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将来のために入校したＦＣＣ。

自分の考えを述べるレッスン

が楽しみに。

黒田／将来、英語を使う仕事がしたいと思
っていますが、私の高校には外国人の先生
がいなかったので、ネイティヴの講師に教え
てもらえるFCCに入りました。高校１年から
ずっと通っています。今３年生で、大学受験
を控えていますが、英語は外部検定を利用
するので、入試より前に英検を受けます。大
学でも英語を専攻したいと思っています。
島田／英語は将来役立つという母親の考えで、４
歳から小学５年まで英会話を習っていました。高校
の授業は入試対策なので、実際に使える英語を学
ばせたいと母が高校入学時にFCCを勧めてくれまし
た。私も英語日記が自分のためになりそうだと思
い、入校しました。
古川／仕事で海外に行くことのある父が、自分で英
語でのコミュニケーションがとれるほうが絶対良い
と、英会話学校を勧めてくれました。中学時代の塾
の先生に“まじめで厳しい”FCCが僕には合うと言
われて、中学卒業後すぐに入校しました。
黒田／FCCでは英語で自分の意見を言うことが求
められます。そこが学校の授業といちばん違うところ
だと思います。クラスがレベル別に分かれているの

で、自分の英語力に合ったレッスンが受けられるし、
学期ごとにレベルが上がると励みにもなります。
島田／以前は友達と一緒に家庭教師の先生に英
会話を習っていて、先生の説明は日本語でした。
FCCでは講師の説明もアドバイスも全て英語。それ
を理解するのも力がつく気がします。
古川／学校の授業は毎回「説明を聞く→問題を解
く」だけど、FCCでは講師が僕には予測できない進
め方をしたりするからワクワクします。「先週は何を
したの？」と尋ねられた時のために、答えを考えてお
くのも楽しいです。
黒田／人前で自分の意見を言うのは、日本語でも難
しい。でもFCCではそれが当たり前なんです。最初
は簡単な言葉で要点しか言えなかったけど、講師が
きちんと補足してくれるから、安心して話せるように

なりました。
島田／学校の授業はテストで良い成績を残すため
のもので、「しなきゃいけない」と感じる。FCCのレッ
スンは「講師に誤解なく伝えたい」と思うのが先。だ
から文法も勉強しようと自然と思えるんです。
古川／学校は書くことが中心。FCCは話すことが
中心。僕はFCCで英語を話す時間が楽しいです。

ＦＣＣに通うのは部活の代わり。
時間のやりくりも苦になりません。

黒田／今は学校の他に週３日の塾と週２日のFCC
があります。昔から学校帰りに習い事をしていたの
で苦にはなりません。部活の代わりにFCCに通っ
ている感覚です。ただ自宅学習の時間が足りない
ので、学校の空き時間も使います。英語日記は、最
近は英検に出題されたトピックをネットで調べて作
文を書いています。講師に添削をしてもらえるのが
すごく役立ちます。
島田／私は毎週日曜に３コマ受講しています。朝
10時前から17時過ぎまでFCCにいて、レッスンの
合間に宿題をしたり、英語日記を書いたりします。

私も部活には入っていないので、日曜のFCC通いは
楽しみです。
古川／週に２日、学校が終わると春日の自宅から自
転車でFCCに通っています。父の職場がFCCの近く
なので、帰りは父と２人で自転車で帰ります。３歳か
ら続けている柔道も週２日稽古に通っています。中
学までは塾に通っていて居残りになることも多かっ
たのですが、FCCは終わりの時間が決まっているし、
塾より全然楽しいです。

「聞きとれない、話せない」の入
校時からずいぶん成長しました。

黒田／最初の課題はスピーキングとリスニングで、
入校時に受けたTOEIC模試は全く聞き取れませんで
した。FCCに通い始めた頃は、聞いた英語をまず和
訳してから、答えを考えていましたが、だんだん和訳
なしで答えられるようになりました。一度、マーカス講
師のレッスンに私だけの日があって、家が太宰府な
ので、天満宮に訪れる外国人観光客と話す機会も
あると伝えたら、神社で使える英語をたくさん教えて
くれました。例えば「御札は神棚か目線より高い位

置にお祀りください」とか。それを全部覚えて
外国人観光客に使ったら、すごく喜んでもらえ
ました。私もとても嬉しくて、英語を使ってコミ
ュニケーションをとることが面白くなっていきま
した。「FCCを続けてよかった」と思う瞬間で
す。
島田／私も最初の課題はリスニングでした。
単語と単語がくっついて聞こえるから、講師の
指示が全然わからなくて、隣の受講生に教え
てもらってました。そのうち自然とくっついてい
る単語が聞き取れるようになって、スピーキン

グにも自信がついてきました。学校で友達に「英語
を話すの上手いね」と言ってもらえるようになり、先
生から英語のスピーチコンテストに出てみないかと
言われました。今年の春、高校から２週間の語学研
修でニュージーランドに行きましたが、ホストファミリ
ーに「理解するのも話すのも上手い」と褒めてもらえ
たことが嬉しかったです。FCCに通った効果だと思
いました。
古川／初めてのレッスンがスチュワート講師と僕１人
で、言われていることがわからなくて、黙りこんでしま
いました。すると講師が僕がわからない単語を一つ
一つ違う言葉に置き換えて、根気よく説明してくれた
んです。聞いているうちに意味が掴めてきて、英語に
慣れていきました。英語日記も最初は時制がバラバ
ラで、よく訂正されていたけど、最近は時制では注意
されなくなりました。レッスンで講師が話す内容も
理解できるようになったし、以前は単語で答えていた
けど、今は文に繋げられるようになってきました。レッ
スン以外でも英語を使えるチャンスがあれば、挑戦
してみたいと思っています。

