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高校３年の冬。

次の進路に向け英語を

やるしかない、とＦＣＣへ

　高校３年の時、将来はホテルで働き
たいと思い、専門学校へ進むことにしま
した。私が入った専門学校は、外国人
旅行客向けに英語に力を入れていて、ネ
イティヴの講師による授業と、10カ月間
の海外研修が組まれています。母は高
校まで英語が苦手だった私のことを心
配して、FCCへの入校を勧めました。なぜFCCだっ
たかというと、母の職場がFCCの隣りで、ネイティヴ
の講師を見かけたり、スタッフの方と挨拶を交わし
たりして好印象だったからです。私は全く乗り気で
はなく、「まじめで厳しい」も「大人の英会話学校」
も自分には無理だろうと思いましたが、４月からは
専門学校の英語授業が始まり、６月には海外研修
のコース分け試験が待っていると思うと、「もうや
るしかない」と覚悟を決めました。
　母と訪れたFCCの学校説明会でレッスン見学を
して、高校までの授業風景と全く違うところに興味
が湧きました。試験中心の学校の授業は苦手だっ
たけど、講師やクラスメイトとの会話が中心なら私
も参加できるかも、と思ったのです。それで学期の
途中である12月でしたが、すぐに入校しました。

大人と一緒のレッスンで、自然と

身につけたコミュニケーション力

　基礎Iクラスに入ったものの、クラスメイトは私よ
りずっと英語が話せる方ばかりでした。最初のレッ
スンの出欠確認で、私だけ日本語で返事をしてしま
いました。その時、講師が「わからないのは悪いこ
とじゃないよ。大丈夫。これから教えるから」と優し
く説明してくれたのを覚えています。
　でも最初のうちは、大人たちの会話についてい
けませんでした。講師とクラスメイトが政治問題や
海外情勢について話しだすと、ニュースもあまり見
ず、世間の常識も知らない私には理解できず、英語
学習以外の部分で疎外感がありました。だけど今

思うと、講師も大人の受講生さんも気を遣ってくれ
てたんですよね。制服姿の私にいつも声をかけてく
れましたから。それで私も悩んだって仕方ないとい
う気になり、「そんなことがあるんですね。知らなか
ったです」と素直に言って会話に入るようにしまし
た。入校から３カ月後にはクラスメイトとランチをし
たり、パーティに参加したりできるようになりまし
た。医師やグランドスタッフなど様々な職業の方の
話を聞くのが面白くて、毎回楽しみでした。
　専門学校１年の夏にホテル実習があり、私はレス
トランに配属されました。上司や同僚だけでなく、
厨房スタッフや常連のお客様ともコミュニケーショ
ンを取らねばなりません。初めての業務で緊張しま
したが、年上の方との会話はFCCで慣れていたの
で、スムーズにでき、充実した実習ができました。
英語以外でも経験が活きることを実感しました。

スタッフのサポートで基礎から学習。

半年でＴＯＥＩＣが３００点アップ！

　基礎 Iクラスからスタートしましたが、６月には専

門学校で海外研修のコース分け試験があるため、か
なりの英語力をつけねばなりませんでした。研修先
はTOEIC模試で500点以上ならカナダ、それ以下な
らニュージーランドと決められています。カナダではよ
り濃い内容の実習が受けられるので、私はどうしても
500点を超えたかったのですが、FCCの入校時に受
けたTOEICは365点。それでスタッフの阿津坂さん
に相談したのです。
　阿津坂さんは「英文の構成を見極めること、英
単語の品詞を理解すること」など英語学習の基本
から教えてくださいました。そして中学１年の教科
書ガイドと『ぜったい音読』の本とCDを勧めてくれ
ました。この２つのテキストにコツコツ取り組み、そ
の一方で専門学校の先生が勧めてくれたTOEICの
問題集と英単語集も始めました。高校生まで単語
テストが苦手だった私が、不思議と覚えられるよう
になっていました。FCCで会話や文中に出た単語
だと記憶に残るのだと気付きました。TOEIC用と
FCC用の単語帳を作り、フレーズごと書き留めまし
た。レッスンで疑問が残ると、ロビーで阿津坂さん
や平井さんに尋ねました。お２人とも忙しい中でも

丁寧に説明してくれて、私は全部理解して帰
ることができました。
　入校してからはほぼ毎月TOEICを受け、半
年後の専門学校のコース分け試験で645点
を取り、カナダ研修が決まりました。そこから
また半年経ってTOEICを受けたら、670点に
なっていました。FCCにはTOEICのためのク
ラスはありませんが、レッスンと自宅学習で
充分対策できます。スタッフに教わった学習
法で「急いで伸ばすより、きちんと伸ばす」こ
とが大切だと思いました。

海外研修で得た価値観…個性をもち、

自分から行動を起こせる人になろう

　昨年５月、待望のカナダ研修に出発しました。ホ
ームステイをしながら、最初の１カ月は語学学校へ
通い、その後５カ月はナイアガラのリゾートホテル
で、有償のハウスキーピングをして経験を積みまし
た。次の３カ月はトロントのホテルで、無償でレストラ
ンサービスとフロントデスクの実習を受け、最後の1
カ月はまた語学学校に戻り勉強しました。
　語学学校で様 な々国の留学生と仲良くなり、ホス
トファミリーともすぐ打ち解けて、楽しい毎日を送り
ました。一緒にカナダへ来た友人たちが「何を話して
いいかわからない」と悩んでいるのを見て、FCCに
入校した頃の自分を思い出しました。その壁はもう乗
り越えているんだ、と実感しました。
　ナイアガラのホテルでは、最初は会話のスピード
やノリについていけなかったものの、親切な上司や
ホストファミリーのおかげで、後半にはスタッフ同士
の会話にも参加できるようになりました。
　しかし、トロントのホテルで問題が起こりました。
直前にホテル側が「有償にする代わりにハウスキー
ピングに専念させる」と実習内容を変更したので
す。友人は皆、仕方ないと諦めましたが、私はそれで
はカナダに来た意味がないと思い、自分でホテルに
交渉しました。担当者も移民なので互いに不完全な
英語で話し合うのは大変でしたが、私は諦めずに何
度も交渉を重ねました。エージェントも動いてくれ、
結局、別のホテルでレストランとフロントの実習を受

