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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

今回は、今まで避けてきた英語に取り組む決意をしてFCCに入校された３名の受講生に集まっていただ
きました。入校の理由から自宅学習の方法、心境の変化まで語り合ううちに「悩んでいたのは自分だけ
じゃなかったぁ」との声が聞かれるようになりました。

「やむを得ず…」から始めた英語
「これ以上、
英語から逃げられない」
必要に迫られて、
ついにFCCに入校。
大石／老舗のそば屋でマネージャーをしています。
今年になって外国人のお客様が増えました。ガイド
が同行する団体のお客様はいいのですが、個人で
お見えになる方もいらっしゃいます。英文付きのメ
ニューをお出しして、お客様に指さして頂いたり、
お客様が携帯の翻訳機能を使って注文して下さっ
たりと、なんとか乗り切ってきた感じです。僕は英
語を受験勉強でしかやったことがなく、どうも苦手
で…。

今回の座談会に参加していただいた受講生の皆さん。右から大石賢一さん、平
岡諭奈さん、花田周子さん。
プロフィールは次ページに。

お客様の中には、お酒を注文したい方やアレル
ギーのある方もいて、詳しい説明が必要になる時

までずっと逃げてきたんだから、これがチャンスだ

があります。そんな時は英語が堪能なアルバイトの

と思って勉強しなおそう」と誓いました。

子が頼みの綱でした。その子もこの春辞めること

花田／輸入会社で働いています。同僚には中国人

になり、もう僕が英語を話せるようになるしかない

が多く、職場での会話は私が独学で覚えた中国語

と決心しました。

が主になっていました。それが３年前から取引先に

平岡／私は中学・高校と英語に熱心な学校に通っ

ヨーロッパが加わったのです。私はビジネスでの具

ていました。そこで苦手意識が芽生え、外国人の

体的な会話が英語でできず、笑顔と簡単な単語で

先生に話しかけられても笑って逃げるクセがついて

ごまかしてばかり。英語で届いたメールに返信する

しまいました。そんな私が転職を考え、入社試験の

のも一苦労で、電子辞書の例文を引用し、翻訳機

面接を受けた時、２年後に会社の公用語が英語に

能も使って、たった３行ほどの文章でもかなりの時

なることを知りました。月１回のTOEICとVersant

間がかかりました。出来上がっても、正しい文章な

を受けるのが条件です。納得したうえで入社は決ま

のか自分で確認できなくて…今さら誰かに聞けな

りましたが、
ついに来たか…と思いました。でも「今

い気持ちもありました。
次ページへ続く→
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受講生座談会

お お いし

けんいち

大石賢一さん
2015年３月入校。
シフト制度を利用
して、基礎-I・LS-A・RGW-Aを受
講中。店休日の午前中は本屋で料
理の本を探し、
午後からはFCCとい
う多忙な毎日を送られています。