大人と一緒のクラスは社会勉
強にも。夢への道筋が明確に
なってきました。

黒田／私の夢は航空管制官になることです。FCC
に入ってすぐ新入生歓迎パーティがあって、航空管
制官の受講生と知り合うことができました。管制官
の試験の話も聞けて「英語は絶対必要だよ」と言わ
れました。今も私のモチベーションになっています。
島田／大人の中で最初は緊張しましたが、同世代と
はできない会話はためになります。講師の「昨日は

何してた？」という質問の答えだけでも、私の知らな
い世界の話ばかり。クラスメイトの皆さんもよく話し
かけてくれるので、今は緊張しなくなりました。
古川／僕は、初めて一緒になる人には必ず「いく
つ？」って聞かれるし、まだ毎回緊張します。クラス
メイトとは個人的に話したことはないけど、レッス
ンで大人と会話するだけでも今は刺激になってい
ます。僕の知らない単語もたくさん知っているので
勉強になります。
黒田／福岡の大学に進学して、FCCに通い続ける
つもりです。希望の大学は留学のサポートが充実し
ているので、アメリカに留学して、インターンシップで
ディズニーで働くのが今の目標です。
島田／将来の夢は水族館の飼育員ですが、一度
JICAも経験してみたいと思っています。大学に入っ
たら、飼育員になるための専門的な勉強に力を入
れたいので、英語は今のうちに使えるようになって
おきたいです。
古川／父が設計士で、自分も設計士になりたいと思
っています。将来は海外の建築も手掛けられるよう
になりたいです。大学は建築科に進むつもりなの
で、英語は高校生のうちに勉強しておくつもりです。
─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の受講生には高校生もいます。大学入試の英語に外部検定利用が導入されるなど変化する環
境の中で、彼らはどんな夢を抱いて、大人と一緒の英会話スクールで学ぶのでしょうか。

今回の座談会に参加していただいた受講生の皆さん。左から古川和樹さん、島田奈緒さん、黒
田幸奈さん。プロフィールは次ページに。
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高校時代に世界に通じる英語力を。



－２－

受講生座談会

将来のために入校したＦＣＣ。

自分の考えを述べるレッスン

が楽しみに。

黒田／将来、英語を使う仕事がしたいと思
っていますが、私の高校には外国人の先生
がいなかったので、ネイティヴの講師に教え
てもらえるFCCに入りました。高校１年から
ずっと通っています。今３年生で、大学受験
を控えていますが、英語は外部検定を利用
するので、入試より前に英検を受けます。大
学でも英語を専攻したいと思っています。
島田／英語は将来役立つという母親の考えで、４
歳から小学５年まで英会話を習っていました。高校
の授業は入試対策なので、実際に使える英語を学
ばせたいと母が高校入学時にFCCを勧めてくれまし
た。私も英語日記が自分のためになりそうだと思
い、入校しました。
古川／仕事で海外に行くことのある父が、自分で英
語でのコミュニケーションがとれるほうが絶対良い
と、英会話学校を勧めてくれました。中学時代の塾
の先生に“まじめで厳しい”FCCが僕には合うと言
われて、中学卒業後すぐに入校しました。
黒田／FCCでは英語で自分の意見を言うことが求
められます。そこが学校の授業といちばん違うところ
だと思います。クラスがレベル別に分かれているの

で、自分の英語力に合ったレッスンが受けられるし、
学期ごとにレベルが上がると励みにもなります。
島田／以前は友達と一緒に家庭教師の先生に英
会話を習っていて、先生の説明は日本語でした。
FCCでは講師の説明もアドバイスも全て英語。それ
を理解するのも力がつく気がします。
古川／学校の授業は毎回「説明を聞く→問題を解
く」だけど、FCCでは講師が僕には予測できない進
め方をしたりするからワクワクします。「先週は何を
したの？」と尋ねられた時のために、答えを考えてお
くのも楽しいです。
黒田／人前で自分の意見を言うのは、日本語でも難
しい。でもFCCではそれが当たり前なんです。最初
は簡単な言葉で要点しか言えなかったけど、講師が
きちんと補足してくれるから、安心して話せるように

なりました。
島田／学校の授業はテストで良い成績を残すため
のもので、「しなきゃいけない」と感じる。FCCのレッ
スンは「講師に誤解なく伝えたい」と思うのが先。だ
から文法も勉強しようと自然と思えるんです。
古川／学校は書くことが中心。FCCは話すことが
中心。僕はFCCで英語を話す時間が楽しいです。

ＦＣＣに通うのは部活の代わり。
時間のやりくりも苦になりません。

黒田／今は学校の他に週３日の塾と週２日のFCC
があります。昔から学校帰りに習い事をしていたの
で苦にはなりません。部活の代わりにFCCに通っ
ている感覚です。ただ自宅学習の時間が足りない
ので、学校の空き時間も使います。英語日記は、最
近は英検に出題されたトピックをネットで調べて作
文を書いています。講師に添削をしてもらえるのが
すごく役立ちます。
島田／私は毎週日曜に３コマ受講しています。朝
10時前から17時過ぎまでFCCにいて、レッスンの
合間に宿題をしたり、英語日記を書いたりします。

