
TEL.092-575-2993
〒811-1313 福岡市南区曰佐 3 丁目 42-1
http://www.fukujo.ac.jp/shogai/
E-mail : shogai@fukujo.ac.jp

TEL.092-715-2718

FAX.092-715-2719

〒810-0001 福岡市中央区天神2-8-38 協和ビル9F
http://www.fukujo.ac.jp/tenjin/
E-mail : tenjin@fukujo.ac.jp 〈定例閉館日〉日曜日・祝日

〈特別閉館日〉8/13(月）～8/16(木）

8月のみ 月曜日～土曜日 9:00～18:00

開館
時間

9:00～21:00月曜日～金曜日

9:00～18:00土曜日

〈定例閉館日〉日曜日・祝日
〈特別閉館日〉8/13(月）～8/16(木）

開館
時間

9:00～17:30月曜日～金曜日

9:30～12:00土曜日

FAX.092-575-6480
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曰佐キャンパス校 天神サテライト校

受 講 の ご 案 内

住所・氏名・電話番号・受講希望講座
受講場所を明記ください。

先着順で受付

●受講お申込方法

いずれかでお申込ください。
電話 FAX E-mail ホームページお申し込みフォーム

●事務手数料
1回（複数講座お申込み可）のお申込みにつき、事務手数料として210円いただ
きます。

●割引制度
福岡女学院に在学中の園児・生徒・学生及びその保護者、福岡女学院の卒業生
の方には割引制度がございます。詳細については、お問合せください。

●キャンセルポリシー
■

■ 

■

受講料、材料費につきましては、開講日の2週間前まではご本人の申し出が
あった場合、全額返金（振込手数料差引額）いたします。なお、それ以降の受
講料及び材料費は開講中止の場合を除き、ご本人の都合による受講取り消
しでの払い戻しはできませんのでご了承ください。
欠席による受講料の払い戻しはできません。また、一旦納入された受講料
は、他講座への振替は原則としてできませんのでご了承ください。
一定の人数に満たない理由により開講を中止した場合は、受講料の払い戻
しをいたします。

●受講の休講・補講について
■

■ 補講を欠席される場合、受講料の払い戻しはできませんのでご了承ください。
■ 講師の病気など、事情により他の講師が代講することがあります。
■

■

講師の急病や事故、交通機関のストライキや天災地変などのため、やむを
得ず休講することがあります。その場合は、まず補講を検討いたしますが、
事情により補講ができないこともあります。補講ができない場合は、休講
分の受講料金をお返しいたします。

台風や大雪など荒天により、交通機関の運行に大きな影響が予想される場
合、休講もしくは予定の講座内容を一部変更する場合があります。
急な休講で連絡が取れないためにおいでいただいた場合など、いかなる事
由でも教室までの交通費など損害は補償いたしません。

●個人情報の取扱いについて
■ お申込や資料請求の際、氏名、住所、電話番号などを伺い、受講連絡をはじめ、本

センターからの各種お知らせや、講座の企画、管理、運営など、本センターから
のご案内に利用することがあります。個人情報は、本学「個人情報規程」により
適切かつ厳重に管理いたしますので、ご協力をお願いいたします。

▲
▲

　

福岡女学院大学の図書館が利用できます。図書館を利用する際には、各校窓口でお申し出ください。
利用時間は、図書館の開館時間に準じます。なお、本の貸出期間は、講座受講期間中となります。
曰佐キャンパス校で講座受講中に駐車場を利用される場合は、
申請書に必要事項（車種・色・ナンバーなど）をご記入の上、ご提出ください。

受講者
特典

福岡女学院大学 生涯学習センター

●受講料について
受講料はお申込み後、振込用紙をお送りいたしますので1週間以内に指定のコンビ
ニエンスストアでお振込みください。受講料の納入をもって、お申込み手続きが完了
したものとします。継続受講の方は、受講中の講座終了日までに各校事務局へお申
込みください。振込用紙をお渡しいたします。「振込受領書」は講座が終わるまで大
切に保管してください。なお、1回のお申込みにつき事務手数料として210円いただき
ます。振込用紙を紛失された場合は、再発行手数料として100円いただきます。

●テキストについて
［曰佐キャンパス校のみ］

［天神サテライト校のみ］

テキストは受講料に含まれておりません。またテキストは、各自でご購入ください。なお、
大学売店での購入は、10％引きとなります。その場合、入荷までに2週間程度かかりま
す。その点を考慮の上、ご購入ください。

テキスト代は受講料に含まれておりません。テキスト代のみ講座開講日に現
金でお支払いただきます。

■ 講座により教材費、材料費、その他の費用が別途必要な場合があります。
■

●その他の費用
教材費等は明示していない場合でも、定期・不定期にプリント代など
いただく場合があります。

曰佐キャンパス校 講座情報

〈講師〉日本ハンドベル連盟2級認定講師／北島 三央

音楽

みんなで心を合わせ、一曲を演奏する楽しさを味わって
みませんか？本講座では、マルマーク4オクターブベル
セットを使用しています。大学のクリスマス礼拝出演へ
向けての練習をおこないます。
大学クリスマス礼拝：12/4（火）
※礼拝当日に参加できない方も受講できます。

ハンドベル講座

9/8・15・29、10/13・27、
11/17・24、12/1（各土曜） 
10：30～12：00 

受講料 18,400円（全8回）

無料体験会 9/1(土）10：30～ 10：30～12：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 講師／中尾 泰斗

日本画の制作にふれよう教養

紙本もしくは絹本で、岩絵具は用いず、淡彩や墨の技法
を使って制作（または模写）していきたいと思います。日
本画で用いられる素材の一端に触れる機会になれるか
と思います。（事前にイメージの検討や写生を行ってお
くと、制作がスムーズになります。）

13,500円（全9回）

9/28～12/7
※10/19、11/23休み

（毎週金曜）

教材費 100円

※制作の内容に応じて、各自で画材を揃えていただきます。
　購入物については初回に検討していきます。

新 規

15：30～17：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 教授／二階堂 整

方言はおもしろい教養

方言は、年配の方の使う言葉・消えていく言葉というイメ
ージがありませんか？あるいは珍しい言葉だけが方言だ
と思っていませんか？方言は１つの「言語」であり、多様な
姿を持っています。皆さんのイメージを変えるため、若者
の言葉や議会の会話の中から方言の姿を明らかにしてい
きます。

4,500円（全3回）

（各月曜）
10/1・15・22

新 規

話題作を次々に発表している人気作家の東山彰良氏をお迎えし、創作の源流や
作品についてお話をうかがいます。

割引
対象外

日　程‥10/13（土曜）　　時　間‥13:30～15：00（受付13：00～）
聞き手‥桜川 冴子（歌人、福岡女学院大学 准教授）

入場料‥1,000円
チケット取扱い：生涯学習センター 曰佐キャンパス校、天神サテライト校
会　場‥福岡女学院大学 エリザベス・リー ホール（学内に駐車場あり）

【作家インタビュー】 東山彰良氏に聞く！

公開講演会

東山 彰良氏
（小説家：直木賞、読売文学賞など多数受賞）

【講　師】

太宰府のことを私たちはどれくらい知っているでしょうか。歴史や文化、天満宮の神
事のほか、太宰府を遠来の客にご案内する際のポイントとなる所やそれにまつわる
話、魅力などをうかがいます。

日　程‥12/8（土曜）　　時　間‥14：00～15：30
割引

対象外

この人に聞く！ ～新しい扉を開いた女性たち～

聞き手‥桜川 冴子（歌人、福岡女学院大学 准教授）

受講料‥1,000円
会　場‥福岡女学院大学 生涯学習センター 天神サテライト校

第6回 女性リーダー特別講座

森 弘子氏（太宰府発見塾 塾長）
【講　師】

13：30～15：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 准教授／守山 惠子

日本語

日本語学習者にとって、オノマトペは一つの壁です。母
語話者であれば、小さな子どもたちもオノマトペを喜
びます。日本語の表現が豊かにもなります。それなのに
なぜ？その理由を探りながら、日本語のオノマトペを
再考してみましょう。絵本を使います。

500円（全1回）

11/30
（金曜）

ワンコイン講座
日本語新発見！－オノマトペ－ 1日講座

割引
対象外

公開講座のご案内
男女共学で地域・社会に貢献する「生涯学習センター」
学び続けることは、成長し続けること。

2018年度 秋学期

市民講座

新 規

13：30～15：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 准教授、神学博士／徐 亦猛

キリスト教市民講座
～キリスト教と文化～

キリスト教

なぜ、キリスト教の祭りであるクリスマスにサンタクロー
スが登場したのか。なぜ、世界の美術作品にユダヤ人
であるイエスは、金髪の西洋人として描かれたのか。キ
リスト教が異文化や異宗教と出会い融合した、二千年
の歴史を一緒に辿ってみましょう。

