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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。

初公開！講師の
知られざる仕事
講師たちの仕事の中心はもちろんレッスンですが、実は
FCCの講師達にはそれ以外にもたくさん大事な仕事があ
ります。中には、膨大な時間と労力を要するものもあり、
学期後半は特に大忙し。しかし、全ては受講生の英語力
上達の為！労を惜しまず取り組む姿勢は、さすがFCCの
厳しい採用基準「情熱と指導力」を突破しただけのことが
あります。
夏号・秋号の２回にわたって、皆さんがあまり目にするこ
とのないところを初公開！第一弾となる夏号は、ミーティ
ング、授業準備、連携プレーについてご紹介します。

講師の仕事 １．ミーティング
毎週水曜日14時から常勤講師＋教務主任の荒牧

この他にも、FCCの講師ならではの仕事がありま

でミーティングをしています。ここでは、新しいもの

す。常勤講師が約２か月かけて行うテキストの選定

末評価のように、改訂を繰り返したものを更に良く

るテキストは、どんな手順で選ばれ、スケジュールは

に取り組む為だけでなく、英語日記の添削法や学期

する為の勉強会も行います。現在取り組んでいるの
は英語の音声に関するものです。

とスケジュールの作成です。レッスンの質を左右す
どのように作られているのでしょうか。

テキスト選びとスケジュール作りのプロセス
どのテキストを変更するかを決める
（テキストは原則１年で切替）
現在使っているテキストに対する感想や問題点について意見交換。
どのようなテキストに替えるか検討
（例：RWのテキストのリーディン
グはもっと長い方がいい）

【テキスト選定】新学期が落ち着くと、次の学期に使うテ
キストの選定とレッスンスケジュールの作成に取り掛か
ります。
「え、もう？？」
と思われるかもしれませんが、
この
後することが目白押しなので、
このタイミングで取り掛
からないといけないのです。

各出版社のカタログやインターネットから情報を集め、
ある程度テ
キストを絞ったら出版社からサンプルテキストを入手
実際のレッスンで使ってみて手応えがあり、
受講生の反応もよけれ
ば採用決定
担当クラスを決めてスケジュール作り
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センテンスは 難しく
ないけど速すぎない？

LSⅢで使うには
厳しそうだねぇ

取り寄せたサンプルテキ
ストを前に、意見を出し
ながら検討していく講師
達。LSクラスの教材の一
つであるDVDのリスニン
グに耳を傾けています。

Stewart講師

Daniel講師

●チームでテキストが選べるのはす

●レッスン受 け放 題制 度が あ
る学校で働いていたことがあり
ますが、レッスン直前に授 業内

ごくいいことです！F CCの 生徒を基
準に色んなテキストを検討すること
ができます。

性のない１
容が決まる為カリキュラムも無く、連続
生徒が上達す
回きりのレッスンしかできず本当に
度ありきで作
るのかと疑問でした。テキストも制
を傾けてもら
られた物で、講師からの改善案に耳
達講師にテキ
えませんでした。ですから、FCCが私
せてくれるの
ストの選 定とスケジュール 作りを任
テキストが見
はとても嬉しいことです。ただ、良い

Marcus講師
ス
●自分達で選んだテキストだとレッ
ンがしやすいし、何より、FCCの多様な

作
受講生に対応出来るカリキュラムを
教材を選べるの
ることができます。講師がテキストや
メリットです。
は、受講生・講師双方にとって大きな

つからない時は苦労します。

Warren講師

Kevin講師

●以前勤めていた所では、学校が作

●シリーズとして使いたいテキスト
がF CCのクラスのレベル設 定とう
まく合わない時は調整に苦労しま
す。スケジュールは１時間の授業の
内容と量を基に
作りますが、24週分にうまく分割出
来ないと頭を
悩ませますね。

ったテキストを使っていたので、FCC
に来て初めてテキストを講師自身で
選ぶという経験をしました。他の講師達はFCCに長く
いるだけあってテキストに関する知識が豊富で驚きま
したし、
今使っているテキストの内容・質の高さもすご
いと思います。英会話スクールでよくある、
すごく高い
テキストを生徒が買わなくて済むのはいいことです。
※編集部注）Warren講師は講師歴10年で初めてテキスト選
定をしたそうです。
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2．授業準備