私も部活には入っていないので、日曜のFCC通いは
楽しみです。
古川／週に２日、学校が終わると春日の自宅から自
転車でFCCに通っています。父の職場がFCCの近く
なので、帰りは父と２人で自転車で帰ります。３歳か
ら続けている柔道も週２日稽古に通っています。中
学までは塾に通っていて居残りになることも多かっ
たのですが、FCCは終わりの時間が決まっているし、
塾より全然楽しいです。

「聞きとれない、話せない」の入
校時からずいぶん成長しました。

黒田／最初の課題はスピーキングとリスニングで、
入校時に受けたTOEIC模試は全く聞き取れませんで
した。FCCに通い始めた頃は、聞いた英語をまず和
訳してから、答えを考えていましたが、だんだん和訳
なしで答えられるようになりました。一度、マーカス講
師のレッスンに私だけの日があって、家が太宰府な
ので、天満宮に訪れる外国人観光客と話す機会も
あると伝えたら、神社で使える英語をたくさん教えて
くれました。例えば「御札は神棚か目線より高い位

置にお祀りください」とか。それを全部覚えて
外国人観光客に使ったら、すごく喜んでもらえ
ました。私もとても嬉しくて、英語を使ってコミ
ュニケーションをとることが面白くなっていきま
した。「FCCを続けてよかった」と思う瞬間で
す。
島田／私も最初の課題はリスニングでした。
単語と単語がくっついて聞こえるから、講師の
指示が全然わからなくて、隣の受講生に教え
てもらってました。そのうち自然とくっついてい
る単語が聞き取れるようになって、スピーキン

グにも自信がついてきました。学校で友達に「英語
を話すの上手いね」と言ってもらえるようになり、先
生から英語のスピーチコンテストに出てみないかと
言われました。今年の春、高校から２週間の語学研
修でニュージーランドに行きましたが、ホストファミリ
ーに「理解するのも話すのも上手い」と褒めてもらえ
たことが嬉しかったです。FCCに通った効果だと思
いました。
古川／初めてのレッスンがスチュワート講師と僕１人
で、言われていることがわからなくて、黙りこんでしま
いました。すると講師が僕がわからない単語を一つ
一つ違う言葉に置き換えて、根気よく説明してくれた
んです。聞いているうちに意味が掴めてきて、英語に
慣れていきました。英語日記も最初は時制がバラバ
ラで、よく訂正されていたけど、最近は時制では注意
されなくなりました。レッスンで講師が話す内容も
理解できるようになったし、以前は単語で答えていた
けど、今は文に繋げられるようになってきました。レッ
スン以外でも英語を使えるチャンスがあれば、挑戦
してみたいと思っています。

大人と一緒のクラスは社会勉
強にも。夢への道筋が明確に
なってきました。

黒田／私の夢は航空管制官になることです。FCC
に入ってすぐ新入生歓迎パーティがあって、航空管
制官の受講生と知り合うことができました。管制官
の試験の話も聞けて「英語は絶対必要だよ」と言わ
れました。今も私のモチベーションになっています。
島田／大人の中で最初は緊張しましたが、同世代と
はできない会話はためになります。講師の「昨日は

何してた？」という質問の答えだけでも、私の知らな
い世界の話ばかり。クラスメイトの皆さんもよく話し
かけてくれるので、今は緊張しなくなりました。
古川／僕は、初めて一緒になる人には必ず「いく
つ？」って聞かれるし、まだ毎回緊張します。クラス
メイトとは個人的に話したことはないけど、レッス
ンで大人と会話するだけでも今は刺激になってい
ます。僕の知らない単語もたくさん知っているので
勉強になります。
黒田／福岡の大学に進学して、FCCに通い続ける
つもりです。希望の大学は留学のサポートが充実し
ているので、アメリカに留学して、インターンシップで
ディズニーで働くのが今の目標です。
島田／将来の夢は水族館の飼育員ですが、一度
JICAも経験してみたいと思っています。大学に入っ
たら、飼育員になるための専門的な勉強に力を入
れたいので、英語は今のうちに使えるようになって
おきたいです。
古川／父が設計士で、自分も設計士になりたいと思
っています。将来は海外の建築も手掛けられるよう
になりたいです。大学は建築科に進むつもりなの
で、英語は高校生のうちに勉強しておくつもりです。
─皆さん、ありがとうございました！

黒田幸奈さん

　2016年6月入校。現在、高校3年生
で初級-II・LS-III・RGW-IIIを受講
中。高校１年で基礎-I・LS-A・RGW-A
からスタート。学校、塾、FCCを３年間続
けてこられました。

く ろ だ ゆ き な
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将来のために入校したＦＣＣ。

自分の考えを述べるレッスン

が楽しみに。

黒田／将来、英語を使う仕事がしたいと思
っていますが、私の高校には外国人の先生
がいなかったので、ネイティヴの講師に教え
てもらえるFCCに入りました。高校１年から
ずっと通っています。今３年生で、大学受験
を控えていますが、英語は外部検定を利用
するので、入試より前に英検を受けます。大
学でも英語を専攻したいと思っています。
島田／英語は将来役立つという母親の考えで、４
歳から小学５年まで英会話を習っていました。高校
の授業は入試対策なので、実際に使える英語を学
ばせたいと母が高校入学時にFCCを勧めてくれまし
た。私も英語日記が自分のためになりそうだと思
い、入校しました。
古川／仕事で海外に行くことのある父が、自分で英
語でのコミュニケーションがとれるほうが絶対良い
と、英会話学校を勧めてくれました。中学時代の塾
の先生に“まじめで厳しい”FCCが僕には合うと言
われて、中学卒業後すぐに入校しました。
黒田／FCCでは英語で自分の意見を言うことが求
められます。そこが学校の授業といちばん違うところ
だと思います。クラスがレベル別に分かれているの

