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無料体験レッスンあり。
オンライン対応あり。
詳しくはお問い合わせください。

子どもが手を離れたので、
　語学を勉強し直したいんです

旅行へ行く度に、もっと
話せるようになっていれば……　　
　　　　　　　と思うんです

映画を全部とはいかなくても、
少しは字幕なしで観賞できる
　　ようになりたいと
　　　ずっと思っていました

中学、高校と 6 年も勉強したんだから、
少しは頭の中に残っていると思うんです。
しっかり復習したら案外少しは
　　話せるようになるのかなって……

いつか時間が出来たら
語学を勉強をし直したい、
そんなお声を最近よく聞きます。
実は私もその１人。
だから、作りました！
私自身が理想とする

「大人のための
　　英会話クラス」
若い頃、ドイツ語、スペイン語、チェコ語と色々かじったこ
とがあり、いつかちゃんと勉強したいと思いながら、日々
の雑事にまぎれ、いつしか時が経ち……。
ですから、大人になってからの語学の勉強を誰よりも応
援したいのは他ならぬ私なのです。

「文法をやり直したいけど、今さらねぇ」とおっしゃる声も
……。
でも実際に一念発起し、1から文法も単語も学習し直さ
れた心強い先例があるのです。
Kさんはお2人の息子さんを育て上げられました。下のお
子さんが大学生になるのを待たれ、その後あすなろにて、
まずは文法を3年間週1回のペースで勉強されました。そ
れと同時に単語を英検3級レベルから週に10個、例文
の暗唱と共に覚えられ、今では準２級の単語もほぼ修め
られています。満を持して英会話のレッスンに移行、ネイ
ティブ講師が「彼女はもう上級だ！」と驚くほどの実力に。
当学院コラムの海外筆者と英語でのやりとりも楽しまれ
ています。（プラハのピアニストのコラムをご覧下さい。）

脳科学的に見ると、語学学習は認知症発症リスクを低
減するのだそうです。記憶を司る「ワーキングメモリ」の力
が、バイリンガルの人は相対的に高く、認知機能が衰え
にくいのだそうで、新たな語学を習得することも脳の活動
を劇的に活発にするそうです。

『あすなろ』の大人の英会話クラスは、30分の文法レッ
スンと60分の会話レッスンで構成されています。私がもし、
過去にかじった語学を本気でしゃべれるようになりたい
と思って勉強し直すなら、まず文法に着手すると思います。
もう若くない世代にとって頭でしっかり理解することは最
大の武器だと思うからです。（多分若い時よりも上手く情
報を処理できるようになっていると思うので……）それか
ら会話の訓練です。とりあえず、同じ雛型の文章を、単語
を変えて100回くらい言いたいです。体（口？）で覚えるこ
との大切さも、これまた若い人たちよりも身に染みている
からです。私なら絶対に望むであろうレッスンが、この『大
人のための英会話クラス』なのです。

「英語を話したいなぁ」と、もし思っていらっしゃるなら、
一度見学にいらして下さい。きっとお手伝い出来ると思
います。

あすなろ学院長

英語文化学院 あすなろ
E-mail
URL

asunaro.english@gmail.com
https://www.asunaro-english.jp

〒659-0083
芦屋市西山町11-17  シャンブル芦屋204
TEL  0797-35-1113

あすなろニュースレター　2020年12月10日発行

レッスン1回90分＋リスニング30分
30分…日本人講師が中学文法の記憶を呼び覚まします。
60分…ネイティブ講師による会話練習をたっぷり！

リスニングは無料。オンラインにも対応いたします。
詳しくはお問い合わせ下さい。

大人だから可能！　週1回のレッスンで
英語を話す口を作る

大人のための英会話クラス

2 月

2月下旬

3月

4月

4月～ 5月

5月

今年新入学の「中学 1 年生入学前準備
コース」が満席で始まりました。

新型コロナウイルスの影響がじわじわと
……あすなろは、ただちにオンライン
レッスンに切りかえました。生徒さん並
びに保護者の皆様のご協力に感謝いたし
ます。

予定していたスピーチ大会が中止に……

ニュースレターをホームページにて発信
開始。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
政府の緊急事態宣言を受け、あすなろの
全クラスをオンラインレッスン体制のま
ま新年度をむかえました。

