─現地の語学学校へ入ってみて感じたことは？
田﨑／以前の短期留学で、語学学校のクラスのほと
んどが日本人だったことがありますが、今回、私は上か
ら３番目のクラスになり、中国人１人の他は全員ヨーロ
ッパ人でした。日本人の英語だとお互い聞き取れるん

ですが、相手がヨーロッパ人だとそうはいかない。だか
らすごく勉強になりました。
　クラスメイトに「あなたたちは他の日本人より発音
がクリアだ」とか「会話の反応が速い」と言ってもらえ
たのは、FCCで英語で英語の授業を受けることに慣
れていたおかげだと思います。
北川／そうだね。私は上から２番目で、もう１人の日本
人以外はヨーロッパ人のクラスでした。他の国の人の
発音を受け入れるのは大変だったけど、貴重な経験
ができました。それから、FCCの英語日記のように、日
頃から英語で文章を書く習慣の大切さを感じました。
語学学校でもテーマに沿った文章を提出する授業が
あって…ヨーロッパ人は早いんです。発音が違っても
英語と同じスペルの単語が多いから。書く力の差は
感じましたね。

─望んだコミュニケーションはできましたか？
北川／最初はアジア人は敬遠されて、ヨーロッパ人だ
けで仲良くしているように感じました。でもよく見ると、
ヨーロッパ人も同じ国の学生で固まって、打ち解けて
いるわけではなかったんです。誰でも最初は勇気が
必要なんだと感じ、私はせっかく来たんだから、いろん
な国の人と話そうと積極的に声を掛けてみました。す
ると、次第に受け入れられて、みんなと仲良くなれまし
たよ。
田﨑／私たちが入った語学学校はアクティビティの
授業が充実していて、毎日サーフィンやシュノーケリン
グなどにみんなで挑戦しました。教え合ったり助け合
ったりするうちに、自然と英語で会話してるんです。英
語はコミュニケーションのための道具だと実感しまし
た。
北川／週に一度、オープンナイトというイベントもあっ
て、順番に自国の料理でみんなをもてなすんです。私

たちは手巻き寿司を披露しましたが、その国の文化や
習慣を知ることで、さらに距離も縮まって、コミュニケ
ーションも深さを増す気がしました。
田﨑／クラスメイトからの飲み会やバーベキューへの
誘いは断らないと決めて、全部行きました。本当に楽
しかったです！海外であんなに爆笑できたら、もっと英
語を使えるようになりたいと思いますね。

短期留学で心機一転。

「学ばねば」から「学びたい」へ。

─帰国後に英語学習の取り組み方は変わりましたか？
田﨑／以前はFCCを休みがちでしたが、帰国後はで
きるだけ毎日英語にふれたくて、週３回通っています。
FCC文庫のフレーズを単語帳に書き留めたり、
TOEICの勉強も始めました。実は留学中にドイツ人の
女の子と仲良くなり、今年のクリスマスにドイツに招か
れています。彼女ともっと話したいという思いが、英語
学習の大きなモチベーションになっています。
北川／帰国してから、由布菜と私と語学学校で知り
合った仲間で英語のチャットをしています。彼女たち
に読んでほしいから、フェイスブックもインスタグラム
も英語で投稿します。以前は英語を学ばないといけ
ないと思っていましたが、今は純粋に楽しいから英語
を学びたいと思うようになりました。
　留学中に気づいたのは、暗唱できるフレーズは会
話の中でも自然に出てくる、ということ。それで今は少
し簡単なFCC文庫を読んで、覚えやすいフレーズを
暗唱しています。医学用英語のテキストも持ち歩い
て、暇な時に語彙を増やすことにしました。将来は仕
事でもプライベートでも、日本語で伝えられることは英
語でも伝えられるようになりたいです。
─お二人とも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。

FCC説明会
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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　初めてIELTSの特集をしましたが、いかがでしたでしょうか。
伸び悩みを感じてIELTS対策コースを受講された方からは「自
分の英語力がより明確に把握でき、何をどう勉強したらいいか
という道筋が見えた」との前向きな声が挙がっています。今ま
でとは違う刺激を求めている方にもお薦めのコースです。

(平井聡美)

編集後記お知らせ

みんなの広場

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

この間のレッスンはありません。FCC文庫の貸出・返却、FCC説明会、
入校手続き等は8月13日(木)以外の9時～17時の間行います。

夏休みは8月10日(月)～8月16日(日)です。

①山笠 追い山 7月15日(水)／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ボランティア

日時：7月25日（土）19:00～（予定）
※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

　約80名の方にご参加頂いた今年のSpring Party。この春か
らFCCに加わったMarcus講師にとっては初めてのパーティー
でしたが、なんと当日サプライズで抜群の歌唱力を披露！閉会
後も多くの方がしばらく会場に残り余韻を楽しんでおられま
した♪♪参加して下さった皆様、本当に有難うございました。

2015 SpringParty