新学期がスタートすると、講師達からはどことなく緊張した空気が漂ってきます。FCCではクラスの種
類もレベルも多いので、レッスンの準備が大変です。
１週間に約15種類のクラスを担当する講師も少なく
ありません。テキストが変わると更に準備に時間がかかります。FCCが掲げる「質の高い、実力がつく」レ
ッスンを行う為に、講師達はどんな準備をしているのでしょうか。
必ず最初に①受講生の

準備の時間や空きコマ
に教材作りをしています。

数 ②誰が来るのか を確認

特に基礎・初級のレベル

します。これはとても大事

のクラスの準備に時間が

なことで、人数によってペ

かかります。１つのレッス

アワークにしたりグループ

ンでたくさんのことを教

ワークにしたりします。ま

えないといけないので、効率よく進める為には事前準備

た、受講生の英語力が微妙に違うので、ペアワークの組

が重要です。可算・不可算名詞のプリントは改良を重ね

み合わせも事前に考えておきます。その方がフラストレー

て現在第5版。市販のテキストだと欲しいものが欲しい

ションを感じたり、逆に委縮したりすることなくレッスン

形で載っているとは限らないので、受講生が理解しやす

を受けられますから。それと、私は紙の副教材を使わない

いように１ページに作り直すこともします。オリジナル教

代わりに、Surface（PC）とモニターを最大限活用してい

材を使うことで指導がしやすくなります。(Daniel講師）

ます。必要な機能やサイトはすぐに使えるように準備して
いますし、writing topic, warm up game, business email
等役立つサイトはブックマークしているのでいつでもモ
ニターに映して使えます。
（Marcus講師）
※次号でMarcus講師のモニターを駆使したレッスンをご紹介する
予定です。

テキストをどう“料理”するか
は講師の腕次第。いつも「受講
生は今日のレッスン内容を理解

↑Daniel講師作成の教材。イラストの腕前もピカイチ！

できるだろうか？」
「どうやった
FCCに来て十数年

らレッスンを楽しんでくれるだ

になる今では、たくさ

ろうか？」と自問しながら準備を

んの教材を使ってき

しています。特に時間がかかるのはRWのクラス。ライティン

た経験からだいぶ準

グでは構成などの説明をしただけではなかなか書けないと

備の時間が短くなり

思うので、分かりやすいように一段落分を例として作って配っ

ましたが、最初 は戸

ています。リーディングの週にはcomprehension,vocabulary,

惑うことが多く苦労しました。大変なのはテキスト

discussion用の質問を作ります。リスニングに関しては、CDを

を使わないクラス！
（笑）常にニュースをチェックし

実際に聴いて速さ、アクセント、話し方の癖までチェックして

て面白そうな話題をメモしたりして、一週間かけて

おきます。そうしておけば、受講生にとってどこがどう難しそ

ネタを探します。FCC歴の長い受講生が多いので、

うか分かるからです。時間配分も大切ですね。受講生がどの

いつもsomething new, interesting, and more

くらい活発に話すかによってスピーキングに充てる時間を変

challengingなものを見つける為にアンテナを張っ

えます。準備の他に、提出された宿題や日記も時間をかけて

ています。”ﬁne tuning”と言いますが、もっと分かり

添削しています。添削中に気づいたこと、よく見受けられるミ

やすく、効果的な指導をする為に今後も学び続け

ス等は一人ひとりメモをしておいて学期末評価表を作成する

たいと思います。(Kevin講師）

時の参考にしています。
（Brian講師）
−３−

講師の仕事

3．連携プレーで受講生をサポート

英会話スクールとして最も大切なことは受講生の状態をきちんと把握し、上達へ導くこと。FCCでは
その為に講師とスタッフが緊密に連携して仕事をしています。その「連携プレー」とはどのようなもので
しょうか？
クラスフォルダで情報共有
受付の本棚にずらっと並ぶのが
クラスフォルダ。
１クラスに一つずつ
設けられていて、出席やレッスンプ
ラン、
クラスに関するコメントを書く
シートが入っています。

講師→荒牧の報告タイム
「Aさんが最近活発に発言するよう
になってきた」
「Bさんは欠席が続い
ているけど、
どうしてか知ってる？」
とい
った受講生に関することから、
レッス
ンや教材に関すること、
宿題、気づい
た事柄まで多岐にわたります。

講師←→スタッフ←→受講生
講師からの報告内容はスタッフ
が共有し、受講生へのお声掛けな
どに役立てられることもあります。
スタッフからも受講生について報告
や質問をしますし、受講生からのレ
ッスンに関するご意見や要望を伝
えることもあります。また、講師同
士のやりとりが活発なのもFCCの特
徴で、レッスンに関する様々なこと
を話し合っています。