けられることになりました。新たなホテルでは予想以
上の実習を経験できました。空港近くで海外からの
お客様が多く、アクセントが多様で意思疎通に苦戦
しましたが、自分の英語力をもっと伸ばそうとモチベ
ーションが上がりました。
　研修を経て価値観まで変わりました。以前はホテ
ルのスタッフは礼儀正しく控えめに、と思っていまし
たが、カナダでは個性も評価されます。研修中にも
「気さくに話しかけていいんだよ」と何度も言わ、自
分らしさも大切にしようと思いました。
　カナダでは、自分から行動を起こすことを学びま
した。困難な状況でも諦めず努力したことで、少し自
信もつきました。FCCで英語を学んでいなかった
ら、自信がなくて海外で交渉なんてできなかったでし
ょう。「間違えてもいいから自分の意見を言おう」と
いうFCC精神が私を成長させてくれました。来春の
就職までFCCに通って英語力をつけ、将来は海外
のホテルに勤務したいと思っています。
─下川さん、ありがとうございました！
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受講生インタビュー FCCでは最近、高校生の入校者が増えています。そのなかには将来、海外留学を考えている方も
多いです。そこで高校時代に通い始め、海外研修も経験された下川夢さんにお話を聞きました。

カナダ研修中にホストファミリーや友人たちと迎えたクリスマス

次ページへ続く→

英語学習が私を成長させてくれた



－２－

受講生インタビュー

高校３年の冬。

次の進路に向け英語を

やるしかない、とＦＣＣへ

　高校３年の時、将来はホテルで働き
たいと思い、専門学校へ進むことにしま
した。私が入った専門学校は、外国人
旅行客向けに英語に力を入れていて、ネ
イティヴの講師による授業と、10カ月間
の海外研修が組まれています。母は高
校まで英語が苦手だった私のことを心
配して、FCCへの入校を勧めました。なぜFCCだっ
たかというと、母の職場がFCCの隣りで、ネイティヴ
の講師を見かけたり、スタッフの方と挨拶を交わし
たりして好印象だったからです。私は全く乗り気で
はなく、「まじめで厳しい」も「大人の英会話学校」
も自分には無理だろうと思いましたが、４月からは
専門学校の英語授業が始まり、６月には海外研修
のコース分け試験が待っていると思うと、「もうや
るしかない」と覚悟を決めました。
　母と訪れたFCCの学校説明会でレッスン見学を
して、高校までの授業風景と全く違うところに興味
が湧きました。試験中心の学校の授業は苦手だっ
たけど、講師やクラスメイトとの会話が中心なら私
も参加できるかも、と思ったのです。それで学期の
途中である12月でしたが、すぐに入校しました。

大人と一緒のレッスンで、自然と

身につけたコミュニケーション力

　基礎Iクラスに入ったものの、クラスメイトは私よ
りずっと英語が話せる方ばかりでした。最初のレッ
スンの出欠確認で、私だけ日本語で返事をしてしま
いました。その時、講師が「わからないのは悪いこ
とじゃないよ。大丈夫。これから教えるから」と優し
く説明してくれたのを覚えています。
　でも最初のうちは、大人たちの会話についてい
けませんでした。講師とクラスメイトが政治問題や
海外情勢について話しだすと、ニュースもあまり見
ず、世間の常識も知らない私には理解できず、英語
学習以外の部分で疎外感がありました。だけど今

思うと、講師も大人の受講生さんも気を遣ってくれ
てたんですよね。制服姿の私にいつも声をかけてく
れましたから。それで私も悩んだって仕方ないとい
う気になり、「そんなことがあるんですね。知らなか
ったです」と素直に言って会話に入るようにしまし
た。入校から３カ月後にはクラスメイトとランチをし
たり、パーティに参加したりできるようになりまし
た。医師やグランドスタッフなど様々な職業の方の
話を聞くのが面白くて、毎回楽しみでした。
　専門学校１年の夏にホテル実習があり、私はレス
トランに配属されました。上司や同僚だけでなく、
厨房スタッフや常連のお客様ともコミュニケーショ
ンを取らねばなりません。初めての業務で緊張しま
したが、年上の方との会話はFCCで慣れていたの
で、スムーズにでき、充実した実習ができました。
英語以外でも経験が活きることを実感しました。

スタッフのサポートで基礎から学習。

半年でＴＯＥＩＣが３００点アップ！

　基礎 Iクラスからスタートしましたが、６月には専

門学校で海外研修のコース分け試験があるため、か
なりの英語力をつけねばなりませんでした。研修先
はTOEIC模試で500点以上ならカナダ、それ以下な
らニュージーランドと決められています。カナダではよ
り濃い内容の実習が受けられるので、私はどうしても
500点を超えたかったのですが、FCCの入校時に受
けたTOEICは365点。それでスタッフの阿津坂さん
に相談したのです。
　阿津坂さんは「英文の構成を見極めること、英
単語の品詞を理解すること」など英語学習の基本
から教えてくださいました。そして中学１年の教科
書ガイドと『ぜったい音読』の本とCDを勧めてくれ
ました。この２つのテキストにコツコツ取り組み、そ
の一方で専門学校の先生が勧めてくれたTOEICの
問題集と英単語集も始めました。高校生まで単語
テストが苦手だった私が、不思議と覚えられるよう
になっていました。FCCで会話や文中に出た単語
だと記憶に残るのだと気付きました。TOEIC用と
FCC用の単語帳を作り、フレーズごと書き留めまし
た。レッスンで疑問が残ると、ロビーで阿津坂さん
や平井さんに尋ねました。お２人とも忙しい中でも

丁寧に説明してくれて、私は全部理解して帰
ることができました。
　入校してからはほぼ毎月TOEICを受け、半
年後の専門学校のコース分け試験で645点
を取り、カナダ研修が決まりました。そこから
また半年経ってTOEICを受けたら、670点に
なっていました。FCCにはTOEICのためのク
ラスはありませんが、レッスンと自宅学習で
充分対策できます。スタッフに教わった学習
法で「急いで伸ばすより、きちんと伸ばす」こ
とが大切だと思いました。

