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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。

割引
制度

講師の急病、災害など、止むを得ない事情が発生した場合は、休講することがあります。休講した場合には、原則として
補講を行いますが、事情により補講ができないことがあります。
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。

お申込・資料ご請求の際には、お客様の個人情報をご提供いただきます。ご提供いただきました個人情報は、本学個人
情報保護規定により適切かつ厳重に管理いたします。また、これらは講座の企画、管理、運営ならびに本学主催の公
開講座等のご案内に利用することがあります。

《受講者の特典について》
福岡女学院大学図書館の利用ができます。
図書館の利用をご希望の方は受講証明書を発行しますのでお申し出ください。

《講座の休講・補講について》

《個人情報保護法について》

福岡女学院 
天神サテライト 
ご案内図

受講料はお申込み後、振込用紙をお送り致しますので1週間以内に指定のコンビニにてお振込ください。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。お申込み講座の開講日に天神サテライトへお越しください。「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、一回のお申込みにつき申込事務手続き料として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をいただきます。

無料体験会が明記されている講座は、無料体験参加後にお申込み可能な講座です。参加費は無料です。
無料体験会を実施しない講座は見学ができます。見学は通常の講座に参加していただく形になります。見学の後、受
講することを決定された場合は、見学の分を含めた受講料をいただきます。なお、講座によって、見学できないものもあり
ますので、予めご了承ください。
無料体験会、見学、いずれも事前にお申込みください。定員を超える場合は、お断りさせていただくことがございます。

受講料、材料費につきましては開講日の2週間前までに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、御本人の都合による受講取り消しで
の払い戻しは出来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、一旦納金された受講料は、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中止となった場合は、受講料の払い戻しをいたします。
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いただきます。

《キャンセルポリシー》

《受講料について》

福岡朝日
会館ビル
福岡朝日
会館ビル

セガミ
（薬局）
セガミ
（薬局）

福岡女学院天神サテライト
協和ビル9F  1Fにローソンあり

受講お申込み方法
お申込みのキャンセルの場合
は、必ずご連絡ください。受講料
のお振込のないことをキャンセ
ルとはみなしません。

定員になり次第、受付を締め切
らせていただきます。
受講される講座数、年齢、性別
の制限はありません。

住所・氏名・
電話番号・　
受講希望
講座を明記いずれかでお送りください。

ホームページお申込みフォーム

先着順で受付 ご注意
※

※

電話 FAX
E-mail

●

《無料体験会・見学について》

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

特 集特 集

［開館時間］月曜～金曜 9：00～21：00
土曜        9：00～18：00 

日曜・祝日［定例閉館日］

開館日時092-715-2718TEL

E-mail t en j in@fukujo .ac . jp〒810-0001 福岡市中央区天神2-8-38 協和ビル9F 092-715-2719FAXお申込み・お問合せ先

HP 福岡女学院天神サテライト

 facebookページに
「いいね！」してください
facebook

福岡女学院大学
生涯学習センターご案内

●2014年度新規講座
①「赤毛のアン」講師：池田肇子（福岡女学院大学教授）
②「会話を楽しむ中国語」講師:徐亦猛（福岡女学院大学短期大学部准教授）
③「万葉の歳時記」講師：清原倫子（生涯学習センター講師・博士(国際文化)）　　
④「古代東アジア世界と倭国」講師：清原倫子
⑤「装飾古墳探訪への旅」講師：片岡宏二（福岡女学院大学非常勤講師）
⑥「韓国語会話」講師：鄭美京（福岡女学院大学非常勤講師）

●無料体験講座「赤毛のアン」3月11日（火）13：30～14：30
●幼児・小学生対象講座は「小学生の英会話」、「リトミック：1歳半から3歳児対象」「リト
ミック：4歳から6歳児対象

