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「FCCの風」は、１,３,６,９月の年４回発行致します。

FCCは、1984年創立の、福岡に根ざした英会話学校です。
英会話から文法・ビジネス英語まで。豊富なクラスで、どなた
でもレベルに合わせてきちんと英語を学ぶことができます。

2015年
新春号

　皆様、清 し々いお気持ちで新年をお迎えのことと存じます。
　FCCは、昨年9月に創立30周年を迎えることができ、年
末には、受講生、終了生、そして創立以来お世話になった
方々などにお集まりを頂きまして、クリスマスパーティを兼
ねた創立30周年記念パーティを開くことが出来ました。
何もないところから、様々な試行錯誤を重ねながらの学
校創りだっただけに、多くの方々にご参加を頂きまして大
きな節目のパーティを開くことができ、感謝の気持ちで一
杯です。
　さて、31回目の新春を迎えたFCCが目指すものは、福岡
だけの単独校の強みを活かした通学制の語学学校として、

FCC独自の内容を更に充実させていくことです。それは、
受講生がお互いに切磋琢磨し合え、より自発的に、より面
白く英語学習に打ち込める英語習得環境を充実させるこ
とです。30年前に理想の英会話学校を創る為に創立した
FCC、その思いをもとに地道な積み重ねを続けて参ります。
今年もどうぞよろしくお願い致します。
最後になりましたが、皆様にとりまし
て素晴らしい一年となりますよう、心
よりお祈り申し上げます。
2015年元旦

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
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夢を夢のまま終わらせないために。

まず、夢を自分のミッションに変える。

若松／16年間報道記者をしてきましたが、2014
年11月26日に福岡を発ち、家族と共にマレーシア
へ行きます。１年間は現地の英語学校に通い、そ
の後オーストラリアに移住して大学院で学ぶ予定
です。私は長年、移民や難民、海外留学生につい
ての取材を重ねてきました。外国人労働者をどう
受け入れるか、また在日外国人の夢をどう実現する
かは、今後の日本にとって大きな課題。オーストラ
リアはその点で日本より先進国です。現地で移民
に対する研究や政策を学びたいと思っています。
知花／僕は九州大学経済学部の４年です。2014
年４月に総合商社への内定をもらい、2015年４
月に就職します。将来必ず海外駐在のある仕事で
すから、もともと英語に強い人材でなければ就職
できないとはわかっていました。でも内定後の説
明会で、自分以外の内定者の英語力がかなり高い
ことを実感しました。多くが帰国子女だったり海
外留学の経験があったりしたのです。それで僕も

今のうちにできるだけのことをしておこうと、英語学
校で学び、海外経験を積むことにしました。2015
年の年明けにはシンガポールへ出発します。できる
だけ多くの国を回ってきたいと思っています。
園田／私は佐賀県武雄市で薬剤師をやっていま
す。高校生の時に国境なき医師団に参加した人の
話を聞き、海外での医療活動に従事したいと思うよ
うになりました。大学生の時のカンボジアでのボラ
ンティアツアーや、国境なき医師団や国際赤十字
のスタッフから話を聞いて、その思いはさらに強くな
り、まず英語力をつけねばと2013年３月からFCC
で学び始めました。2014年４月からはFCCの休学
制度を利用して、長崎大学の熱帯医学研究所で３
カ月間の研修を受けました。熱帯医学研究所は教
授から学生まで半数が外国人で、国連の最前線で
働いている方もいました。彼らとの出会いで私の心
は決まりました。「途上国での医療活動は僕のミッ
ションだ」と。海外の僻地へ出る前に国内の僻地医
療を経験する必要があるため、2015年４月からは
長崎県の五島列島の病院で働くことにしました。

実現までに必要な要素を洗い出す。

英会話は必須。だからFCCを選びました。

若松／なるほど。2015年にはみんな新たなステー
ジに移るわけですね。私が海外移住を決めたのは
2年前でして、できるだけ早く行きたいと思っていま
したが、仕事の都合でそうはいきませんでした。そこ
で国内でネイティブな英語を学べる学校を探したん
です。FCCに入校したのは「まじめで厳しい」という
キャッチフレーズと英語日記の添削に惹かれたか
ら。ライティングの指導までしてくれる学校は他に
はなかったんですよ。

