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FCC代表

201９年９月20日［No.86］
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。

2019年秋
最終号

　FCCは、多くの受講生に恵まれて、9月19日に創立35周年を迎えること
ができました。終了生の皆様、受講生の皆様、そしてお世話になった方々
に深く感謝申し上げます。
　約20年いたすぐ近くのビルからこのビルに移って、はや6年になります。
前のビルでは受講生に、「次に移転する時は必ずロビーを広く取って下さ
いね」と事あるごとに念を押されました。受付カウンターの前は体を反らせ
てすれ違うような状態でしたから、ロビーを広く取るのは至上命令として、
何としても叶えないといけないものでした。
　そのロビーで、あるところからは笑い声が聞こえ、あるところでは、真剣
な表情で俯いたまま書いたり消したり。きっと日記を書いているのでしょ
う。また、土曜や日曜の昼休みは、広く取ったはずのロビーが狭く感じられ
るほどの受講生と活気に満ちています。
　これがFCCなんだ、といつも思います。英語力や年齢、職業などのそれぞ
れの受講生の背景を越えて交わり合い刺激し合うところ。FCCの英語習得
環境は内容や仕組みだけではありません。FCCの校風ともいうべき受講生
の中に拡がる温かく刺激的な人間関係は、勉強を軌道に乗せ継続させる力
があり、多くの受講生のエネルギーの源になってきたことと思います。
　この6年の間にFCCは大きく変わりましたが、この稀有な交遊関係は、
FCCの核としていつまでも変わらないでほしいと願っています。
　36年目のFCCが始まります。どうぞよろしくお願い致します。

ＦＣＣ創立３５周年を迎えて
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卒業生は今

ＦＣＣでの思い出

　僕は７年前の大学２年生の頃、ＦＣＣがまだ小さ
く狭い校舎だった時に通っていました。当時は大人
のための英会話学校と謳っていたので、学生の受講
生はあまりいませんでした。
　当時からイベントや受講生同士の交流コンテンツ
が多く、福岡の日本語学校に通う留学生と合同で花
見やＢＢＱ、山笠見物などをして、日常の中で英語を
使う機会をたくさん提供していただいた記憶があり
ます。また、クリスマスパーティーの本気のミニスカサ
ンタの恰好のために、朝からムダ毛の処理をして用
意したのは良い思い出です（笑）。今でも当時のＦＣ
Ｃで出会った方とは交流があり、年に数回花見をした
り飲みに行ったりします。７年前のあの時、ＦＣＣの門
を叩いてみてよかったなと改めて感じています。

今はこんなことをしています

　現在は九州大学大学院の博士課程で次世代宇
宙推進機の開発をしながら、東京のベンチャー企
業で世界初の宇宙科学エンターテインメントを実現
する、人工流れ星プロジェクトに参加させてもらって
います。大学院から国際コースに入り、全て英語で
行なわれる授業を受け、国際学会にも積極的に参
加してきました。
　また今年の１月から３カ月間、ドイツのシュトゥッ
トガルト大学にある研究所で、隕石の軌道計算に関
する勉強をさせてもらい、とても貴重な経験ができ
ました。今も英語は頻繁に使っています。先週も国
際学会で１週間、国内外の研究者や企業の人たち
と意見を交わしました。昼は学会の会場、夜は飲み
会の場で四六時中、英語を使っていました。

後輩へのアドバイス

　勉強や研究、仕事など全てに言えることですが、
日本語で考えると日本語の発想や視点でしか物事
を考えませんが、同じものを英語でも思考できる
と、視点が変わり視野も広がるので、とてもメリット
があると思います。
　コツに関しては「英語を勉強して何をしたいのか」
を明確にするのが一番だと思います。「英語ができる
ようになる」がゴールになってるとただしんどいだけ
ですけど、あくまで英語はコミュニケーションの手段
（道具）であって、ゴールではなくプロセスです。改め
て自分の夢や目標を考えてみてはどうでしょうか。そ
うすれば、その目標の過程で何かしら英語が必要と