で、自分の英語力に合ったレッスンが受けられるし、
学期ごとにレベルが上がると励みにもなります。
島田／以前は友達と一緒に家庭教師の先生に英
会話を習っていて、先生の説明は日本語でした。
FCCでは講師の説明もアドバイスも全て英語。それ
を理解するのも力がつく気がします。
古川／学校の授業は毎回「説明を聞く→問題を解
く」だけど、FCCでは講師が僕には予測できない進
め方をしたりするからワクワクします。「先週は何を
したの？」と尋ねられた時のために、答えを考えてお
くのも楽しいです。
黒田／人前で自分の意見を言うのは、日本語でも難
しい。でもFCCではそれが当たり前なんです。最初
は簡単な言葉で要点しか言えなかったけど、講師が
きちんと補足してくれるから、安心して話せるように

なりました。
島田／学校の授業はテストで良い成績を残すため
のもので、「しなきゃいけない」と感じる。FCCのレッ
スンは「講師に誤解なく伝えたい」と思うのが先。だ
から文法も勉強しようと自然と思えるんです。
古川／学校は書くことが中心。FCCは話すことが
中心。僕はFCCで英語を話す時間が楽しいです。

ＦＣＣに通うのは部活の代わり。
時間のやりくりも苦になりません。

黒田／今は学校の他に週３日の塾と週２日のFCC
があります。昔から学校帰りに習い事をしていたの
で苦にはなりません。部活の代わりにFCCに通っ
ている感覚です。ただ自宅学習の時間が足りない
ので、学校の空き時間も使います。英語日記は、最
近は英検に出題されたトピックをネットで調べて作
文を書いています。講師に添削をしてもらえるのが
すごく役立ちます。
島田／私は毎週日曜に３コマ受講しています。朝
10時前から17時過ぎまでFCCにいて、レッスンの
合間に宿題をしたり、英語日記を書いたりします。

私も部活には入っていないので、日曜のFCC通いは
楽しみです。
古川／週に２日、学校が終わると春日の自宅から自
転車でFCCに通っています。父の職場がFCCの近く
なので、帰りは父と２人で自転車で帰ります。３歳か
ら続けている柔道も週２日稽古に通っています。中
学までは塾に通っていて居残りになることも多かっ
たのですが、FCCは終わりの時間が決まっているし、
塾より全然楽しいです。

「聞きとれない、話せない」の入
校時からずいぶん成長しました。

黒田／最初の課題はスピーキングとリスニングで、
入校時に受けたTOEIC模試は全く聞き取れませんで
した。FCCに通い始めた頃は、聞いた英語をまず和
訳してから、答えを考えていましたが、だんだん和訳
なしで答えられるようになりました。一度、マーカス講
師のレッスンに私だけの日があって、家が太宰府な
ので、天満宮に訪れる外国人観光客と話す機会も
あると伝えたら、神社で使える英語をたくさん教えて
くれました。例えば「御札は神棚か目線より高い位

置にお祀りください」とか。それを全部覚えて
外国人観光客に使ったら、すごく喜んでもらえ
ました。私もとても嬉しくて、英語を使ってコミ
ュニケーションをとることが面白くなっていきま
した。「FCCを続けてよかった」と思う瞬間で
す。
島田／私も最初の課題はリスニングでした。
単語と単語がくっついて聞こえるから、講師の
指示が全然わからなくて、隣の受講生に教え
てもらってました。そのうち自然とくっついてい
る単語が聞き取れるようになって、スピーキン

グにも自信がついてきました。学校で友達に「英語
を話すの上手いね」と言ってもらえるようになり、先
生から英語のスピーチコンテストに出てみないかと
言われました。今年の春、高校から２週間の語学研
修でニュージーランドに行きましたが、ホストファミリ
ーに「理解するのも話すのも上手い」と褒めてもらえ
たことが嬉しかったです。FCCに通った効果だと思
いました。
古川／初めてのレッスンがスチュワート講師と僕１人
で、言われていることがわからなくて、黙りこんでしま
いました。すると講師が僕がわからない単語を一つ
一つ違う言葉に置き換えて、根気よく説明してくれた
んです。聞いているうちに意味が掴めてきて、英語に
慣れていきました。英語日記も最初は時制がバラバ
ラで、よく訂正されていたけど、最近は時制では注意
されなくなりました。レッスンで講師が話す内容も
理解できるようになったし、以前は単語で答えていた
けど、今は文に繋げられるようになってきました。レッ
スン以外でも英語を使えるチャンスがあれば、挑戦
してみたいと思っています。

大人と一緒のクラスは社会勉
強にも。夢への道筋が明確に
なってきました。

黒田／私の夢は航空管制官になることです。FCC
に入ってすぐ新入生歓迎パーティがあって、航空管
制官の受講生と知り合うことができました。管制官
の試験の話も聞けて「英語は絶対必要だよ」と言わ
れました。今も私のモチベーションになっています。
島田／大人の中で最初は緊張しましたが、同世代と
はできない会話はためになります。講師の「昨日は