知花／僕も同級生たちから「英会話学校はゆるい
から、自分で勉強しなきゃ力はつかないよ」と言わ
れていました。それでネットで見つけたFCCの「ま
じめで厳しい」って言葉が気に入ったんです。スピ
ーキングカフェや英語deボランティアなどレッス
ン以外の活動も魅力的でした。
園田／私は武雄から通うので、博多駅に近かった
のがFCCを選んだ理由。でも入校してみて、講師
と受講生のレベルの高さに「ここで良かった」と思
いました。いろんな職業の人たちが集まって、英語
を介して様々な意見を言い合える環境。それを丁
寧に聞いて、まとめたり考えさせてくれたりする講
師。それに、レッスン中の会話が自然とTOEIC対
策にもなっているのには驚きました。講師が使う
単語やフレーズはTOEICによく出てきますよね。
若松／確かに会話を重視していますよね。リーデ
ィングやライティングのレッスンも会話が中心
で、講師の方々は受講生一人一人にとても興味を
持って接してくれています。自分のことをここまで
理解してくれるとありがたいなあ。英語日記もじ
っくり読んでくれて、添削もコメントも実に丁
寧。自分の英語日記のネタをレッスンに使っても
らえた時は嬉しかったです。
知花／僕は講師の教養の深さに感心させられま
した。僕が経済専攻だと言うと、早速「アベノミク
スについてどう思う？」とディスカッションが始ま
りました。幅広い知識と説得力のある意見。英語
を学んでいるというより、英語で何かを学べてい
るって感じです。

　スピーキングカフェや英語deボランティアも期待
どおり、外国人留学生と生の英会話で交流できて
有意義です。一緒に屋台へ行って、英語で料理の説
明をしたりして…毎回楽しくて充実した時間が過ご
せています。

途中で一度ふりかえること。

自分にまだ足りないものは何か？

園田／研修を受けた長崎大学の熱帯医学研究所
は、公用語が英語でした。そこで外国人留学生から
も日本人スタッフからも「多くの国で英語力は
IELTSで評価される」と教わりました。それで研修
を終えてから、FCCのIELTSクラスも受けることに
したんです。卒業するまでの半年間で、みっちり
IELTS対策したいと思います。
若松／いいなあ。IELTS対策のカリキュラムがある
のもFCCだけなんですよね。オーストラリアも英語
力評価はIELTSだから、私も受けたいんですが時間
が合わないので、シフト制度でなるべくIELTSクラス
を担当している講師を予約していました。
知花／FCCにはアカデミックな強さがありますよ
ね。僕は内定説明会で、入社後に社内での英語研
修は一切ないと言われて焦りました。就職して即戦

力になるためには、ビジネスで使う英会話ができ
なければと思い、FCCのビジネスクラスを受講す
ることにしました。ビジネスクラスのレッスンで
は、ある企業のマーケティング状況をもとに解決
策を考えたりしています。海外のビジネススクール
そのもので、すごく勉強になります。
園田／FCCの講師はスゴイよ。レッスンでもよく
時事問題について話し合ったりするでしょ。講師
も常に学んでるんだと感じます。

モチベーションを絶対下げないコツ。

それは期限を決めること。

若松／移住を実現するまでにモチベーションが下
がったことはないか？と聞かれるけど、ないんで
す。どうして2014年11月に出発することに決めた
かというと、年賀状の前に住所変更を知らせたい
と思ったからです（笑）。期限を決めたら、後は時
間との闘い。マレーシアには2回下見に行き、英語
学校を廻って、現地の不動産屋を調べて、子ども
の保育園を選んで…モチベーションを下げている
暇はありませんでした。
　モチベーションを維持するには、どれだけ現実
に計画を落とし込めるか、だと思う。英語が夢な
んじゃなくて、英語は夢を叶える手段だって忘れ
ないことです。
知花／僕も入社までっていう期限付きだから、モ
チベーションは下がりません。でも切羽詰まった感
じにならないよう、時々、好きな外国映画やコメデ
ィを英語版で観て楽しみます。息抜きになって自
宅学習にもなる気がします。
園田／五島列島へ赴任するまでの残された期間、
FCCに週３回、スペイン語学校に週１回通いま
す。片道１時間の電車の中がもっぱら自主学習の