ヨーロッパの人たちは普通に２、３カ国語が話

書くようにしました。毎朝６時に起きて走っていた

せました。また同僚の中国人たちも入社当時は全

時間を英語学習に当てて、仕事と両立させていま

く日本語が話せなかったのに、今では上手に使い

す。僕は物真似が好きだから、音読もCDの物真似

こなしています。私もこのままではいけないと思い

のように楽しんでやってたら、２カ月経った頃、レッ

ました。それでネットで英会話学校を調べて、FCC

スンで「発音が良くなったね」と言われたんです。ほ

に入校しました。

んの少しの変化に講師が気づいてくれたことが嬉し

平岡／私は転職で兵庫から福岡へ来たんです。

くて、
やる気が出ましたね。

で、家を探しに福岡へ来た時、その足でFCCに入

平岡／私は基礎IIに入りましたが、最初は講師の

校しました。怠け癖がつかないよう「まじめで厳し

言葉が聞き取れず「クラスを下げてもらおうかな」

い」ところがいいと思って。

と悩みました。それでも毎日の通勤時間40分を英

大石／僕は学校説明に来て、スタッフの石橋さん

語学習に当て、CDを聞きながら復唱していました。

がとても親身にアドバイスしてくれたので。聞け

すると、だんだんと耳が慣れて、単語が拾えるように

ば、出身も同じでご縁があるな、と。

なってきました。FCCの入校時に受けたTOEICから
１カ月後に会社で受けたTOEICは100点アップして
いました。翌々月にはさらに100点アップ。大したこ

始めたからには、
自分なりの努力を。
小さな成功体験が続ける原動力。

とではなくても続けた成果だと自信がつきました。

大石／シフト制で週１回、FCCに通い始めまし

た文法から改めて教えてもらえたおかげで、海外出

た。基礎Iクラスで挨拶などは覚えましたが、家で

張の時にホテルの予約やレストランでの注文が一人

もやらないと習得が遅いと思い、石橋さんが薦め

でできるようになりました。文法を理解できると会

てくれたCD付テキストを聞いて、音読して単語を

話に活かせるようになりますね。

花田／私も基礎IIから始めました。Ｓ・Ｖ・Ｃといっ

半年経って、素直な
感想「FCCで学べば、
もっと上達できる」
花田／先日、出張先の海外
で銀行口座を開く必要がで
きました。不安だったので、
出発前にマーカス講師に相
談したんです。講師はとても
気さくに応えてくれて、私は教
わったことをメモしておきまし
−２−

ひらおか

ゆ

な

はなだ

平岡諭奈さん

しゅうこ

花田周子さん

2015年３月入校。
シフト制度を利用し
て、基礎-II・LS-I・RGW-Iを受講中。
会社で毎月TOEICを受験されてい
ますが、
スコアも着実に上げてこられ
ています。

2015年３月入校。基礎-II・LS-A・
RGW-Aを受講中。海外出張が多い
多忙なお仕事の合間を縫って熱心
に通われています。

た。案の定、現地の銀行員の質問は難しく…最後

スがあれば海外勤務したいです。

はマーカス講師のメモを出して筆談で乗り切ったん

花田／私には劇的な変化はありませんが、メール

です。
マーカス講師に感謝すると共に、
もっと勉強し

の送信は前より速くなりました。もともと中国に留

ようと思った出来事でした。

学したいと思っていましたが、この３年間で英語圏

平岡／尻込みしがちな時も、講師が盛り上げてくれ

の人たちと触れ合って、もっと世界のいろんな国の

るからレッスンに参加できてる気がします。それに

人と話したいと思うようになりました。私の夢は、

私はロビーで勉強するのも好きです。シフト制でも

海外からの技能実習生を受け入れる会社を創るこ

ロビーにいれば、顔見知りの受講生が増えて会話

と。日本の技術を学んで、母国で活かしたいという

ができます。
「みんな頑張ってる」と思うと、前向き

人たちの架け橋になりたいと思っています。

になれますね。

大石／今は外国人のお客様に自信をもって話すよ

大石／僕はまだ英語日記を書く自信がないです。で

う心がけています。上手くなくても自分から話しか

も書くことで「どう伝えるか」に集中できるし、添削

けることが大切なようです。
「ご出身は？」と英語

もためになると思ってます。レッスン中のメモも効果

で尋ねると、皆さん笑顔になります。朝礼時にスタ

がある気がします。

ッフ全員で英会話学習も始めました。女将さんと

花田／レッスンの始めに講師が「先週どうだった？」

僕で接客用語を教えています。店全体で海外から

「今週の予定は？」と毎週尋ねてくれるので、コミュ

のお客様をもてなせるようになりたいです。せっか

ニケーションに慣れてきた気がします。時間がとれ

く日本に来てくれたのだから、美味しいそばを食べ

たら、FCCのパーティや英語deボランティアなどの

て、日本文化を楽しんでもらわないと。英語を学び

イベントにも参加したいです。

始めて、将来は海外出店できたらいいなと思うよう
になりました。自分も店全体ももっとレベルアップ

自信がつくと、行動に移せる。
行動に移すと、新たな夢が生
まれる。
平岡／FCCに通い始めて半年、相変わらず語彙は
乏しいけど、リスニングには変化がありました。グ
ループ会社全体でのテレビ会議は英語ですが、単
語が聞き取れるようになり、報告書と話が繋がる
ようになりました。社内報も以前は途中で挫折して
いましたが、今はわからない単語を読み飛ばしなが
ら、全体的な意味は掴めるようになりました。先は
長いけど、このまま英語力をつけて、いつかチャン
−３−