9,000円（全6回）

（第1・3木曜）

9/20、10/4・18、
11/15・29、12/6※11/1休み

15：30～17：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／August McInnis

英語

英文を読むのが苦手な方、
簡単でわかりやすい英語の
「絵本」から始めてみませ
んか？
一緒に読んで楽しくお話し
しましょう！ 

4,800円（全3回）

10/10、11/7、12/12
（各水曜）

絵本で学ぼう！
英米文学入門 新 規



食文化

割引
対象外

1日講座

10：30～12：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 名誉教授／坂元 明子

みんなでつくる味噌講座

最近、お味噌を作ってみたいと言う方が多くなりました。
この講座では米麹をつくり、味噌に仕上げます。昔の人
々が大切に味噌づくりをしてきた思いも感じて頂けれ
ばと思います。自分で作ったお味噌を食べて健康に過
ごしたいですね。米麹から甘酒も出来ます。

2,100円（全1回） 材料費 2,000円

11/10
（土曜）
お持ちいただくもの エプロン、三角巾、お手ふき、

筆記用具、大きめの袋（麹2kg、・大豆1kg・塩　持ち帰り用）

10：30～12：00

受講料

〈講師〉元福岡女学院中高 教諭／木村 隆久

教科書から学ぶ日本史入門教養

運慶が注目されています。動と静。新仏教がおこり、文
芸などが栄えた鎌倉文化です。それらの背景に人々の
躍動があります。幕府の衰退から建武の新政を取り上
げます。そして、混迷の時代となり、地方・九州などが
活写されます。じっくり味わいましょう。

10,500円（全7回） 教材費 200円

9/11・25、10/9・23、
11/13・27、12/11

（第2・4火曜）

テキスト代 1,700円程度

［朝］10：30～12：30 / ［昼］13:30～15:30

受講料

〈講師〉（一社）日本ハンギングバスケット協会マスター（本部講師）／石井 康子

ガーデニングサロン
［朝/昼］

教養

お庭がなくても楽しめる内容になっており、美しい寄せ
植え等が作れます。初心者の方でも丁寧に指導します。
植物のくれる癒しを感じてみませんか？10/12：寄せ植
え、12/14：ハンギングバスケット＊この講座は、1日講座です。

2,100円（全1回） 教材費 100円
材料費 3,100円

10/12、12/14（各金曜）

お持ちいただくもの エプロン、筆記用具、（スリットバスケットをお持
ちでない方は、別途1,000円）

1日講座

文学

〈講師〉福岡女学院大学 准教授／髙戸 聰
『十八史略』を読んでいきます。『十八史略』は、中国の
歴代王朝が書き残した、正史のダイジェスト版です。秋
学期は、春秋戦国時代くらいからです。なお、漢文の解
説をまじえながらお話ししますので、今学期からの参加
も歓迎いたします。

中国古典（漢文）を読む

9/18、10/2・16、
11/6・20、12/4

（第1・3火曜） 
13：30～15：00

受講料 9,000円（全6回）

13：30～15：00

受講料

〈講師〉元福岡女学院大学短期大学部 講師／坂元 惠子

聖書講座「イエスのことば」

ローマ帝政時代、社会から疎外され困窮の中に生きる
人々の群れがありました。イエスはそのような人々に「神
の国の福音」を語り始めました。その言葉を聖書から拾
い出し、それは人々にどのように聞かれたのか？また、
2000年を経て今、どのように語られているのか？考え
学びたいと思います。

10,500円（全7回） 教材費 300円

9/11・25、10/9・23、
11/13・27、12/11

（第2・4火曜）

キリスト教

10：30～12：00

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／半田 隆夫

九州の歴史紀行教養

江戸幕府は、諸国に巡見使を派遣し、各地の政情と民
情を視察させました。巡見使の一員として天保9(1838)
年に九州を訪れた国学者立野（たちの）良道の紀行文『
西海道日記』をテキストに、旅先（筑後・筑前）での風情
や人情を、地元の資料を併せて追ってみましょう。

21,000円（全14回）
教材費 1,000円

9/7～12/14※11/23休み
（毎週金曜）

〈講師〉韓国宮廷料理研究家／西田 圭子

食文化

9/21、10/12、11/16、12/21
（各金曜） 
10：30～13：00

お持ちいただくもの エプロン、スリッパ、ハンドタオル、筆記用具

薬食同源といわれる韓国宮廷料理を家庭で普段の食
卓に、またおもてなしとして楽しめるように伝授、日本に
ある食材で出来るようにし上質で気品ある韓国宮廷料
理を目指します。＊この講座は、1日講座です。

受講料 2,100円（全1回）
材料費 1,500円

家庭で楽しむ韓国宮廷料理

割引
対象外

1日講座

10:30～12:00
〈講師〉生涯学習センター 講師、博士（国際文化）／清原 倫子

文学

天皇・貴族から庶民にいたるまで、貴賤を問わず人々が
詠んだ歌4500首余をおさめた『万葉集』。そこには詠み
人の喜びや悲しみ、苦しみなどさまざまな想いが込めら
れています。その背景にある出来事や自然や生活など、
歌を通して歴史の流れと共に紐解いていきます。

受講料 10,500円（全7回） 教材費 300円

9/13・27、10/11・25、
11/8・22、12/13

（第2・4木曜）

万葉の歳事記

福岡女学院大学 市 民 講 座 

曰佐キャンパス校
O S A  c a m p u s

教養

〈講師〉福岡女学院大学 教授／櫻田 陽一
分かり難い日本の時事経済。ですが、ツボを押さえれば
実はそんなに難しくはありません。具体的な事例や経済
事情に即した講義を楽しく学びながら、あなたも「お茶
の間経済アナリスト」を目指してみませんか。テキスト
は、新聞の経済面とテレビの経済報道です。

入門！あなたもお茶の間
日本経済アナリスト

9/14～11/16
（毎週金曜） 
13：30～15：00

受講料 15,000円（全10回）

17：15～18：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 講師／Alan Williams、
福岡女学院大学 非常勤講師／I.E.Kenyon、
福岡女学院大学 教職支援センター／朝原 直子

英語

英語をどんな場面で、どう使ったら楽しくなるのでしょう・・・
英語で伝え合う楽しさを体験してほしいと、英国そしてニュー
ジーランド出身の講師達が内容や活動を組み立て展開しま
す。日本人のスタッフもそばでサポートしますから、心配無用。
英語表現が励みになる機会を小学生に提供する講座です。

14,400円（全12回）

9/7～11/30※11/23休み
（毎週金曜）

小学生英語プラス
※小学5・6年生対象

教材費 100円

新規

13：30～15：00

受講料

〈講師〉福岡県美術協会会員／岡田 信義

写真（デジタル）撮影
「光と影」の写術習得

教養

デジタル、フィルムを問わず、写真を始めたい方、もっと
深く知りたい方、毎月1回の撮影会と講評会を通して、楽
しく写術を身につけませんか？　四季折々の風景や人
物、光と影のとらえ方を学び、写真の原点に返って、加工
しない「本当の美しさ」の表現方法を習得しましょう。

9,000円（全6回） 教材費 200円

9/14・28、10/12・26、
11/9、12/14

（第2・4金曜）

〈講師〉国際中医師、国際中医薬膳師／宇津原 知世美

食文化

10/25、11/22
（第4木曜） 
10：30～12：30

お持ちいただくもの エプロン、スリッパ、ハンドタオル、筆記用具

秋は乾燥の季節です。肺や、大腸を潤すことで身体も活性
化します。おいしい旬のものを使った薬膳料理を通して、
美容にも効果のあるレシピを紹介します。
＊この講座は、1日講座です。

受講料 2,100円（全1回）
材料費 1,000円

薬膳のある暮らし

割引
対象外

1日講座

13：30～15：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学人間関係学部心理学科 教授

臨床心理学への招待心理

6,000円（全4回）

9/21、10/5、11/2・16（各金曜）

①サート（主動型リラクセイション療法）入門
　講師：奇 恵英
②傾聴技法入門 (ひとの気持ちにふれる)
　講師：安部 恒久
③心理劇（集団心理療法）入門
　講師：重橋 のぞみ　
④イメージ療法入門
　講師：福留 留美　

