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講師陣とスタッフに３つの質問に
答えてもらいました。
① 今年の抱負
② お正月の過ごし方
③ 2015年一番の思い出

皆様にとって2016年が素晴らしい年に
なりますようお祈り申し上げます。

2016年1月1日［No.71］
発行／FCC　福岡コミュニケーションセンター
「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。

2016年
新春号

　皆様、すがすがしいお気持ちで新年をお迎えのことと存じます。
　ＦＣＣは、今年からＩＴシステムを作り変えていきます。なかな
か大変な作業を伴うようですが、スタッフの仕事の効率化と
共に、受講生の方々によりきめの細かなフォローアップが出来
るようになるかと思うと、出来上がるのが楽しみです。
　昨年もいろいろなことがありましたが、その一つは、ＦＣＣを
ご紹介する動画が２部構成で完成したことです。企画立案は
スタッフ、撮影はプロに依頼しました。編集作業に随分時間が
かかり、完成が大幅に遅れましたが、ＦＣＣの学習環境と受講
生の声が動画として見て頂けるようになったことを嬉しく思っ

ております。ご協力頂きました受講生の皆様、本当にありがと
うございました。
　英語学習の方法は年々多様化しておりますが、ＦＣＣは福岡に根
差した語学学校としての強みを生かして、皆様がもっと学べる、通
学制ならではの学習環境を整えていきたいと思っております。今年
もどうぞよろしくお願い申し上げます。　
　最後になりましたが、皆様のご健康と
ご多幸、そして英語力上達を心よりお祈
り申し上げます。

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
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講師陣とスタッフに３つの質問に
答えてもらいました。
① 今年の抱負
② お正月の過ごし方
③ 2015年一番の思い出

※Laurie講師は①に対してのメッセージ、Austin講
師は新年メッセージでのご挨拶です。
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学校みたいで新鮮。

「仲間」に学んだ基礎の頃。

　海外旅行が好きで、ツアーを利用して年２回は行
っていたのですが、４年前に初めて添乗員なしのツ
アーでカンボジアに行った時、すごく不自由だったん
です。自分で英語を話せたらどんなにいいだろうと
思い、帰国後すぐに英会話スクールを探しました。
　実は私、小学生の頃に英会話スクールに通って
いて、中学生のスタート時は成績も良かったんで
す。そこで安心して怠けたのが原因で、高校・大学
では全くできなくなりました。だから「まじめで厳し
い」というFCCの指導法は、自分にぴったりだと
思ったんです。家から近くて仕事帰りにも通える
し、迷わず入校しました。
　最初はグループレッスンに入れなくてプライベー
トレッスンから始め、３カ月して基礎Iクラスに入り
ました。講師の話は理解できたけど、私は全く話
せませんでした。それでも、クラスメイトが優しい人
ばかりで、レッスン後に復習に付きあってくれた
り、ファミレスで教えてくれたりしたので、毎回楽し
くて…。学生に戻ったような生活が新鮮で、毎晩
家でテキストを見直したり、土日に英語日記を書
いたりしていました。

強まる劣等感。

支えたのは「休まない」誓い。

　２年経って、LSIIIに上がった頃から、自分がレ
ッスンについていけないことが気になり始めまし
た。講師の話が聞き取れても、私は質問に答えら
れないのです。伝える単語が頭に浮かばす、その
場で固まってしまうばかり。クラスメイトは皆レベ
ルが高く、劣等感から私はさらに口を開けなくなり

ました。落ち込むばかりの苦しい日々が始まりまし
た。でも、レッスンを休めばもっと解らなくなると思
い、欠席だけはしませんでした。あの頃は、英会話
の上達というより、ただ「逃げない、休まない」が目
標だった気がします。
　LSIIIになって１カ月ほど経った頃、スタッフの平
井さんからお電話を頂きました。講師も私を心配し
ているとのこと。私は思い切って「LSIIに戻りたい」
と話しました。すぐにLSIIに移り、１カ月ほど受講し
ましたが、私はまだ自分のスピーキング力不足を感
じました。「周りのレベルが高いと話せないので、も
う一度LSIからやり直したい」と相談して、レベルを
下げてもらいました。
　スタッフと講師陣の配慮で、私は何とか緊張せず
にレッスンを受けられるようになりました。当時、
「２つもクラスを落として情けない」という感情と
「このままじゃ終われない」という思いが生まれた
のを覚えています。