学院長のコラム「心に最高の栄養を！　
だまされたと思って聴いてごらんなさ
い！」が始まりました。

6 月

7月下旬

8月

9月

10月

12 月

プラハのピアニスト、ウラニアさんとあ
すなろ学院生の交流が始まりました。
ニュースレター HP 版にコラム「現役ビ
ジネスマンからの手紙」を連載開始。

「小学生 文法だけプレコース」開講。
文法プラス会話「大人のための英会話」
月曜夜コースを開講。

教室を閉鎖。オンラインレッスンのみに。

「TOEIC ビギナーコース」月曜午後クラ
スを開講。
ニュースレター HP 版にコラム「現役エ
ンジニアからの手紙」を連載開始。

万全のコロナ感染防止対策のもと、よう
やく教室でのレッスンを再開。

来年2月～の「中学1年生入学前準備コー
ス」の受付開始。

「あすなろ卒業生による個別指導」（教科
別）の受付開始。

「冬期英検対策コース」（オンライン）の
受付開始。

英語文化学院　あすなろ

ニュースレター

2020
年

1 月
～

今年、あすなろでは
　　こんなことがありました。

オンラインレッスンの導入で、どこからでも

受講が可能に。コロナ禍でも学習は継続！ ウイルス感染防止対策を実施。検温、換気、
手指消毒液の設置、清掃、備品の消毒など。

教室にはパーテーションを設置して

いるので、会話レッスンも安心です。

　　　　　    もくじ
・学院長からのメッセージ ……P2
・プラハのピアニスト、ウラニアさんと  
  あすなろ学院生との交流 ……P3・4
・火曜コラムのご紹介 …………P5
・レッスンコースから PICK UP!
  小学生文法プレ・TOIEC・限定会話レッスン
　卒業生による教科個別指導 ……P6・7・8
・オンラインあれこれ ……P7
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　学院生、並びに保護者の皆様

　木枯しと共に年の瀬も押し迫り、何かと気忙し
い季節となりました。今年は年明けからコロナ禍
に翻弄され、社会も日常も大きく変わりました。
あすなろでも 3 月を待たずにオンライン授業に切
り替え、皆様のご協力のお陰様で、学習の機会を
失うことなく秋学期に突入致しました。8 月には、
小学校～高校が夏休みを返上し授業を行うことを
受け、猛烈な暑さの中マスク着用で窓を開放しな
がらの受講の負担を鑑みて、再びオンラインにて
皆さんと学びの時を共有いたしました。9 月から
は月曜日～水曜日は教室にての授業を再開、金曜
日は生徒さん全員のご希望を受けオンライン授業
を続行、土曜日も現在のところオンラインです。
　しかしながら月曜日～水曜日に在学生のほぼ全
員と直接お顔を合わせることが出来ますので授業
は滞りなく進んでおります。また、遠方に引っ越
された生徒さんがあすなろにて学習を続行されて
おり、最初からオンライン授業をご希望の新規の
生徒さんも数名増えました。台風などの警報が発
令されました場合も休講せずに、即座に在宅での
受講に切り替えることが出来るようになりました。
　コロナ禍でなければこのようなスタイルに移行
することは到底考えられなかったことですが、時
代や社会に合わせて柔軟に対応することの大切さ
を、身をもって体験しました数か月でした。

　コロナの影響で、3 月に予定しておりましたス
ピーチ大会が延期となりました。この会はあすな
ろの理念である「学校英語から使える英語への橋
渡し」の一翼を担う企画です。あすなろとしまし
ては、やむを得ない理由での不参加以外は、極力
出席して頂くように常々お願いしておりましたが、