新規

10：00～12：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 教授／藤田 一郎

親のための
前向き子育て講座教養

育児を楽しく前向きにしていくために、前向き子育てプログラ
ム、トリプルPを学んでみませんか♪世界25ヵ国で実施されて
いる親向けの学習プログラムです。子どもが新しい行動を身に
つけていく手助けや問題行動への対処など、具体的な方法を
学ぶことができます。※この講座は1-12歳の子どもがいる親が対象です。

7,500円（全7回）
テキスト代 3,000円

割引
対象外

（毎週火曜）
9/18・25、10/2・9・16・23・30

お持ちいただくもの 筆記用具

新規



15：30～17：00

〈講師〉福岡女学院大学 名誉教授・文学博士／吉田 修作

文学

『遠野物語』は民俗学者柳田國男によって執筆されたも
ので、内容は、山の神、山男、山女、雪女、天狗、河童、オ
シラサマ、マヨヒガなどです。授業ではテキストの他に、
関連資料を配布し、場合によっては映像を使用し、分か
りやすく解説していきます。

受講料 21,000円（全14回） 教材費 300円

9/11～12/11
（毎週火曜）

『遠野物語』を読む

テキスト代 500円

11：00～12：30
〈講師〉福岡女学院大学・大学院 教授(文学博士）／東 茂美

文学

第40帖「みのり」そして第41帖「まぼろし」へ。まるで〈死出
の道行〉のように一歩また一歩、還浄界へと歩みはじめる紫
の上、それを必然のものと受け入れるしかない源氏。年が
あらたまり、紫の上の一周忌の盛夏、むなしく過ぎる七夕、
涙にくれる重陽・・・。〈光源氏〉の物語の緞帳が、こうして下
りていきます。はじめて『源氏物語』にふれる方も、どうぞ。

受講料 21,000円（全14回）

9/12～12/12
（毎週水曜）

源氏物語を読む

テキスト代 4,657円+税

13：30～15：00
〈講師〉生涯学習センター 講師、博士（国際文化）／清原 倫子

文学

720年完成の『日本書紀』は最古の正史で六国史の第
一にあたります。日本の歴史を考える際の必読書です。
記述の背景や、海外の史・資料を併用しながらご一緒
に読み解いていきましょう。途中からでも大丈夫です。
今期は九州とも縁の深い神功皇后が登場します。

受講料 10,500円（全7回） 教材費 300円

9/13・27、10/11・25、
11/8・22、12/13

（第2・4木曜）

楽しく読む『日本書紀』

15：30～17：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／August McInnis

英語

昔話、紫式部の日記、平家物語など、日本文学の英文を
読みながら、日本の文化や歴史の英語表現を学んでい
きます。外国人に日本の文化、歴史などを説明できるよ
うにもなる、ワンランクアップの授業です！
＊レベル：中級

4,500円（全3回）

10/15、11/19、12/17
（各月曜）

英語で日本文学と
文化を楽しもう

12：30～14：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／August McInnis

英語

近年、福岡にも多くの外国人観光客が訪れるようになり
ました。美味しいラーメン屋はどこですか？博多駅には
どうやって行きますか？など尋ねられる機会があるかも
しれません。簡単な英会話から少しずつ学びましょう。
初心者向けのやさしいクラスです。

17,600円（全11回）

9/10～12/10
※9/17・24、10/8休み

（毎週月曜）

いちばんやさしい英会話

13：30～15：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学短期大学部 教授／Jack Brajcich

英語

This is an intermediate conversation class that focuses on 
communication, idioms, and with practice in everyday 
conversation and light discussion on current social and 
world issues. All four language skills - speaking, listening, 
reading, and writing - will be practiced and content will 
be centered around student-chosen topics.

22,400円（全14回）

9/7～12/14※11/23休み
（毎週金曜）

英会話 中級

17：00～18：00

受講料

〈講師〉福岡女学院中高 非常勤講師／Aurora Gonzales

英語

ネイティブスピーカーによるすべて英語の環境で、楽しみ
ながら聴く力・話す力・語彙力など自然な英語表現に親
しみます。 また、フラッシュカードを使い、繰り返し発音す
ることで正確な英単語や短いフレーズを習得します。
English is cool! Let's have fun!

20,800円（全13回）

9/13～12/13※11/15休み
（毎週木曜）

小学生のための英会話教室

保険料 新規のみ1,000円
テキスト代 3,000円程度

10：30～12：00

受講料

〈講師〉九州大学 名誉教授、ケンブリッジ大学ペンブローク・コレッジ客員／廣田 稔

英語

前年度に続き、Ｊ．オースティンの『高慢と偏見』を読み、
この英国のみならず世界の名作の英語と英文を学び、
併せて他の名作にも触れてみたいと思います。原作の英
文は全て講師が翻訳を添えますので、英語学習、教養
講座として、是非お気軽に受講してください。

10,500円（全7回）

9/11・25、10/9・23、
11/13・27、12/11

（第2・4火曜）

英米の小説を読む
Jane Austen：Pride and Prejudice

テキスト代 741円

教材費 200円

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／小野寺 Gary

英語

初心者より少しレベルアップした、英語をやり直した
い方のための講座です。テキストを使いながら日常
生活や旅行、趣味など様々な英語表現を学びます。
グループやペアワークを通して、もう一度楽しく英語
を学びましょう。

19,200円（全12回）

もう1度！ やり直し英会話

（毎週月曜）13：30～15：00

9/3～12/10
※9/17・24、10/8休み

テキスト代 3,000円程度

11：00～12：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学短期大学部 教授／Jack Brajcich

英語

This is an advanced conversation class that focuses on 
communication, idioms, and discussion on current social 
and world issues. All four language skills - speaking, 
listening, reading, and writing - will be practiced and 
content will be centered around student-chosen topics.

22,400円（全14回）

9/7～12/14※11/23休み
（毎週金曜）

英会話 上級

〈講師〉西南学院大学 非常勤講師／廣田 恵美

英語
資格

この講座では、原則として英検2級程度以上の英語力を
お持ちの方、またはTOEIC®受験経験者を対象として、
TOEIC®のスコア向上のみならず、英語力そのものの強
化を図ることを目的とし、日常会話やビジネスでも使え
る語句や表現も学習していきます。

TOEIC® Ｔest対策講座

9/8～12/15※9/15・11/3休み
【日程変更の可能性あり】 
（毎週土曜）10：30～12：00

受講料 20,800円（全13回）

テキスト、ノート  辞書お持ちいただくもの

テキスト代 2,300円+税

13：30～15：00
〈講師〉元福岡女学院中高 教諭／橋口 隆文

文学

あまりに有名な作家夏目漱石、あまりに有名な作品
「こころ」。一部の愛読者がいる反面、それほど読まれ
ているとはいえない漱石の代表作「こころ」の「下 先生
と遺書」を今学期は読みながら、人生の大きな問題で
ある生と死について考えたいと思います。

受講料 21,000円（全14回） 教材費 300円

9/12～12/12
（毎週水曜）

テキスト代 400円

教科書の名作を読み直す
～夏目 漱石 編～

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 名誉教授／板倉 武子

英語

音読は脳の活性化。それを英語で行えば効果はまさに倍
の2倍。壮大な長編小説・Doctorsを、10月末ごろ読了の
予定です。Lauraたちは懐かしい友となるでしょう。原書を
通して、医学の世界の実体験をしてきました。さて、次の英
書は私たちをどのような世界に誘ってくれるのでしょうか。

12,800円（全8回） 教材費 300円

英語の音読で脳力パワーアップ
Ericｈ SegalのDoctorsを読む

10：30～12：00

9/5・19、10/3・17・31、
11/14・28、12/12

（各水曜）

テキスト代 1,200円程度

11：00～12：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Troy Doucette

英語

さまざまな場面において英語でコミュニケーションがで
きるようになりましょう。テキストをベースに使いながら
ゲーム、ペアワーク、いろいろなアクティビティを通して、
日常会話や自分の意見を英語で表現できるように、面
白く楽しみながら学んでいきます。

22,400円（全14回）

9/13～12/13 
（毎週木曜）

英会話 初級

教材費 300円

11：00～12：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学短期大学部 非常勤講師／大神 礼子

英語

旅行英会話を中心に、英語全般について学習してゆ
きます。授業は、イングリッシュネームを使い、和気あ
いあいとした雰囲気でゆっくりめに進行します。英文
法等の質問も自由にできます。海外旅行の予定のあ
る方も無い方も楽しく勉強できます。

22,400円（全14回）

9/12～12/12
（毎週水曜）

楽しいトラベル英会話

テキスト代 1,900円+税



19：00～20：30

受講料

〈講師〉歌人、福岡女学院中高 非常勤講師／染野 太朗

文学

現代を生きる歌人の、最新の短歌を中心にご紹介しま
す。取り上げる歌人は、十代から九十代までさまざまで
す。また、短歌の実作にも挑戦します。何の準備も知識も
いりません。気軽に楽しく、短歌の世界に触れていただ
ければと思います。