海外研修で得た価値観…個性をもち、

自分から行動を起こせる人になろう

　昨年５月、待望のカナダ研修に出発しました。ホ
ームステイをしながら、最初の１カ月は語学学校へ
通い、その後５カ月はナイアガラのリゾートホテル
で、有償のハウスキーピングをして経験を積みまし
た。次の３カ月はトロントのホテルで、無償でレストラ
ンサービスとフロントデスクの実習を受け、最後の1
カ月はまた語学学校に戻り勉強しました。
　語学学校で様 な々国の留学生と仲良くなり、ホス
トファミリーともすぐ打ち解けて、楽しい毎日を送り
ました。一緒にカナダへ来た友人たちが「何を話して
いいかわからない」と悩んでいるのを見て、FCCに
入校した頃の自分を思い出しました。その壁はもう乗
り越えているんだ、と実感しました。
　ナイアガラのホテルでは、最初は会話のスピード
やノリについていけなかったものの、親切な上司や
ホストファミリーのおかげで、後半にはスタッフ同士
の会話にも参加できるようになりました。
　しかし、トロントのホテルで問題が起こりました。
直前にホテル側が「有償にする代わりにハウスキー
ピングに専念させる」と実習内容を変更したので
す。友人は皆、仕方ないと諦めましたが、私はそれで
はカナダに来た意味がないと思い、自分でホテルに
交渉しました。担当者も移民なので互いに不完全な
英語で話し合うのは大変でしたが、私は諦めずに何
度も交渉を重ねました。エージェントも動いてくれ、
結局、別のホテルでレストランとフロントの実習を受

けられることになりました。新たなホテルでは予想以
上の実習を経験できました。空港近くで海外からの
お客様が多く、アクセントが多様で意思疎通に苦戦
しましたが、自分の英語力をもっと伸ばそうとモチベ
ーションが上がりました。
　研修を経て価値観まで変わりました。以前はホテ
ルのスタッフは礼儀正しく控えめに、と思っていまし
たが、カナダでは個性も評価されます。研修中にも
「気さくに話しかけていいんだよ」と何度も言わ、自
分らしさも大切にしようと思いました。
　カナダでは、自分から行動を起こすことを学びま
した。困難な状況でも諦めず努力したことで、少し自
信もつきました。FCCで英語を学んでいなかった
ら、自信がなくて海外で交渉なんてできなかったでし
ょう。「間違えてもいいから自分の意見を言おう」と
いうFCC精神が私を成長させてくれました。来春の
就職までFCCに通って英語力をつけ、将来は海外
のホテルに勤務したいと思っています。
─下川さん、ありがとうございました！

下川さんが使った教材『英会話・
ぜったい音読』、『世界一わかりや
すいTOEICテストの英単語』。

←カナダ研修中に友人たちとホームパーティー
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高校３年の冬。

次の進路に向け英語を

やるしかない、とＦＣＣへ

　高校３年の時、将来はホテルで働き
たいと思い、専門学校へ進むことにしま
した。私が入った専門学校は、外国人
旅行客向けに英語に力を入れていて、ネ
イティヴの講師による授業と、10カ月間
の海外研修が組まれています。母は高
校まで英語が苦手だった私のことを心
配して、FCCへの入校を勧めました。なぜFCCだっ
たかというと、母の職場がFCCの隣りで、ネイティヴ
の講師を見かけたり、スタッフの方と挨拶を交わし
たりして好印象だったからです。私は全く乗り気で
はなく、「まじめで厳しい」も「大人の英会話学校」
も自分には無理だろうと思いましたが、４月からは
専門学校の英語授業が始まり、６月には海外研修
のコース分け試験が待っていると思うと、「もうや
るしかない」と覚悟を決めました。
　母と訪れたFCCの学校説明会でレッスン見学を
して、高校までの授業風景と全く違うところに興味
が湧きました。試験中心の学校の授業は苦手だっ
たけど、講師やクラスメイトとの会話が中心なら私
も参加できるかも、と思ったのです。それで学期の
途中である12月でしたが、すぐに入校しました。

大人と一緒のレッスンで、自然と

身につけたコミュニケーション力

　基礎Iクラスに入ったものの、クラスメイトは私よ
りずっと英語が話せる方ばかりでした。最初のレッ
スンの出欠確認で、私だけ日本語で返事をしてしま
いました。その時、講師が「わからないのは悪いこ
とじゃないよ。大丈夫。これから教えるから」と優し
く説明してくれたのを覚えています。
　でも最初のうちは、大人たちの会話についてい
けませんでした。講師とクラスメイトが政治問題や
海外情勢について話しだすと、ニュースもあまり見
ず、世間の常識も知らない私には理解できず、英語
学習以外の部分で疎外感がありました。だけど今

思うと、講師も大人の受講生さんも気を遣ってくれ
てたんですよね。制服姿の私にいつも声をかけてく
れましたから。それで私も悩んだって仕方ないとい
う気になり、「そんなことがあるんですね。知らなか
ったです」と素直に言って会話に入るようにしまし
た。入校から３カ月後にはクラスメイトとランチをし
たり、パーティに参加したりできるようになりまし
た。医師やグランドスタッフなど様々な職業の方の
話を聞くのが面白くて、毎回楽しみでした。
　専門学校１年の夏にホテル実習があり、私はレス
トランに配属されました。上司や同僚だけでなく、
厨房スタッフや常連のお客様ともコミュニケーショ
ンを取らねばなりません。初めての業務で緊張しま
したが、年上の方との会話はFCCで慣れていたの
で、スムーズにでき、充実した実習ができました。
英語以外でも経験が活きることを実感しました。

スタッフのサポートで基礎から学習。

半年でＴＯＥＩＣが３００点アップ！

　基礎 Iクラスからスタートしましたが、６月には専

門学校で海外研修のコース分け試験があるため、か
なりの英語力をつけねばなりませんでした。研修先
はTOEIC模試で500点以上ならカナダ、それ以下な
らニュージーランドと決められています。カナダではよ
り濃い内容の実習が受けられるので、私はどうしても
500点を超えたかったのですが、FCCの入校時に受
けたTOEICは365点。それでスタッフの阿津坂さん
に相談したのです。
　阿津坂さんは「英文の構成を見極めること、英
単語の品詞を理解すること」など英語学習の基本
から教えてくださいました。そして中学１年の教科
書ガイドと『ぜったい音読』の本とCDを勧めてくれ
ました。この２つのテキストにコツコツ取り組み、そ
の一方で専門学校の先生が勧めてくれたTOEICの
問題集と英単語集も始めました。高校生まで単語
テストが苦手だった私が、不思議と覚えられるよう
になっていました。FCCで会話や文中に出た単語
だと記憶に残るのだと気付きました。TOEIC用と
FCC用の単語帳を作り、フレーズごと書き留めまし
た。レッスンで疑問が残ると、ロビーで阿津坂さん
や平井さんに尋ねました。お２人とも忙しい中でも

