2013年
秋号

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

入校理由に
「仕事で英語が必要だから」
と答える方が年々増えています。
FCCはビジネスクラスを設けており、
初級I以上の方が受講できます。
今回はビジネスクラスを長く受けておられる受講生と、
日々英語を必要とする中
で勉強を始められた受講生３名の方に、
仕事に欠くことのできない英語について話し合っていただきました。

どうやって学ぶ？私たち、
仕事で英語が必要です！
英語ができれば、チャンスが増える。
ビジネスは人を介さず自分の言葉で。
小池／アメリカに本社がある会社で、製品を日本
で販売するのが僕の仕事です。もう15年くらい独
学で英語を勉強していて、本社とのメールのやりと
りはできていたんですが、直接話し合うとなると難
しい。かといって通訳に頼むと、本意まで伝わって
ない気がする。人を介さず自分の言葉で仕事の話
をするには英語力不足だと感じて、英会話スクール
を探し始めました。FCCは、会社に一番近いこと
と、仕事でレッスンに出られない日は振り替えがで

今回の座談会に参加していただいた受講生の皆さん。左から林千鶴さん、森
山秀行さん、小池善太さん。
プロフィールは次ページに。

きるシステムがあるということで、決めました。
森山／私は小さな会社を経営していて、環境機器

と在籍10年を越えました。その間に転職をしたの

を製造しています。昨年から自社製品を海外に輸出

ですが、
「英語ができるなら、やってみないか？」と

することになり、フランスに代理店ができました。仕

輸入品を扱う担当になったんです。英語を学んで

事で用いる言葉は英語ですが、私は、話せない、書

いたおかげで、思いがけないチャンスが訪れた気

けない、読めないの状態。今は通訳が助けてくれま

がしました。

すが、自分に英語力があったら、
もっとスムーズに仕
事ができるだろうと思い、FCCに入校しました。
たんです。ところが英語力がなかったために、楽し

ビジネスクラスってどんなもの？
他のクラスと何が違うの？

いはずの旅行がうまく運ばず、最後は友人とけんか

小池／入校時に、仕事のために英語力をつけたい

までする始末。その時の挫折感を克服したくて、社

と話したら、レベルチェックの後でビジネスクラス

会人２年目にしてFCCに入校しました。ただただ

を勧められました。それで基本会話クラス・強化ク

英語が使えるようになりたくて通っていたら、なん

ラスと並行して受けることにしました。

林／大学卒業前にバックパッカーで海外旅行をし

次ページへ続く→
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受講生座談会

は やし

ちづる

林千鶴さん

林／私は仕事の都合で日曜しか受講できなくなっ
て、今まで受けていたクラスが受けられなくなった
時、代わりにビジネスクラスのレッスンを受けてみ
たんです。そしたら本当に仕事の役に立ったので、
そのままずっと続けています。

1998年３月入校。上級・RW-VI・
B-IVを受講。在籍10年を越え、海
外での仕事を精力的にこなすお一
人。
ブラジルへの出張もあるため、
ポ
ルトガル語も学ばれています。

森山／今初めて、ビジネスクラスという存在を知り
ました。どんなことをするんですか？
小池／トピックが広告業界や科学技術の話だった
話では、ビジネスでのお約束みたいな言葉を使う

