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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。

新年明けましておめでとうございます。
皆様、清々しいお気持ちで新年をお迎えのことと存じます。
FCCは今年、創立30周年の大きな節目を迎えます。創立
後の厳しい運営が続く中で、尊敬する「やずや」の創業者か
ら「君の人生を賭けた30年計画で学校創りに取り組みなさ
い」と激励されたことがありましたが、いよいよその30周年
を9月に迎えます。熱心な受講生と講師、スタッフに恵まれ
ただけでなく、多くの素晴らしい方々のご支援のお陰でここ
までやって来ることが出来ました。感謝の気持ちでいっぱ
いです。
昨年8月、念願の移転を果たし、やっと学校名に相応しい
教室が出来たと思っています。これからも、更なる内容の充
実に力を注ぐのみですが、新しいフォローアップとして、
「土

づくりセミナー」を始めます。これは、30年間のFCCの運営
を通して、私が学んだこと、経験してきたことなどを元に行
なうもので、皆様の英語学習を応援するセミナーです。是非
ご期待下さい。
FCCは、これからも福岡に根差した語学学校として誇りを
持ち、語学教育の本道を歩いて参ります。今年もどうぞ宜し
くお願い致します。最後になりました
が、皆様のご健康とご多幸を心からお
祈り申し上げます。
2014年元旦
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受講生座談会

忙しいからこそ、FCCで学ぶ！
「大人の英会話学校」
と呼ばれるFCCには、仕事や家庭を持ちながらの、多忙な生活の中で英語を学ぶ方が集まっています。
新年号では、忙しい中を通っておられる受講生３名に、FCCならではのシフト制度・振替制度の利用法や、効率の良い学習法を
語っていただきました。

これなら通えるかも…私たちに
希望をくれたＦＣＣの制度

手なども習っていて、そこから国内外の人に日本の

宮本／昨年の春、7月末に２週間のシカゴ出張が

ですが、英語力が足りないから上手く伝えられな

決まりまして。それまでに英語力をつけなければ！

い。そこでFCCのスクール説明を受けました。10年

と嫁に話したところ「本気で英語を学ぶなら、

前に赤峰さんの講演を聞いてから「通うんだった

FCCがいい」と言うんです。そこでスクール説明を

ら、ここだ」と決めていたんです。木場さんの受講

受けてみた私は、木場さんの話に勇気づけられ、

生時代の話を聞いて「よし、僕も頑張ろう」と決心

やる気になりました。仕事が忙しく不規則なことが

しましたが、心配だったのは、仕事の帰りが遅いこ

心配でしたが、都合のよい日に予約できるシフト制

と。相談の末、まずは固定クラスにして、休んだ日は

度があることを知り、即入校しました。

振替制度を利用することにしました。

伝統文化を広める活動を始めました。その一環で、
外国人留学生を招いてお茶会を開くこともあるの

柏木／私は接客販売の仕事をしていますが、最
近、外国人のお客様が増えました。
「もっと上手に
英語が使えたら」と悔しい思いをすることが続き、
ネットで英会話 学 校を検 索したんです。そこで
FCCの「まじめで厳しい」というフレーズが気にな
り、スクール説明を受けました。仕事がシフト制で
勤務日が毎月変わることを相談したら、親身にな
ってくださり、シフト制度を勧めてくださいました。
松上／昔から英語に興味があって、市販のテキス
トを使って独学していたんです。ちなみに茶道や空

通い始めて生まれた悩み。
こうやって乗り越えました。
宮本／私は出張までの半年間で英語を使えるよう
になる必要があったので、シフト制度でガンガン予
約して、週３〜４クラスを受けました。おかげで7月
末の出張では、各国から集まった仲間と良いコミュ
ニケーションができました。ただ専門的な話がちゃ
んと理解できなかったので、このままFCC通いを続
けようと更新し、その際に固定クラスに変えました。
シフト制度で毎回講師が変わる
と授業の進捗状況が少し変わる
ことと、一番多く受けた講師が学
期末の評価表にアドバイスをくれ
ていたことから、同じ講師に習っ
てみようと思ったのです。ただし、
シフト制度の時みたいにレッスン
を詰め込めないから、クラスは週
２に減らし、休んだら振替制度で
固定の２人の講師のどちらかのク
ラスを選ぶようにしました。
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ま つ うえ

けん

松上賢さん
2010年3月入校。
初級-I、
LS-II、
RGW-IIを受講。
公私ともアクティブで
多忙なため、
1年間休学し、
半年前から
復帰。
復帰後は振替制度を利用し、
土
日のクラスを中心に受講されています。

ンが上がるから。それに今は土日のクラスにしたの
で、来られる日も増えました。土日のクラスも充実し
ていると思います。休んでも、
１週間のうちに自分の
レベルのクラスがどこかにあるので、振替をしなが