恥ずかしがらず「声に出す」

…最大の転機に。

　クラス変更を決めた頃、荒牧さんが自宅学習の
相談にのって下さいました。「レッスンで話せない」
という私の悩みに、荒牧さんは「英語を声に出す」学

習法を薦めてくれ、CD付の音読テキストも紹介し
て下さいました。その学習法は、①まずCDだけを
聞く　②テキストを見ながら再度CDを聞く　③
CDを止めながら、声に出して復唱する　④CDに
合わせてテキストを音読する　⑤CDを聞かずに
テキストを音読する、というものでした。私はそれ
まで英語を声に出す練習をしていなかったことに
気付き、週末は家で音読学習をするようにしまし
た。短い文から始めて、長文を音読する頃には、ク
ラスで話すのにも慣れてきました。
　同じ頃にもう一つ実行したことがあります。ロン
ドンでのホームステイを申し込んだのです。１週間
の滞在で、午前中はホストマザーの英会話レッス
ンを受け、午後から自由時間というもの。英会話
への自信を取り戻したかったし、少し追い込まれ
たほうがいいと思ったのです。
　クラス変更から２カ月後、私はロンドンへ出発し
ました。緊張する私をホストファミリーは温かく迎
えてくれ、このホームステイが私の大きな転機とな
りました。ホストファミリーは毎日私に話しかけ、
私の話を聞こうとしてくれます。間違えるのは恥ず
かしいけれど、この人たちに応えたい。話さなけれ
ば伝わらない…そんな思いで、私はとにかく声を出
すようになっていきました。上手く話せないと「そ
れって、こういうこと？」と聞き返してくれたので、
毎回復習できました。正しい言い回しのほうが、
私が考えた文より簡単なことがよくあり、「単語ば
かり気にすると、逆に上手く話せない」と感じまし
た。ホストファミリーのおかげで、私は失敗を恐れ
ず英語を話せるようになりました。

英語も夢も「気持ちを伝える」

ことから始まる。

　ホストファミリーとはその後も連絡を取り合い、今
年の５月にはプライベートで滞在させてもらいまし
た。前回よりたくさん会話ができ、楽しい時間を過
ごせました。今はFCCのレッスンでも積極的に発言
するようにしています。「英語は話さないと上達しな
い」とわかったからです。
　思えば、以前の私はFCCのスタッフとも話をしま
せんでした。伸び悩んでいる時期も自分から話す勇
気がなかったのです。平井さんからお電話を頂き、
荒牧さんがカウンセリングをしてくれて、初めて悩み
を口にできました。今ではロビーで雑談もできるよう
になりましたけど。
　日本語でも英語でも「自分の気持ちを伝えよう」
とすることが大切なのですね。自分から言葉を発す
れば、必ず誰かが受け止めてくれるのですから。
　今の私の目標はロンドンでの長期滞在。向こうで
勉強するのが夢です。こんな夢がもてるなんて１年
半前は想像できませんでした。辛い時期も諦めずに
続けたことと、自分から話す勇気が持てたからだと
思います。導いて下さった皆さんに心から感謝して
います。

受講生インタビュー 松岡美樹さん

「なかなか結果がでない時期、伸び悩みを感じる時期をどう過ごすか？」は、英語学習の大切なポイント。新年号では、苦しい時期
を乗り越えて大きく飛躍した受講生の体験談から、この時期に何を考え、行動すれば良いかの参考にして頂ければと思います。

苦しい時期を必ず乗り越える方法。
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↑ロンドンにて。ホストファミリーと一緒に

学校みたいで新鮮。

「仲間」に学んだ基礎の頃。

　海外旅行が好きで、ツアーを利用して年２回は行
っていたのですが、４年前に初めて添乗員なしのツ
アーでカンボジアに行った時、すごく不自由だったん
です。自分で英語を話せたらどんなにいいだろうと
思い、帰国後すぐに英会話スクールを探しました。
　実は私、小学生の頃に英会話スクールに通って
いて、中学生のスタート時は成績も良かったんで
す。そこで安心して怠けたのが原因で、高校・大学
では全くできなくなりました。だから「まじめで厳し
い」というFCCの指導法は、自分にぴったりだと
思ったんです。家から近くて仕事帰りにも通える
し、迷わず入校しました。
　最初はグループレッスンに入れなくてプライベー
トレッスンから始め、３カ月して基礎Iクラスに入り
ました。講師の話は理解できたけど、私は全く話
せませんでした。それでも、クラスメイトが優しい人
ばかりで、レッスン後に復習に付きあってくれた
り、ファミレスで教えてくれたりしたので、毎回楽し
くて…。学生に戻ったような生活が新鮮で、毎晩
家でテキストを見直したり、土日に英語日記を書
いたりしていました。

強まる劣等感。

支えたのは「休まない」誓い。

　２年経って、LSIIIに上がった頃から、自分がレ
ッスンについていけないことが気になり始めまし
た。講師の話が聞き取れても、私は質問に答えら
れないのです。伝える単語が頭に浮かばす、その
場で固まってしまうばかり。クラスメイトは皆レベ
ルが高く、劣等感から私はさらに口を開けなくなり