していきたいです。
─皆さん、ありがとうございました！

『夏の週末留学』レポート

英語de
ボランティア

7/2

野球観戦（ソフトバンクホークス 対 西武ライオンズ）

６ヵ国から集まった７

ですが、ヒットが続き得点を重ね、ついに逆転のチャンス

FCC生とで野球観戦に

手。観衆は息をのんでピッチャーとの勝負を見守っていま

が巡って来ました。そして、打席に立つのは４番の内川選

人 の 留 学 生 と４人 の

す。結果は、犠牲フライを放ち逆転サヨナラでホークスが

行ってきました。ヤフオ

勝利し、スタンドは大いに湧きあがりました。私たちも黄

クドームで働くFCC生の

色い歓声を上げながらファンと一緒に勝利の喜びを共有

あゆみさんのお陰で、

できました。その後、花火が打ち

一番盛り上がる外野席

の一列を確保すること
ができました。

ゲームが始まるや否や、今、ホー

クスで一番の花形選手である柳田

選手がホームランを放ち、スタンド

[受講生の声] 野 球に馴染みのない国の
学生さん達に野 球のルールから説明するの
は大変でしたが、とても有意義でした。ホークス
もサヨナラ勝ちして、勝利の花火もあり良かっ
たです。（Takeshiさん）

上げられ、ドームの天井が開けら

れて涼しい浜風が球場内に入っ

てきて、留学生は大喜びでした。

「こんなに野球の応援が楽しいな

んて全く予期してい

なかった。また、来

が一斉に湧きました。が、しかし、

少しずつ追加点を重ねていたライオンズが逆転し、試合

たい。」と留学生。

外は野球が初めてでしたので、FCC生が頑張って説明し

一日になったと思い

思い出に強く残る

はホークスが追いかける展開に。一方、３人の留学生以

ます。

ていました。

最終回までライオンズの勝利だと誰もが思っていたの

8/22 ラグビー観戦（日本 対 ウルグアイ ）
入ると、一般自由席は

2019年に日本でラグビーワールドカップがありますが、

ほぼ満員だったため、

今回の試合はその前哨戦。世界ランキングは、現在ニュ

分かれて座らざるを得

ージーランドが1位です。我ら日本は15位に位置し、ワー

ませんでした。パスを

ルドカップではベスト8以内を目指しています。この日参

回しながら走るスピー

加した留学生は、オーストラリア出身の現役ラグビープレ

ド、スクラムを組んで

イヤー、学生時代ラグビーをしていた

ニュージーランド人男性、そして、サッ

カーが大好きなアメリカ人女性と、ス
ポーツ派ばかりでした。FCCからは7
名の参加、ほとんどが初めての観戦
だったそうです。

博多駅から空港前

[受講生の声] ネイティブのスピードに圧倒
されて、いかにＦＣＣの講師の方々がわかりや
すくゆっくり話してくれているのかを実感しました。
ちょっと自分に失望しましたが、現実を知れるよ
い機会になりました。留学生の人数がもう少し
多かったら良かったなと思いました。（Ａ.Ｋさん）

相手側をぐいぐい押しこんで

いくパワー、そして、タックル。
キックの場面は、静寂の中で

集中する選手の緊張感が伝

わってきました。試合は、日
本が前半からリードし、追加
点を入れて勝利。

まで地下鉄で移動し、

試合終了後は希望者で食事に出かけましたが、留学

そこからスタジアムま

で 歩いて行くのです

生達が母国で普段話すようなスピードで会話したのでテ

和らぎ、会話が弾み出

に溢れた一日でした。

ンポ良く色々な話題に広がっていきました。スピード感

が、初対面の緊張 が

します。スタジアムに

−４−

（観戦記 石橋）

特集

FCC受講生 ドイツ留学レポート

勉強も遊びも積極的に。
留学中はすべてが学び。
西南学院大学法学部４年生の萩原泰裕さんは、FCCに入学したことを機に留学という夢が明確になり、
努力の末、見事、交換留学生制度に合格されました。今回は、ドイツに留学中の萩原さんからの現地レポー
トをご紹介します。