語学は通ってるだけじゃ伸びない。
短時間でも、
仕事合間に自主学習。

んです。例えば、売上げのことはセールスレザルト

森山／なるほど。私はまだビジネスクラスを受ける

と言わずにレベニューと言ったり。

基礎ができていないから、勧められなかったんだと

林／そうですね。日常会話では使わないような単

思います。本当にゼロから始めたところですから。

語が出てきます。他の言い方もできるんだろうけ

海外からのメールはまだ読めないので、留学生に訳

ど、ビジネスの場面ではこれがベストなんだなとい

してもらっています。でも先方が話している内容は少

う表現が覚えられます。

し理解できるようになりました。レッスンで生の英

森山／実際に役に立っていますか？

会話を聞いている成果だと思います。もっと力をつ

林／以前は注文書や計画書などに書かれている

けてビジネスクラスも受講してみたいです。

特殊な表現は丸覚えしていました。でもビジネスク

小池／自分がちゃんと自宅学習できていないくせに

ラスで意味を学んでからは、全て合点がいったうえ

言うんですけど、レッスンに出るだけじゃ英語力は

で仕事ができますね。

伸びないと思います。わからないことをいつでも尋

小池／ビジネスクラスで学んだ表現を、仕事の現

ねられるという、英語を学ぶのに一番いい環境が

場で自分からバシバシ使えるほどにはまだなって

FCCにはあります。レッスン中に質問もできるし、

いないですけど、相手の言っていることや書いてい

英語日記の添削もしてもらえる。でも自宅学習しな

ることへの理解力は上がったと思います。それと、

かったら、学んだことへの疑問も浮かばないでし

社内で使っている用語が一般的に通用する英語

ょ。僕は自宅ではテキストの復習しかしてませんが、

なのか疑っていましたけど、ビジネスクラスに出

仕事の移動で乗る列車の中でいつも英語日記を書

て、外で使っても通用する言葉だってことがわかり

いています。文字がキレイに書けてる時は、新幹線

ましたね。

を使った証拠ですね（笑）。

り、レートの推移や円高の話をしたり。そういう会

林／私も自宅学習はちゃんとでき
ていないです。やっているのは通
勤中に、イギリスのBBCニュース
をダウンロードしたものを聞いて
います。世界のニュースのダイジェ
ストは日本でも報道されているの
で、内容が掴みやすくて聞きやす
いんです。今はリスニングのレッス
ンを受けていないので、英会話に
耳馴れだけはしていたいと思って
−２−
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小池善太さん
2 0 1 2 年３月入 校 。中 級 - I I I・
LS-IV・B-III。
この春、
TOEICで
100点アップを達成しスカラシップを獲
得されました。
アメリカへの出張も多い
多忙な中を通われています。

2013年１月入校。
基礎-I・LS-Aを
受講。休日が取れないほどの忙しさ
でありながら、
入校以来、
日曜の２レッ
スンに欠かさず出席されています。

続けています。
森山／私は毎日、片道20分の徒歩通勤をしていま
す。その間、NHK「基礎英語1･2」のCDを聞きなが
ら歩いています。半年前にスタッフの石橋さんに勧
められて始めましたが、日本語の解説付きで理解
しやすいのと、ストーリー展開が面白いので、ずっ
と続けています。リスニングが楽になってきたの
は、そのおかげもあるかもしれないですね。ライテ
ィングは、週に１度の英語日記を欠かさないように
しています。

海外のビジネス観もマスターできる。
それがビジネスクラスの最大の魅力。

機構）のサポートを受けていて、私の代わりに英語

小池／基本会話クラスと強化クラスにも出ている

す。あと１年のうちに私がある程度の英語をマスタ

から、FCCの中で７〜８人の講師を知っています

ーするか、新しいサポーターを頼むか、どちらかで

が、ビジネスクラスの講師は海外でビジネス経験の

すね。

ある人物ですね。だから海外のビジネスに対する

小池／僕がバリバリに上達して、お手伝いに行き

考え方まで教えてもらえるのがありがたい。テキス

ますよ（笑）。

トを読んでいて、内容に疑問や違和感を感じた時

森山／お願いしようかな（笑）。

に「海外だとこれが当たり前なの？」と尋ねると

林／それは私も頑張らないと（笑）。未だに商談の

「そうだよ。日本では違うの？」と返ってきて、会社

後、書類で確認しないと不安なんですよ。もっと自

のルールや交渉の仕方など海外のビジネス観をき

信をもって商談に臨めるように、レッスンも積極的

ちんと説明してくれます。それが仕事の現場で、海

にやらなくちゃ。FCCは怠けないように管理してく

外とのギャップを埋めてくれている気がします。

れるから助かります。半年に１度ある講師の評価の

林／以前、海外からの不良品に対する交渉をしな

コメントに反省し、毎回やる気にしてもらってます。

ければならないことがあって、辞書で調べて自分な

小池／僕もまだまだ。日本語を話すのと同じように

りに内容を考えたのですが、実際に使う前にビジネ

英語もストレスなく話せるようになりたいですね。

スクラスの講師に相談したんです。そしたら適確な

森山／フランス以外にも中国、タイ、南アフリカ、

言い方を教えてくれました。それは辞書に載ってい

EU各国とも商談しています。全部、英語での交渉

た表現とは違いましたが、講師に教わった方法で

です。英語の習得の必要性を切実に感じますね。

交渉はスムーズに運びました。

私も頑張りますよ！

森山／うちの会社は今、ジェトロ（日本貿易振興

─皆さん、
ありがとうございました！

−３−

で交渉をしてくれる専門員が１名付いてくれていま
す。でも来年にはサポートの期限が切れてしまいま

特集

カリキュラムに込めた、ＦＣＣの想い。

FCCの特徴の一つである独自のカリキュラム。そこにはFCCの考えが詰まっています。カリキュラムの意図を理解
したうえで、
より効果的に学習していただくために、教務担当の荒牧がご説明します。