柏木／私は今もシフト制度を利用しています。仕

ら受けています。

事のシフトが決まり次第、
１カ月分のレッスンの予

柏木／皆さん、頑張っているんですね。私も仕事を

約をまとめて取ります。それでも忙しくなると、
１週
間全く通えなくなったりするので、予約を変更し、
他の週にレッスンを増やして調整します。自分の

しながら英語を学べる環境があることを感謝した
いと思っています。忙しくても、FCCならやりくりで
きるし。その中で、なるべく同じ講師のクラスを選ぶ

ペースで受けられるのが、シフト制度の最大の魅

よう心がけてます。

力ですね。確かに毎回クラスが変わると、聞き取
れる講師と聞き取れない講師がいたりしますが、
ます。違う講師のレッスンを受けると発見も多い

忙しいからこそ集中できる。
大切なのは、すきま時間。

です。唯一の悩みは英語日記や宿題が出せないま

宮本／短い時間で英語力をつける最高の自宅学習

いろんな発音や表現が学べると前向きに考えてい

まになってしまうことですね。

は、英語日記だと思います。だから、どんなに無理

宮本／私もシフト制度だったけど、英語日記や宿

しても英語日記だけは書いてます。FCCに来る前

題はフロントに預けてたよ。ここの講師はみんな

や職場の休憩時間を使いますが、
１回で書き上げる

快く受け取って添削してくれるよ。

つもりでいると、自然と短時間で書けるようになり

柏木／そうなんですね。知らなかった。今度からお

ました。間違って当たり前だからと、恐れずに書くこ

願いしてみます。

とが大事な気がします。あとは通勤の地下鉄です

松上／僕は入校時に平日の固定クラスにしたもの

ね。片道15分ですが、CD付FCC文庫を読んでま

の、来れない日が多くて振替ばかり。おまけに英

す。他にはスマホのアプリで『イージーイングリッシ

語日記や宿題ができてないから、どんどんFCCに

ュ』というのもよく利用してます。英語上達のカギ

来づらくなって。仕事の状況は変わらない、
でも英
語習得にもそれなりの投資をしている…と焦るば
かりで、ついにカウンセリングを受けました。僕の
場合、勤務地が熊本など県外になったため休学
の許可が下り、
１年間休学することになりました。
残りのレッスンをプールしたまま休めるので、心の
負担が減りました。半年前に復帰してからは、自
分でハードルを上げて苦しまないと決めました。英
語日記や宿題ができてなくても、とにかくFCCに
来ること。レッスンを受ければ、必ずモチベーショ
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かし わ ぎ

か な こ

み や もと

柏木香菜子さん

よし ぞう

宮本義三さん

2012年5月入校。
初級-II、
LS-II、
RGW-IIを受講。
定期的に受講するこ
とが難しいお仕事にもかかわらず、
見
事に有効期間内に全レッスンを消化さ
れました。
基礎から始めて、
順調にレベ
ルアップしていらっしゃいます。

2013年4月入校。
中級-III、
B-IIを受
講中。
年に数回の海外出張を含む、
出
張の多いお仕事ながら、
前学期はシフ
ト
制度を利用。
今学期は固定を基本に、
出張時に振替を。
こまめな振替の成果
をご自身でも感じられているようです。

は、英語に触れる時間の長さにあるんじゃないか
と思って。毎日少しでも確保するようにしてます。
柏木／私は仕事がお休みの日に通ってるので、レ
ッスンの前に英語日記と前回のレッスンの復習を
しています。習ったことだけは吸収しておこうと思
ってます。それと毎朝30分、コーヒーを飲みながら
FCC文庫を読みます。毎日少しでも英語に触れる
時間をつくることが大切だと、私も思います。
松上／英語日記を書くぞ！と身構えると、
また苦しく
なるから、
すきま時間に日記のテーマと思いついた
文章を綴っておくようにしました。あとは英字新聞の
『マイニチウィークリー』を定期購読しています。海
外や国内のニュースが面白く伝えられていて勉強に
なるし、日本語で熟語の説明が付いているから読み
やすいんです。休学中も英字新聞だけは読んでいま
した。他には同じCDを内容がわかるまで何回も聞
いてますよ。

活の中に仕事とは違う時間と空間ができたこと。英
語学習を通じて、いろんな人に刺激をもらえること。
シフト制度のおかげで忙しくても続けていけること。
そして、仕事で外国人のお客様と話せるようになれ
たこと。お客様の話を理解できた時は本当に嬉しい
ですね。
宮本／英語を学び続けるためには「嬉しい！」が大
事だよね。
─皆さん、ありがとうございました！