12,600円（全6回）

9/14・28、10/12・26、
11/9、12/14

（第2・4金曜）

楽しむ短歌

教材費 200円

13：00～14：30

受講料

〈講師〉日本現代詩人会会員／徳永 節夫

文学

近年、詩が以前より存在感がなくなってきたように思えます。詩
から受ける感動が少なくなってきたのは、小、中学校での詩の
授業が表現技術を身につけるだけのスキル学習化しているの
も原因の一つと考えています。宮沢賢治の「永訣の朝」や高村
光太郎の「レモン哀歌」の心の奥からの感動。そして、今書かれ
ている「現代」詩のわからなさにも挑戦してみようと思います。

16,800円（全8回）

9/4・18、10/2・16・30、11/13・27、
12/11(各火曜）　

日本の近・現代詩入門

教材費 200円

メモもしくはノート、筆記用具お持ちいただくもの

10：30～12：０0

受講料

〈講師〉歌人、福岡女学院大学 准教授／桜川 冴子

文学

人生や暮らしの中での発見・感動・感慨を短歌としてお
残しになりませんか。
1週間前迄に2首提出してください。現代の秀歌や投稿
歌を通じて、鑑賞と作り方を楽しく学びましょう。また、季
節の歌と近刊歌集から1冊を毎回紹介しています。 

14,700円（全7回）

9/12・26、10/10・24、
11/14・28、12/12

（第2・4水曜）

短歌

教材費 100円

（各木曜）13：00～14：30

受講料

〈講師〉元福岡女学院中高 教諭／橋口 隆文

文学

今学期は、「銀河鉄道の夜」の成立過程をふまえ、カム
パネルラのモデルとされる妹トシと親友保阪嘉内の関
係を中心に、物語のモチーフを探りながら、「銀河鉄道
の夜」のおもしろさをより深く味わいたいと思います。途
中からでも十分に楽しめますので、新規の方もどうぞ。

14,700円（全7回）

9/13・27、10/11・25、
11/8・22、12/6

賢治童話
『銀河鉄道の夜』を読む

教材費 100円
テキスト代 1,080円

10：30～12：00

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／谷口 佳代子

文学

今学期は、短編小説作家として文壇を牽引した芥川龍
之介を取り上げます。漱石に「鼻」を絶賛された龍之介
は、次 と々話題作を発表します。歴史物から現代物へと
作風を広げますが、35歳で自死しました。彼の人生に
触れながら「地獄変」などを読んでいきます。

16,800円（全8回）

9/5・19、10/3・17、
11/7・21、12/5・19

（第1・3水曜）

近現代文学～師弟とライバル～
芥川龍之介を読む

教材費 100円

13：00～14：30
〈講師〉九州通訳ガイド研修会 代表／山下 美枝子

教養

福岡では訪日客の急増に加え、2019年ラグビーワールドカップ、
2020年五輪のキャンプ地、、2021年世界水泳と国際大会が続
きます。これらを動機に通訳ガイドとはどんなことをするのか経験
してみませんか。語学を学ぶ目的、生かす出口として魅力的な仕
事（有料、無料を問わず）だと思います。＊レベル：英検2級程度

第1回　  9月15日　自己紹介、ツアーコース説明、
　　　　　　　　  担当区間決定
第2回　  9月29日　日本語ガイド案検討
第3回　10月  6日　日本語ガイド案作成
第4回　10月20日　日本語ガイド案完成
第5回　11月17日　英語ガイド案　作成
第6回　12月  1日　英語ガイド案完成
第7回　12月15日　英語ガイド案プレゼン練習
第8回　  1月19日　英語ガイド案プレゼン練習
第9回　  2月  2日　英語ガイド案プレゼンについての
　　　　　　　　  コメント
第10回　2月16日　ウォーキングツアー最終打ち合わせ
第11回　3月  2日　ウォーキングツアー
第12回　3月16日　ウォーキングツアーについての反省会 

9/15・29、10/6・20、11/17、
12/1・15、1/19、
2/2・16、3/2・16（各土曜）

通訳ガイドのABC～通訳ガイド入門～

割引
対象外

無料体験会 9/1（土）13：00～

受講料 27,600円（全12回） 教材費 300円

14：45～16：15

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 名誉教授・文学博士／吉田 修作

文学

日本古代文学を中心に、テキスト（配布）に従って、時間、
自然、戦争と平和、愛、旅、怪、色、音をテーマとし、現代
的に読んでいきます。場合に応じて補助資料を配布した
り、祭りやアニメなどの映像なども使用します。

14,700円（全7回）

9/12・26、10/10・24、
11/14・28、12/12

（第2・4水曜）

日本古代文学を
現代的に読む

教材費 300円

〈講師〉生涯学習センター 講師／田中 ちづる

音楽

音楽を楽しむ体験をし、お友だちと一緒に音楽を楽し
む時間を過ごしませんか？フープやボール等を使い音
楽を体で表現します。また楽器を演奏しその中でお友
だちと協調することをおぼえ、情操・音感を育てます。ま
た音符・楽譜を無理なく取り入れながら音楽理論を育
てます。

リトミック
3歳～6歳（就園児）対象

9/13～12/13
（毎週木曜） 
15：30～16：15

受講料 14,000円（全14回） 保険料 300円

15：00～16：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学名誉教授／中川 憲次

寄る辺なき魂の友 マイスター・エックハルトの言葉を読むキリスト教

マイスター・エックハルトはケルン大学やパリ大学に学び、
またそこで教えもした神学者であり、説教者です。後には
ライン川沿いの諸都市で、ラテン語ではなく庶民が理解
できる中世高地ドイツ語で説教しました。エックハルトの
説教においては、生と学の絶妙な一致が見られます。
その言葉はきっと現代日本の福岡の皆様の心の奥底に
も届くことと存じます。

14,700円（全7回）

9/21、10/19、11/16、12/21、
1/18、2/15、3/15

（各金曜）

秋学期は⑤から開講します。今学期からの参加も歓迎し
ます。
①理由を求めない世界（ドイツ語説教5番b）
②愛の極み（ドイツ語説教10番）
③捨てるということ（ドイツ語説教12番）
④魂の火花（ドイツ語説教20番b ・48番）
⑤魂に生まれるもの（ドイツ語説教22番）
⑥エゴイズムを超える（ドイツ語説教29番）
⑦「貧」とは（ドイツ語説教52番）
⑧働いて育つもの（ドイツ語説教86番）
⑨『教導講和』
⑩『離脱について』
⑪『神の慰めの書』

〈講師〉福岡女学院オルガニスト／古賀 智子

音楽

ピアノやエレクトーンに比べ身近に感じることの少な
い楽器ですが、この講座ではオルガン奏法の基礎を
学び、バロック時代の小品を中心に演奏していきます。
バッハのインヴェンション程度が弾ける方を対象とし、
グループレッスンで実施しております。

パイプオルガン（A～Fクラス）
（継続のみ）

A・E・Fクラス 
9/10、10/15・29、11/12・26
B・C・Dクラス 
10/1・22、11/5・19、12/3

受講料 11,500円（全5回）

（各月曜） 
〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES

フランス語

挨拶から旅行に使えるフレーズ、日常会話のフレーズな
どを学びます。また、楽しみながら学習できるようにフラ
ンスのお勧めの場所、地方などもご紹介します。フランス
語に初めて挑戦される方やフランス語を学びなおした
い方にお勧めの講座です。

はじめてのフランス語

9/11～12/11
（毎週火曜） 
10：30～12：00

受講料 22,400円（全14回） 教材費 200円
テキスト代 3,000円程度

福岡女学院大学 市 民 講 座 

天神サテライト校
T E N J I N  s a t e l l i t e

13:00～14：30

受講料

〈講師〉きりん文庫かすが主宰／徳永 明子

「子どもの読書」について考える
～いま、大切にしたいこと～

教養

「子どもの読書」に対する社会的関心が高まり、国や地
方自治体の主導により講座、イベントなどが企画され、
ボランティアの数も増加、技術も向上してきましたが、そ
の実質的内容はどうなのでしょうか。私たちが大切にし
たいことは何なのか、考えてみたいと思います。

2,100円（全1回）

（金曜）
9/28

1日講座



10：30～12：30

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／辻本 潤一

初めての
デジタル一眼レフカメラ教養

デジカメ初心者の方にカメラの使い方や撮影のコツなど
わかりやすくお教えします。全8回のうち3回は屋外にて撮
影を行います。秋の紅葉など美しい風景を撮りに出かけま
しょう。※屋外撮影時の交通費、有料施設の入場料などは受講料に含ま
れておりません。