丁寧に説明してくれて、私は全部理解して帰
ることができました。
　入校してからはほぼ毎月TOEICを受け、半
年後の専門学校のコース分け試験で645点
を取り、カナダ研修が決まりました。そこから
また半年経ってTOEICを受けたら、670点に
なっていました。FCCにはTOEICのためのク
ラスはありませんが、レッスンと自宅学習で
充分対策できます。スタッフに教わった学習
法で「急いで伸ばすより、きちんと伸ばす」こ
とが大切だと思いました。

海外研修で得た価値観…個性をもち、

自分から行動を起こせる人になろう

　昨年５月、待望のカナダ研修に出発しました。ホ
ームステイをしながら、最初の１カ月は語学学校へ
通い、その後５カ月はナイアガラのリゾートホテル
で、有償のハウスキーピングをして経験を積みまし
た。次の３カ月はトロントのホテルで、無償でレストラ
ンサービスとフロントデスクの実習を受け、最後の1
カ月はまた語学学校に戻り勉強しました。
　語学学校で様 な々国の留学生と仲良くなり、ホス
トファミリーともすぐ打ち解けて、楽しい毎日を送り
ました。一緒にカナダへ来た友人たちが「何を話して
いいかわからない」と悩んでいるのを見て、FCCに
入校した頃の自分を思い出しました。その壁はもう乗
り越えているんだ、と実感しました。
　ナイアガラのホテルでは、最初は会話のスピード
やノリについていけなかったものの、親切な上司や
ホストファミリーのおかげで、後半にはスタッフ同士
の会話にも参加できるようになりました。
　しかし、トロントのホテルで問題が起こりました。
直前にホテル側が「有償にする代わりにハウスキー
ピングに専念させる」と実習内容を変更したので
す。友人は皆、仕方ないと諦めましたが、私はそれで
はカナダに来た意味がないと思い、自分でホテルに
交渉しました。担当者も移民なので互いに不完全な
英語で話し合うのは大変でしたが、私は諦めずに何
度も交渉を重ねました。エージェントも動いてくれ、
結局、別のホテルでレストランとフロントの実習を受

けられることになりました。新たなホテルでは予想以
上の実習を経験できました。空港近くで海外からの
お客様が多く、アクセントが多様で意思疎通に苦戦
しましたが、自分の英語力をもっと伸ばそうとモチベ
ーションが上がりました。
　研修を経て価値観まで変わりました。以前はホテ
ルのスタッフは礼儀正しく控えめに、と思っていまし
たが、カナダでは個性も評価されます。研修中にも
「気さくに話しかけていいんだよ」と何度も言わ、自
分らしさも大切にしようと思いました。
　カナダでは、自分から行動を起こすことを学びま
した。困難な状況でも諦めず努力したことで、少し自
信もつきました。FCCで英語を学んでいなかった
ら、自信がなくて海外で交渉なんてできなかったでし
ょう。「間違えてもいいから自分の意見を言おう」と
いうFCC精神が私を成長させてくれました。来春の
就職までFCCに通って英語力をつけ、将来は海外
のホテルに勤務したいと思っています。
─下川さん、ありがとうございました！

下川夢さん
しもか わ ゆ め

　2016年12月入校。現在、中級-I・LS-IV・
RGW-IIIを受講中。多忙な中でも、専門学
校の帰りに週２日通われています。

カナダ研修で通った語学学校の卒業セレモニー

←カナダ研修中に友人たちとホームパーティー
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高校３年の冬。

次の進路に向け英語を

やるしかない、とＦＣＣへ

　高校３年の時、将来はホテルで働き
たいと思い、専門学校へ進むことにしま
した。私が入った専門学校は、外国人
旅行客向けに英語に力を入れていて、ネ
イティヴの講師による授業と、10カ月間
の海外研修が組まれています。母は高
校まで英語が苦手だった私のことを心
配して、FCCへの入校を勧めました。なぜFCCだっ
たかというと、母の職場がFCCの隣りで、ネイティヴ
の講師を見かけたり、スタッフの方と挨拶を交わし
たりして好印象だったからです。私は全く乗り気で
はなく、「まじめで厳しい」も「大人の英会話学校」
も自分には無理だろうと思いましたが、４月からは
専門学校の英語授業が始まり、６月には海外研修
のコース分け試験が待っていると思うと、「もうや
るしかない」と覚悟を決めました。
　母と訪れたFCCの学校説明会でレッスン見学を
して、高校までの授業風景と全く違うところに興味
が湧きました。試験中心の学校の授業は苦手だっ
たけど、講師やクラスメイトとの会話が中心なら私
も参加できるかも、と思ったのです。それで学期の
途中である12月でしたが、すぐに入校しました。

大人と一緒のレッスンで、自然と

身につけたコミュニケーション力

　基礎Iクラスに入ったものの、クラスメイトは私よ
りずっと英語が話せる方ばかりでした。最初のレッ
スンの出欠確認で、私だけ日本語で返事をしてしま
いました。その時、講師が「わからないのは悪いこ
とじゃないよ。大丈夫。これから教えるから」と優し
く説明してくれたのを覚えています。
　でも最初のうちは、大人たちの会話についてい
けませんでした。講師とクラスメイトが政治問題や
海外情勢について話しだすと、ニュースもあまり見
ず、世間の常識も知らない私には理解できず、英語
学習以外の部分で疎外感がありました。だけど今

思うと、講師も大人の受講生さんも気を遣ってくれ
てたんですよね。制服姿の私にいつも声をかけてく
れましたから。それで私も悩んだって仕方ないとい
う気になり、「そんなことがあるんですね。知らなか
ったです」と素直に言って会話に入るようにしまし
た。入校から３カ月後にはクラスメイトとランチをし
たり、パーティに参加したりできるようになりまし
た。医師やグランドスタッフなど様々な職業の方の
話を聞くのが面白くて、毎回楽しみでした。
　専門学校１年の夏にホテル実習があり、私はレス
トランに配属されました。上司や同僚だけでなく、
厨房スタッフや常連のお客様ともコミュニケーショ
ンを取らねばなりません。初めての業務で緊張しま
したが、年上の方との会話はFCCで慣れていたの
で、スムーズにでき、充実した実習ができました。
英語以外でも経験が活きることを実感しました。