忙しくても英語力は伸ばせる。
キーワードは「うれしい！」
松上／僕はプライベートの活動で、日本の良さを
外国人にもっと伝えたいけど、まだ言葉が出てこ
ないことが多くて。でもFCCに通っているおかげ
で、相手が話していることはわかるように
なったんですよ。そのうちスピーキングカ
フェや英語deボランティアにも参加して
会話力をつけたいと思ってます。
宮本／私もシカゴで相手の話がわかった
時は嬉しくて、FCCで半年頑張ってよか
ったと思いましたね。最近、街で出会った
外国人と話して「発音がきれいだ」って褒
めてもらえた時も無性に嬉しかった。
柏木／FCCに入ってよかったことは、生
−４−

シフト制度

シフト勤務の方など、固定したクラスに通えな
い方は、都合のつく曜日や時間に予約を入れて
受けることができる。

振替制度

固定して受講しているクラスに出席できなかっ
た場合、他の曜日や時間帯で同じクラスを受け
ることができる。

FCC終了生よりHAPPY NEW YEAR！

｢動きださなきゃ何もはじまらない!｣
−熱田久樹さんー

シンガポール在住のFCC終了生・熱田さんに近況を伺いました。英語を習得し、自
分の夢に向かって進んでいる熱田さんの言葉は、私たちに夢へと一歩踏み出す勇気
を与えてくれます。

Q.どのようにしてシンガポールで仕事を探さ
れたのですか。

英語は外国語。評価される人は中国人、インド人、
アメリカ

私が一番苦労したのは、日本を飛び出す決心でした。

大学卒業後の就職先は海外支店とは無縁の地元出版社。
FCCのお陰で英語力もつきましたが、海外で働くという目

るなら、バッグ一つ背負って海外へ飛び出すべき」
とガツ

しっかりとシンプルに伝えることに集中しよう」
と意識する

まだ具体的な形は見えていませんが、将来は経験を生

ンと言われました。“何もせず後悔するぐらいなら、挑戦し

かし、何らかの形で九州とアジアを結ぶような仕事に携わ

て後悔したい”。いつも言い訳ばかりの自分と決別しよう

れたらと考えています。前職では、福岡の中小企業の経営

と覚悟を決めました。

者の方のお話を聞く機会に恵まれ、多くの方がアジアへ

渡星後は、
人材紹介会社に登録、
面接を経て現在の仕事

熱い視線を向けていることが海外転職へのきっかけとな

を確かめたこと、
地元の外国人向けHOSTELで数週間働き、

Q.多民族で海外からの移住者も多い国に住んで
みて、価値観や考え方の変化はありましたか。

人です。
「少しぐらい間違ってもいい。相手に自分の意思を

Q.今後の夢（目標）
を教えて下さい。

日、受講生の友人から
「いつまでもクヨクヨする時間があ

自分から積極的に英会話をする度胸を養いました。

人など多くの人に自分の考えを正確に伝える能力がある

ようになり、周囲との関係がスムーズになりました。

標を形にできず、いつも鬱々としていました。そんなある

に就きました。
事前準備としては、
現地の食物が口に合うか

マリーナベイサ
ンズにて友人と
（写真右が熱
田さん）

りました。現地での生活基盤を作るという最初のステップ
は達成できたので、
これからは周りから必要とされる人材

へ自分自身を高めることで、次の道が拓けていくと考えて
います。
あつた

ながき

熱田久樹さん 2008年9月入校。
中級Ⅱ・LS-Ⅳ・RW-Ⅳ・B-Ⅲ
を受講。
海外就職という目標を形にする方法が見つからず悶
々とした日々を過ごす中でFCCの広告が目に入り、
入校。
会社
を退職後、
前職の関係で興味があったシンガポールへ単身渡
星し、
今は現地で海外引越しの営業をされています。

英語に対する考え方が180度変わりました。渡星当初

は、綺麗な英語を話すことに集中してばかりでほとんど話

せませんでした。でも、
この国ではほとんどの人にとって

☆Brian講師の母の味「柿ブレッド」☆ Momʼs Persimmon Bread
料理が得意で有名なBrian講師ですが、
そのレシピにはよく”Momʼs
（お母さんの）
”の文字が☆毎年年末に里帰りすると、
お母様が手作り
のお土産をたくさん持たせてくれるそうで、
このレシピは恒例の一品と
のこと。
FCCの講師たちや受講生にふるまわれ、
FCCファミリーの楽し
みの一つになっています♪
Ingredients
・1/2 cup raisins
・1/2cup brandy (or umeshu)
150g brown sugar (or kokutou)
60g white sugar
① 1 cup persimmon pulp, soft and
sweet
1/2 cup canola oil
・2 large eggs
250g all-purpose ﬂour
1 teaspoon baking soda (not
baking powder)
② 1/4 teaspoon salt
1/2 teaspoon cinnamon
1/2 teaspoon nutmeg
1/4 teaspoon ginger powder
・1/2-2/3 cup chopped walnuts

