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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。
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「FCCの風」は、
１,３,６,９月の年４回発行致します。

受講生座談会

木場が始めた「かけこみでら」も５年目を迎えました。今では年間約60人の受講生に利用されています。今回は
「かけこみでら」相談後に大きな変化を実感された受講生３名の方に、相談内容から解決方法、
その後の変化ま
で詳しく語っていただきました。今、英語学習に悩みをお持ちの方、必読です！

私たちの「かけこみでら」活用法
夢を描いてFCCに入校。でも、
不安になる日は誰にもやって来る。
石﨑／私は昔から英会話を勉強したかったので、
FCCに入校した時は嬉しかったですね。
まずは海外
旅行のために、
いずれ仕事でも活かせるようにと夢が
膨らみました。でも、
それまで全く英語に触れる機会
がないまま始めたので、英語の勉強の仕方がわかり
ませんでした。
レッスンを４〜５回受けるとクラスには
慣れたし、
ノートも自分なりにとっているけど、
どんどん
「これでいいのかな？」
と思い始めました。それで半月
ほどで
「かけこみでら」
に行ったんです。
松吉／早かったですね！ 私は入校して１年半経って

今回の座談会に参加していただいた受講生の皆さん。左から石﨑夏美さん、
松吉有希さん、石橋淳子さん。
プロフィールは次ページに。

から、初めて相談に行きました。入校して最初の頃は
「レッスンが楽しくできればいいな」
と思ってたんです。

間英語を勉強して、来年は自力で海外旅行に行こう

周りと英語で話せるようになってきたのも嬉しくて…。

と誓って入校しました。でも最初のレッスンから
「ノー

それが時間が経つにつれ
「私は何のために英語を学

トって、
どうやってとるんだろ？」
と不安だらけで。その

んでいるのか？」
と思うようになりました。真面目にやっ

時、壁に「かけこみでら」の体験談が貼ってあって

て、TOEICを受けて、
それで何になるんだろう？…とだ

「入校してすぐ、
かけこみました」
って書いてあったん

んだん不安になりました。でも
「こんな根本的なことで

です。…ということは、私もかけこんでいいのかな？と

悩んでいる人なんかいない。相談したら笑われる」
と

申し込んでみました。

思って、行動に移せなかったんです。本当にやる気を
なくして、
やっと
「かけこみでら」
に行きました。
きなのですが、
ずっと英語のできる友達を頼ってきま

「かけこみでら」で教わったのは、
次につながる実践的な学習法。

した。外国人の友達ができても、翻訳ソフトを使って

石﨑／「かけこみでら」
でまずアドバイスされたのは、

会話しています。
このままじゃいけないと思って、
１年

ノートのとり方。学生の頃は授業でわかったことをノ

石橋／私はまだ入校して１カ月です。海外旅行が好

次ページへ続く→
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受講生座談会

いしざ き

なつみ

石﨑夏美さん
2011年11月入校。初級I、
RGWI、LSIIを受講中。仕事
と両立させながら、週に２回、
北九州市から通われていま
す。
これまでに２回「かけこみ
でら」
を利用していますが、毎
回「今日もスッキリしました」
と
笑顔で帰っていかれます。