時間ですね。長く習うことに意味はない気がしま
す。自分がいつやめるかを決めて、それまでにどれだ
け身に付けるかが大切かなと思います。

この夢を叶えたら、次は…。

常に膨らんでいくから、夢は楽しい。

若松／オーストラリアの大学院を出たら、向こうで
就職活動をしようと思っています。移民として生きる
とはどういうことか、身を以って体験して日本に発信
したいですね。
知花／僕は社会へ出て、一人前の商社マンになるの
が今の夢。その先は会社のMBA派遣制度に合格し
て、欧米のMBAスクールを出て、キャリアをつけた
いと思っています。
園田／発展途上国の医療スタッフというのは、ビジ
ネス的なマネージメントも必要になるんです。それで
私もMBAの学位を取りたいと思っていたら、オンラ
インで学べることがわかって、2015年から始める予
定です。知花君が目指す欧米のスクールより時間は
かかるけど、五島列島で働きながらでも、オンライン
なら目標を達成できますからね。
全員／この夢を叶えても、お互い、まだまだ先を目指
しましょう。
─皆さん、ありがとうございました！

受講生座談会

「いつか叶ったらいいな」…夢ってそんなものだと思っていませんか？今回ご紹介する受講生は、FCCで短期間に英語力を上
げ、今、夢の実現に向けて旅立とうとしています。そんな３名の方に、夢までの最短距離を歩む生き方とはどんなものか、具体
的に語って頂きました。

夢を必ず叶える方法、教えます。
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夢を夢のまま終わらせないために。

まず、夢を自分のミッションに変える。

若松／16年間報道記者をしてきましたが、2014
年11月26日に福岡を発ち、家族と共にマレーシア
へ行きます。１年間は現地の英語学校に通い、そ
の後オーストラリアに移住して大学院で学ぶ予定
です。私は長年、移民や難民、海外留学生につい
ての取材を重ねてきました。外国人労働者をどう
受け入れるか、また在日外国人の夢をどう実現する
かは、今後の日本にとって大きな課題。オーストラ
リアはその点で日本より先進国です。現地で移民
に対する研究や政策を学びたいと思っています。
知花／僕は九州大学経済学部の４年です。2014
年４月に総合商社への内定をもらい、2015年４
月に就職します。将来必ず海外駐在のある仕事で
すから、もともと英語に強い人材でなければ就職
できないとはわかっていました。でも内定後の説
明会で、自分以外の内定者の英語力がかなり高い
ことを実感しました。多くが帰国子女だったり海
外留学の経験があったりしたのです。それで僕も

今のうちにできるだけのことをしておこうと、英語学
校で学び、海外経験を積むことにしました。2015
年の年明けにはシンガポールへ出発します。できる
だけ多くの国を回ってきたいと思っています。
園田／私は佐賀県武雄市で薬剤師をやっていま
す。高校生の時に国境なき医師団に参加した人の
話を聞き、海外での医療活動に従事したいと思うよ
うになりました。大学生の時のカンボジアでのボラ
ンティアツアーや、国境なき医師団や国際赤十字
のスタッフから話を聞いて、その思いはさらに強くな
り、まず英語力をつけねばと2013年３月からFCC
で学び始めました。2014年４月からはFCCの休学
制度を利用して、長崎大学の熱帯医学研究所で３
カ月間の研修を受けました。熱帯医学研究所は教
授から学生まで半数が外国人で、国連の最前線で
働いている方もいました。彼らとの出会いで私の心
は決まりました。「途上国での医療活動は僕のミッ
ションだ」と。海外の僻地へ出る前に国内の僻地医
療を経験する必要があるため、2015年４月からは
長崎県の五島列島の病院で働くことにしました。