16,800円（全8回）

9/7・21、10/5・19、
11/2・16・30、12/7

（各金曜）
お持ちいただくもの デジタル一眼レフカメラ（ミラーレス含む）、カメラ
の取扱説明書、撮影データ10点程度をSDカードかUSBメモリーに
入れ持参下さい。

保険料 380円教材費 100円

15：00～16：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 教授／南川 啓一

英語

今回は初級レベルの英語のテキストに挑戦してみましょ
う。読み物を読んで、その読み物に関するTRUE or FALSE 
の問題も、適語補充の問題も、その他様々な問題に取り
組みます。じっくりと予習する時間も必要です。辞書も必
要になるでしょう。

23,000円（全10回）

9/27～12/6※10/18休み
（毎週木曜）

続・英語再入門
～今度は、リーディングだ！～（入門～初級）

無料体験会 9/20（木）15：00～

テキスト代 2,100円+税（予定）

15：00～16：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Troy Doucette

英語

英会話がはじめての方、英語をやり直したい方を対象とし
た講座です。皆さんがこれまで学んできた英語の記憶を
少しずつ思いおこしながら、単語や簡単なフレーズを声に
出して練習し、英語を話すことに慣れていきましょう。そし
て、この講座からステップアップをしていきましょう。

25,300円（全11回）

9/10～12/10
※9/17・24、10/8休み（毎週月曜）

大人のためのやり直し英会話

無料体験会 9/3（月）15：00～

テキスト代 2,800円程度
教材費 100円

10：30～12：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Troy Doucette

英語

初級より少しレベルアップした講座です。頻出単語や日
常会話のフレーズをつかって、聞くこと・話すことを中心
に練習します。さらに、映像・音声や話題の記事からも多
様な表現方法を学びながら、英語で会話する自信をつ
けていきましょう。

25,300円（全11回）

9/10～12/10
※9/17・24、10/8休み（毎週月曜）

英会話 初中級（朝）

教材費 300円

無料体験会 9/3(月）10：30～

19：20～20：50

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Darcy de Lint

英語

This class is for students who want to use and expand 
the English they know through discussions about 
everyday topics, cultural themes, current news as 
well as arts and entertainment. The main focus will 
be students’ input and it will be supported by reading 
and listening material from a number of sources.

25,300円（全11回）

9/10～12/10
※9/17・24、10/8休み

（毎週月曜）

英会話 中級（夜）

教材費 100円

10：30～12：30

受講料

〈講師〉（公社）福岡県美術協会理事、福岡市美術展運営委員、
　　　 西日本写真協会監事／小林 敏夫

デジタル画像編集講座教養

写真作りは撮影が６、仕上げが４と言われています。
シャッターを切って後はプリンター任せや写真店任せ、
では御自身の想いが詰まった出来上がりは難しいと思
います。この講座で基本的な写真編集を習得して感動
的な写真を作り展覧会やコンテストに挑戦しましょう。

12,600円（全6回）

9/3、10/1・15、11/5・19、12/3
（第1・3月曜）

教材費 200円

お持ちいただくもの ライトルーム（バージョン5）
以上がインストールされたノートパソコン

15：00～16：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／藤下 友子
え、今更？と思うかもしれませんが気になるのは英文法で
はありませんか？話す、書く、聴く、読む全てのスキル、又
TOEIC®等を解く際も鍵となるのは語法です。幸いそれは
いつでも学び直せるのです。ちょっと(難)だった文法を一緒
に(楽)しくすっきり学びましょう！＊レベル：中級

32,200円（全14回）

9/11～12/11
（毎週火曜）

『使える』納得！英文法
～Communicative Grammar～

英語

無料体験会 9/4（火）15：00～

テキスト代 3,000円程度

13：00～14：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Troy Doucette

英語

このクラスはさまざまな場面でやり取りする力を伸ばし
たい！身につけたい！という方のための講座です。授業
に出てくる話題や内容はテキストのテーマに沿っていま
す。ペアワークやグループでゲームをしたり、いろいろな
スタイルで行うので、楽しく面白く学べます。

25,300円（全11回）

9/10～12/10
※9/17・24、10/8休み（毎週月曜）

英会話 初級（昼）

教材費 300円

無料体験会 9/3(月）13：00～

テキスト代 1,720円

19：00～20：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Paul Shimizu

英語

この講座は、楽しむ事を大切にしています。間違いを恐
れず、緊張やストレスも感じずに楽しんでコミュニケー
ションする事はとても大切です。シンプルな英語を使っ
て、聞く、話す、読む、書くを学んでいきます。筆記用具と
ユーモアのセンスを持って来るのを忘れずに！

32,200円（全14回）

9/12～12/12
（毎週水曜）

楽しい英会話 初中級（夜）

無料体験会 9/5(水）19：00～

テキスト代 2,400円程度

10：30～12：00

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／Steven Sabotta

英語

What is a dark horse?　 What happens when you have your head 
handed to you? On the internet, what does "flame" mean?　
English has words and expressions not found in student textbooks.
　Students in this class will learn new words, expressions and 
word roots by reading short paragraphs, deducing the meaning of 
the words and then using them.The class is conducted in English. 

32,200円（全14回）

9/11～12/11
（毎週火曜）

English Vocabulary
～語彙力アップ～（中級以上）

教材費 300円

お持ちいただくもの A4ファイル（ワークシート保存用）、筆記用具

無料体験会 9/4（火）10：30～

13:30～14：30

受講料

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES

文学

小説・画家・彫刻・陶芸、舞台演出など数多くの功績を
残したジャン・コクトー。映画監督作「美女と野獣」は有
名です。多才なコクトーですが彼の人生は『詩人』でし
た。ピカソやココ・シャネルらとも親交のあった彼の情
熱の人生をご一緒に体験しましょう！授業はフランス
語と日本語で行いますので安心してご参加下さい。

5,250円（全3回）

10/12、11/16、12/14
（各金曜）

ジャン・コクトー
～情熱の人生～

教材費 400円

13：00～14：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 教授／南川 啓一

英語

中学程度の基礎から英語をもう一度やり直してみませ
んか？少し照れますが「be動詞」の一番最初から一歩
ずつ確かめながら進んでいきます。文を暗記するのでは
なく、英語の文を生み出す決まりを理解すれば、英語の
文が作れるようになります。楽しく英語に再挑戦です！

23,000円（全10回）

9/27～12/6※10/18休み
（毎週木曜）

英語再入門
～さあ、もう一度英語をはじめましょう～（入門～初級）

教材費 300円

無料体験会 9/20（木）13：00～

15：00～16：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／大場 明日香

英語

字幕ナシ！への長い道のりを一緒に歩みましょう。ま
ずはドラマや映画、ニュースの英語にしっかり耳を傾
けて。全体の風景を眺めつつ、登場人物のセリフをじ
っくり味わいましょう。キラリと光る表現を集めながら
一歩ずつ行けば、遥かな道もきっと楽しめるはず。

27,600円（全12回）

9/18～12/11
※10/9休み

（毎週火曜）

字幕ナシ！めざして鍛える英語耳
（初級以上）

教材費 200円

19：00～20：30

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／内川 manaois 孝子

英語

テキストのトピックに沿って基本の会話表現を学びコ
ミュニケーションの為のスキルを習得します。レッスン
中はたくさん英語を話す時間を設けます。まずは恥ず
かしさを捨て、間違いを怖がらずに、簡単な会話で御
自身の事を語る事から始めましょう。

32,200円（全14回）

9/12～12/12（毎週水曜）

英会話 初級（夜）

筆記用具、辞書お持ちいただくもの

無料体験会 9/5(水）19：00～

テキスト代 3,000円前後

13：00～14：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Troy Doucette

英語

This class is for students who want to improve 
and expand their English skills through the 
discussion of various topics chosen by the 
students and teacher. Topics may include 
current events and culture and may be 
supported by readings, listening and video.

32,200円（全14回）

9/12～12/12
（毎週水曜）

英会話 中級（昼）

教材費 300円

無料体験会 9/5(水）13：00～



（毎週月曜）13：30～15：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Darcy de Lint

英語

For students interested in reading and discussing short 
stories from around the world. We will be studying 
various easy-reading short stories; each story comes 
from a different country and explores a different theme. 
The focus will be on discussion of the various themes, 
locations, student impressions and related events.