スタッフのサポートで基礎から学習。

半年でＴＯＥＩＣが３００点アップ！

　基礎 Iクラスからスタートしましたが、６月には専

門学校で海外研修のコース分け試験があるため、か
なりの英語力をつけねばなりませんでした。研修先
はTOEIC模試で500点以上ならカナダ、それ以下な
らニュージーランドと決められています。カナダではよ
り濃い内容の実習が受けられるので、私はどうしても
500点を超えたかったのですが、FCCの入校時に受
けたTOEICは365点。それでスタッフの阿津坂さん
に相談したのです。
　阿津坂さんは「英文の構成を見極めること、英
単語の品詞を理解すること」など英語学習の基本
から教えてくださいました。そして中学１年の教科
書ガイドと『ぜったい音読』の本とCDを勧めてくれ
ました。この２つのテキストにコツコツ取り組み、そ
の一方で専門学校の先生が勧めてくれたTOEICの
問題集と英単語集も始めました。高校生まで単語
テストが苦手だった私が、不思議と覚えられるよう
になっていました。FCCで会話や文中に出た単語
だと記憶に残るのだと気付きました。TOEIC用と
FCC用の単語帳を作り、フレーズごと書き留めまし
た。レッスンで疑問が残ると、ロビーで阿津坂さん
や平井さんに尋ねました。お２人とも忙しい中でも

丁寧に説明してくれて、私は全部理解して帰
ることができました。
　入校してからはほぼ毎月TOEICを受け、半
年後の専門学校のコース分け試験で645点
を取り、カナダ研修が決まりました。そこから
また半年経ってTOEICを受けたら、670点に
なっていました。FCCにはTOEICのためのク
ラスはありませんが、レッスンと自宅学習で
充分対策できます。スタッフに教わった学習
法で「急いで伸ばすより、きちんと伸ばす」こ
とが大切だと思いました。

海外研修で得た価値観…個性をもち、

自分から行動を起こせる人になろう

　昨年５月、待望のカナダ研修に出発しました。ホ
ームステイをしながら、最初の１カ月は語学学校へ
通い、その後５カ月はナイアガラのリゾートホテル
で、有償のハウスキーピングをして経験を積みまし
た。次の３カ月はトロントのホテルで、無償でレストラ
ンサービスとフロントデスクの実習を受け、最後の1
カ月はまた語学学校に戻り勉強しました。
　語学学校で様 な々国の留学生と仲良くなり、ホス
トファミリーともすぐ打ち解けて、楽しい毎日を送り
ました。一緒にカナダへ来た友人たちが「何を話して
いいかわからない」と悩んでいるのを見て、FCCに
入校した頃の自分を思い出しました。その壁はもう乗
り越えているんだ、と実感しました。
　ナイアガラのホテルでは、最初は会話のスピード
やノリについていけなかったものの、親切な上司や
ホストファミリーのおかげで、後半にはスタッフ同士
の会話にも参加できるようになりました。
　しかし、トロントのホテルで問題が起こりました。
直前にホテル側が「有償にする代わりにハウスキー
ピングに専念させる」と実習内容を変更したので
す。友人は皆、仕方ないと諦めましたが、私はそれで
はカナダに来た意味がないと思い、自分でホテルに
交渉しました。担当者も移民なので互いに不完全な
英語で話し合うのは大変でしたが、私は諦めずに何
度も交渉を重ねました。エージェントも動いてくれ、
結局、別のホテルでレストランとフロントの実習を受

けられることになりました。新たなホテルでは予想以
上の実習を経験できました。空港近くで海外からの
お客様が多く、アクセントが多様で意思疎通に苦戦
しましたが、自分の英語力をもっと伸ばそうとモチベ
ーションが上がりました。
　研修を経て価値観まで変わりました。以前はホテ
ルのスタッフは礼儀正しく控えめに、と思っていまし
たが、カナダでは個性も評価されます。研修中にも
「気さくに話しかけていいんだよ」と何度も言わ、自
分らしさも大切にしようと思いました。
　カナダでは、自分から行動を起こすことを学びま
した。困難な状況でも諦めず努力したことで、少し自
信もつきました。FCCで英語を学んでいなかった
ら、自信がなくて海外で交渉なんてできなかったでし
ょう。「間違えてもいいから自分の意見を言おう」と
いうFCC精神が私を成長させてくれました。来春の
就職までFCCに通って英語力をつけ、将来は海外
のホテルに勤務したいと思っています。
─下川さん、ありがとうございました！

　今回は「お一人
につき飲み物代
500円のお支払＋
当日1,000円相当
の食べ物or飲み
物を持参（自慢の
手料理、お気に入

りのお惣菜、お薦めの逸品など）」というルールを設定。
しかし、私達スタッフもこの規模のポットラックは未経験
だったので、ギリギリまでどのくらい食べ物が集まるのか
予想がつかず、「足りなくなっては困る！」と、ピザを注文し
たり、ご飯類、麺類、サラダにデザートと色 と々食べ物を
準備したりして、ドキドキの中、当日を迎えたのでした。
→開催日前の１週間く
らい、FCCのスタッフル
ーム＆受付カウンター
の奥は調理器具や材
料などが山積みになっ
てエライ状態でした～
（＠＠；）

←そして飲み物担
当の阿津坂はサン
グリア用に果物を
スタンバイ！

↓蓋を開けてみれば、”食糧難”の懸念など全く無用！美
味しそうな食事がテーブルに所狭しと並びました。目移
りしすぎて、伸ばした手の先が彷徨います。

↑新入生さん達もいつの間にか仲良しに（ ∀̂̂ ）
　初の試みということで、準備から片付けまで、皆さんの
お手をお借りするところが多くなってしまったことは反省
点ですが、参加者と一緒に作り上げるオリジナルのパー
ティーも楽しいものだなぁと感じました。「こういう形式
のパーティーもイイネ！」との声があったので、またいつ
か、この経験を活かしてプランを練りたいと思います。参
加して下さった皆さん、そして色 と々お手伝い・ご協力下
さった方 、々本当に有難うございました！

レポート

　今年のスプリングパーティーは趣向を変え、FCCにてPotluck（持ち寄り）Partyを開
催しました！講師・スタッフ・受講生合わせて50名程の参加となり、ロビーはあっとい
う間に人の海。ポットラックは欧米でよくあるスタイルのようですが、ここまで大規模
な集まりは初めてだと言う講師もいました。

→料理好きの
Brian講師から蒸
篭（せいろ）を
貰ったという受講生さんが、わざわざ持って来て
手作りシュウマイをふるまって下さいました~！
みんなでアッツアツを頬張って「おいしぃ～！」