実現までに必要な要素を洗い出す。

英会話は必須。だからFCCを選びました。

若松／なるほど。2015年にはみんな新たなステー
ジに移るわけですね。私が海外移住を決めたのは
2年前でして、できるだけ早く行きたいと思っていま
したが、仕事の都合でそうはいきませんでした。そこ
で国内でネイティブな英語を学べる学校を探したん
です。FCCに入校したのは「まじめで厳しい」という
キャッチフレーズと英語日記の添削に惹かれたか
ら。ライティングの指導までしてくれる学校は他に
はなかったんですよ。

知花／僕も同級生たちから「英会話学校はゆるい
から、自分で勉強しなきゃ力はつかないよ」と言わ
れていました。それでネットで見つけたFCCの「ま
じめで厳しい」って言葉が気に入ったんです。スピ
ーキングカフェや英語deボランティアなどレッス
ン以外の活動も魅力的でした。
園田／私は武雄から通うので、博多駅に近かった
のがFCCを選んだ理由。でも入校してみて、講師
と受講生のレベルの高さに「ここで良かった」と思
いました。いろんな職業の人たちが集まって、英語
を介して様々な意見を言い合える環境。それを丁
寧に聞いて、まとめたり考えさせてくれたりする講
師。それに、レッスン中の会話が自然とTOEIC対
策にもなっているのには驚きました。講師が使う
単語やフレーズはTOEICによく出てきますよね。
若松／確かに会話を重視していますよね。リーデ
ィングやライティングのレッスンも会話が中心
で、講師の方々は受講生一人一人にとても興味を
持って接してくれています。自分のことをここまで
理解してくれるとありがたいなあ。英語日記もじ
っくり読んでくれて、添削もコメントも実に丁
寧。自分の英語日記のネタをレッスンに使っても
らえた時は嬉しかったです。
知花／僕は講師の教養の深さに感心させられま
した。僕が経済専攻だと言うと、早速「アベノミク
スについてどう思う？」とディスカッションが始ま
りました。幅広い知識と説得力のある意見。英語
を学んでいるというより、英語で何かを学べてい
るって感じです。

　スピーキングカフェや英語deボランティアも期待
どおり、外国人留学生と生の英会話で交流できて
有意義です。一緒に屋台へ行って、英語で料理の説
明をしたりして…毎回楽しくて充実した時間が過ご
せています。

途中で一度ふりかえること。

自分にまだ足りないものは何か？

園田／研修を受けた長崎大学の熱帯医学研究所
は、公用語が英語でした。そこで外国人留学生から
も日本人スタッフからも「多くの国で英語力は
IELTSで評価される」と教わりました。それで研修
を終えてから、FCCのIELTSクラスも受けることに
したんです。卒業するまでの半年間で、みっちり
IELTS対策したいと思います。
若松／いいなあ。IELTS対策のカリキュラムがある
のもFCCだけなんですよね。オーストラリアも英語
力評価はIELTSだから、私も受けたいんですが時間
が合わないので、シフト制度でなるべくIELTSクラス
を担当している講師を予約していました。
知花／FCCにはアカデミックな強さがありますよ
ね。僕は内定説明会で、入社後に社内での英語研
修は一切ないと言われて焦りました。就職して即戦

力になるためには、ビジネスで使う英会話ができ
なければと思い、FCCのビジネスクラスを受講す
ることにしました。ビジネスクラスのレッスンで
は、ある企業のマーケティング状況をもとに解決
策を考えたりしています。海外のビジネススクール
そのもので、すごく勉強になります。
園田／FCCの講師はスゴイよ。レッスンでもよく
時事問題について話し合ったりするでしょ。講師
も常に学んでるんだと感じます。