講師紹介

仕事の醍醐味

Be ﬂexible −この仕事をしていて面白いのは、生

Warren Showalter講師

徒は誰一人として同じではなく、
それぞれニーズも学

（ウォーレン・ショウォルター）
イギリス・レスター出身

習スタイルも違うというところ。
つまり、講師は常に柔
軟に指導方法を変えていかないといけないんです。
同じテキスト、ユニットを使ったとしても、二つとして
同じクラスはない。だからこそ面白い。

日本との縁の始まり

私が大学に入ったのは28歳の時です。イギリスでは社

FCCに来て驚いたこと

10年間、
典型的な英会話スクールに勤めていたの

会人が大学に通うことは珍しくありません。私は、
もっと

で、
FCCとのギャップは歴然でした。目的の違うクラ

将来的にキャリアを積める仕事に就きたくて進学を決め

スが複数あって、
各々で違った勉強・訓練ができる仕

ました。日本語を専攻した理由は、
日本人の友達がいて

組みはとても良いと思います。大きな本棚、
受講生が

10日程日本を訪れたことがあったからです。授業では先

勉強できるスペース、
タブレットPCやモニターがある。

生が使う単語が理解できず苦労しました。入学当初知っ

もう一つ驚いたのはFCCの受講生のレベルの高さ。

ていたのは noun=名詞 くらい。そんな私も3年次に日

「真面目で厳しい」を物語っていますよね。

本の大学に1年留学して、
なんとか卒業できました。気づ
けば入学時20名いたクラスメイトが7名になっていまし
た。みんな「日本の漫画が好き」といった軽い気持ちで日

受講生に伝えたいこと

「成功するには、
それだけの努力が必要」は真理だと

本語を選んだものの、
その難しさに脱落していったんで

思います。特に、
膨大な時間と労力を要する語学学習

す。私は自分の人生を変える為、
住む場所、友人、
色々な

に関してはね。思うように上達しないなぁなんて落ち

ものを犠牲にしましたから、途中で止めるなんて選択肢

込まないで。
自分が母語を習得した年月と環境を考え

はありませんでした。在日10年の今では、
言いたいことを

れば、
外国語習得はエベレスト登山のようなものです。

言えるだけの語彙力と文法知識はあります。
そのうち日本

山頂が遥か彼方に思える時は自分が進んできた道を

語能力検定試験の２級にも挑戦したいと思っています。

振り返ること！ 努力した分結果はついてきますよ。
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「英語で学ぼう！」6/11 日
第６回

Let’s
study
in
English!
「ロシア料理に挑戦！」

第６回目となる「英語で学ぼう！」では、ロシア
で生まれ育ち、16歳からスコットランドに住んで
いるディミトリさんを講師に迎え、ロシアの代表
的な料理である「ボルシチ」の作り方を教わりな
がら、文化についても学びました！
参加者は、今回は聴講生を含めて５人だったの
で、仲良くみんなでショッピング。一緒に「How
about this?」
「Where is that?」と言いながら狭い
スーパーをグルグル。
買い 物を 終えたところ
で、キッチンへ移動。さ
っそく、講師のディミ
トリさんがあれこれ
指示。
「Chop the
onions.（ 玉ねぎを
みじん切り）」
「Dice
the beetroots.（ビー
ツをさいの目切り）」
など料理 英語がポンポ
ン飛び出てきます！
ディミトリさんにいろいろな料理のtips
（秘訣）を教えてもらいながら、みんなで協力し
合って調理を進めると、
１時間ほどでボルシチと
ビーツを使ったサラダが出来上がりました♪
席に着いて、いただきます！ 参加者から口々
に「美味しい！」の言葉が。ビーツやたっぷり使っ
た野菜の甘みに、スープのコクとサワークリーム

のまろやかさ
が 合 わ さっ
て、鍋２つ 分
作ったのです
が 、あっとい
う間に完食。
ビーツのサラ
ダも、酢やレモンをけっこう入れたのですが、酸
味はキツくなくサッパリとした味わいでいくらでも
食べられましたよ！
食後に軽くおしゃべりし
た後は、ロシアについて
のレクチャー。買って
きたケーキを紅茶と
一 緒にいただきな
がら、ディミトリさ
んの講 義を聞きま
す。内容はロシアの
地 理（「ウラジオスト
ク」の意味を知っていま
した？）や気候の説明、祝祭
や祝い事に付き物の食べ物の話
まで。皆さん、質問を挟みつつ、真剣に聞
き入っていました。
ボルシチの作り方、料理
で使う英語、よく知らな
かったロシアについての
講 義など、盛りだくさ
んの１日でした！