なってきますし、その目標や夢に関する情報を集め
る際でも、同じ言葉を日本語で検索するのと英語
で検索するのでは情報量が桁違いです。
　これは僕の持論ですけど、英語に限らず世の中
に効率的な上達方法はないと思います。例えば野
球選手だって、初めから綺麗なスイングや投球が
できたわけじゃない。バットやボール（道具）を使
って、素振りやキャッチボールをがむしゃらに繰り
返して、少しずつ上達していくんです。英語も同じ
で、レッスンで習った正しい英語（道具）をたくさ
ん使って、少しずつ上達していくしかないと思って
います。
　だから上達を感じない時は、英語の素振りの回
数を増やしてはどうでしょうか。使う機会に恵まれ
ないのなら、独り言でも全然いいと思います。まさ
に素振りです。自分は研究室まで片道８ｋｍの道
のりを自転車で通学してますが、その最中に目に入
った景色や思いついたことを瞬時に英語で声に出
しています。あとは環境です。自分は国際コースに
入ったことで多くの経験を得ました。教授たちの

前で英語でプレゼンをさせられましたし、国際学
会でもたくさん発表しました。様々なテーマについ
て英語で15～20分間プレゼンをするのですが、
準備も含めて緊張感のある中で場数を踏めたの
は意味があったと思っています。
　この世界の物理法則は安定したＡとＢがあって
も化学反応は起きないんです。どちらか或いは両
方が不安定な時に、初めて化学反応が起きて新し
いものが生まれるんです。つまり緊張感（不安定）
のない状況で勉強をしていても、上達速度は遅い
のかなと個人的には思っています。

創立から35年。FCCを終了された受講生は今、英語をどのように活用しているのでしょうか？
あの頃の夢は叶えられたのでしょうか？『FCCの風』最終号を記念して、卒業生の方々に、
FCCでの思い出と近況報告、受講生の皆さんへのアドバイスをいただきました。

↑パリにて

江川雄亮さん
えがわ　ゆうすけ

（2012～2013年在籍）

英語習得は夢を叶えるための手段。
行き詰まったら、夢の再確認を。
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ＦＣＣでの思い出

　僕は７年前の大学２年生の頃、ＦＣＣがまだ小さ
く狭い校舎だった時に通っていました。当時は大人
のための英会話学校と謳っていたので、学生の受講
生はあまりいませんでした。
　当時からイベントや受講生同士の交流コンテンツ
が多く、福岡の日本語学校に通う留学生と合同で花
見やＢＢＱ、山笠見物などをして、日常の中で英語を
使う機会をたくさん提供していただいた記憶があり
ます。また、クリスマスパーティーの本気のミニスカサ
ンタの恰好のために、朝からムダ毛の処理をして用
意したのは良い思い出です（笑）。今でも当時のＦＣ
Ｃで出会った方とは交流があり、年に数回花見をした
り飲みに行ったりします。７年前のあの時、ＦＣＣの門
を叩いてみてよかったなと改めて感じています。

今はこんなことをしています

　現在は九州大学大学院の博士課程で次世代宇
宙推進機の開発をしながら、東京のベンチャー企
業で世界初の宇宙科学エンターテインメントを実現
する、人工流れ星プロジェクトに参加させてもらって
います。大学院から国際コースに入り、全て英語で
行なわれる授業を受け、国際学会にも積極的に参
加してきました。
　また今年の１月から３カ月間、ドイツのシュトゥッ
トガルト大学にある研究所で、隕石の軌道計算に関
する勉強をさせてもらい、とても貴重な経験ができ
ました。今も英語は頻繁に使っています。先週も国
際学会で１週間、国内外の研究者や企業の人たち
と意見を交わしました。昼は学会の会場、夜は飲み
会の場で四六時中、英語を使っていました。