モチベーションを絶対下げないコツ。

それは期限を決めること。

若松／移住を実現するまでにモチベーションが下
がったことはないか？と聞かれるけど、ないんで
す。どうして2014年11月に出発することに決めた
かというと、年賀状の前に住所変更を知らせたい
と思ったからです（笑）。期限を決めたら、後は時
間との闘い。マレーシアには2回下見に行き、英語
学校を廻って、現地の不動産屋を調べて、子ども
の保育園を選んで…モチベーションを下げている
暇はありませんでした。
　モチベーションを維持するには、どれだけ現実
に計画を落とし込めるか、だと思う。英語が夢な
んじゃなくて、英語は夢を叶える手段だって忘れ
ないことです。
知花／僕も入社までっていう期限付きだから、モ
チベーションは下がりません。でも切羽詰まった感
じにならないよう、時々、好きな外国映画やコメデ
ィを英語版で観て楽しみます。息抜きになって自
宅学習にもなる気がします。
園田／五島列島へ赴任するまでの残された期間、
FCCに週３回、スペイン語学校に週１回通いま
す。片道１時間の電車の中がもっぱら自主学習の

時間ですね。長く習うことに意味はない気がしま
す。自分がいつやめるかを決めて、それまでにどれだ
け身に付けるかが大切かなと思います。

この夢を叶えたら、次は…。

常に膨らんでいくから、夢は楽しい。

若松／オーストラリアの大学院を出たら、向こうで
就職活動をしようと思っています。移民として生きる
とはどういうことか、身を以って体験して日本に発信
したいですね。
知花／僕は社会へ出て、一人前の商社マンになるの
が今の夢。その先は会社のMBA派遣制度に合格し
て、欧米のMBAスクールを出て、キャリアをつけた
いと思っています。
園田／発展途上国の医療スタッフというのは、ビジ
ネス的なマネージメントも必要になるんです。それで
私もMBAの学位を取りたいと思っていたら、オンラ
インで学べることがわかって、2015年から始める予
定です。知花君が目指す欧米のスクールより時間は
かかるけど、五島列島で働きながらでも、オンライン
なら目標を達成できますからね。
全員／この夢を叶えても、お互い、まだまだ先を目指
しましょう。
─皆さん、ありがとうございました！

若松亮太さん

　2014年３月入校。中級-I・RGW-III・
LS-IVを受講。クラスでは、その幅広く豊
富な知識でディスカッションを深めて下さる
貴重な存在。職業柄、急な予約キャンセ
ルがありながら、シフト制度を利用して渡航
直前までレッスンに参加されました。

わかまつ りょうた
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園田和倫さん

夢を夢のまま終わらせないために。

まず、夢を自分のミッションに変える。

若松／16年間報道記者をしてきましたが、2014
年11月26日に福岡を発ち、家族と共にマレーシア
へ行きます。１年間は現地の英語学校に通い、そ
の後オーストラリアに移住して大学院で学ぶ予定
です。私は長年、移民や難民、海外留学生につい
ての取材を重ねてきました。外国人労働者をどう
受け入れるか、また在日外国人の夢をどう実現する
かは、今後の日本にとって大きな課題。オーストラ
リアはその点で日本より先進国です。現地で移民
に対する研究や政策を学びたいと思っています。
知花／僕は九州大学経済学部の４年です。2014
年４月に総合商社への内定をもらい、2015年４
月に就職します。将来必ず海外駐在のある仕事で
すから、もともと英語に強い人材でなければ就職
できないとはわかっていました。でも内定後の説
明会で、自分以外の内定者の英語力がかなり高い
ことを実感しました。多くが帰国子女だったり海
外留学の経験があったりしたのです。それで僕も