ートに書いていたけど、木場さんが教えてくれたのは

は必ず紙に書いて、時々見直すようにと。
そうしたら以

「わからなかったことを書く」
ノートでした。具体的には

前のように不安になることがなくなりました。

「今日のレッスンでわからなかったこと・だから次のレ

石橋／私も皆さんと同じノートの取り方を教わりまし

ッスンで聞きたいこと・話したいこと」
をノートに書くよ

た。
それまでの板書を清書したノートを見て、木場さん

う教わりました。こうすれば復習＝予習になって、必

は「あ〜、
やりがちだね」
と。このノート
（写真参照）
の

ず準備をしてレッスンに臨むことになるわけです。後

取り方にして、
さらに右ページに書く文章を、実践的な

は
「レッスン中に、
わからない自分をアピールしなさい

会話に使える文にするよう言われました。次のレッス

」
と言われました。確かに、恥ずかしいからとわかった

ンにもつながるように。

ふりをするよりも、開き直って「わからない」
と言った

石﨑・松吉／これを最初からやってるなんて得よ！ 絶

ほうが、
より丁寧に教えてもらえるようになりました。

対、効果が出るから。

松吉／私も、次のレッスンで話したいことをノートに
書いていくよう教わりました。で、
レッスンで話せて上
話せなかった文は次回に回しますが、
その日のレッス

自分に現れた大きな変化。新たな
悩みが生まれるのも成長の証。

ンで習ったフレーズを入れて、文章に手を加えてみる

松吉／木場さんに教えてもらったノートの取り方をし

んです。
その日の復習と一緒に、次回の準備ができ

ていると、
自分の弱点がわかるので、対策もとれるよう

るので、次のレッスンが待ち遠しくなりました。それと

になりました。
それまでノートを見直したりしなかったの

木場さんは、私がすぐに達成できそうな目標ばかり掲

に、
よく見直して、
自分なりに考えた整理の仕方も加

げているのを指摘して、
自分に制限をかけず、
もっと

えました。今では、
どのフレーズがどこのページに載っ

大きな夢を掲げるように言われました。
そして、
その夢

ているかわかります。自分の成長がわかるノートのおか

手く伝わったら、
ノートに花丸を付けるようにしました。

げで、
レッスンでも積極的になっ
「かけこみでら」流ノートの取り方

た気がします。
石橋／私も最初は「レッスンで

今日、話したいこと

出しゃばらないように」
と思って

レッスン
前

いましたが、木場さんに「喋って

レッスン中
レッスン
後

わからなかっ
たこと、話せ
なかったこと

板書

復習＆予習

復習

今日習ったフレ
ーズを使って、
文章を作る。
１フレーズにつ
き３文が目標！

なんぼ、
だよ」
と言われてから、
ち
ゃんと喋って帰ろうと思うように
なりました。一度クラスがシーンと
した時に、思い切って話を切り出
したら、皆さんすごく喜んでリアク
ションしてくれて…それが嬉しか

出てきた単語を調べるなど
−２−

ま つ よし

ゆき

いし ばし じゅ ん こ

松吉有希さん

石橋淳子さん

2010年12月入校。中級II、
RGWIIIを受講中。大学時代、
国 際 文 化を専 攻していたの
で、海外に行くと、現地の人に
聞きたいことがいっぱい。
それ
ができる不自由のない英語力
をと、
「英語deボランティア」にも
積極的に参加されています。

2012年７月入校。基礎II、
RGWIを受講中。入校して１
カ月で「かけこみでら」
を利用
しましたが、
アドバイスを受けて
「学生時代の勉強とはまった
くやり方が違う！」
と驚かれた
姿が印象的でした。

ったですね。

に早めに
「かけこみでら」に行ってみることをお薦めし

石﨑／私も
「かけこみでら」の後はやる気満々で頑

たいですね。

張っていたんですが、
しばらくすると息切れしだして

松吉／自分が「かけこみでら」に行くまでに時間がか

…。宿題＋英語日記＋レッスンの準備＋復習の例

かったので…今、足踏みしている人も多いんじゃない

文をこなせなくなりました。
それで２度目の「かけこみで

かと思うんです。難しいカウンセリングだと思わない

ら」に行きました。すると
「いい意味で真面目すぎ」
と

で。
どんな相談でも、
ちゃんと答えてもらえるから大丈

言われました。英語学習を継続するには、
リラックスし

夫！って伝えたいですね。
それに
「かけこみでら」の後、

て自分のペースを掴むことも大切だと。仕事が忙しい

ロビーで木場さんに会うと
「あれから、
どう？」
とか
「目標

時は、
１つの課題に１つの答えで構わないし、
ノートも

は大丈夫？」
とか声をかけてもらえるのが、私には刺

走り書きでいい…全部の課題に少し肩の力を抜い

激になってます。
「あぁ、
そうだ。頑張ろう
！」
とモチベー

て取り組めるよう言われました。
それと社会人だと、仕

ションが保てます。

事と私生活とのバランスも重要ですよね。木場さん

石橋／私は、最初から勉強の仕方を教えてもらって

に仕事のことも相談すると
「そんな時は英語学習を

よかったと思ってます。おかげで今はやる気もあるし、

気分転換に」
と言われてスッキリしました。

頑張ってます！ でも、毎日すごく時間がかかっている
んです。
そのうち壁にぶつかるだろうな、
と自分でも思

相談できる、見ていてくれる…
その安心感がやる気に繋がる。
石﨑／悩みを自分で解決することは大切だけど、同
じ経験をした人に相談す
るとすんなり道が開ける
んだと実感しました。木
場さんはFCC受講生だ
ったから、私たちのその
時その時の心境をわか
ってもらえます。今では、
壁にぶつかった時、
「こ
れは木場さんに相談して
みよう
！」
と思うだけで、深
刻にならずにすんだりし
ます。皆さんにも、気軽
−３−