↓講師役のディミトリさん（左から３人目）
と参加者の皆さん

参

加

者

コ

メ

ン

ト

普段馴染みのないロシア料理というところに
興味を惹かれて参加しました。当日はDemi君の
素晴らしいホスピタリティと美味しい料理でと
ても楽しめました。ロシアに関する多方面から
の説明もしてもらえて、
こちらも非常に勉強にな
りました。
（生島正樹さん）

−５−

5月の時点で既に猛暑日を記録した今年。軽やかな装いの

みんなの広場

参加者約60名を迎え、スプリングパーティーを開催しました。
今回の目玉企画は、日本語が堪能な新任講師達と挑む日本

文化・日本語クイズ＆新入生歓迎会♪和やかな雰囲気の中、

Spring Party 2017 レポート

楽しい会話と美味しい料理に満たされた2時間でした。

5月27日（土）19時〜21時 ＠天神テルラ

第２ラウンドは、
３名の講師が自身や母国に関するクイズを出題し、
参加
者がTrue
（事実）
or False
（誤り）
で答える形式。正解した人のみ次の問題
に進み、
最後に残った人数が得点として各チームに加算されます。

在住歴１０年以上の新任講師３名による自己紹介タイム

Warren講師「僕は、ゴジラの
衣装でバンジージャンプをし
たことがある。Is this true? 」

４月入校の柚木康平
さんが、ジョークを
織り交ぜながら英語
で乾杯の掛け声♪

Mason講師
（カナダ出 紅一点のL aurel講師
身）
はかつて日本語検 （イギリス出身）
は一男
定１級に合格した強者。 一女のママ。
小さい頃
４年半東京に住んで
いました。

今年入校された受講生で集まっ
て新入生歓迎会を行いました。

多趣味のWarren講師
（イギリス出身）
は元
バンドマン！ファッショ
ンセンスも抜群です。

新任講師３名をリーダーとする３チームが、
日本文化・日
本語の知識を問うクイズ『Quiz Japonaire』に挑戦！

「バラを漢字で書け」という問題
にMason講師がチームメイトに
相談して書いた結果（惜しい！）

新任 講師がチーム代 表で回
答。全問日本語でしたが、
３名
ともほぼヘルプ無しで対応し
ていました（さすが！）

『祝い事に用いられる水引
を選べ』や『正しい神社での
参 拝方法は？』など、日本人
の参加者からも「え〜わかん
ない」という声が聞こえてくる
難問揃い。

入校時は基礎レベル。
５年間のFCC
生活を経て、
６月に念願のスコットラ
ンドの大学院留学に出発される松岡
美樹さんの受講生代表スピーチ。

毎年訪問している北海道の
町村牧場に思いを馳せなが
ら、赤峰が閉会のご挨拶。

編集後記

お知らせ

夏休みは8月10日(木)〜8月16日(水)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、
入校手続き等は8月13日(日)以外の9時〜17時の間行います。

Speaking Café

今回、初めて講師の特集を組んでみました。新任講師達にFCC
の仕組みや仕事内容を説明している時に、他校との大きな違いによ
く驚かれること、FCCの講師はなかなかやるな、と思うことが多いこ
とから特集を思い立ちました。皆さんから見えないところで講師は

7月29(土)or30日(日)を予定

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。

黙々と仕事をしています。秋号は講師特集の後半になります。どうぞ
お楽しみに。
（平井聡美）

英語deボランティア

■7月15日(土)山笠 追い山 ■夏の週末留学
※詳細は後日ホームページなどでご案内します。

福岡コミュニケーションセンター

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

ビアガーデンパーティー

0120-78-2234
092-474-2234

日時：7月22日
（土） 会場：天神スカイビアテラス
※詳細はホームページなどでご案内しています。

昨年のビアガーデ
ンパーティーにて

チャットルーレットマラソン

7月9日(日)開催。三か月に一度のマラソン大会。ぜひご参加下さ
い。※詳細は後日ホームページなどでご案内しています
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西日本シティ銀行

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

「FCC福岡」
で検索できます。
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