今のうちにできるだけのことをしておこうと、英語学
校で学び、海外経験を積むことにしました。2015
年の年明けにはシンガポールへ出発します。できる
だけ多くの国を回ってきたいと思っています。
園田／私は佐賀県武雄市で薬剤師をやっていま
す。高校生の時に国境なき医師団に参加した人の
話を聞き、海外での医療活動に従事したいと思うよ
うになりました。大学生の時のカンボジアでのボラ
ンティアツアーや、国境なき医師団や国際赤十字
のスタッフから話を聞いて、その思いはさらに強くな
り、まず英語力をつけねばと2013年３月からFCC
で学び始めました。2014年４月からはFCCの休学
制度を利用して、長崎大学の熱帯医学研究所で３
カ月間の研修を受けました。熱帯医学研究所は教
授から学生まで半数が外国人で、国連の最前線で
働いている方もいました。彼らとの出会いで私の心
は決まりました。「途上国での医療活動は僕のミッ
ションだ」と。海外の僻地へ出る前に国内の僻地医
療を経験する必要があるため、2015年４月からは
長崎県の五島列島の病院で働くことにしました。

実現までに必要な要素を洗い出す。

英会話は必須。だからFCCを選びました。

若松／なるほど。2015年にはみんな新たなステー
ジに移るわけですね。私が海外移住を決めたのは
2年前でして、できるだけ早く行きたいと思っていま
したが、仕事の都合でそうはいきませんでした。そこ
で国内でネイティブな英語を学べる学校を探したん
です。FCCに入校したのは「まじめで厳しい」という
キャッチフレーズと英語日記の添削に惹かれたか
ら。ライティングの指導までしてくれる学校は他に
はなかったんですよ。

知花／僕も同級生たちから「英会話学校はゆるい
から、自分で勉強しなきゃ力はつかないよ」と言わ
れていました。それでネットで見つけたFCCの「ま
じめで厳しい」って言葉が気に入ったんです。スピ
ーキングカフェや英語deボランティアなどレッス
ン以外の活動も魅力的でした。
園田／私は武雄から通うので、博多駅に近かった
のがFCCを選んだ理由。でも入校してみて、講師
と受講生のレベルの高さに「ここで良かった」と思
いました。いろんな職業の人たちが集まって、英語
を介して様々な意見を言い合える環境。それを丁
寧に聞いて、まとめたり考えさせてくれたりする講
師。それに、レッスン中の会話が自然とTOEIC対
策にもなっているのには驚きました。講師が使う
単語やフレーズはTOEICによく出てきますよね。
若松／確かに会話を重視していますよね。リーデ
ィングやライティングのレッスンも会話が中心
で、講師の方々は受講生一人一人にとても興味を
持って接してくれています。自分のことをここまで
理解してくれるとありがたいなあ。英語日記もじ
っくり読んでくれて、添削もコメントも実に丁
寧。自分の英語日記のネタをレッスンに使っても
らえた時は嬉しかったです。
知花／僕は講師の教養の深さに感心させられま
した。僕が経済専攻だと言うと、早速「アベノミク
スについてどう思う？」とディスカッションが始ま
りました。幅広い知識と説得力のある意見。英語
を学んでいるというより、英語で何かを学べてい
るって感じです。

　スピーキングカフェや英語deボランティアも期待
どおり、外国人留学生と生の英会話で交流できて
有意義です。一緒に屋台へ行って、英語で料理の説
明をしたりして…毎回楽しくて充実した時間が過ご
せています。

途中で一度ふりかえること。

自分にまだ足りないものは何か？

園田／研修を受けた長崎大学の熱帯医学研究所
は、公用語が英語でした。そこで外国人留学生から
も日本人スタッフからも「多くの国で英語力は
IELTSで評価される」と教わりました。それで研修
を終えてから、FCCのIELTSクラスも受けることに
したんです。卒業するまでの半年間で、みっちり
IELTS対策したいと思います。
若松／いいなあ。IELTS対策のカリキュラムがある
のもFCCだけなんですよね。オーストラリアも英語
力評価はIELTSだから、私も受けたいんですが時間
が合わないので、シフト制度でなるべくIELTSクラス
を担当している講師を予約していました。
知花／FCCにはアカデミックな強さがありますよ
ね。僕は内定説明会で、入社後に社内での英語研
修は一切ないと言われて焦りました。就職して即戦