←その隣では、強力粉を使
うレシピで作ったクレープ
を焼く方々。生地を数時間
寝かせたおかげで食感は
モッチモチ！慣れない手つ
きで焦げたり破れたり。そん

な失敗作も楽しみながら、チョコソース、バナナ、生クリームと
一緒に食べれば至福の一時（^ー^）

１教室を開放して、特
別コーナーを設置♪

手作りケーキ

（ポットラック・パーティー）PotluckPartyPotluckParty
5/25 スプリングパーティーレポート 
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高校３年の冬。

次の進路に向け英語を

やるしかない、とＦＣＣへ

　高校３年の時、将来はホテルで働き
たいと思い、専門学校へ進むことにしま
した。私が入った専門学校は、外国人
旅行客向けに英語に力を入れていて、ネ
イティヴの講師による授業と、10カ月間
の海外研修が組まれています。母は高
校まで英語が苦手だった私のことを心
配して、FCCへの入校を勧めました。なぜFCCだっ
たかというと、母の職場がFCCの隣りで、ネイティヴ
の講師を見かけたり、スタッフの方と挨拶を交わし
たりして好印象だったからです。私は全く乗り気で
はなく、「まじめで厳しい」も「大人の英会話学校」
も自分には無理だろうと思いましたが、４月からは
専門学校の英語授業が始まり、６月には海外研修
のコース分け試験が待っていると思うと、「もうや
るしかない」と覚悟を決めました。
　母と訪れたFCCの学校説明会でレッスン見学を
して、高校までの授業風景と全く違うところに興味
が湧きました。試験中心の学校の授業は苦手だっ
たけど、講師やクラスメイトとの会話が中心なら私
も参加できるかも、と思ったのです。それで学期の
途中である12月でしたが、すぐに入校しました。

大人と一緒のレッスンで、自然と

身につけたコミュニケーション力

　基礎Iクラスに入ったものの、クラスメイトは私よ
りずっと英語が話せる方ばかりでした。最初のレッ
スンの出欠確認で、私だけ日本語で返事をしてしま
いました。その時、講師が「わからないのは悪いこ
とじゃないよ。大丈夫。これから教えるから」と優し
く説明してくれたのを覚えています。
　でも最初のうちは、大人たちの会話についてい
けませんでした。講師とクラスメイトが政治問題や
海外情勢について話しだすと、ニュースもあまり見
ず、世間の常識も知らない私には理解できず、英語
学習以外の部分で疎外感がありました。だけど今

思うと、講師も大人の受講生さんも気を遣ってくれ
てたんですよね。制服姿の私にいつも声をかけてく
れましたから。それで私も悩んだって仕方ないとい
う気になり、「そんなことがあるんですね。知らなか
ったです」と素直に言って会話に入るようにしまし
た。入校から３カ月後にはクラスメイトとランチをし
たり、パーティに参加したりできるようになりまし
た。医師やグランドスタッフなど様々な職業の方の
話を聞くのが面白くて、毎回楽しみでした。
　専門学校１年の夏にホテル実習があり、私はレス
トランに配属されました。上司や同僚だけでなく、
厨房スタッフや常連のお客様ともコミュニケーショ
ンを取らねばなりません。初めての業務で緊張しま
したが、年上の方との会話はFCCで慣れていたの
で、スムーズにでき、充実した実習ができました。
英語以外でも経験が活きることを実感しました。

スタッフのサポートで基礎から学習。

半年でＴＯＥＩＣが３００点アップ！

　基礎 Iクラスからスタートしましたが、６月には専

門学校で海外研修のコース分け試験があるため、か
なりの英語力をつけねばなりませんでした。研修先
はTOEIC模試で500点以上ならカナダ、それ以下な
らニュージーランドと決められています。カナダではよ
り濃い内容の実習が受けられるので、私はどうしても
500点を超えたかったのですが、FCCの入校時に受
けたTOEICは365点。それでスタッフの阿津坂さん
に相談したのです。
　阿津坂さんは「英文の構成を見極めること、英
単語の品詞を理解すること」など英語学習の基本
から教えてくださいました。そして中学１年の教科
書ガイドと『ぜったい音読』の本とCDを勧めてくれ
ました。この２つのテキストにコツコツ取り組み、そ
の一方で専門学校の先生が勧めてくれたTOEICの
問題集と英単語集も始めました。高校生まで単語
テストが苦手だった私が、不思議と覚えられるよう
になっていました。FCCで会話や文中に出た単語
だと記憶に残るのだと気付きました。TOEIC用と
FCC用の単語帳を作り、フレーズごと書き留めまし
た。レッスンで疑問が残ると、ロビーで阿津坂さん
や平井さんに尋ねました。お２人とも忙しい中でも

丁寧に説明してくれて、私は全部理解して帰
ることができました。
　入校してからはほぼ毎月TOEICを受け、半
年後の専門学校のコース分け試験で645点
を取り、カナダ研修が決まりました。そこから
また半年経ってTOEICを受けたら、670点に
なっていました。FCCにはTOEICのためのク
ラスはありませんが、レッスンと自宅学習で
充分対策できます。スタッフに教わった学習
法で「急いで伸ばすより、きちんと伸ばす」こ
とが大切だと思いました。

海外研修で得た価値観…個性をもち、

自分から行動を起こせる人になろう

　昨年５月、待望のカナダ研修に出発しました。ホ
ームステイをしながら、最初の１カ月は語学学校へ
通い、その後５カ月はナイアガラのリゾートホテル
で、有償のハウスキーピングをして経験を積みまし
た。次の３カ月はトロントのホテルで、無償でレストラ
ンサービスとフロントデスクの実習を受け、最後の1
カ月はまた語学学校に戻り勉強しました。
　語学学校で様 な々国の留学生と仲良くなり、ホス
トファミリーともすぐ打ち解けて、楽しい毎日を送り
ました。一緒にカナダへ来た友人たちが「何を話して
いいかわからない」と悩んでいるのを見て、FCCに
入校した頃の自分を思い出しました。その壁はもう乗
り越えているんだ、と実感しました。
　ナイアガラのホテルでは、最初は会話のスピード
やノリについていけなかったものの、親切な上司や
ホストファミリーのおかげで、後半にはスタッフ同士
の会話にも参加できるようになりました。
　しかし、トロントのホテルで問題が起こりました。
直前にホテル側が「有償にする代わりにハウスキー
ピングに専念させる」と実習内容を変更したので
す。友人は皆、仕方ないと諦めましたが、私はそれで
はカナダに来た意味がないと思い、自分でホテルに
交渉しました。担当者も移民なので互いに不完全な
英語で話し合うのは大変でしたが、私は諦めずに何
度も交渉を重ねました。エージェントも動いてくれ、
結局、別のホテルでレストランとフロントの実習を受