うんですけど、
そしたらまた
「かけこみでら」に行ってみ
ようと今から思っています。
ー本日はありがとうございました！

『夏の週末留学』特集

英語de
ボランティア

７月から８月にかけて行なった、英語deボランティアの模様を、生徒さんのレポートでご紹介します。これら
以外にも、7月6日に「オープントップバス＆屋台体験」、8月31日に「あんみつ姫体験」を行ないました。

7/15

博多祇園山笠(追い山)ウォッチング
参加前は、福岡初心者の私が外国の人を案内できるだ
ろうか？と不安でした。でも留学生の方々もこの日をと
ても楽しみにしてくれていて、互いに眠い目をこすりな
がらも、山笠への思いを語りあいました。そして舁き山
が目の前を通るときには人種も話す言葉も関係なく感動
と興奮を分かち合うことができました。英語はただ学習
するだけでなく、使ってこそ意味があると心から感じら
れる良い体験となりました。（隈本千春さん）

ので、予習したことを発揮する場面はなかったけど、待
ち合わせや行き帰りのバス内での会話で充実感たっぷり
(*´▽｀*) 本当にいい経験をさせて貰えました♪ Fear is
often greater than the danger itself. Let's try to join in next
time!ヾ(^^ ) （観音有紀子さん）

8/5

プロ野球観戦

7/21

小倉祇園太鼓
博多駅に17時に集合し、新幹線で小倉へ。川沿いのカ
フェでバ−ベ−キュ−を楽しみ、その後、お祭り会場を
一周して小倉祇園太鼓を堪能しました。その後はまたカ
フェに戻り、太鼓や鐘の音をBGMにおしゃべりに花を咲
かせました。留学生のヘリさんとFCC生とで、夜景を見
ながらゆっくり話が出来ました。場所も空気も本当に心
地がよくて、楽しい時間はあっという間に過ぎていきま
した。とても充実した一日でした。（西山由里子さん）

ソフトバンクホークスvs西武ライオンズ
FCC5名、留学生5名で野球観戦。1人の留学生が集合
場所に来られないというハプニングから始まりました。
ヨーロッパ出身の方が多く、野球のルールをよく知らな
い方からたくさん質問されました。私自身も野球のこと
は詳しくないのですが、分かる範囲で英語で説明しまし
た。私にとって初体験のこ
とが多く、とても良い経験
ができました。そしてもっ
と英語を勉強しようという
気持ちが強くなりました。
（田原杏子さん）

8/12

梅ヶ枝餅焼き体験

7/28

ラーメンと餃子作り体験
@ラーメンの一風堂(チャイルドキッチン)
当日は博多駅のバス停で待ち合わせ。そこでは留学生
にバスの乗り方を説明しました。バス車内での両替の場
面で、ふと、“exchangeって言わないんだよ”っていう
Kevin先生の言葉を思い出したり、Jay先生の“Have a
seat.”っていう声が聞こえてきて、スッゴく助かりまし
た。冷麺と餃子を作る時は留学生とペアになれなかった
−４−

この日は参加者全員が女性で、いわゆる「女子旅」の
ノリでした。大宰府駅で地元在住の頼もしい受講生と合
流し、まずは大宰府観光。留学生の引いたおみくじを英
語で説明したら熱心に聞いてくれましたが、「あまり強
気に出るのはよくない。何事も慎重に。」という文言は
一体どう訳すれば…（汗）。それからいよいよ梅ヶ枝餅
焼き体験へ。お餅で餡を包むところからスタートです。
留学生はもちろん、私たちもはじめての体験にワクワク
しました。そして焼きたての梅ヶ枝餅の美味しかったこ
と！夏の楽しい思い出になりました。（澤田志保さん）