その理由は毎回参加される生徒さんの成長が私ど
もの予想を遙かに超えるほど著しかったからなの
です。コロナ禍とはいえ、この企画がいまだ実現
出来ていないことは非常に残念でなりません。そ
こで、日時は未定ながら、オンラインでのスピー
チ大会を現在企画中です。
　そして、学院生の皆さんの実践的な学びの機会
を他の形でつくり出そうと考え、新たな企画を導
入いたしました。それが次のページに掲載してお
ります「東欧チェコ・プラハ在住のピアニスト・
ウラニアさんとあすなろ学院生の交流」です。現在、
主に高校生・大学生・大人のクラスの方が、Eメー
ルを通して今持てる英語力を最大限に駆使し、双
方向でのコミュニケーションを展開しております。
　また、実際に英語を駆使して活躍中の社会人が、
どのようにして英語力を培い現在のキャリアを築
いてきたかを知る機会として「現役ビジネスマン
からの手紙」「現役エンジニアからの手紙」もホー
ムページにて連載いたしました。
　英語は一教科としてテストのために勉強するべ
きものではありません。社会に出て多くの異なっ
たバックグラウンドを持つ様々な人と交流をし、
自由闊達に意見交換をして視野を広くし人生を豊
かにするためのツール。それが語学なのだと思い
ます。そのことを日常生活の中で知る機会を出来
るだけ多く提供していきたいと思っております。
コロナの影響を受けることはあっても私たちの歩
みは止めることなく、明るく前向きに進んで行き
ましょう。

　　　　　　　　　　　　英語文化学院あすなろ
　　　　　　　　　　　　　学院長　岸田京子

学院長からのメッセージ

お伝えしたいこと

パソコン画面上の
オンライン授業風景。
あすなろのレッスンは
楽しく厳しく！

500点を目指すビギナーコースです。高校生だったときに英語
はあまり自信がなかったなぁと思っておられる方に最適です。
文法、リスニング、語彙をバランス良く基礎から構築していき
ます。TOEICは習熟度によってレベル分けされているテストで
はありません。したがって全ての問題を解こうとしてしまうと、
かえって点数が伸びません。まずは、500点を目指すなら絶
対に取りこぼさない設問を手堅く解いていくほうが得策で
す。最短期間で500点台に乗せるノウハウもお教えします。

文法、リスニング、語彙をバランス良く
まずは 500点！

TOEIC ビギナーコース

月曜日 15時00分～16時30分 クラス

15:00～16:30　授業
16:30～17:00　リスニング（TOEIC問題）

TOEIC 650～750点コース（土曜日）もあります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

「試験勉強をみてほしい」「学校の勉強を教えてほしい」の
声にお応えして、あすなろ卒業生が小学生～高校生の皆さん
の学習のお手伝いをします。

講師陣 ………………………………………………………
K.W.君（神戸大学医学部在学中）　
　対象学年：小学生～高校生
　教科：主に化学、数学

S.H.君（関西学院大学理工学部在学中）
　対象学年：小学生～高校生
　教科：主に化学、数学

Y.I.さん（関西学院大学経済学部在学中）
＊TOEIC 850点、英検準一級合格。
　対象学年：小学生～高校生
　教科：主に国語、古文、英語

Y.H.君（関西学院大学日本史専攻在学中）
＊日本史の中学教諭になる為に研鑽中。
　対象学年：中学生～高校生
　教科：主に日本史

Y.M.さん（京都市立芸術大学デザイン科在学中）
＊教職免許取得予定。個別塾にて小学生の指導経験あり。
　対象学年：小学生～中学生
　教科：小学生はどの教科にも対応。
　　　  中学生は主に国語と英語の試験勉強。

お申し込み、お問い合わせはあすなろまで。

講師は全員あすなろの卒業生なので安心

あすなろ卒業生による個別指導

あすなろ独自のドリル式、ノンストップで15分
間英語を聞いて話してもらいます。
普通の英会話レッスンとは違います。
同じ型の文章を語句を入れ替えて何十回も言
う練習をします。だから自動的に英文が頭に
刷り込まれていき、それが自然に口をついて出
てくるようになります。