けられることになりました。新たなホテルでは予想以
上の実習を経験できました。空港近くで海外からの
お客様が多く、アクセントが多様で意思疎通に苦戦
しましたが、自分の英語力をもっと伸ばそうとモチベ
ーションが上がりました。
　研修を経て価値観まで変わりました。以前はホテ
ルのスタッフは礼儀正しく控えめに、と思っていまし
たが、カナダでは個性も評価されます。研修中にも
「気さくに話しかけていいんだよ」と何度も言わ、自
分らしさも大切にしようと思いました。
　カナダでは、自分から行動を起こすことを学びま
した。困難な状況でも諦めず努力したことで、少し自
信もつきました。FCCで英語を学んでいなかった
ら、自信がなくて海外で交渉なんてできなかったでし
ょう。「間違えてもいいから自分の意見を言おう」と
いうFCC精神が私を成長させてくれました。来春の
就職までFCCに通って英語力をつけ、将来は海外
のホテルに勤務したいと思っています。
─下川さん、ありがとうございました！

　大変残念ですが、季刊誌として約20年間発行して
きた「FCCの風」が、今年の秋号（９月末発行予定）を
もって終了することになりました。2020年からはHP
上にコンテンツを集約して、そこから発信していく予
定です。受講生インタビューや座談会は引き続き定
期的に行っていきます！その他、イベントの告知・レ

ポートや勉強に役立つトピック、旬のニュースがオン
タイムでお届けできるようになります。

※新着情報掲載のお知らせは主に一斉メール配信で行

いますので、メールアドレスを変更された方、メールが届

いていない方はスタッフまでお知らせ下さい。

FCCの風 最終号へのメッセージや投稿をお待ちしています♪ 
「やる気が出た・役に立った・印象に残った記事」
「『FCCの風』に出たかった！」
「人生初めての取材を受けて・・・」
「『FCCの風』を読んで入校しました」などなど

「FCCの風」にまつわる思い出やエピソードがありましたら、メール（student@fcc-english.co.jp）、
お手紙、またはFCC内に置く専用用紙にてお寄せ下さい。  締切：７月末日
※全てを掲載できない場合もあり得ますがどうかご了承下さい。

～年表で振り返るＦＣＣ季刊誌ヒストリー～

ニュースレター制作会社ラクパに制作・編集をお願いすることに。
プロの手にかかったFCCの風は、取材原稿もレイアウトも一新！

実は「FCCの風」が創刊されたのはFCC創立から14年も経ってから。創
立当初は「ing（イング）」という名前で、FCC主催の講演会の模様や新
任講師紹介、受講生の声などを伝える記事（のちに小冊子化）を約3年
間発行しました。

Vol.4では、マラウイ（アフリカ南東部の国）の学校で働いた経験を持つゲスト
を招いてのFCC講演会の内容を掲載。現在パーティーで恒例となっている「受
講生代表スピーチ」や、様々な経歴をもつ受講生をゲストに招いてお話を聞く
企画「FCCひろば」も、遡ればここから始まったと言えます。
編集に携わっていた荒牧曰く、「当時は取材テープを何度も何度も巻き戻しては
鉛筆で文字に起こしていて、ほんっとうに大変だったの」

手書きのＢ４原稿をコピー用紙に印刷して創刊。
受講生インタビュー記事にはこんな声が⇒“先生も生徒の皆さんも集中されていて真剣そのもので
す。「英語をもっと話したい！理解したい！」という意気込みがすごく強いんですね、私達ももちろん。
この目標が同じだから自然と仲良くなれるんです。これって勉強するうえで、すごく励みになります。”
FCCのまじめで厳しい校風は20年の時点で既に在ったことが分かります。

新春号ということで受講生に「1999年の目標」をお尋ねしました。
Aさん：リスニングを強化したい。テープを繰り返し聞いたり外国のドラマなどを観て学んでいます。
Bさん：映画を字幕ナシで見たい！
Cさん：ホストファミリーをしてみたい。
Dさん：2002年のW杯でボランティア的なことができたらいいな。

３名の受講生それぞれの入校理由やレッスンを受けての感想、勉強方法などをざっくばら
んにお話し頂きました。そしてこの号から手書き原稿がタイピングへ…

FCCの風  最 終 号 のお知らせ
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思うと、講師も大人の受講生さんも気を遣ってくれ
てたんですよね。制服姿の私にいつも声をかけてく
れましたから。それで私も悩んだって仕方ないとい
う気になり、「そんなことがあるんですね。知らなか
ったです」と素直に言って会話に入るようにしまし
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た。医師やグランドスタッフなど様々な職業の方の
話を聞くのが面白くて、毎回楽しみでした。
　専門学校１年の夏にホテル実習があり、私はレス
トランに配属されました。上司や同僚だけでなく、
厨房スタッフや常連のお客様ともコミュニケーショ
ンを取らねばなりません。初めての業務で緊張しま
したが、年上の方との会話はFCCで慣れていたの
で、スムーズにでき、充実した実習ができました。
英語以外でも経験が活きることを実感しました。

スタッフのサポートで基礎から学習。

半年でＴＯＥＩＣが３００点アップ！

　基礎 Iクラスからスタートしましたが、６月には専

門学校で海外研修のコース分け試験があるため、か
なりの英語力をつけねばなりませんでした。研修先
はTOEIC模試で500点以上ならカナダ、それ以下な
らニュージーランドと決められています。カナダではよ
り濃い内容の実習が受けられるので、私はどうしても
500点を超えたかったのですが、FCCの入校時に受
けたTOEICは365点。それでスタッフの阿津坂さん
に相談したのです。
　阿津坂さんは「英文の構成を見極めること、英
単語の品詞を理解すること」など英語学習の基本
から教えてくださいました。そして中学１年の教科
書ガイドと『ぜったい音読』の本とCDを勧めてくれ
ました。この２つのテキストにコツコツ取り組み、そ
の一方で専門学校の先生が勧めてくれたTOEICの
問題集と英単語集も始めました。高校生まで単語
テストが苦手だった私が、不思議と覚えられるよう
になっていました。FCCで会話や文中に出た単語
だと記憶に残るのだと気付きました。TOEIC用と
FCC用の単語帳を作り、フレーズごと書き留めまし
た。レッスンで疑問が残ると、ロビーで阿津坂さん
や平井さんに尋ねました。お２人とも忙しい中でも