25,300円（全11回）

9/10～12/10※9/17・24、10/8休み

Reading Circle （Aｌｌ Level）

テキスト代 896円程度

教材費 100円

筆記用具、英語辞書お持ちいただくもの

13：00～14：30

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／内川 manaois 孝子

英語

小学生から英会話を始めませんか？
子供達の英語力を養うには早い時期にコミュニケーシ
ョン能力を養う事が大切です。このクラスではフォニッ
クスという英語の音をしっかりと習得し、遊びの中で英
語でのコミュニケーション能力を養います。

13,800円（全6回）
保険料 1,000円

9/22、10/13・27、11/10・24、
12/8（第2・4土曜）

ＫＩＤＳ イングリッシュ
＜小学生対象＞

筆記用具お持ちいただくもの 無料体験会 9/8（土）13：00～

教材費 200円

10：30～12：00

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／内川 manaois 孝子
TOEIC®の難易度が増してきつつあります。最近の出
題傾向を把握しながら、主にpart3.4とpart5.6.7を中
心に進めます。同時にビジネス英会話を学び、相乗効果
で実践スキルを身につけスコアアップを目指します。久
しぶりの受験の方も是非ご参加ください。
＊レベル：中級、スコア600点前後

32,200円（全14回）

9/12～12/12（毎週水曜）

TOEIC®レベルアップ＆
ビジネス英会話

教材費 400円

英語
資格

筆記用具、辞書お持ちいただくもの

無料体験会 9/5(水）10：30～

10：30～11：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／権 京愛

韓国語

ハングル文字がある程度読める方にお勧めのクラスで
す。韓国語の正確な発音、文法及び文型を勉強します。
より楽しく勉強が続けられるように韓国の歌やさまざま
な文化に触れながら、すぐに使える簡単な会話を中心
に多様な表現を学びます。

22,750円（全13回）

9/14～12/14
※11/23休み（毎週金曜）

韓国語会話 初級

教材費 100円

無料体験会 9/7(金）10：30～

テキスト代 2,000円程度

19：30～21：00

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／李 へ玉

韓国語

この授業は、もう少し本格的に韓国語の勉強を続けた
い方々にお勧めです。
授業は90％以上韓国語で進行し、会話はもちろん発音
の練習も徹底的にお手伝いします。
韓国語能力試験の準備にきっと役立ちます。

32,200円（全14回）

9/11～12/11
（毎週火曜）

楽しく続ける韓国語 中上級

教材費 100円

無料体験会 9/4（火）19：30～

テキスト代 2,500円程度

13：00～14：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 名誉教授／板倉 武子

英語

ノーベル賞を目指して奮闘する英才達の物語です。天才
少女・Isabel、努力の人・Adam、冷徹な学者・Dmitri、
そして彼らを巡る人々。軽妙な英文にのって多彩な人物
が眼前に浮かびます。栄光と挫折、幸せの中の苦悩。生
きることの愛しさを思わせる感動的な英書です。

12,800円（全8回）

9/6・20、10/4・18、
11/1・15・29、12/13 

（各木曜）

原書を読む（中級）
Erich Segal：Prizes

教材費 400円
テキスト代 1,200円程度

19：20～20：50

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／藤下 友子
”勉学”の秋は気になるTOEIC®に手をつける絶好のチャ
ンス！1人の自宅学習が苦手な方、意欲ある方達の刺激
を受けつつ（楽しく：))学びませんか？当講座では重要語
彙や各パートのコツを学んだ後、サクッと問題を解き解
説していきます。新テストの形式にも対応しています！

25,300円（全11回）

9/10～12/10
※9/17・24、10/8休み（毎週月曜）

TOEIC®Test講座
～語彙とコツ習得でスコアアップ！～
（TOEIC®550点以上を目指す）（夜）

教材費 300円

英語
資格

無料体験会 9/3(月）19：20～

テキスト代 2,000円程度

10：30～11：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／権 京愛

韓国語

初めて韓国語を学びたい方々のためのクラスです。韓国
語の自然な発音を身に着け、読み書きの練習を重ねな
がら挨拶や簡単な短いフレーズを覚え、実際に使えるよ
うになります。
韓国語を無理なく、ゆっくり覚えたい方は是非チャレン
ジしてみませんか。

24,500円（全14回）

9/13～12/13
（毎週木曜）

韓国語会話 入門（朝）

教材費 100円

無料体験会 9/6(木）10：30～

テキスト代 2,484円

11：45～12：45

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／権 京愛

韓国語

韓国語の文法初級を終了した方々にお勧めのクラスで
す。テキストの他に韓国ドラマのストーリーや歌などを
取り入れるので、韓国語が楽しく続けられます。受講者
の方の話す機会もたくさん与え、会話に自信が付き、韓
国旅行などに役立つことを目標とします。

22,750円（全13回）

9/14～12/14
※11/23休み（毎週金曜）

韓国語会話 初中級（金曜・朝）

教材費 100円

無料体験会 9/7(金）11：45～

テキスト代 2,000円程度

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師、文学博士／胡 山林

中国語

丁寧な指導により、中国語基礎としての発音ピンインを
繰り返し練習して、しっかりと発音力を育てます。様々な
生活場面での会話、日常会話に必要な表現、易しい文
法、慣用語常用語など学び、中国語を楽に話せるように
なりましょう。初級テキスト「萌芽」を配ります。

ふれあい中国語会話
入門初級

9/10～12/10
※9/17・24、10/8休み（毎週月曜） 
17：40～19：10

受講料 25,300円（全11回）

無料体験会 9/3（月）17：40～

13：00～14：30

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／Steven Sabotta

英語

For students who want to improve their English 
listening comprehension. Each week, students 
will listen to and study one news story from 
British, American or other news stations. The 
class is conducted entirely in English.

32,200円（全14回）

9/11～12/11
（毎週火曜）

News Listening
～英語のニュースを聞く～（上級）

教材費 300円

お持ちいただくもの A4ファイル（ワークシート保存用）、筆記用具

無料体験会 9/4（火）13：00～

13：00～14：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 名誉教授／板倉 武子

英語

Dickensの自伝的小説・David Copperfieldを読んで
います。音読していると、Dickensの声が聞こえてくるよ
うな気がします。苦節を乗り越えて、Davidも青年になり
ました。ペーソスとユーモアで愉快に語られている
Dickensの世界に魅了されています。途中からの受講も
大丈夫です。

12,800円（全8回）

9/11・25、10/9・23、
11/6・20、12/4・18

（各火曜）

原書を読む（上級）
Charles Dickens：David Copperfield

教材費 400円
テキスト代 1,500円程度

19：00～20：30

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／内川 manaois 孝子
多くの企業で社員の英語力が求められる時代。その英
語力を測る指標として企業が求めるTOEIC®のスコア
も高くなってきています。更なるスコアアップを目指し、
また最近のテストの難化傾向を把握しながらレッスンを
進めます。久しぶりに受験の方も是非ご参加ください。
＊レベル：スコア600点前後

32,200円（全14回）

9/13～12/13（毎週木曜）

TOEIC®レベルアップ
（TOEIC® 750点以上を目指す）

教材費 400円

英語
資格

筆記用具、辞書お持ちいただくもの

無料体験会 9/6(木）19：00～

19：00～20：30

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／李 へ玉

韓国語

外国語は入門が大事だと言われます。この講座はゼロ
から始める韓国語講座です。独学で中々進まず悩んで
いる方、基礎が足りない方にもお勧めです。正確で自然
な韓国語だけではなく、韓国の文化や慣習なども優しく
お教えします。

13,800円（全6回）

9/21、10/5・19、11/2・16、
12/7(第1・3金曜）

教材費 100円

やさしい韓国語
入門・初級（夜）

無料体験会 9/7(金）19：00～

18：20～19：20

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／李 へ玉

韓国語

韓流ブームが落ち着いた今だからこそ、「生涯学習」とし
て韓国語の力を伸ばしませんか？本講座では「明日す
ぐ使える」生きた会話表現と初中級の文法をバランスよ
く学習します。また、常に日韓を行き来している講師が最
新の韓国事情なども楽しく紹介していきます。

24,500円（全14回）

9/11～12/11（毎週火曜）

教材費 200円
テキスト代 2,500円程度

韓国語会話 中級

無料体験会 9/4（火）18：20～

韓国語辞書お持ちいただくもの



〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師、文学博士／胡 山林

中国語

上手に中国語でコミュニケーションできることを目指
して、日常会話のような自然な発音を指導し、繰り返し
練習するのが講座のポイントです。中国語の表現法と
文法・常用と慣用語を学び、名作を読解し、会話のや
りとり文を読みながら、総合的に表現力を高めます。テ
キスト「成長」（中級）と「収穫」（上級）を配ります。