後輩へのアドバイス

　勉強や研究、仕事など全てに言えることですが、
日本語で考えると日本語の発想や視点でしか物事
を考えませんが、同じものを英語でも思考できる
と、視点が変わり視野も広がるので、とてもメリット
があると思います。
　コツに関しては「英語を勉強して何をしたいのか」
を明確にするのが一番だと思います。「英語ができる
ようになる」がゴールになってるとただしんどいだけ
ですけど、あくまで英語はコミュニケーションの手段
（道具）であって、ゴールではなくプロセスです。改め
て自分の夢や目標を考えてみてはどうでしょうか。そ
うすれば、その目標の過程で何かしら英語が必要と

なってきますし、その目標や夢に関する情報を集め
る際でも、同じ言葉を日本語で検索するのと英語
で検索するのでは情報量が桁違いです。
　これは僕の持論ですけど、英語に限らず世の中
に効率的な上達方法はないと思います。例えば野
球選手だって、初めから綺麗なスイングや投球が
できたわけじゃない。バットやボール（道具）を使
って、素振りやキャッチボールをがむしゃらに繰り
返して、少しずつ上達していくんです。英語も同じ
で、レッスンで習った正しい英語（道具）をたくさ
ん使って、少しずつ上達していくしかないと思って
います。
　だから上達を感じない時は、英語の素振りの回
数を増やしてはどうでしょうか。使う機会に恵まれ
ないのなら、独り言でも全然いいと思います。まさ
に素振りです。自分は研究室まで片道８ｋｍの道
のりを自転車で通学してますが、その最中に目に入
った景色や思いついたことを瞬時に英語で声に出
しています。あとは環境です。自分は国際コースに
入ったことで多くの経験を得ました。教授たちの

前で英語でプレゼンをさせられましたし、国際学
会でもたくさん発表しました。様々なテーマについ
て英語で15～20分間プレゼンをするのですが、
準備も含めて緊張感のある中で場数を踏めたの
は意味があったと思っています。
　この世界の物理法則は安定したＡとＢがあって
も化学反応は起きないんです。どちらか或いは両
方が不安定な時に、初めて化学反応が起きて新し
いものが生まれるんです。つまり緊張感（不安定）
のない状況で勉強をしていても、上達速度は遅い
のかなと個人的には思っています。

卒業生は今 海外留学と翻訳。FCCが大きな転機に。

　私は現在、フィンランドのオウル大学の修士課程
で教育学を学んでいます。世界15カ国から集まった
クラスメイトと一緒に授業を受けています。文化の
違いや未知の学問分野、英語レベルの高さについ
ていけず、苦労した時期もありましたが、なんとか一
年が過ぎました。
　今は夏休みを満喫していますが、フィンランドは夏
でも半袖が着れないほど寒い日もあって、日本の夏
が恋しいです。それでも一日中外が明るく、美しい自
然に囲まれた生活はとても幸せです（冬は地獄のよ
うに暗くて寒いですが…）。
　FCCには大学院受験に必要な英語力とIELTSの
スコアを取得するために約１年間通いました。とて
も充実していて、毎週行くのが楽しみでした。講師
や他の受講生との交流も楽しく、FCCでの出会い

がきっかけで翻訳を始め、現在の仕事にも繋がって
います。FCCでの一年がなかったら、今の私はない
と思っています。
　ちなみにこの夏はインターンでオウル市の教育・
産業視察ツアーのガイドブックを翻訳しており、日
本とフィンランドを繋ぐお手伝いをしています。今は
英語を使って仕事をしていますが、将来はフィンラン
ド語も使えるように勉強中です！

↑大学のコンペティションで最終
選考に選ばれ、優勝！
←グループワークにて。スーパー
バイザ―の先生と一緒に
（いずれも左から2人目が中田さん）

↑シュトゥットガルト大学のIRS研究所の仲間と

中田あず紗さん
なかた さ

（2017～2018年在籍）
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卒業生は今 国内でも英語は必須に。４技能の習得を

　当初は洋画・洋楽から興味を持ち英語の勉強
を始めましたが、FCCの一年間を通して交換留学
に合格することができました。卒業後は海外での
仕事を目指して、メーカーに就職、営業を担当して
います。
　入社後からは全国を転々とし、大阪、岡山、東
京、滋賀で研修を受けてきました。現在は正式配
属が決まり名古屋で勤務しています。10社程を担
当し業務に臨んでいます。楽しいことばかりでは
ありませんが、同期と励ましあいながら日々を送っ
ています。写真のように国内外に散らばった同期
と定期的に会うことができるので非常に良い環