丁寧に説明してくれて、私は全部理解して帰
ることができました。
　入校してからはほぼ毎月TOEICを受け、半
年後の専門学校のコース分け試験で645点
を取り、カナダ研修が決まりました。そこから
また半年経ってTOEICを受けたら、670点に
なっていました。FCCにはTOEICのためのク
ラスはありませんが、レッスンと自宅学習で
充分対策できます。スタッフに教わった学習
法で「急いで伸ばすより、きちんと伸ばす」こ
とが大切だと思いました。

海外研修で得た価値観…個性をもち、

自分から行動を起こせる人になろう

　昨年５月、待望のカナダ研修に出発しました。ホ
ームステイをしながら、最初の１カ月は語学学校へ
通い、その後５カ月はナイアガラのリゾートホテル
で、有償のハウスキーピングをして経験を積みまし
た。次の３カ月はトロントのホテルで、無償でレストラ
ンサービスとフロントデスクの実習を受け、最後の1
カ月はまた語学学校に戻り勉強しました。
　語学学校で様 な々国の留学生と仲良くなり、ホス
トファミリーともすぐ打ち解けて、楽しい毎日を送り
ました。一緒にカナダへ来た友人たちが「何を話して
いいかわからない」と悩んでいるのを見て、FCCに
入校した頃の自分を思い出しました。その壁はもう乗
り越えているんだ、と実感しました。
　ナイアガラのホテルでは、最初は会話のスピード
やノリについていけなかったものの、親切な上司や
ホストファミリーのおかげで、後半にはスタッフ同士
の会話にも参加できるようになりました。
　しかし、トロントのホテルで問題が起こりました。
直前にホテル側が「有償にする代わりにハウスキー
ピングに専念させる」と実習内容を変更したので
す。友人は皆、仕方ないと諦めましたが、私はそれで
はカナダに来た意味がないと思い、自分でホテルに
交渉しました。担当者も移民なので互いに不完全な
英語で話し合うのは大変でしたが、私は諦めずに何
度も交渉を重ねました。エージェントも動いてくれ、
結局、別のホテルでレストランとフロントの実習を受

けられることになりました。新たなホテルでは予想以
上の実習を経験できました。空港近くで海外からの
お客様が多く、アクセントが多様で意思疎通に苦戦
しましたが、自分の英語力をもっと伸ばそうとモチベ
ーションが上がりました。
　研修を経て価値観まで変わりました。以前はホテ
ルのスタッフは礼儀正しく控えめに、と思っていまし
たが、カナダでは個性も評価されます。研修中にも
「気さくに話しかけていいんだよ」と何度も言わ、自
分らしさも大切にしようと思いました。
　カナダでは、自分から行動を起こすことを学びま
した。困難な状況でも諦めず努力したことで、少し自
信もつきました。FCCで英語を学んでいなかった
ら、自信がなくて海外で交渉なんてできなかったでし
ょう。「間違えてもいいから自分の意見を言おう」と
いうFCC精神が私を成長させてくれました。来春の
就職までFCCに通って英語力をつけ、将来は海外
のホテルに勤務したいと思っています。
─下川さん、ありがとうございました！

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。

学校説明会
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／ラクパ(ｗｗｗ.ｒａｋｕｐａ.ｃｏｍ)

　今回の受講生インタビューは、10か月の海外研修から帰国して間も
ない受講生にご登場頂きました。入校時はまだ高校生だった下川さん
ですが、英語力、メンタル面共に、２年半で本当に大きな変化を遂げられ
ました。研修先と英語で直談判したという話にはこちらもびっくり!! 想像
以上に逞しくなって帰ってこられたようです。ホテルのスタッフとしてデビ
ューされる日を、スタッフ一同楽しみにしています。（平井聡美）

編集後記お知らせ

海外からの留学生をゲストに迎え話を楽しむ課外活動。詳細は後日
ロビーの掲示板やホームページにてお知らせ致します。

Speaking Café  7月28(日)を予定

この間のレッスンはありません。自習、FCC文庫の返却・貸出、
TOEIC模試、スクール説明、更新及び入校手続き等は8月13日(火)
以外の9時～17時の間行います。

夏休みは8月10日(土)～8月16日(金)です。

■ラーメン＆餃子作り体験 8月25日(日)13:00～（予定）
※詳細は後日ホームページなどでご案内します。

英語deボランティア

日時：7月20日（土）19:30～21:30　
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ます。

ビアガーデンパーティー

お知らせ①

　お陰様でFCCは9月19日に“創立35周年”を迎えます。「まじめで厳
しい」という、一瞬ひるんでしまいそうなキャッチフレーズを掲げる
学校であるにも関わらず、FCCの扉を叩いて下さいました受講生の
皆様、本当にありがとうございます。これからも創立の想いを大切
に、単独校であるFCC独自の「英語習得環境」を更に充実させて参
ります。どうぞご期待下さい。
　さて、この度、“創立35周年”を記念したキャンペーンを下記の内容
で行うことに致しましたのでご案内申し上げます。皆様の勉強の後
押しができれば幸いです。詳細は下記の通りです。

ＦＣＣ創立３５周年記念キャンペーン

お知らせ②

　現在、メール配信を通して様々なお知らせをして
いますが、メールが届いていなかったり、頻繁にチェ
ックする習慣がなくて見逃したといったお声が度々
ありました。そこで、新たな情報発信のツールとして、
利用者の多いLINEも活用することに致しました。

LINEでは、差し当たっては、緊急を要する連絡事項
を配信します。（例：悪天候による休講、急遽決まっ
た代理講師のお知らせ、等）
　各種イベント、セミナー、課外活動等の告知はこ
れまで通りメール配信、FCC内掲示板、HP上で行う
予定です。
【登録方法】
▼LINEのアカウントをお持ちの方はこちらのQRコード
を読み取って頂くか、URLから検索して下さい。LINEの
アカウントをお持ちでない方は、まずはLINEのアプリ
をダウンロードして、アカウントを作成して下さい。

LINE公式アカウント開設

キャンペーン期間／9月1日～10月31日
期間中に更新手続きをされた方に特典

特典① 消費税の増税分2％をFCCが負担し、8％とする

特典② レッスンを追加 Aコースで更新→3レッスン追加
Bコースで更新→6レッスン追加
Cコースで更新→9レッスン追加
Dコースで更新→12レッスン追加

※満了割引は適用外となりますのでご了承下さい。
※現コースが終了していなくても更新できます。
※更新に関しましては、気軽にスタッフにご相談下さい。