FCCのカリキュラムはしっかりとした意
思の疎通を図る為。
言葉を学ぶのは、意思の疎通をしたいという願望が

あるからですよね。音声を通してだけでなく、メールの

やり取りや、本を読むといったことも含まれます。私た

ちは相互によく理解し伝え合いたい。FCCのカリキュラ
ムは、それを可能にするものとして作っています。その

師のアドバイスを活かしてクラスを選択してください。

総合力をつける必要があります。FCCでは10レベルの

の準備、英語日記の添削に課題のチェック、半年ごと

れと並行して学ぶことが出来るのが、強化クラスと呼

とカリキュラム作成、その他諸々。そこへ、今度はもっと

為には、四つの領域である聞く・話す・読む・書く、の

基本会話クラスがその役割を担っています。そして、そ

FCCの講師は熱心で質が高いと思います。レッスン

の評価等。常勤講師は、それに加えてテキストの選択

ばれる、ビジネスクラスと、四領域をさらに強化できる

レッスンの質を上げていこうということで、今までとは

提供しているもう一つの理由は、聞く・話す・読む・書

講師もＦＣＣの受講生が好きで、受講生の為にＦＣＣ

ように作られたクラスです。FCCが基本・強化クラスを

違うワークショップに取り組むことになりました。どの

く力は互いに関連し合っていて、その関係の深さを活

全体のレベルを上げていこうと努力しています。

らです。どこに強弱を置くにせよ、それが、大人が語学

効果的な受講のために

かすことが、学習の効果と効率を高めることになるか
を学ぶときに大事なことだと考えています。自宅学習

も、そこを意識してすると、変化の実感を早く味わうこ
とが出来るはずです。

FCCに入校されると、まずレベルチェックがありま

す。TOEICの模擬テストと英語でのインタビューで見せ

て頂いた英語力を元に、適切なクラスを選びます。そ

の後そのクラスで一度レッスンを受け、講師とご本人

が、そのレベルで問題がないとなって初めてクラスが

確定します。確定できないときは更にもう一週見ます。

このように、レベルを合わせることに時間を掛けるの

は、自分に合ったレベルのクラスに参加することで、皆

さんに伸び伸びと、しかも効果的に力をつけて頂きた
いからです。

レベルチェックとクラス選びをした後に、勉強法につ

いてお話します。たとえ１週間に３レッスン受けたとして

も、絶対量が足りません。たくさんのことはできなくて

FCCを支える熱心な講師陣

も、日々何をするかはとても大事です。FCCでは、英語日

FCCの１学期は6か月ですが、其々の学期末である９

記があり、課題が出ることもあり、文庫を借りることも出

師が一人一人に対して各項目の評価をし、来学期の該

学んでいくことが出来ます。
もし学習法がわからない時

月と３月に評価表を郵送でお届けしています。担当講

来ます。それらをうまく生かせば、興味を持って英語を

当レベルを決めると共にコメントを書きます。その評価

にはカウンセリングなどを利用して頂くことも出来ます。

があります。来学期の時間表も同封していますので、講

う、講師とスタッフが全力でサポートします。
（荒牧）

は他の講師たちにチェックされ、修正が行われること

−４−

いつでもご相談ください。皆さんの学習効果が上がるよ

新教室オープンのご挨拶
1984年9月、
小さな一つの教室に
「福岡コミュニケーショ

感謝しております。
これからもFCC創立の気持ちを忘れるこ

ンセンター」
という似ても似つかぬ名前を付けて創立しまし

となく、
また福岡に根差した英会話学校であることに誇りを

た。
30年余りの長い時間を経て、
ようやく学校名に相応しい

持って、
更なる内容の充実に努めて参ります。

教室ができたように思います。

受講生の皆様には、
クラスのない日であっても、
また終了

念願だった新教室のオープンは、
１部屋しかないFCCを

生になられても、
いつでも気軽に立ち寄って頂けるFCCであ

信じて入校して下さった創立当初の受講生を初めとする多

りたいと願っております。
新しくなったFCCを十二分にご活用

くの受講生、
また様々な方々から頂いたご支援の賜だと深く

下さい。

FCC代表 赤峰美則

←ヨドバシカメラの正
面にある博多ニッコー
ビル。１Fにはセブンイ
レブンが入っています。

新教室は
このビルの
５階です。

↑受付も広くなりました。講師たちも仕事がしやすい環境にな
ったことで、
さらに気合いを入れてレッスンに臨んでいます♪
↓壁一面に広がる造り付けの本棚。皆様の
読書のペースに負けぬよう本を増やしてい
きます。広くなったロビーでは、もう渋滞す
ることはありません。