何してた？」という質問の答えだけでも、私の知らな
い世界の話ばかり。クラスメイトの皆さんもよく話し
かけてくれるので、今は緊張しなくなりました。
古川／僕は、初めて一緒になる人には必ず「いく
つ？」って聞かれるし、まだ毎回緊張します。クラス
メイトとは個人的に話したことはないけど、レッス
ンで大人と会話するだけでも今は刺激になってい
ます。僕の知らない単語もたくさん知っているので
勉強になります。
黒田／福岡の大学に進学して、FCCに通い続ける
つもりです。希望の大学は留学のサポートが充実し
ているので、アメリカに留学して、インターンシップで
ディズニーで働くのが今の目標です。
島田／将来の夢は水族館の飼育員ですが、一度
JICAも経験してみたいと思っています。大学に入っ
たら、飼育員になるための専門的な勉強に力を入
れたいので、英語は今のうちに使えるようになって
おきたいです。
古川／父が設計士で、自分も設計士になりたいと思
っています。将来は海外の建築も手掛けられるよう
になりたいです。大学は建築科に進むつもりなの
で、英語は高校生のうちに勉強しておくつもりです。
─皆さん、ありがとうございました！

古川和樹さん
ふるかわ か ず き

島田奈緒さん
な おし ま だ

　2017年4月入校。現在、高校2年生
で初級-II・LS-II・RGW-IIを受講中。
高校１年で基礎-II・LS-I・RGW-Aか
らスタート。高校１年の終わりに２週間
の短期留学を実現しました。

　2018年3月入校。現在、高校１年生
で基礎-II・RGW-Iを受講中。中学3年
でFCCの説明会にご両親と参加し、
中学最後の日に入校されました。学校、
柔道、FCC全てに励まれています。



－４－

将来のために入校したＦＣＣ。

自分の考えを述べるレッスン

が楽しみに。

黒田／将来、英語を使う仕事がしたいと思
っていますが、私の高校には外国人の先生
がいなかったので、ネイティヴの講師に教え
てもらえるFCCに入りました。高校１年から
ずっと通っています。今３年生で、大学受験
を控えていますが、英語は外部検定を利用
するので、入試より前に英検を受けます。大
学でも英語を専攻したいと思っています。
島田／英語は将来役立つという母親の考えで、４
歳から小学５年まで英会話を習っていました。高校
の授業は入試対策なので、実際に使える英語を学
ばせたいと母が高校入学時にFCCを勧めてくれまし
た。私も英語日記が自分のためになりそうだと思
い、入校しました。
古川／仕事で海外に行くことのある父が、自分で英
語でのコミュニケーションがとれるほうが絶対良い
と、英会話学校を勧めてくれました。中学時代の塾
の先生に“まじめで厳しい”FCCが僕には合うと言
われて、中学卒業後すぐに入校しました。
黒田／FCCでは英語で自分の意見を言うことが求
められます。そこが学校の授業といちばん違うところ
だと思います。クラスがレベル別に分かれているの

で、自分の英語力に合ったレッスンが受けられるし、
学期ごとにレベルが上がると励みにもなります。
島田／以前は友達と一緒に家庭教師の先生に英
会話を習っていて、先生の説明は日本語でした。
FCCでは講師の説明もアドバイスも全て英語。それ
を理解するのも力がつく気がします。
古川／学校の授業は毎回「説明を聞く→問題を解
く」だけど、FCCでは講師が僕には予測できない進
め方をしたりするからワクワクします。「先週は何を
したの？」と尋ねられた時のために、答えを考えてお
くのも楽しいです。
黒田／人前で自分の意見を言うのは、日本語でも難
しい。でもFCCではそれが当たり前なんです。最初
は簡単な言葉で要点しか言えなかったけど、講師が
きちんと補足してくれるから、安心して話せるように

なりました。
島田／学校の授業はテストで良い成績を残すため
のもので、「しなきゃいけない」と感じる。FCCのレッ
スンは「講師に誤解なく伝えたい」と思うのが先。だ
から文法も勉強しようと自然と思えるんです。
古川／学校は書くことが中心。FCCは話すことが
中心。僕はFCCで英語を話す時間が楽しいです。

ＦＣＣに通うのは部活の代わり。
時間のやりくりも苦になりません。

黒田／今は学校の他に週３日の塾と週２日のFCC
があります。昔から学校帰りに習い事をしていたの
で苦にはなりません。部活の代わりにFCCに通っ
ている感覚です。ただ自宅学習の時間が足りない
ので、学校の空き時間も使います。英語日記は、最
近は英検に出題されたトピックをネットで調べて作
文を書いています。講師に添削をしてもらえるのが
すごく役立ちます。
島田／私は毎週日曜に３コマ受講しています。朝
10時前から17時過ぎまでFCCにいて、レッスンの
合間に宿題をしたり、英語日記を書いたりします。

私も部活には入っていないので、日曜のFCC通いは
楽しみです。
古川／週に２日、学校が終わると春日の自宅から自
転車でFCCに通っています。父の職場がFCCの近く
なので、帰りは父と２人で自転車で帰ります。３歳か
ら続けている柔道も週２日稽古に通っています。中
学までは塾に通っていて居残りになることも多かっ
たのですが、FCCは終わりの時間が決まっているし、
塾より全然楽しいです。

「聞きとれない、話せない」の入
校時からずいぶん成長しました。

黒田／最初の課題はスピーキングとリスニングで、
入校時に受けたTOEIC模試は全く聞き取れませんで
した。FCCに通い始めた頃は、聞いた英語をまず和
訳してから、答えを考えていましたが、だんだん和訳
なしで答えられるようになりました。一度、マーカス講
師のレッスンに私だけの日があって、家が太宰府な
ので、天満宮に訪れる外国人観光客と話す機会も
あると伝えたら、神社で使える英語をたくさん教えて
くれました。例えば「御札は神棚か目線より高い位