あすなろ独自

ドリル式

受講者限定

ノンストップで15分！
短時間で最大限の効果をねらいます

TOEICコース
文法プライベートクラス
受講生のための
会話レッスン

新型コロナの影響で導入することになったオンライン（リモート）
レッスン。すっかり定番となりましたが、あすなろにはどんな変化が
あったのか、ご報告いたします。

Topics

オンラインあれこれ

1 台風などで警報が出ても休講しないですみ、学習をとどこお
りなく続けられます。

2 学校の定期テスト期間中の欠席が減りました。通学にかか
る時間のロスをはぶけることが大きいようです。

3 体調のすぐれない生徒さんが、自宅での受講なら可能と思
われる場合に欠席せず受講されることが多くなりました。

4 オンラインでのレッスンを最初から希望されて入学された方
が数名いらっしゃいます。

5 遠方に引っ越された生徒さんが、引き続きオンラインでクラ
スに出席し学習を続けておられます。

6 教室で行われるレッスンにオンラインでの出席が可能です
ので、教室にいる生徒さんとパソコン上の生徒さんが一緒に
受講することもあります。このことで思わぬメリットが！
教室の生徒さんはマスク着用なので、普段よりハッキリ話さ
ないとオンライン参加の生徒さんに発話内容が聞こえませ
ん。したがって教室の生徒さんたちにとっては、まるでス
ピーチをするときのように、日本語も英語もしっかりはっきり
話す練習になっています。どの言語でもクリアに相手の耳に
発言を届けることは基本ですから、これは素晴らしい副産
物です。

7 小学校低学年の生徒さんたちには、オンラインレッスンはな
かなか難しいこともあります。また、中学生、高校生でも、英
語学習に対するモチベーションが下がった状態だとオンラ
インでは集中力が途切れがちとなります。しかしながら小学
低学年でも、積極的に授業に参加できて学習効果も教室で
の授業と変わりない生徒さんたちもおられます。ですので、
一概に学年で向き不向きを計ることはできなさそうです。

数学 化学 日本史 国語 その他

テスト前だけでもOK

お
兄
さ
ん
お
姉
さ
ん
に
わ
か
ら
な
い

と
こ
ろ
を
教
え
て
も
ら
え
ま
す
︒

相
談
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　私が小学生クラスを担当し始めたのは今から18年くらい前

です。当時、英語のレッスンは私学の小学校で導入されてい

る程度でした。公立での導入、ましてや英語が教科として扱

われることなど考えもしませんでした。私が勤めていたセイ

ドー外国語学院では、小学生は会話クラスのみ。ですから勤

め始めの頃、私は主に中学生以上～大人のクラスしか担当し

ていませんでした。しばらくすると小学生の保護者の方々から

「先生の言っている事の繰り返しは出来るけれど、ちゃんと

理解していないように思う」とのご相談を受け、小学生コース

に15分の文法レッスンをつけたのが、私が小学生の英語学習

に文法教育の必要性を感じた、そもそもの始まりでした。

　そのうち英語4技能の重要性が叫ばれるようになり、にわ

かに小学校での英語教育が本格化してきました。しかし、お

叱りを受ける覚悟で申し上げますが、特に公立小学校での英

語の導入の仕方には諸々問題があり、かえって中学からの英

語学習を阻害しかねないと私は感じており、生徒さんたちが

個々に学校外で英語を習うのを前提で進んでいるような印象

を受けています。

　生徒さんたちは、文の成り立ちやフォニックスなどの説明を

全く受けず、もやもやした気持ちのまま聞いた英語を繰り返し

言う、といった授業のようです。

　そこで、不安を感じられたお母様方からのご要望を受ける

形で立ち上げたのが、この「小学生 文法だけプレコース」で

す。小学3年生ぐらいになると、丸覚えより考えて理解する事

に使う能力の方が発達してきます。その頃になると母語の語学

力は相当なものになっていますから、丸覚えで聞いた通り繰り

返すより、母語できちんと文の成り立ちを理解した方が、学習

が飛躍的に進むのです。いわば、ゲームをプレーする前に

3か月間で、ほぼBe動詞の単数形の学習が修了します。

　ここまで来るとネイティブの言っていることがまったく分か

らないという事はありません。後はこのまま「読む・聞く・話

す・書く」の４技能をバランスよく伸ばすのみです。もう中学・

高校を通して英語につまずくことはありません。

　語学学習において継続はもちろん大切ですが、それよりも

最初に基礎をどのくらいしっかりと構築出来るかが重要です。

そのために、このプレコースでしっかりした土台づくりを！

ルールを知っておいた方が自在にゲームに参加できるのと同

じです。

　実際の受講者の進捗状況です。

あすなろのレッスンコースから

独 自 の 指 導 で 1 人 ひ と り を 伸 ば す ！ TOEIC
ビギナーコース
＋会話レッスン

小学生 文法だけ
プレコース

大人のための
英会話クラス

あすなろ
卒業生による

個別指導

PICK UP!
今回ご紹介するのはこの 4 つ

会話レッスンを10倍有意義にするのは
始めの3か月！

小学生  文法だけプレコース

ゲームの前にルールを！

1か月目（受講 8 回目 )……………………………………
アルファベットの大文字から始めてローマ字で日本語を書け
るようになりました。

2か月目………………………………………………………
英単語を覚え始め、This is ~ の文章が書けるようになりま
した。フォニックスレッスンを４課まで進みました。