ました。落ち込むばかりの苦しい日々が始まりまし
た。でも、レッスンを休めばもっと解らなくなると思
い、欠席だけはしませんでした。あの頃は、英会話
の上達というより、ただ「逃げない、休まない」が目
標だった気がします。
　LSIIIになって１カ月ほど経った頃、スタッフの平
井さんからお電話を頂きました。講師も私を心配し
ているとのこと。私は思い切って「LSIIに戻りたい」
と話しました。すぐにLSIIに移り、１カ月ほど受講し
ましたが、私はまだ自分のスピーキング力不足を感
じました。「周りのレベルが高いと話せないので、も
う一度LSIからやり直したい」と相談して、レベルを
下げてもらいました。
　スタッフと講師陣の配慮で、私は何とか緊張せず
にレッスンを受けられるようになりました。当時、
「２つもクラスを落として情けない」という感情と
「このままじゃ終われない」という思いが生まれた
のを覚えています。

恥ずかしがらず「声に出す」

…最大の転機に。

　クラス変更を決めた頃、荒牧さんが自宅学習の
相談にのって下さいました。「レッスンで話せない」
という私の悩みに、荒牧さんは「英語を声に出す」学

習法を薦めてくれ、CD付の音読テキストも紹介し
て下さいました。その学習法は、①まずCDだけを
聞く　②テキストを見ながら再度CDを聞く　③
CDを止めながら、声に出して復唱する　④CDに
合わせてテキストを音読する　⑤CDを聞かずに
テキストを音読する、というものでした。私はそれ
まで英語を声に出す練習をしていなかったことに
気付き、週末は家で音読学習をするようにしまし
た。短い文から始めて、長文を音読する頃には、ク
ラスで話すのにも慣れてきました。
　同じ頃にもう一つ実行したことがあります。ロン
ドンでのホームステイを申し込んだのです。１週間
の滞在で、午前中はホストマザーの英会話レッス
ンを受け、午後から自由時間というもの。英会話
への自信を取り戻したかったし、少し追い込まれ
たほうがいいと思ったのです。
　クラス変更から２カ月後、私はロンドンへ出発し
ました。緊張する私をホストファミリーは温かく迎
えてくれ、このホームステイが私の大きな転機とな
りました。ホストファミリーは毎日私に話しかけ、
私の話を聞こうとしてくれます。間違えるのは恥ず
かしいけれど、この人たちに応えたい。話さなけれ
ば伝わらない…そんな思いで、私はとにかく声を出
すようになっていきました。上手く話せないと「そ
れって、こういうこと？」と聞き返してくれたので、
毎回復習できました。正しい言い回しのほうが、
私が考えた文より簡単なことがよくあり、「単語ば
かり気にすると、逆に上手く話せない」と感じまし
た。ホストファミリーのおかげで、私は失敗を恐れ
ず英語を話せるようになりました。

英語も夢も「気持ちを伝える」

ことから始まる。

　ホストファミリーとはその後も連絡を取り合い、今
年の５月にはプライベートで滞在させてもらいまし
た。前回よりたくさん会話ができ、楽しい時間を過
ごせました。今はFCCのレッスンでも積極的に発言
するようにしています。「英語は話さないと上達しな
い」とわかったからです。
　思えば、以前の私はFCCのスタッフとも話をしま
せんでした。伸び悩んでいる時期も自分から話す勇
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松岡美樹さん

　2 01 2年１月入校。初級- I I・
RGW-III・LS-IIIを受講中。入校以
来、安定した出席率でFCCを続けて
こられた松岡さん。前学期は講師か
ら「非常に良い状態」と評価され、
上のクラスへ移動されています。

まつ おか みき

苦しい時期を必ず乗り越える方法。
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Let’s study in English!
　ジェイミーさんは油絵の人物画が好きです。表
情に表れる皺一本一本にその人物が過ごしてき
た体験が織り込まれていて、それを感じ取る醍醐
味があるのだそうです。そんな彼の、「立体的な
絵を描く方法を体験して欲しい」という思いか
ら、今回は人物画のDrawingワークショップを行
うことにしました。当日はモデルとしてNZ出身の
アダムさんにもご協力頂き、FCCから8名の参加者
と1名の聴講生で開催しました。

講師 
ジェームズ・ロサーハム氏

（画家・英国出身）
通称ジェイミーさん。イタリ
アで芸術を学び、その後、
画家として10年を過ごした
後、イギリスを拠点にデザイ
ナーとして活躍しています。

　ウォーミングアップとして様々なドローイングスタイ
ルの解説を受けた後、それぞれが用意した画材を使っ
てデザインを始めました。絵を描いたことがある人も
ない人も息を詰めて集中集中…。受講生の間をジェイ
ミーさんが廻り、一人一人にアドバイスをして下さいま
した。画用紙の上を走る木炭の音と指導するジェイミ
ーさんの声が混じるロビー。作品談義にはモデルのアダ
ムさんも加わり、「自分じゃないみたい」との感想を。