赤峰より

夢を追う皆さんへ

カタツムリおじさんを偲ぶ

ＦＣＣ代表

私の机の前に、人物画を撮った一枚の写真があります。

に、それから10年近い時間を要しました。石川さんは自

20数年来の知り合いだった“カタツムリおじさん"こと経

ら下した結論に、その後随分苦しまれたそうですが、

営コンサルタントの石川元則さんです。２年前、我が家

数年後に、辞めて行ったスタッフがFCCに遊びに来てく

で夕食を一緒にした時のスナップ写真を私が描いたも

れたことを知って、初めて気持ちが晴れたそうです。

のですが、その石川さんが、６月下旬、65才の若さで旅立
って行かれました。

知人から石川さんの余命が半年だと聞き、驚き、す
ぐに電話を入れると、
「今夜、食事をしよう！」というこ

この方との出会いがあったからこそ今日のFCCがある、

とになりました。どんな言葉をかけたらいいのだろう

という方が何名かおられますが、石川さんは、FCCの運

かと迷いつつ待ち合わせ場所に着くと、普段と全く変

営に直接関わって下さった大事なお一人でした。

わらず、とても病人には見えませんでした。行きつけの

石川さんに出会ったのは、FCCを創立して5・6年経っ

お店のカウンターに座ると、すぐに「熱燗！」と注文さ

た頃で、FCCの内容は年々良くなっているのに経済的に

れ美味しそうにお酒を飲み干す石川さんに、余命半年

は苦しくなる一方で、ずるずると泥沼にはまり込んでし

は嘘だろうと思ったほどでした。FCCの近況を報告し、

まいそうな時でした。苦しい中から何とかコンサルタン

２年後に迎える創立30周年の話をすると、
「赤峰さん、

ト料を捻出し、３ヵ月間の経営診断を依頼しました。３

俺が乾杯の音頭をとるからな！」と、いきなり私の目を

ヶ月後の朝礼で出された石川さんの答えは、結果が出て

睨みつけ、強い口調で言われたのです。この病気は何

いないことを理由に当時数名いた営業スタッフにはその

かの間違いであって欲しい！是非乾杯の音頭をとって

場で辞めてもらう、私は社長失格で、生徒が入校する道

頂きたい！石川さんのFCCへの思いの深さに胸が熱く

を一人で切り開きなさい、という非常に厳しいものでし

なり、私は思わず石川さんの手を強く握りしめてしまい

た。それは、石川さんご自身が数度事業の失敗を経験

ました。

され、自らが味わった苦渋を、自分が関わった人には絶

「出会うべき時にいい人との出会いあり」という言葉

対にさせてはならないという信念から出たものでした。

がありますが、20数年前のあの苦しかった時に、石川

私は、言い訳も出来ずに辞表を書くスタッフに申し訳な

さんに出会えた私は本当に幸運だったと思います。石

い気持ちで一杯になり、言葉をかけることもできません

川さんによって、私は再度、出発地点からやり直すこと

でした。

が出来、自分でも驚くくらいのエネルギーを持って仕事

自分の無力さをつくづく思い知らされましたが、何と

に没頭できるようになったからです。

か気持ちを切り替え、翌日から必死になって営業活動を

柩に安らかに眠られた石川さんに手を合わせ、ゆっ

始めました。私は、この時ほど仕事に熱中したことはなく、

くりした歩みではあっても決してバックをしない“カタツ

厳しい中にあっても毎日のように新しい発見があり、と

ムリの生き方"でFCCが目指すものを実現させることを

ても充実していました。それでもFCCが軌道に乗るまで

誓い、最後のお別れをしました。

みんなの広場

FCCビアガーデンパーティ2012

7月28日（土）『
、ビアガーデンパー
ティ』を開催しました。7月は悪天候
が続いたにも関わらず当日は快晴に
恵まれ、
気持ちよく汗をかきながら夏
の夜を満喫することができました。
参加者の方々や講師たちがテーブ
ルを行き交い、
会話に夢中になって
いる様子はとても楽しそうで、
瞬く間
に時間が過ぎて行ったように思いま
した。ご参加頂き有難うございまし
た、
来年も是非来て下さいね。