3か月目………………………………………………………
数えられる名詞、数えられない名詞、形容詞、I am～、
You are ～、He/She is ～の文が言えて書けるようになりま
した。

週3回または週2回／1回30分授業（文法のみ）

＊無料カウンセリング付き。
＊期間は1か月～3か月（ご希望により延長可）。
詳細はホームページへ。

PLUS
限定レッスン情報

もあります

TOPICS
「オンラインあれこれ」

も読んでね

あすなろ HP「小学生　文法だけプレコース」
QR コードはこちら→

　　　　僕はバンジージャンプをしたいと思っています。
　　　　それは別段役に立つ事ではないと思います。で
も、僕は人生の中でなかなか経験できないことをしたい
のです。あなたはなにかしたいなぁと思っている事があ
りますか？

　　　　ケンヤ、質問をありがとう。日常とはかけ離れ
　　　　た特別な事をしたいと願うのはワクワクしますね。
　私の場合いつも空を飛びたいと思っています。飛ぶ事
が好きです。一番飛ぶ事と近い感覚が飛行機に乗ってい
たときにありましたが、ある日私は二人乗りの小さな飛
行機の乗り方を学ぶことに決めました。そうすると決め
るまでには、本当にそれができるようになるのか、今で
は年齢的に遅いのではないかと、多くのことを考えまし
た。でもある日インストラクターとセスナ機の操縦席に
座っていました。夢を叶えたのです。本当に文字通り天
国にいるみたいでした。夢を見るだけではなく実際に、
とうとうやったぞという思いは、今まで生きた中で最高
の感覚でした。ライセンスはまだですが、いつかとれる
と思います。
　私が飛ぶ事を学ぶのはなにかに使えるというわけでは
なく、それができるようになりたいという純粋に情熱に
突き動かされただけなのです。私が夢を実現した瞬間
は、人生でなにか「役に立つ」事をやっていく上での自
信と強さを与えてくれると思うのです。夢は私たちの生
活を豊かにして、人生の道を歩ませます。
　是非、バンジージャンプをして下さい！　それは結局
は貴方の人生に有用なものとなるでしょう。私たちが愛
するものはなんでも人生で役に立つものなのです。
　幸運をお祈りしています。バンジージャンプの瞬間を
楽しんでください。

　　　　こんにちは。お返事をありがとうございます。
　　　　とても感銘を受けました。改めて、夢を見る事
の大切さとパワーに気付かされました。
　僕は大学受験に失敗してからというもの、夢を追う気
になかなかなれなかったのです。でもやってみたい事を
見つけました。それがバンジージャンプなんです。そし
て僕は、もっと大きな夢も見つけたいと思っています。
やりたい事を見つけ、そしてそれに向かって大学でしっ
かり学んでいこうと思っています。
　あなたの夢も素敵だなと思いました。とても楽しそう
だし、未来を支える大きな力が湧いてくるような気がし
ます。もし機会があれば空を飛んだ感想を聞かせてくだ
さい。あなたの夢が叶って、大きな力となりますように！

東欧チェコ・プラハ在住のピアニスト
ウラニアさんと
あすなろ学院生との交流

あすなろ学院生の皆さんが学習した英語を実際にコミュニケーションツールとして使う喜びを感じられ
る機会を設けたいという岸田学院長思いから、学院長の旧友であるプラハ在住のギリシア人ピアニス
ト、ウラニア・ミネラウさんと高校生以上の学院生とのEメール交流を企画しました。2020年の春学期、
ウラニアさんの最初のメール（あすなろニュースレターHP版に掲載／下記）を読んだ生徒さんたちか
らウラニアさんへ質問する形で始まった文通。本当に温かい心の交流が生まれています。今回はその中
から「挫折感を味わった後、自分を変えるきっかけとしてバンジージャンプをしてみたい」という大学生
のケンヤ君と自らの経験に照らし合わせてその挑戦が人生に意義のある事だというウラニアさんのやり
取り。そして、子供を育て上げた今、心中に去来する事を綴られたYさんとの心温まる交流を。