私は西南学院大学の法学部に通っていて、
今年の春から交換留学生としてドイツの大学
の法学部に入り、英語で国際法や政治学
などを学んでいます。他にも異文化交流の
ための講義やドイツ語のクラスも履修してい
ます。日本とは違って授業中に討論やグルー
プワークがあることが多く、話す機会に本当
に恵まれています。ＦＣＣでネイティブスピーカ
ーの先生方から授業を受けたことで英語を
話すことに抵抗がなくなり、こちらの大学の

↑中央にいる
のが萩原泰裕
さん

授業の時でも自然体でいられるようになった
と思います。何もしないでだまっているより、自分から進んで発言することが大切だということを学
んでいます。
学生の国籍は本当にばらばらで、ドイツ人だけでなく、アフリカや南米、中東、アジアなど世界
中から集まってきています。しかし、誰もが当たり前のように英語を話すので、その重要性をしっか
り認識しました。その中でお互い話し合い、一緒に過ごす時間は非常に充実しています。日本に
いてはできないことなので、毎日、勉強も遊びも積極的に取り組んでいます。また、語学だけ
でなく価値観の違いも学びました。ドイツ人の友人から「ドイツでは我慢することは自分が屈
服していると考えられているので、主張することが求められる」と聞きました。日本の考え方と真逆
なのです。自分から行動し話すということ、主体的に動かなければ社会において認められない
ということを学んで、関心を持ちました。日本のように気を遣うということが全くないので面白くも
あります。
留学を目指している人に伝えたいのは、最近はＴＯＥＩＣやＴＯＥＦＬの資格が重視され、最
も重要な話をする、書くといった実践的な部分が
おろそかになっているということです。確かに試験
は語学の土台となり、勉強をすることは大切です。
しかし、留学ではそれ以上のものを求められるので、
試 験に加えて留学先での生活に備えて勉強す
れば、本当に充実した経験ができると思います。
堂
↑ケルン大聖

萩原泰裕（はぎはらやすひろ）さん
2013年8月、
大学2年生の時に入校。大学に通いながら、FCCで地
道に英語の勉強を続けてこられました。
力がつくにつれ、
次第に留学
したいと思うようになり、
法学の分野で歴史のあるドイツで学んでみ
たいと難関の学内の交換留学制度に応募し、
見事合格されました。

−５−

みんなの広場

7/25(土)

Beer Garden Party 2015

直前まで台風の接近が心配されましたが、
いざその日を迎えると、
空はすがすがしく晴れ、
まさにビール日和となりました。今年はロシア系アメリカ人やフランス人の参加もあり、

総勢約70名で福ビル屋上ビアガーデン名物のジンギスカンを堪能♪ 浴衣や甚平を着た方も多く、参加
者のほとんどが閉店の時間まで夜風に吹かれながら日本の夏を満喫しました。残念ながら参加できな
かった方は、ぜひ来年お越し下さい。

編集後記

お知らせ

新学期は10月1日(木)から始まります。

以前FCCの風に出て下さった受講生が、この春遂にCAになる
という夢を叶え、卒業されました！他にも、英語力が必要な学内選

9月27日
（日）
、29日
（火）
、
30日
（水）
は準備の為、
レッスンはありません。
※今学期のweek24は変則的に２週間に亘ります。9月24日（木）〜
26日（土）および28日（月）です。振替をされる方はこの日程内で
申請下さい。

抜や社内試験に合格された受講生から続々と報告が届いていま
す。皆で喜びながら、
「努力は実を結ぶ」という言葉は本当だなぁ

冬休みは12月23日(水)〜1月6日(水)です。

と実感している今日この頃です。
（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模試や文庫の貸出・返却は可能です。

Speaking Café

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。

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

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。

12月12日(土)19:00〜 会場:天神テルラ
（予定）
詳細は後日ホームページなどでご案内します。

ヨドバシカメラ

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

「FCC福岡」
で検索できます。
−６−

都ホテル

西日本シティ銀行

http://www.fcc-english.co.jp
昨年のクリスマス
パーティー

JR博多駅
筑紫口
（新幹線側）
● ●

●受付
月〜金曜／10:00〜21:35
土 ・日 曜／9:00〜17:30

クリスマスパーティ開催

スクール説明
随時受付中

NTT●
第2合同庁舎

第１合同庁舎

博多
●スターレーン