中級から上級への中国語

9/11～12/11
（毎週火曜） 
19：00～20：30

受講料 32,200円（全14回）

無料体験会 9/4（火）19：00～

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES

フランス語

フランス語で自分の意見が言えるようになるために、基
礎をしっかり学び、さらなる表現力アップを目指します。
パリ出身の講師ならではのパリ最新情報や、映画・食事・
アートなどフランス文化もご紹介します。

フランス語 初中級

9/12～12/12
（毎週水曜） 
14：45～16：15

受講料 32,200円（全14回）

無料体験会 9/5(水）14：45～

教材費 300円

〈講師〉生涯学習センター 講師／廣吉 明子

ドイツ語

教科書は2017年前半のドイツの時事的なニュースを
エッセイストが読み易く書いたものを使用します。ドイツ
であった興味深い出来事について学ぶことができます。
もちろん文法や会話も学びます。仲間たちと楽しくドイツ
語でお話ししませんか。

ドイツ語 中級

9/8～12/8※11/3休み
（毎週土曜）10：30～12：00 

受講料 29,900円（全13回）教材費 200円

テキスト、配布資料、ノート、筆記用具お持ちいただくもの

テキスト代 2,052円

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師、ヴォーカリスト、ヴォイストレーナー／池田 みどり

音楽

思い出に残っている、いつかは歌ってみたいジャズやポッ
プスのスタンダードナンバーをもっと楽しく、もっと素敵
に歌ってみませんか？思った通りに歌えるようにヴォイス
トレーニングも始めましょう！楽譜が読めなくても、英語
が苦手でも大丈夫。1曲ずつ楽しみながら覚えましょう！
会場：別会場

誰でも歌えるジャズ＆ポップス
（グループレッスン）

9/18、10/2・16、11/6・20
（各火曜）  11：00～12：30

受講料 15,500円（全5回）

別会場（ソフィアビル）会場

19：00～20：00

受講料

〈講師〉ReBALANCE 代表／安元 達吉

美姿勢講座
"いつまでも健康で若 し々く"

身体づくり

人生を楽しむ為に必要な健康を維持する体操です。体の
歪みをリセットし安定させる体操なので怪我や痛みの心
配なく効果が出せます。何歳からでも体は変えられます。
正しい知識と実践を継続し、これからも人生を謳歌するた
めに一緒に頑張りましょう。

10,500円（全6回） 保険料 560円

9/14・28、10/12・26、
11/9、12/14

（各金曜）
お持ちいただくもの ヨガマットまたは大判のバスタオル（床に敷

くため汚れてよいもの）、運動ができる服装

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES

フランス語

フランス語で簡単な挨拶や自己紹介が出来る方からの
クラスです。挨拶から一歩進んで、すぐに旅行で使えるフ
レーズや日常生活で使える簡単なフレーズを学びます。
皆さんが苦手な発音も練習しますので安心して下さい。
フランスのオススメスポットも紹介します!

ボンジュール!フランス語 基礎

9/14～12/14※11/23休み
(毎週金曜）
15：30～17：00

受講料 29,900円（全13回）

無料体験会 9/7（金）15：30～

テキスト代 3,000円程度

教材費 300円

〈講師〉生涯学習センター 講師／渡辺 弓子

イタリア語

イタリアに興味を持たれて、少しイタリア語を勉強した
事がある方の為のクラスです。旅行に役立つフレーズを
中心に、自分の思っている事、感じている事が発信出来
る様な会話力を身に付けていきます。楽しみながら、少
しずつイタリア語を勉強しましょう。

楽しく学ぶイタリア語 初中級

9/12～12/19※9/19休み
（毎週水曜） 
13：00～14：30

受講料 32,200円（全14回）

無料体験会 9/5（水）13：00～

教材費 100円

ノート、筆記用具お持ちいただくもの

〈講師〉元福岡女学院中高 非常勤講師、日本ハンドベル連盟認定講師／伊藤 和子

音楽

チャイムやハンドベルを初めてふれる方、またもちろん
経験者の方も、共に音楽を作り出す喜びを分かち合い
楽しんで演奏ができるように練習を重ねていきます。ご
一緒にチャイムやベルにふれてみませんか。心がいやさ
れます。そしてあなたもリンガーに！会場：別会場

チャイムやベルで
気持ちもグレードアップ

9/3・10、10/15・29、
11/5・19、12/3・10

（各月曜）10：30～12：30

受講料 18,400円（全8回）

別会場（ソフィアビル）会場

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師、ヴォーカリスト、ヴォイストレーナー／池田 みどり

音楽

思い出に残っている、いつかは歌ってみたいジャズやポッ
プスのスタンダードナンバーをもっと楽しく、もっと素敵
に歌ってみませんか？思った通りに歌えるようにヴォイス
トレーニングも始めましょう！楽譜が読めなくても、英語
が苦手でも大丈夫。1曲ずつ楽しみながら覚えましょう！
会場：別会場

誰でも歌えるジャズ＆ポップス
（個人レッスン）

9/18、10/2・16、11/6・20
（各火曜） 12：50～（一人30分ずつ）

別会場（ソフィアビル）会場
割引

対象外

受講料 20,500円（全5回）

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／磯田 翌瞳

中国語

中国人のものの見方や考え方に触れながら、豊かな中
国語の表現力を身につけましょう。ネイティブスピーカー
の言い回しを聞きとり、語感をつかむ応用練習をおこな
います。また、旅行で使える実用的な会話表現や、簡潔
でかつ面白い表現にたくさん触れることができます。

ゆっくり学ぶ中国語 中級

9/10～12/10
※9/17・24、10/8休み（毎週月曜） 
15：10～16：40

受講料 25,300円（全11回）

無料体験会 9/3（月）15：10～

テキスト代 2,000円程度

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES

フランス語

このクラスでは、簡単な日常会話を中心に文法、文化を
学びます。
語彙力をアップして、自然な表現や会話を身につけてい
きましょう！

続けようフランス語 初級

9/13～12/13
（毎週木曜） 
14：45～15：45

受講料 24,500円（全14回）

無料体験会 9/6（木）14:45～

テキスト代 3,000円程度

教材費 300円

〈講師〉生涯学習センター 講師／Humberto Trevino

スペイン語

スペインや中南米に旅行を予定されている方、ラテン文
化・食べ物・ダンスに興味がある方など、スペイン語を
話される方との会話や触れあいを楽しめるようになりま
せんか？基礎的な文法や動詞を覚えて、簡単な会話を
練習します。ウンベルト先生と楽しく学べるクラスです。

スペイン語 入門初級

9/14～12/14※11/23休み
(毎週金曜）
13：00～14：30

受講料 29,900円（全13回）
テキスト代 1,500円程度

無料体験会 9/7（金）13：00～

〈講師〉「Viento」のオカリナ奏者／吉川 万里

音楽

優しい阿蘇の土笛（オカリナ）を奏で、心和む時間を過
ごしませんか。オカリナの音色はやわらかく素朴で、聴く
人の心をなごませてくれます。年齢を問わずに気軽に楽
しめる楽器です。初心者の方には安心して受講できるよ
うに、講座前に指導いたします。会場：別会場

オカリナ教室

9/11・25、10/9・23、
11/13・27、12/11
10：30～12：00

受講料 18,200円（全7回）

別会場（ソフィアビル）会場オカリナアルトC管お持ちいただくもの

（各火曜）

〈講師〉福岡女学院音楽科卒業生会／菊池 啓子

音楽

楽譜は読めないけど弾いてみたい、昔習っていてブランクが
ある、更に技術をみがきたいなど、ピアノにご興味ある方は
どなたでもご参加ください！レッスン内容は相談の上進めて
参りますのでご安心ください。会場：別会場

おとなのピアノ（個人レッスン）

9/14・28、10/12・26、11/9、12/14
（各金曜）
10：00～（一人30分ずつ）

受講料 24,600円（全6回）

別会場（ソフィアビル）会場筆記用具お持ちいただくもの

割引
対象外教材費 別途必要な場合あり



TEL.092-575-2993
〒811-1313 福岡市南区曰佐 3 丁目 42-1
http://www.fukujo.ac.jp/shogai/
E-mail : shogai@fukujo.ac.jp

TEL.092-715-2718

FAX.092-715-2719

〒810-0001 福岡市中央区天神2-8-38 協和ビル9F
http://www.fukujo.ac.jp/tenjin/
E-mail : tenjin@fukujo.ac.jp 〈定例閉館日〉日曜日・祝日