REPORT

Kenya

Ourania

Kenya

プラハ在住のピアニスト、ウラニア・ミネラウさん

原文（英語） 訳文（日本語）

ウラニアさんからあすなろの皆さんへのメッセージ「プラハからの便り」
をぜひご覧ください。ホームページに掲載中です。
英語原文　https://www.asunaro-english.jp/newsletter/voice/2263
日本語訳　https://www.asunaro-english.jp/newsletter/voice/2311
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　　　　アジア人の私にとって、ヨーロッパはとても遠
　　　　くあこがれの場所です。私はいつか地中海を訪
れたいと願っていますが行くのは簡単ではありません。
アジアもまた私にとっては素晴らしい場所です。あなた
はアジアについてどんなイメージを持っていますか。日
本についてどんな印象を持っていますか。

 
　　　　私にとって、アジアそして特に日本はあこがれ
　　　　の場所です。わたしはあなたの国のことをド
キュメンタリー番組や写真でしか知りません。そして日
本の美しく他にはない自然に感銘を受けました。プラハ
にはとても大きな植物園があり、その中に日本庭園が造
られており、園の中で最も美しい場所となっています。
ラッキーなことに私は植物園の近くに住んでいるので、
月に何度も植物園を訪れることができます。そして日本
庭園の盆栽や流れる水、風景を見て過ごす時間を楽しん
でいます。そこは平和のオアシスでありくつろぎの場所
です。
　また、私は子供の頃、異なる国々の神話を多く読んだ
ものです。そして、アジアの神話は私にとってとても魅
力的でした。ギリシャ神話とはたいへん異なり、とても
遠い国の話であり私の想像力をかきたてました。いつの
日かあなたの国を訪れ、以前何度も心の中で訪れた場所
を見る事が私の夢でした。そして今もその夢を持ってい
ます。
　多くの人々にとって日本といえば、何百万もの人々が
とても忙しく暮らす巨大都市東京です。私にとって日本
は写真で見た美しい自然と、アジアの神話を読んで心に
描いたイメージの国です。

　　　　こんにちは、ウラニア。お返事をありがとうご
　　　　ざいます。なんだか外国の友人から手紙をも
らったような気分でうれしくてウキウキしました。私の
質問にとてもていねいに答えてくださって感謝します。
　私は貴女がとてもうらやましいです。あなたは、音楽
を学び、愛することに人生を賭けてきたのですね。多く
の人が多分そうであるように、私は人生を通して学び続
けたいものをなにも持っていないのです。とても残念な
ことだと思っています。若い頃はなにも深く考えずに過
ごしていた気がします。今、50歳を過ぎて若い頃にもど
りたいと思っています。そしてなにか熱中できる事を見
つけたいものです。ひとつだけ言えるのは、子育てには
ずっと没頭してきたという事です。でも子育てはいつか
終わりがきます。そしてその後は思い出の中に生きるし
かありません。
　プラハには美しい植物園があると知りました。貴女の
お返事を読みながらその美しい庭園を想像してみまし
た。日本には三大庭園と呼ばれる庭があるのですよ、残
念ながら私はそのどれからも遠く離れていますが。もし
貴女が私の街を訪れることがあったら絶対にお見せした
い風景があります。日本では4月にとても美しく桜の花
が咲き乱れるのです。私の街には芦屋川という川があっ
て、その川沿いの桜の花が満開になると本当に美しい風
景が展開されるのです。川の上流の六甲山のふもとに緑
が見え、川沿いの桜の花は薄くてやさしいピンクの色に
咲きほこります。そして青い空と白い雲、本当に美しく
て幸せな気分になります。人々は桜の木を見に集まって
来て皆とても幸せそうです。私はこの風景を毎年見られ
ることに感謝しています。

心をこめて、
Y.