「英語で学ぼう！」特集

　アートを学び、しかもその後第一線で
活躍されている方のワークショップは福
岡ではかなり珍しいと思いました。静物
画は、自分が諦めない限りいくらでも時
間を費やすことができますが、人物画で
は、人の動きを制限時間内に残そうと意
識しながら描きました。また、ジェイミー
さんに失敗しても良いからといわれて、
気持ちがとても楽になりましたね。影を
しっかりと強く描いていく方法など、習っ
たことのない手法を提案され、途中、ち
ょっとハメを外し過ぎかと思ったんです
が、結果的には今までにない作品がで
きました。（石橋恵さん）

　授業以外で英語を話す機会を増やし実践力をつ
けたかったのと、元々絵を描くことに興味があったの
で参加しました。絶対的に風景画が好きでしたが、
今回人物画を描いてみたら楽しくて興味を持ちまし
た。何事もやってみないとわからないですね。クラス
の最初の方は、自分の好きなように描かせて欲しい
と思っていたんですけど、ジェイミーさんの助言に沿
って描いていくと、今までとは違った作品ができ、新
しい領域の体験ができました。（片岡彩子さん）

　影のつけ方一つで絵が立体的になっていくのを目
の当たりにしました。絵が変化するプロセスが大変興
味深かったです。

「Drawingに挑戦！」

石橋 邦 彦 の 感じ た 事 。

第４回

9/19 土
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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

一年間で最も英語力が伸びた方を表彰するFCC AWARDS。今年は
26名の方が選ばれました。おめでとうございます！！

恒例となった「たすたすゲーム」。
序盤からエネルギッシュな皆
さんに圧倒される平井。

FCC初、ご夫婦による乾杯の音
頭。郡司雄介さんと明子さんから
のスピーチと”Cheers!”で開幕。

“Tasting game”は、景品をかけたチーム対抗
戦。数種類を飲み（食べ）比べ、問題に答えま
す。第１ラウンドはコーラ。やっぱり、毎日コーラ
を飲み続けている彼が優勝！！

５種類のチョコから一番高
いものを当てる第２ラウン
ドの優勝は、「はっきり味
の違いが分かった」と言う
本房彩乃さん。

最終ラウンドは、世界各
国から集めたビール。接
戦の末に勝った手嶋隆
行さんはこの表情！

毎日と言っていいくらいFCCに来ら
れている片岡彩子さんが英語で受
講生代表スピーチ。FCC AWARDS
を受賞されたお一人です。

「更なる学習環境の整備に尽
力します」と今後の抱負を語
った代表赤峰。

名曲”Baby, It’s Cold Outside”　休み時間も鼻歌で練習していた
Daniel講師と、バーで鍛えた渡邉梢さんの歌唱力が会場を魅了。

“Walking in a Wonderland”を歌うDaniel講
師、Marcus講師、Laurie講師、Adrienne講師♪ 

最後は皆でWham!の”Last Christmas”を合唱～！

昨年のSpring Partyより

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)

　久々の受講生単独インタビュー、如何でしたでしょうか。山あり谷
ありの語学学習、苦しい時期に前向きでいることは簡単ではありま
せん。伸び悩んでいるという事実と正面から向き合い、どうしたら打
開できるか考え、一つ一つ取り組んでいかれた松岡さんの姿勢は、
本当に素晴らしかったです。（平井聡美）

編集後記お知らせ

第一回は1月11日(月・祝)『お寿司・お雑煮作り
と筥崎宮参拝者インタビュー体験』です。

決まり次第ホームページでご案内します。
Spring Party2016春（予定）

3月29日(火)、30日(水)、31日(木)は、準備のため、レッスンはありません。
※3月21日(月)は祝日のため、また、27日(日)は講師ミーティングのため
レッスンはありません。これにより、22日(火)～26日(土)および28日(月)
をweek24としてレッスンを行います。

新学期は4月1日(金)から始まります。

FCC文庫の貸出・返却、スクール説明、入校手続き、TOEIC模試等は
12月23日(水)~30日(水)まで行います。1月2日(土)~5日(火)は10時~17
時30分に行います。

冬休みは12月23日(水)～、新年は１月7日(木)～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

Christmas Party レポート
12月12日(土)19:00〜21:30　会場：天神テルラ

　今年は、予想を上回る約110名の方々にお集まり頂き、大
賑わいの一夜となりました。目玉企画『受講生＆講師による
クリスマスソング披露』と、初挑戦の『Tasting game』では、ノ
リの良い参加者の皆さんのおかげで、会場が一体となって
楽しむことができました。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。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