置にお祀りください」とか。それを全部覚えて
外国人観光客に使ったら、すごく喜んでもらえ
ました。私もとても嬉しくて、英語を使ってコミ
ュニケーションをとることが面白くなっていきま
した。「FCCを続けてよかった」と思う瞬間で
す。
島田／私も最初の課題はリスニングでした。
単語と単語がくっついて聞こえるから、講師の
指示が全然わからなくて、隣の受講生に教え
てもらってました。そのうち自然とくっついてい
る単語が聞き取れるようになって、スピーキン

グにも自信がついてきました。学校で友達に「英語
を話すの上手いね」と言ってもらえるようになり、先
生から英語のスピーチコンテストに出てみないかと
言われました。今年の春、高校から２週間の語学研
修でニュージーランドに行きましたが、ホストファミリ
ーに「理解するのも話すのも上手い」と褒めてもらえ
たことが嬉しかったです。FCCに通った効果だと思
いました。
古川／初めてのレッスンがスチュワート講師と僕１人
で、言われていることがわからなくて、黙りこんでしま
いました。すると講師が僕がわからない単語を一つ
一つ違う言葉に置き換えて、根気よく説明してくれた
んです。聞いているうちに意味が掴めてきて、英語に
慣れていきました。英語日記も最初は時制がバラバ
ラで、よく訂正されていたけど、最近は時制では注意
されなくなりました。レッスンで講師が話す内容も
理解できるようになったし、以前は単語で答えていた
けど、今は文に繋げられるようになってきました。レッ
スン以外でも英語を使えるチャンスがあれば、挑戦
してみたいと思っています。

大人と一緒のクラスは社会勉
強にも。夢への道筋が明確に
なってきました。

黒田／私の夢は航空管制官になることです。FCC
に入ってすぐ新入生歓迎パーティがあって、航空管
制官の受講生と知り合うことができました。管制官
の試験の話も聞けて「英語は絶対必要だよ」と言わ
れました。今も私のモチベーションになっています。
島田／大人の中で最初は緊張しましたが、同世代と
はできない会話はためになります。講師の「昨日は

何してた？」という質問の答えだけでも、私の知らな
い世界の話ばかり。クラスメイトの皆さんもよく話し
かけてくれるので、今は緊張しなくなりました。
古川／僕は、初めて一緒になる人には必ず「いく
つ？」って聞かれるし、まだ毎回緊張します。クラス
メイトとは個人的に話したことはないけど、レッス
ンで大人と会話するだけでも今は刺激になってい
ます。僕の知らない単語もたくさん知っているので
勉強になります。
黒田／福岡の大学に進学して、FCCに通い続ける
つもりです。希望の大学は留学のサポートが充実し
ているので、アメリカに留学して、インターンシップで
ディズニーで働くのが今の目標です。
島田／将来の夢は水族館の飼育員ですが、一度
JICAも経験してみたいと思っています。大学に入っ
たら、飼育員になるための専門的な勉強に力を入
れたいので、英語は今のうちに使えるようになって
おきたいです。
古川／父が設計士で、自分も設計士になりたいと思
っています。将来は海外の建築も手掛けられるよう
になりたいです。大学は建築科に進むつもりなの
で、英語は高校生のうちに勉強しておくつもりです。
─皆さん、ありがとうございました！

南凜太郎さん
　2017年10月入校。現在、中級-I・LS-III・
RGW-IIIを受講中。九州大学芸術工学部
工業設計科４年。カーデザイナーが目標の
南さんが一番好きな車は、米国フォード社
のムスタングだそう。

みなみ り ん た ろ う

　６歳の時、１年間アメリカで生活しました。その時
見た外国車がかっこよくて大好きになったんです。
両親も車好きだったので、家にはいつも車の雑誌
があって。小学５年の時に雑誌のカーデザイナー
特集を読んで、僕も将来カーデザイナーになって、
海外の自動車メーカーで働きたいと思いました。
　大学は芸術工学部に入ったのですが、海外で働
くためには英語が必要になります。僕はこれまで
の英語学習を６歳の時のフィーリングだけで乗り
切ってきたので、この英語力で海外で働けるのか
不安になりました。それで授業が落ち着いた大学
３年になって、英会話学校を探したんです。友人が
通っていて、英語日記など話す以外の技能も身に
つきそうだったFCCに決めました。

　デザイナーには「なぜ、このデザインをしたか」を
説明することが求められます。それは大学の授業
でも、日々難しさを感じています。日本語でも難し
いのに、英語で表現するのはもっと大変。でも目
指すのは、自分の考えを自由に表現できる英語力
です。FCCのレッスンは自分の意見を述べる機会
が多く、良い実践ができます。講師は僕の一言一
句を聞き漏らさないで、その場で訂正をしてくれる
ので、すごく役立ちます。英語日記も実に細かく添
削してくれます。
　FCCの講師は受講生が「こう言いたいんじゃ
ないか」というのを汲み取る能力が優れていると

思います。そして、すぐに「こう表現するんだよ」
と教えてくれるので、着実に話せるようになる
と感じました。
　FCCで文法を学び直したことで、これまで
根拠がなかった言葉選びにも自信がついてき
ました。TOEICは入校から半年で140点アップ
しました。

　院試を受けて、あと２年は大学院でデザイン
についての研究をするつもりです。その間にイン
ターンシップを利用して、国内の自動車メーカー
で現場の仕事も経験したいと思っています。大
学院の間はFCCに通って、TOEICは900点を超
えたいです。研究室で一緒に学ぶ留学生たちと
も積極的に交流して、日常的に英語が使えるよ
うにしようと思います。
　デザイナーとしての表現力と技術力、そして英
語での説得力を身につけて、海外での活躍を目
指したいと思います。