次は、大人のクラスYさんとウラニアさん
の心温まるやり取りです。

    Y

Ourania

    Y

第 1回（2020 年 6月 2日掲載）

「自己紹介」　執筆：田中伸一

　あすなろニュースレターをお読みの皆様、こんにち
は。田中伸一と申します。
　あるご縁があり、このような形で皆様に、私自身の英
語を通じて得た経験について、数回に渡ってニュースレ
ターの紙面をお借りしてお話しさせて頂く事になりまし
た。拙文ではありますが、気楽に読み飛ばして頂けると
幸いです。
　今回は軽く自己紹介させて頂きます。兵庫県西宮市出
身の会社員で、西宮市内の公立小学校・中学校・高校を
卒業後、関西の国立大学を卒業、現在は東京の国立（く
にたち）市に、妻と二人の娘と暮らしております。妻は
同い年で、娘は19歳と18歳の年子です。両親は西宮市
に在住しており、時々帰省しています。
　小さいころから体を動かすのが好きで、高校までは
サッカー部に所属し、毎日ボールを追いかける日々を過
ごし、大学ではアメリカンフットボール部に所属し、卒
業後しばらくは学生の試合の審判なんかもやっておりま
した。今でもスポーツは全般的に大好きで、昨年のラグ
ビーワールドカップでは、日本チームの活躍にテレビの
前で大声を出し、家族にうるさがられ、ついに自分の部
屋に、自分専用のテレビを買ってしまいました。
　さて、英語との関わりですが、学生時代はクラブ活動
に没頭し、教室には全く行かず毎日グラウンドばかりに
行っておりましたので、英語にそれほど興味もなく、社
会人になって初めて受けたTOEICは500点ちょうどだっ
たと思います。ただ、就職した会社には海外への留学制
度があり、その経験をされた方々から「日本で当たり前
の事が当たり前でない世界の話」を聞くうちに、非常に
興味を持ち、あこがれるようになりました。

あすなろでは、英語だけでなく社会に目を向け見聞を広めることも大切な教育の
一環だと考えています。若い世代の生徒さんに少しでも外の世界を知ってほしいと
願い、国際社会で活躍中の方々の体験記を、ホームページ上に火曜コラムとして
掲載してまいりました。あすなろの生徒さんへのメッセージとともに、執筆いただい
ております。ここでご紹介するのは「現役ビジネスマンからの手紙」第 1 回。全回、
ホームページにて公開しています。是非ご一読ください。

あすなろニュースレター HP 版

コラムのご紹介

火曜コラム

現役ビジネスマンからの手紙

Shinichi Tanaka
ph�o by Tatsu Ozawa

「現役エンジニアからの手紙」
執筆：福岡輝人（‘20 年 8月～11月）

　その後英語を猛勉強
して、なんとか留学す
ることができ、アメリ
カの西海岸のシアトル
に2年間留学しました。
この2年間がその後の私
の人生を大きく変える事になりました。この時の経験
は、次回以降お話しさせて頂きます。留学後は元の会社
に戻り、シンガポールにも1年駐在しましたが、その後
転職を決意して、外資系（アメリカ）の医療機器の会社
に35歳で転職。現在までに、アメリカ系、ドイツ系、
スイス系、イギリス系、そしてインド系と、出向を含め
ると6社の外資系企業に勤務してきました。資本の国籍
は違っても、すべて本国とのコミュニケーションは英語
です。また、出張も多く経験し、ドイツ・スイス・シン
ガポール・タイ・インドネシア・マレーシア等に行って
おり、特にシンガポールは10回以上行っています。
　帰国子女でもない私が、今では普通に英語でメールを
打ち、電話会議を英語で仕切って、時には英語で相手を
説得し、また熱い議論を戦わせる……かつての自分から
は想像もできないことです。これらの経験を通じて感じ
た諸外国と日本との違い、日本の素敵さ、さらには個人
的に楽しかった事・悔しかった事などをお話しさせて頂
こうと思います。他愛もない話が多いと思いますが、少
しでも楽しんで頂けると幸いです。
　最後に、英語が話せるって、とても楽しいです!!

「現役ビジネスマンからの手紙」
（‘20 年 6月～7月）

木曜の音楽コラム、土曜のあすなろ
学院生コラムもあります。

ご案内ともくじは
ホームページで！
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