力になるためには、ビジネスで使う英会話ができ
なければと思い、FCCのビジネスクラスを受講す
ることにしました。ビジネスクラスのレッスンで
は、ある企業のマーケティング状況をもとに解決
策を考えたりしています。海外のビジネススクール
そのもので、すごく勉強になります。
園田／FCCの講師はスゴイよ。レッスンでもよく
時事問題について話し合ったりするでしょ。講師
も常に学んでるんだと感じます。

モチベーションを絶対下げないコツ。

それは期限を決めること。

若松／移住を実現するまでにモチベーションが下
がったことはないか？と聞かれるけど、ないんで
す。どうして2014年11月に出発することに決めた
かというと、年賀状の前に住所変更を知らせたい
と思ったからです（笑）。期限を決めたら、後は時
間との闘い。マレーシアには2回下見に行き、英語
学校を廻って、現地の不動産屋を調べて、子ども
の保育園を選んで…モチベーションを下げている
暇はありませんでした。
　モチベーションを維持するには、どれだけ現実
に計画を落とし込めるか、だと思う。英語が夢な
んじゃなくて、英語は夢を叶える手段だって忘れ
ないことです。
知花／僕も入社までっていう期限付きだから、モ
チベーションは下がりません。でも切羽詰まった感
じにならないよう、時々、好きな外国映画やコメデ
ィを英語版で観て楽しみます。息抜きになって自
宅学習にもなる気がします。
園田／五島列島へ赴任するまでの残された期間、
FCCに週３回、スペイン語学校に週１回通いま
す。片道１時間の電車の中がもっぱら自主学習の

時間ですね。長く習うことに意味はない気がしま
す。自分がいつやめるかを決めて、それまでにどれだ
け身に付けるかが大切かなと思います。

この夢を叶えたら、次は…。

常に膨らんでいくから、夢は楽しい。

若松／オーストラリアの大学院を出たら、向こうで
就職活動をしようと思っています。移民として生きる
とはどういうことか、身を以って体験して日本に発信
したいですね。
知花／僕は社会へ出て、一人前の商社マンになるの
が今の夢。その先は会社のMBA派遣制度に合格し
て、欧米のMBAスクールを出て、キャリアをつけた
いと思っています。
園田／発展途上国の医療スタッフというのは、ビジ
ネス的なマネージメントも必要になるんです。それで
私もMBAの学位を取りたいと思っていたら、オンラ
インで学べることがわかって、2015年から始める予
定です。知花君が目指す欧米のスクールより時間は
かかるけど、五島列島で働きながらでも、オンライン
なら目標を達成できますからね。
全員／この夢を叶えても、お互い、まだまだ先を目指
しましょう。
─皆さん、ありがとうございました！

そのだ かずみち

知花正磨さん
ちばな しょうま

　2014年５月入校。中級-III・LS-V・
RW-Vを受講中。スピーキングカフェや英
語deボランティアに入校当初から参加。講
師は、どんなトピックにも興味をもって積極
的に発言する姿勢や英語日記の面白さ
を高く評価。今秋TOEIC900点達成。

　2013年３月入校。中級-III・RW-IV
を受講中。入校半年でTOEICが200
点UP。「夢の実現のために今何をすべ
きか」という意識を常に持って、次 と々目
標を立て、挑戦されています。狙いを定
めてまっしぐらに進む姿が印象的です。



－５－

FCC創立から現在までの思い出が詰まった、スタッフ川村力作の30周年記
念ビデオクリップを上映。会場には笑いと涙が。

開会に先立ち、９年ぶりにFCCに復帰
したAlex講師からご挨拶。

受講生代表スピーチは、二児の母であり助産師でもある有坂めぐみさん。来年からは大学院に進学して災害看護を学ばれます。

赤峰が毎週参加する勉
強会のリーダー役、やず

や会

長矢頭美世子様のご
挨拶。「海外進出には

文化と言

葉の両方を知っている
ことが大切なんです」

とご自

身の経験を踏まえてお
話し下さいました。

来春商社に就職予定の、「受講生の鑑」知花正磨さんの音頭で「乾杯～！」

代表赤峰を創立当時から支えて下さっ
た上射場敏夫様のご挨拶。 

カナダ在住FCC２代目受付の森光（旧
姓松尾）有希子さん、シンガポール在
住の熱田久樹さん、オーストラリア在
住の吉武聡子さん：海外に拠点を移し
た三名の卒業生から現地リポートを送
って頂きました。有難うございます！