　大学生になると、夢の実現に向けての計画もより具体的になってきます。大学４年生の南
さんに、夢を叶える計画とそのために取り組む英語学習について伺いました。

夢を叶えるために
必要な英語力

受講生インタビュー

Ｑ．今後の計画を教えてください。

Ｑ．目標とする英語力はどんなもので、
FCCの指導は役立っていますか？

Ｑ．大学３年生でFCCに入校した理由は？
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将来のために入校したＦＣＣ。

自分の考えを述べるレッスン

が楽しみに。

黒田／将来、英語を使う仕事がしたいと思
っていますが、私の高校には外国人の先生
がいなかったので、ネイティヴの講師に教え
てもらえるFCCに入りました。高校１年から
ずっと通っています。今３年生で、大学受験
を控えていますが、英語は外部検定を利用
するので、入試より前に英検を受けます。大
学でも英語を専攻したいと思っています。
島田／英語は将来役立つという母親の考えで、４
歳から小学５年まで英会話を習っていました。高校
の授業は入試対策なので、実際に使える英語を学
ばせたいと母が高校入学時にFCCを勧めてくれまし
た。私も英語日記が自分のためになりそうだと思
い、入校しました。
古川／仕事で海外に行くことのある父が、自分で英
語でのコミュニケーションがとれるほうが絶対良い
と、英会話学校を勧めてくれました。中学時代の塾
の先生に“まじめで厳しい”FCCが僕には合うと言
われて、中学卒業後すぐに入校しました。
黒田／FCCでは英語で自分の意見を言うことが求
められます。そこが学校の授業といちばん違うところ
だと思います。クラスがレベル別に分かれているの

で、自分の英語力に合ったレッスンが受けられるし、
学期ごとにレベルが上がると励みにもなります。
島田／以前は友達と一緒に家庭教師の先生に英
会話を習っていて、先生の説明は日本語でした。
FCCでは講師の説明もアドバイスも全て英語。それ
を理解するのも力がつく気がします。
古川／学校の授業は毎回「説明を聞く→問題を解
く」だけど、FCCでは講師が僕には予測できない進
め方をしたりするからワクワクします。「先週は何を
したの？」と尋ねられた時のために、答えを考えてお
くのも楽しいです。
黒田／人前で自分の意見を言うのは、日本語でも難
しい。でもFCCではそれが当たり前なんです。最初
は簡単な言葉で要点しか言えなかったけど、講師が
きちんと補足してくれるから、安心して話せるように

なりました。
島田／学校の授業はテストで良い成績を残すため
のもので、「しなきゃいけない」と感じる。FCCのレッ
スンは「講師に誤解なく伝えたい」と思うのが先。だ
から文法も勉強しようと自然と思えるんです。
古川／学校は書くことが中心。FCCは話すことが
中心。僕はFCCで英語を話す時間が楽しいです。

ＦＣＣに通うのは部活の代わり。
時間のやりくりも苦になりません。

黒田／今は学校の他に週３日の塾と週２日のFCC
があります。昔から学校帰りに習い事をしていたの
で苦にはなりません。部活の代わりにFCCに通っ
ている感覚です。ただ自宅学習の時間が足りない
ので、学校の空き時間も使います。英語日記は、最
近は英検に出題されたトピックをネットで調べて作
文を書いています。講師に添削をしてもらえるのが
すごく役立ちます。
島田／私は毎週日曜に３コマ受講しています。朝
10時前から17時過ぎまでFCCにいて、レッスンの
合間に宿題をしたり、英語日記を書いたりします。

私も部活には入っていないので、日曜のFCC通いは
楽しみです。
古川／週に２日、学校が終わると春日の自宅から自
転車でFCCに通っています。父の職場がFCCの近く
なので、帰りは父と２人で自転車で帰ります。３歳か
ら続けている柔道も週２日稽古に通っています。中
学までは塾に通っていて居残りになることも多かっ
たのですが、FCCは終わりの時間が決まっているし、
塾より全然楽しいです。

「聞きとれない、話せない」の入
校時からずいぶん成長しました。

黒田／最初の課題はスピーキングとリスニングで、
入校時に受けたTOEIC模試は全く聞き取れませんで
した。FCCに通い始めた頃は、聞いた英語をまず和
訳してから、答えを考えていましたが、だんだん和訳
なしで答えられるようになりました。一度、マーカス講
師のレッスンに私だけの日があって、家が太宰府な
ので、天満宮に訪れる外国人観光客と話す機会も
あると伝えたら、神社で使える英語をたくさん教えて
くれました。例えば「御札は神棚か目線より高い位

置にお祀りください」とか。それを全部覚えて
外国人観光客に使ったら、すごく喜んでもらえ
ました。私もとても嬉しくて、英語を使ってコミ
ュニケーションをとることが面白くなっていきま
した。「FCCを続けてよかった」と思う瞬間で
す。
島田／私も最初の課題はリスニングでした。
単語と単語がくっついて聞こえるから、講師の
指示が全然わからなくて、隣の受講生に教え
てもらってました。そのうち自然とくっついてい
る単語が聞き取れるようになって、スピーキン