境にいると実感しています。国内での営業経験の
後、海外駐在も視野に楽しくやっていけたらと思
います。

卒業生は今 FCCで覚えた学習法。海外駐在で飛躍

　タイのバンコクで駐在員として働いています。管
轄エリアがASEAN地域とインドなので、公私ともに
様々な国の方と話す機会が多く、刺激的な毎日で
す。先日出席した会議では、英語での打合せを２時
間行ないました。メモや図表を用いてアイデアを共
有する方法など、日々試行錯誤をしていますが、相手
に理解してもらえて合意点を見つけられた時は嬉し
いですね。
　せっかくタイに住んでいるので、仕事の後にタイ
語の学校に通っています。クラスメイトは半数がカ
ナダやイギリスなどの英語圏、半数がアジア圏やそ

の他の地域からの生徒なので、休み時間は皆と英
語で雑談をしての楽しいひと時です。休日はミャン
マーやベトナム、シンガポールなど近隣の国を旅行
しています。
　私がFCCに入校したのは「英語を勉強する方法
を学びたい」という気持ちからでした。FCCでは英
語をアウトプットする機会が多く設けられているの
で、真剣に学びたい人には良い環境だと思います。
ある程度自信がついたら、ぜひ実践の場へ飛び込む
ことをお勧めします。

←タイ語学校のクラスメイトと。右か
ら２人目が田中さん

↓ミャンマー・ゴールデンロック近くで
地元の子どもたちと

↑バンコク主催イベントでジャカル
タ代表団と

↑最後列左から４番目が萩原さん

田中良樹さん
たなか よしき

（2015～2019年在籍）

萩原泰裕さん
はぎわら やすひろ

（2013～2016年在籍）
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I have been introduced in FCC-no-kaze once. I 
was honored and glad to be spoken to by lots 
of FCC students. Thanks to this, I made good 
connections with them, especially, the 
students from Sunday. I appreciate it! 
　以前に『FCCの風』で、私を取り上げていただいたこと
があります。そのおかげで、特に（私が通っている）日曜ク
ラスの皆さんと仲良くさせていただいています。本当にあ
りがとうございました。（手嶋隆行さん）

　今日まで『FCCの風』で多くの受講生を取材させていた

だきました。皆さん、努力家で夢に向かって着実に歩んで

いました。しかし皆が最初から努力家だったわけでもあり

ません。全ての方に共通したのは、転機となる出来事があ

ったこと。勇気を出して講師に質問した、スタッフに学習法

を相談した、クラスメイトに話しかけてみた…その小さな

一歩が考え方を変え、行動を変え、努力を楽しめる人に変

えていったのです。

　FCCには人を変えるだけの環境が備わっています。一歩

踏み出せば、必ず誰かが高みに導いてくれます。この環境を

存分に活用して、それぞれの夢をぜひ叶えてください。

 『FCCの風』をご愛読いただいた皆様、制作にご協力い

ただいた皆様、心より感謝申し上げます。今後はホームペー

ジを通じてFCCらしさをお届けしてまいります。どうぞよろし

くお願い致します。

株式会社ラクパ 城戸あづさ

『FCCの風』に登場する方の話を読んで「頑張ろう
」と思

い励まされたことが多 あ々りました。自分自身も取材してい

ただき、貴重な経験をさせていただきました。今まで
ありが

とうございました。（O.Mさん）

私とFCC文庫 卒業してもFCC文庫は利用できます！

　FCC在学中はもちろんですが、終了した今でも
FCC文庫を読み続けています。しっかり集中して勉強
する時間が設けられない時でも、通勤中や待合せなど
の隙間時間に気軽に英語に触れることができます。
初めは初級レベルの本でも読むのに苦労していました
が、好みの本に出会うと、ストーリーのイメージが湧き、
続きが気になり始めます。やがて、読むのが止まらなく
なり…。今ではFCC文庫を読むために、早めに待合せ
場所に行って読書時間をつくることもあります。
　私は英語の本を選ぶ時、表紙や挿絵のタッチを