↑入口で、FCCのロゴが皆様をお迎え
します。
この度たくさんの方から移転祝
いの観葉植物やお花を頂きました。本
当にありがとうございました。授業の前
後は、コーヒー片手にロビーの緑を見
ながらちょっと休憩。
→ロビー奥の窓際
には自習スペースを
設 けました 。クラス
のない日にもお使い
ください。

←一部の教室にはオ
ーダーした半楕円型
のデスクを使用。イス
はFCCカラーの赤で
統一しました。

みんなの広場

夏の週末留学

772回目を迎えた山笠。今年は、
日取りがよく、
例年に増
しての人出でした。早朝3時台の始発にもかかわらず朝の
ラッシュアワーかと思わせる地下鉄。その上、
気温も早朝
からすでに27度とすぐにのどが渇いてしまいます。集まっ
た26人の参加者で土居流れの応援に出かけ、
タイミング
良く
「祝いめでた」の儀式を見る事ができましたが、
次から
次へと飛んでくる儀式についての留学生の質問に追いつ
かず、
しどろもどろ。浴衣姿に漆塗りの日傘を持った留学
生のとてもユニークな出で立ちが目を引いたのか、
全国ネ
ットのテレビ局がらインタビューを受けていました。
−５−

2013/7/15

木場真一のお悩み相談室（かけこみでら）

英語は使って、身に付ける！
Speaking Café と英語deボランティアを始めて、
４年が経ちます。皆さんは参加
されましたか？僕が受講生の頃は、
レッスンしかなく、皆さんは恵まれているなぁと感じ
ます。活用しない手はない！という思いを込めて、お話をさせていただきます。
知ることができます。
「講師の

１年後の自分を意識する。

英語は聞き取れるけど、留学

Speaking Café や英語deボランティアに、
どうして参
加しないのですか？と尋ねると、多くの受講生が、
自分の

生の会話は早くて難しい。」
「クラスと違って、雑音がある

英語に自信が持てず、
「まだ早い。
もう少し上手になってか

中で会話するのはとても大変だった。」
という声を受講生

ら・
・
・」
と尻込みします。でも意識するべきは、将来の自分

からよく聞きます。これは勇気を出してチャレンジしたから

なのです。例えば「１年後にどれぐらいの英語力でいたい

こそ分かること。自分の体験が、前向きな意識を芽生えさ

か？」
を考えれば、参加するべきだという答えが自ずと出てく

せてくれます。自分の成長を確認し、新たな課題を見つけ

るはず。なぜなら、
「もう少し上手になってから」ではなく、

ることが、大きな進歩に繋がりますので、与えられたチャン
スをぜひ活かしきって下さい。

「もっと上手くなる為に思い切って飛び込んでみよう」
とい
う気持ちを持ってこそ、英語力の変化に加速がつくからで

（木場）

←毎年恒例の英語deボランティ
アin山笠。／↓Speaking Café
後、
そのまま食事会になることも。

す。意識が変われば、
１年後の結果も変わります。今の英
語力はどうであれ、
まずは気軽に参加してみて下さい。

チャレンジから学ぶ。
Speaking Café や英語deボランティアは、
自分の力
を試してみる絶好の機会です。スポーツでいえば練習試
合のようなもので、今の英語力がどれぐらい通用するかを

編集後記

お知らせ

新学期は10月１日
（火）
から始まります。
レッスンは9月27日
（金）
までです。9月28日
（土）
、29日
（日）
、30日
（月）
は
講師ミーティングおよび準備のため、
レッスンはありません。

冬休みは12月23日
（月）
〜１月6日
（月）
です。

この夏は移転の準備であっという間に過ぎてしまいましたが、
新教室を訪れた皆さんの「わぁすごい！！」という声で、一大イベ
ントの疲れも吹き飛びました。環境が整った次は、今までできな
かった企画やフォローアップの実現 。現在色々と検討中ですの
でご期待下さい。
（平井聡美）

この間のレッスンはありません。※12月31日、1月1日以外は開いておりま
すので、TOEIC模試や文庫の貸借は可能です。

福岡コミュニケーションセンター

『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。

〒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

英語deボランティア

0120-78-2234
092-474-2234

参加者体験記はホームページでどうぞ。

クリスマスパーティ開催！
12月14日
（土）19:00〜
詳細は後日ホームページをご覧ください。

昨年の
クリスマ
スパー
テイより

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

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