Directions
(1)Soak raisins in brandy for two
days.
(2)Mix ingredients in ①. Add eggs
one at a time. Mix after each
egg.
(3)Sift ingredients in②. Then add
② to①. Mix well.
(4)Drain raisins. Save the extra
brandy. Add raisins and walnuts.
Stir with a spoon.
(5)Pour into two 18cm buttered
and lightly ﬂoured loaf pans, or
one large loaf pan.
(6)Bake for about 50 minutes at 170
degrees. Pour some of the extra
brandy on top. Cool on a rack,
then remove from pan.
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Tips
1. Cooking time depends on your oven and the size of the
loaf pan. Donʼt overcook. Cover with foil if top is cooking
too fast. Check with a toothpick. When toothpick comes
out clean, itʼs ﬁnished.
2. Shibugaki are best if you can ﬁnd them. They should be
soft and sweet, not dry. Amagaki are OK, too. I used
overripe amagaki and simmered them with a little
kokutou to reduce the moisture.
3. Walnuts are best if you toast them for 10 minutes at 180
degrees.
4. I donʼt recommend paper cake pans. Buy a metal pan if
you donʼt have one.

30回目のクリスマスパーティは、全員参加の企画が盛りだく
さん！ 約100名で一杯になった会場はFCCらしいアットホーム
な雰囲気に包まれ、大いに盛り上がりました。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。そし
て参加して下さった皆様、本当にありがとうございました。

みんなの広場

Christmas Party 2013
パーティレポート
大木岳斗さん
のクリスマ

スパーティ
らしい乾杯の
音頭で幕開け
︒

古 屋 美 樹さん
によるアイリッ
シュハ ー
プ の 演 奏。軽
や かで 美しい
音 色 はクリ
スマスにぴっ
たりでした。

Rickey講師によるQuiz Showでは、参加者全員が10チームに
分かれ、
クリスマスにちなんだクイズに挑戦☆
︒
梶原知子さん
ピーチは︑
受講生代表ス
一人です︒
期待されるお
今後の成長が

音楽に合わせてparcel（プレゼント）を回し、音楽が止まる毎に1枚ずつラッ
ピングをはがす”Pass the Parcel”では、あちこちで歓声やどよめきが。最後
のラッピングをはがした方には豪華賞品が当たりました♪♪

終了生も金髪サンタの格好で会を盛り上げてくれました。

周 年 を 迎 え る F C Cへの 思いを
語り︑赤峰代表が閉会のご挨拶︒
30

9名のサポート
メンバー
（大木岳斗さ
ん、
ん、
川田晃さん、
梶原知子さ
長澤涼香さん
、
中原幸治さん
加奈子さん、
、
松島
三宅明子さん
、
三好隆之さん
子さん）
、
山田幸代
のお力を借り
て
成
功
し
た
パ
さん、
ーティでした。
本当にありがと
皆
うございました
！

一年間の努力を称えての表彰式。
皆さん、
おめでとうございます！

編集後記

お知らせ

冬休みは12月23日(月)〜１月６日(月)です。
この間のレッスンはありません。FCC文庫の貸出・返却、スクール説
明、入校手続き等には12月23日(月)~30日(月)及び1月2日(木)~5日(日)
の10時~17時30分にお願い致します。

新学期は4月1日(火)から始まります。

「忙しい」が口癖になってしまうような毎日で、何かを始めたり
続けたりすることがいかに難しく、勇気と努力が必要なことか。
そしてそんな中をFCCに入校されたみなさんを、スタッフとしてど
うサポートしていけるだろう。改めて自分の仕事を振り返る新年
号となりました。
（平井聡美）

3月29日(土)、30日(日)、31日(月)は、準備の為レッスンはありません。
※3月24日(月)~3月28日(金)はレッスンを行います。

英語deボランティア

第一回は1月13日(月・祝)『お寿司作り&お正月遊び』です。

『Speaking Café』

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2-5-37 博多ニッコービル５階

原則として第2土曜と第4日曜に行います。

Spring Party
2014年春（予定）
決まり次第ご案内致します。

0120-78-2234
092-474-2234

昨年の
Spring

●受付
月〜金曜／10:00〜21:35
土・日 曜／9:00〜17:30

Partyよ
り

「土づくりセミナー」
が始まります。
詳細は後日発表致します。

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

ヨドバシカメラ

● ●
新教室

−６−

都ホテル

西日本シティ銀行

旧教室●

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

「FCC福岡」
で検索できます。

JR博多駅
筑紫口
（新幹線側）

NTT●
第2合同庁舎

第１合同庁舎

博多
●スターレーン