〈特別閉館日〉8/13(月）～8/16(木）

8月のみ 月曜日～土曜日 9:00～18:00

開館
時間

9:00～21:00月曜日～金曜日

9:00～18:00土曜日

〈定例閉館日〉日曜日・祝日
〈特別閉館日〉8/13(月）～8/16(木）

開館
時間

9:00～17:30月曜日～金曜日

9:30～12:00土曜日

FAX.092-575-6480
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受 講 の ご 案 内

住所・氏名・電話番号・受講希望講座
受講場所を明記ください。

先着順で受付

●受講お申込方法

いずれかでお申込ください。
電話 FAX E-mail ホームページお申し込みフォーム

●事務手数料
1回（複数講座お申込み可）のお申込みにつき、事務手数料として210円いただ
きます。

●割引制度
福岡女学院に在学中の園児・生徒・学生及びその保護者、福岡女学院の卒業生
の方には割引制度がございます。詳細については、お問合せください。

●キャンセルポリシー
■

■ 

■

受講料、材料費につきましては、開講日の2週間前まではご本人の申し出が
あった場合、全額返金（振込手数料差引額）いたします。なお、それ以降の受
講料及び材料費は開講中止の場合を除き、ご本人の都合による受講取り消
しでの払い戻しはできませんのでご了承ください。
欠席による受講料の払い戻しはできません。また、一旦納入された受講料
は、他講座への振替は原則としてできませんのでご了承ください。
一定の人数に満たない理由により開講を中止した場合は、受講料の払い戻
しをいたします。

●受講の休講・補講について
■

■ 補講を欠席される場合、受講料の払い戻しはできませんのでご了承ください。
■ 講師の病気など、事情により他の講師が代講することがあります。
■

■

講師の急病や事故、交通機関のストライキや天災地変などのため、やむを
得ず休講することがあります。その場合は、まず補講を検討いたしますが、
事情により補講ができないこともあります。補講ができない場合は、休講
分の受講料金をお返しいたします。

台風や大雪など荒天により、交通機関の運行に大きな影響が予想される場
合、休講もしくは予定の講座内容を一部変更する場合があります。
急な休講で連絡が取れないためにおいでいただいた場合など、いかなる事
由でも教室までの交通費など損害は補償いたしません。

●個人情報の取扱いについて
■ お申込や資料請求の際、氏名、住所、電話番号などを伺い、受講連絡をはじめ、本

センターからの各種お知らせや、講座の企画、管理、運営など、本センターから
のご案内に利用することがあります。個人情報は、本学「個人情報規程」により
適切かつ厳重に管理いたしますので、ご協力をお願いいたします。

▲
▲

　

福岡女学院大学の図書館が利用できます。図書館を利用する際には、各校窓口でお申し出ください。
利用時間は、図書館の開館時間に準じます。なお、本の貸出期間は、講座受講期間中となります。
曰佐キャンパス校で講座受講中に駐車場を利用される場合は、
申請書に必要事項（車種・色・ナンバーなど）をご記入の上、ご提出ください。

受講者
特典

福岡女学院大学 生涯学習センター

●受講料について
受講料はお申込み後、振込用紙をお送りいたしますので1週間以内に指定のコンビ
ニエンスストアでお振込みください。受講料の納入をもって、お申込み手続きが完了
したものとします。継続受講の方は、受講中の講座終了日までに各校事務局へお申
込みください。振込用紙をお渡しいたします。「振込受領書」は講座が終わるまで大
切に保管してください。なお、1回のお申込みにつき事務手数料として210円いただき
ます。振込用紙を紛失された場合は、再発行手数料として100円いただきます。

●テキストについて
［曰佐キャンパス校のみ］

［天神サテライト校のみ］

テキストは受講料に含まれておりません。またテキストは、各自でご購入ください。なお、
大学売店での購入は、10％引きとなります。その場合、入荷までに2週間程度かかりま
す。その点を考慮の上、ご購入ください。

テキスト代は受講料に含まれておりません。テキスト代のみ講座開講日に現
金でお支払いただきます。

■ 講座により教材費、材料費、その他の費用が別途必要な場合があります。
■

●その他の費用
教材費等は明示していない場合でも、定期・不定期にプリント代など
いただく場合があります。

曰佐キャンパス校 講座情報

〈講師〉日本ハンドベル連盟2級認定講師／北島 三央

音楽

みんなで心を合わせ、一曲を演奏する楽しさを味わって
みませんか？本講座では、マルマーク4オクターブベル
セットを使用しています。大学のクリスマス礼拝出演へ
向けての練習をおこないます。
大学クリスマス礼拝：12/4（火）
※礼拝当日に参加できない方も受講できます。

ハンドベル講座

9/8・15・29、10/13・27、
11/17・24、12/1（各土曜） 
10：30～12：00 

受講料 18,400円（全8回）

無料体験会 9/1(土）10：30～ 10：30～12：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 講師／中尾 泰斗

日本画の制作にふれよう教養

紙本もしくは絹本で、岩絵具は用いず、淡彩や墨の技法
を使って制作（または模写）していきたいと思います。日
本画で用いられる素材の一端に触れる機会になれるか
と思います。（事前にイメージの検討や写生を行ってお
くと、制作がスムーズになります。）

13,500円（全9回）

9/28～12/7
※10/19、11/23休み

（毎週金曜）

教材費 100円

※制作の内容に応じて、各自で画材を揃えていただきます。
　購入物については初回に検討していきます。

新 規

15：30～17：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 教授／二階堂 整

方言はおもしろい教養

方言は、年配の方の使う言葉・消えていく言葉というイメ
ージがありませんか？あるいは珍しい言葉だけが方言だ
と思っていませんか？方言は１つの「言語」であり、多様な
姿を持っています。皆さんのイメージを変えるため、若者
の言葉や議会の会話の中から方言の姿を明らかにしてい
きます。

4,500円（全3回）

（各月曜）
10/1・15・22

新 規

話題作を次々に発表している人気作家の東山彰良氏をお迎えし、創作の源流や
作品についてお話をうかがいます。

割引
対象外

日　程‥10/13（土曜）　　時　間‥13:30～15：00（受付13：00～）
聞き手‥桜川 冴子（歌人、福岡女学院大学 准教授）

入場料‥1,000円
チケット取扱い：生涯学習センター 曰佐キャンパス校、天神サテライト校
会　場‥福岡女学院大学 エリザベス・リー ホール（学内に駐車場あり）

【作家インタビュー】 東山彰良氏に聞く！

公開講演会

東山 彰良氏
（小説家：直木賞、読売文学賞など多数受賞）

【講　師】

太宰府のことを私たちはどれくらい知っているでしょうか。歴史や文化、天満宮の神
事のほか、太宰府を遠来の客にご案内する際のポイントとなる所やそれにまつわる
話、魅力などをうかがいます。

日　程‥12/8（土曜）　　時　間‥14：00～15：30
割引

対象外

この人に聞く！ ～新しい扉を開いた女性たち～

聞き手‥桜川 冴子（歌人、福岡女学院大学 准教授）

受講料‥1,000円
会　場‥福岡女学院大学 生涯学習センター 天神サテライト校

第6回 女性リーダー特別講座

森 弘子氏（太宰府発見塾 塾長）
【講　師】

13：30～15：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 准教授／守山 惠子

日本語

日本語学習者にとって、オノマトペは一つの壁です。母
語話者であれば、小さな子どもたちもオノマトペを喜
びます。日本語の表現が豊かにもなります。それなのに
なぜ？その理由を探りながら、日本語のオノマトペを
再考してみましょう。絵本を使います。

500円（全1回）

11/30
（金曜）

ワンコイン講座
日本語新発見！－オノマトペ－ 1日講座

割引
対象外

公開講座のご案内
男女共学で地域・社会に貢献する「生涯学習センター」
学び続けることは、成長し続けること。

2018年度 秋学期

市 民 講 座

新 規

13：30～15：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 准教授、神学博士／徐 亦猛

キリスト教市民講座
～キリスト教と文化～

キリスト教

なぜ、キリスト教の祭りであるクリスマスにサンタクロー
スが登場したのか。なぜ、世界の美術作品にユダヤ人
であるイエスは、金髪の西洋人として描かれたのか。キ
リスト教が異文化や異宗教と出会い融合した、二千年
の歴史を一緒に辿ってみましょう。

9,000円（全6回）

（第1・3木曜）

9/20、10/4・18、
11/15・29、12/6※11/1休み

15：30～17：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／August McInnis

英語

英文を読むのが苦手な方、
簡単でわかりやすい英語の
「絵本」から始めてみませ
んか？
一緒に読んで楽しくお話し
しましょう！ 

4,800円（全3回）

10/10、11/7、12/12
（各水曜）

絵本で学ぼう！
英米文学入門 新 規