−５−

石橋邦彦のEnjoy

Speaking Cafe

スピカフェのメリットはこんなにあります！
「カフェのくつろげる空間で、留学生を囲んでいろんな話をし

講生に影響を与えてくれそうな

よう」
と開いてきた「Speaking Cafe＝スピカフェ」も４年目に

方」
を選んでいます。これまで

入りました。今回は、通常のレッスンとは違うスピカフェの魅力

に弁護士、医師、パイロット、

を、改めて皆さんにご紹介したいと思います。

声優、外交官など、海外に行
ってもなかなか出会えないよう

英語力を伸ばす秘訣とは。

な方々が、大変興味深いお話

英語を勉強することで満足している方が多い気がします。
英語は意思疎通の手段として使ってこそ、身につきます。スピ

をしてくださいました。

スピカフェ参加者の成長。

カフェは、皆さんが英会話を実践する場。様々な国から日本を
訪れている留学生と語り合い、交流を深めようというものです。

スピカフェでの留学生の話す速度は、皆さんが通常耳にし

その場にいて
「仲良くなりたい」
「もっと話を聞きたい」
と思った

ている速度より少し速いでしょう。アクセントも国によって違い

ら、皆さんは一生懸命コミュニケーションをとろうとするでしょう。

ます。それを聞き取ろうとすることで、
リスニング力は格段に上

「文法的にこう言わなきゃいけない」
なんて考えている暇はあり

がります。
また、
どうやって自分の思いを相手に伝えようかと考

ません。
それこそが、英語力を最も伸ばす秘訣なのです。

えることで、
自然と論理的に話せるようになります。
これまでに
スピカフェに参加された受講生たちは皆、以前より積極的にレ

毎回、魅力的な留学生が登場。

ッスンに参加されています。特に私がご紹介したいのは、
スピカ

皆さんに
「もっと話を聞きたい」
と思ってもらうために、私が最

フェの欠席が２回のみという方です。圧倒的な量稽古で実力

も気を遣うのは、
お呼びする留学生が、
より魅力的な人材であ

をつけ、学期ごとに進級されています。

ることです。協力していただいている日本語文化学校には、欧

最近はスピカフェの参加希望者が増えてきて、
大変嬉しく思

米の長い休暇を利用して、
自分を磨こうという志の高い留学

っています。でも中にはまだ
「もう少し上手になってから参加し

生が集まっています。その中から私が直接面談をしています。

たい」
と言われる方がいます。
それはいつになるのでしょう？まず

一人一人と話してみて
「職種や経験がユニークで、FCCの受

は気負わず、
体験学習だと思って、
来てみてください。
（石橋）

編集後記

お知らせ

新学期は10月1日（月）から始まります。

9月23日
（日）
、29日
（土）
、30日
（日）
は準備の為、
レッスンはありません。
※9月24日
（月）
〜9月28日
（金）
はレッスンを行ないます。

冬休みは12月23日（日）〜１月６日（日）です。

約5年間、20回にわたり
「FCCの風」の編集に携わってまいりましたが、私が
担当するのは今回で最後となりました。これまでにご協力頂きましたたくさんの
方々、
そしていつも感想や温かいお言葉をお寄せ下さった皆様に心から感謝し
ております。次回から新しいスタッフの平井が担当致します。
これからも
「FCCの
風」
をどうぞよろしくお願い致します。
（貞包ゆき）

この間のレッスンはありません。

『Speaking Café』

第2土曜と第4日曜の月2回が原則です。スケジュールやゲスト留学生の
プロフィール、写真はホームページをご覧下さい。

英語deボランティア

福岡コミュニケーションセンター

〒８１２-００１３
福岡市博多区博多駅東２-４-３１ 第５岡部ビル６階

参加者体験記はホームページでどうぞ。

0120-78-2234
092-474-2234

クリスマスパーティ
開催！
12月15日
（土）
19：00〜
詳細は後日ホームページを
ご覧ください。

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

スクール説明
随時受付中

●受付
月〜金曜／10:00〜21:35
土・日 曜／9:00〜17:30

筑紫口
（新幹線側）

西日本シティ銀行

● ●

http://www.fcc-english.co.jp

「FCC福岡」
で検索できます。
−６−

JR博多駅

ヨドバシカメラ

都ホテル

NTT●
第2合同庁舎

第１合同庁舎

●博多スターレーン