見ます。怖い雰囲気だと読み進める自信がないた
め、一つの目安にしています。FCC文庫には偉人の
本や映画作品の本もありますから、好みに合わせて
選ぶのもポイントです。読み進める際に、わからない
単語に出会うことがあります。私はその場では調べ
ず、前後の文脈や挿絵から想像したり、その箇所を
飛ばして読み進めています。一通り読んだ後や、あ
る程度読んでもイメージが湧かない時に調べます。
本の最後にword listが載っていることもあるのでそ
れを参考にするのもお勧めです。

環境が人を変える。

『ＦＣＣの風』最終号によせて
受講生からのメッセージをご紹介します。

物語が分岐していて、自分で選ぶことができる

ー『FCCの風』制作担当からみたFCCー

『Emily』は初めて読ん
だ時に予想しなかった結
末に衝撃を受け、未だに
印象深い一冊です。

Colin Dexter著の２作品と『The Amsterdam 
Connection』は推理小説。お好きな方はぜひ！

『School of the Living Dead』は自分でストーリ
ーを選択していくタイプ。幾つかのラストがあり、
どうすればハッピーエンドを迎えられるかと何度
も読み返すと面白いです。

山﨑都子さん
やまさき みやこ

（2012～2014年在籍）

山﨑さんお薦めのFCC文庫
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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

昨年のクリスマスパーティー

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
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　約20年に亘って発行してきました「FCCの風」がこの号をもって最後と
なります。これまでお読み下さいました皆様、本当に有難うございました。記
念となる今回は、過去に「FCCの風」や「今月の受講生」に登場して頂いた
卒業生からの、この号の為のメッセージを特集した豪華版です！「肩を並べ
て勉強した懐かしのあの方」の近況が分かるかも？仕事、勉強、趣味と
様 な々形で英語を活かしていらっしゃる5名の体験談とアドバイスは必見
です。受講生インタビューや座談会は、今後、新しい企画と合わせてHPか
らお届けしていきます。引き続きどうぞよろしくお願い致します。（平井聡美）

編集後記お知らせ

受講生の皆様へ

　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

　今年も新学期に合わせてご紹介サポートキャン
ペーンを致します。
　英会話スクールをお探しの方が学校選びに苦労
されている話をよく耳にする中、FCCを良くご存じの
皆様がご紹介下さった方々が、お問合せやご入校下
さることを大変嬉しく、また有難く思っております。新
学期は英語学習を始めるのに一番いい時期ですの
で、皆様の回りで少しでも英語の勉強に関心をお持
ちの方がおられましたら、どうぞご紹介下さい。なお、
このキャンペーンには通常にない特典があります。
詳細は、下記専用サイトにてご確認頂くか、お気軽に
FCCまでお問い合わせ下さい。どうぞ、宜しくお願い
申し上げます。

ご紹介制度のご案内

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。

受講生・終了生の皆様へ

←受講生・
終了生の方
はこちら

→受講生・
終了生以外
の方はこちら

9月22日(日)は講師ミーティングの為、23日(月)は祝日の為、29日
(日)および30日(月)は新学期準備の為、レッスンはありません。

新学期は10月1日(火)から始まります。

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、TOEIC模試等は12月23日(月)～30日(月)まで
と1月2日(木)～5日(日)の10時～17時30分の間で行います。

冬休みは12月23日(月)～1月6日(月)です。

今年は祝日の変更により12月に開催ができなくなりましたので
11月に行います。第2回スピーチ講座(担当：Alexey講師)とChat 
Roulette Marathonの2本立て！  詳細は決まり次第HP等でご案
内します。

第3回  FCC一日合宿

12月14日(土)19:00～21:30（予定）
詳細は後日ホームページなどでご
案内します。

クリスマス兼FCC創立
35周年記念パーティ