グにも自信がついてきました。学校で友達に「英語
を話すの上手いね」と言ってもらえるようになり、先
生から英語のスピーチコンテストに出てみないかと
言われました。今年の春、高校から２週間の語学研
修でニュージーランドに行きましたが、ホストファミリ
ーに「理解するのも話すのも上手い」と褒めてもらえ
たことが嬉しかったです。FCCに通った効果だと思
いました。
古川／初めてのレッスンがスチュワート講師と僕１人
で、言われていることがわからなくて、黙りこんでしま
いました。すると講師が僕がわからない単語を一つ
一つ違う言葉に置き換えて、根気よく説明してくれた
んです。聞いているうちに意味が掴めてきて、英語に
慣れていきました。英語日記も最初は時制がバラバ
ラで、よく訂正されていたけど、最近は時制では注意
されなくなりました。レッスンで講師が話す内容も
理解できるようになったし、以前は単語で答えていた
けど、今は文に繋げられるようになってきました。レッ
スン以外でも英語を使えるチャンスがあれば、挑戦
してみたいと思っています。

大人と一緒のクラスは社会勉
強にも。夢への道筋が明確に
なってきました。

黒田／私の夢は航空管制官になることです。FCC
に入ってすぐ新入生歓迎パーティがあって、航空管
制官の受講生と知り合うことができました。管制官
の試験の話も聞けて「英語は絶対必要だよ」と言わ
れました。今も私のモチベーションになっています。
島田／大人の中で最初は緊張しましたが、同世代と
はできない会話はためになります。講師の「昨日は

何してた？」という質問の答えだけでも、私の知らな
い世界の話ばかり。クラスメイトの皆さんもよく話し
かけてくれるので、今は緊張しなくなりました。
古川／僕は、初めて一緒になる人には必ず「いく
つ？」って聞かれるし、まだ毎回緊張します。クラス
メイトとは個人的に話したことはないけど、レッス
ンで大人と会話するだけでも今は刺激になってい
ます。僕の知らない単語もたくさん知っているので
勉強になります。
黒田／福岡の大学に進学して、FCCに通い続ける
つもりです。希望の大学は留学のサポートが充実し
ているので、アメリカに留学して、インターンシップで
ディズニーで働くのが今の目標です。
島田／将来の夢は水族館の飼育員ですが、一度
JICAも経験してみたいと思っています。大学に入っ
たら、飼育員になるための専門的な勉強に力を入
れたいので、英語は今のうちに使えるようになって
おきたいです。
古川／父が設計士で、自分も設計士になりたいと思
っています。将来は海外の建築も手掛けられるよう
になりたいです。大学は建築科に進むつもりなの
で、英語は高校生のうちに勉強しておくつもりです。
─皆さん、ありがとうございました！

 「博多の夏」といえば、言わずもがなの「山笠」。
FCCでは、毎年留学生と一緒に「追い山」見学を
行っています。
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時間でした！
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─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。

学校説明会
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

発行／福岡コミュニケーションセンター　制作／ＲＡＫＵＰＡ(ｗｗｗ.ｒａｋｕｐａ.ｃｏｍ)

“大人の英会話スクール”に通う高校生。話してみると年相応の悩み
を抱えていて安心します(笑)。そんな皆さんがあえてFCCを選んだ理
由、大人と学ぶことをどう感じていらっしゃるかを聞いてみたくて、座談
会を開催しました。３名とも明確な目的意識を持って自主的に取り組
んでいて、「まじめで厳しい」に年齢は関係ないと感じました。10代で
このやる気なら、数年後には上級レベルも夢ではないかも。（平井）

編集後記お知らせ

9月17日(月)は敬老の日、23日(日)は講師会議、24日(月)は振
替休日、29日(土)と30日(日)は新学期準備の為、それぞれレッ
スンがありません。

新学期は10月1日(月)から始まります。

この間のレッスンはありません。　
※12月31日、1月1日以外は9：00～17：00の間開いています
ので、自習やTOEIC模試や文庫の貸借が可能です。

冬休みは12月23日(日)～1月6日(日)です。

12月15日(土)19:00～（予定）
会場:天神テルラ 
詳細は後日ホームページなどで
ご案内します。

クリスマスパーティ開催

オススメ教材

　この頃ピコ太郎の踊りを見なくなりましたね。歌も踊
りも目を見張るものでしたが、皆さんの中にはテレビや
動画の前で歌い踊っていた方もおられることでしょう。
そんな方は、今でも歌に合わせて軽快に踊ることが出来
るはずです。体で覚えたものは強いですから。
　そんなピコ太郎の歌がチャンツの１種だということを
ご存知ですか。チャンツとは、単語や文章
をリズムに乗せて表現するもので、英語
のリズムを身に付けるのに大変効果的だ
と言われています。
　日本語と全く違う英語のリズム。その
為に、英語を話す時にも、体に染みつい
たひらがな、カタカナ１文字を１拍とする
日本語のリズムが出てしまい、所謂カタ
カナ英語になってしまうのです。それを変
えてくれるのがチャンツ。そして皆さんに
お勧めしたいのが基礎編の「チャンツで

ノリノリ」と決定版の「チャンツで楽習」です。まずは基
礎編から始めて下さい。チャンツの効用は英語らしいリ
ズムで話せるようになる、だけではありません。英語の
リズムが身につくことで、相手の言っていることがよく
わかるようになります。他にも副産物がありますが、そ
れは使って実感して下さい。
　これらのテキストを使うに当たって、より良い結果を出
すために気を付けて頂きたいことがあります。受講生と
のレッスンで気がついたものです。留意点を書いたもの
をロビーにてお渡しします。
　ぜひ続けて下さい。そうすれば、体で覚えたピコ太郎
のリズムが消えないように、英語のリズムも皆さんの中
でビートを打ち続けるはずですから。
　カウンセリングをご希望の方はご予約下さい。

『チャンツでノリノリ英語楽習！』
教務担当：荒牧

英語のリズムで話せるように

なりたい方へ