いよいよLive Performance①の時間です♪ 歌声自慢の美女軍団＆イケメン
によるDon’t Stop Believin’とDancing Queen。振り付けもバッチリ決まって
本格的！！ [出演：左から星野しおりさん、山田幸代子さん、久米佐代子さ
ん、床平美由紀さん、末浦奈穂さん、日髙啓太さん]

軽快なステップでStayin’ Aliveを熱唱
しながら登場したのはダンスが得意な
Daniel講師。後ろの二人は誰だ～？？

子供たちも交じって歌って踊って♪ 誰もが知る音楽に自然と身体が
揺れます。

ウィッグがお似合いのAndrew講師、Jonathan講師、スタッフ川村はEarth, Wind and FireのSeptemberを歌ってノリノリ♪

パーティレポート <Part1>

創立30周年記念&Christmas
Party

　31回目を迎えた今年のクリスマスパーティーはFCC
の創立30周年記念を兼ねて行われました。当日会場に
集まって下さったのはなんと130名！！ 三カ月前からスタ
ッフみんなで準備を進めてきたこの一大イベント、たく
さんの受講生や関係者の方々にご出演頂き、例年以上
に気合いの入った企画づくしの3時間はあっという間に
過ぎて行きました。パフォーマンスやサポートでご協力
下さった方々に心から感謝しております。皆様、本当に
ありがとうございました。

みんなの広場
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JR博多駅
筑紫口（新幹線側）

第１合同庁舎

● ● 都ホテル
西日本シティ銀行

NTT●
　博多
●スターレーン

第2合同庁舎

ヨドバシカメラ

厳しい選考の末、今年は17名の方が「FCC AWARDS」に選ばれました。
受賞された皆さん、おめでとうございます！！

Live Performance②は
歌、ピアノ、ギター、カホ

ン(打楽器)の達人

たちが集結して披露し
た大ヒット曲Let It G

o。本番前一度しか

全体練習が出来なか
ったにも関わらずその

出来栄えは流石で

した！ [出演：左から鳥
飼優子さん（ボーカル

）、

松尾透留さん（ギター
）、松島加奈子さん（カ

ホン）、

井上由理さん（ピアノ）
]

今年は二つのサプラ
イズが。一つ目は会
場にお越しの長期通
学者（５年以上）の四
名に記念品を贈呈。

昨年のSpring Partyより

「内に外に、本当にたくさんの出逢い
に恵まれてここまで来ることが出来ま
した」と感無量の赤峰。

観客からは手拍子が。前に
出て踊りだす参加者も。

美味しい食事と共に。

二つ目のサプライズ！荒牧サンタから勤続11年
になるKevin講師に、感謝状とプレゼントが贈
られました。

What!?

荒牧サンタ

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)

　FCCにはよく終了生が来られます。創立当時の受講生、海外在
住で一時帰国された方、出産後のお子さんを連れて来て下さった方
など、「初めまして」が珍しくありません。語学スクールでありながら、
時 ど々こか大家族のようなFCC。これからもこうした良き伝統が続
くよう、学校運営に取り組んで参りたいと思います。（平井聡美）

編集後記お知らせ

第一回は1月12日(月・祝)『お寿司とお雑煮
作り＆合気道』です。

決まり次第ホームページでご案内します。

Spring Party
2015年春（予定）

3月29日(日)、30日(月)、31日(火)は、準備の為、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。

この間のレッスンはありません。FCC文庫の貸出・返却及びスクール
説明、入校手続き等は12月23日(火)~30日(火)までと1月2日(金)~
6日(火)の10時~17時30分にお願い致します。

冬休みは12月23日(火)～１月６日(火)です。

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deボランティア

パーティレポート <Part2>

創立30周年記念&Christmas
Party