●夏休み小学生対象講座は「パンを焼きましょう」、「お好み焼きクッキング」､｢ステンシルで
エプロン作り｣、｢パソコンでいろいろプリント｣（小学4～6年生対象）　　

●文学は「宮沢賢治の詩を読む」、「歴代の漢詩を味わう」、「九州の歴史紀行」、「源氏物
語を読む」、「近松を読む」、「万葉の歳時記」、「古事記を読む」

●教養は「聖書」、「教科書から学び日本史」、「ハンドベル」、「パイプオルガン」、｢初めての
ハープ」、「写真」、「食を楽しむ」、「臨床心理実践への招待」、「英語の音読で脳力パ
ワーアップ」、「英米の短編を読む」

●会話は「シニアのためのトラベル英会話」、「初心者のための英会話」、「英会話初級」
「英会話上級」、｢韓国語会話｣、「会話を楽しむ中国語」
●資格取得講座は「TOEIC®Test 対策」、｢英検準1級｣
詳細については、パンフレットをお送りいたしますのでご連絡をお待ちいたします。

＜お申込み・お問合せ先＞
福岡女学院大学生涯学習センター　〒811-1313　福岡市南区曰佐3-42-1
tel：092-575-2993  fax：092-575-6480　E-mail：shogai@fukujo.ac. jp  

福岡女学院大学生涯学習センターは、キリスト教精神に基づき国際的視野にたって充実した生涯の実現を目指す人のた
めに生涯学習の援助活動をおこなう事を目的とし、曰佐キャンパスで講座を開講しています。体験は無料でお受けしていま
すので、お気軽にお申し出ください。

　FjTs 福岡女学院天神サテライトでは、聖
書の言葉『私はぶどうの木、あなたがたはそ
の枝である』から、 “つながる” をキーワード
に、『ぶどうの枝』を開設しています。多くの皆
様にFjTsへお運びいただき、新しい出会いを
と考え、各種イベントや作品展を開催します。

ギャラリー“ぶどうの枝”
お知らせ

■FjTs辻本潤一  実践デジカメ講座講師受講生
　による作品展　（4月開催予定）

おいしいアジアおいしいアジアおいしいアジア

2014年度４月開講(全20回) - 定員10名
受講料 年間20万円⇒ 開講記念割引 年間10万円 (税込）
　　　　　　　　　　　　　　　テキスト代として別途2,000円程度必要
※2015年度も開講予定。ただし受講料は年間20万円（税込）
※受講にはMacBook Air（2013年度モデル　OS X10.9以降）が必要です。
　3月26日（水）の無料説明会でMacBook Air　ご購入のアドバイスをします。

講師紹介：増本　衛

2014年度 - 年間スケジュール（予定）
隔週水曜日19時～20時30分（19回）、
20回目の3/7（土）は研究発表会

ソーシャル・メディア・ゼミナール「ソーシャルメディアアドバ
イザー（SMA）講座」講師。九州大学経済学府産業マネ
ジメント専攻修士課程、専門はコミュニティ・メディア・デザ
イン、ソーシャルメディア、マーケティング。上場企業から地
場中小企業、地方自治体、医療機関まで様々な組織で
SNSの講座を多数実施。MBAの知識体系を基にソーシ
ャルメディア実践活用のカリキュラムを構築。

無料説明会（3/26）
第 1 回（ 4 /16）：SNS全般知識
第 2 回（ 4 /30）：マルチメディア基礎*
第 3 回（ 5 /14）：Facebook基礎
第 4 回（ 5 /28）：音源制作(Garageband)*
第 5 回（ 6 /11）：Twitter/LINE基礎
第 6 回（ 6 /25）：動画制作(iMovie)*
第 7 回（ 7 / 9 ）：YouTube基礎
第 8 回（ 7 /23）：研究テーマ策定
夏期休暇 － （課題有）
第 9 回（ 9 /10）：Facebook中級(1)
第10回（ 9 /24）：Facebook中級(2)
第11回（10/ 8 ）： マーケティング基礎知識
第12回（10/22）：SNSマーケティング
第13回（11/ 5 ）：プレゼン (Keynote)*
第14回（11/19）：SNSリスク事例研究
第15回（12/ 3 ）：SNSリスク管理と対策
第16回（12/17）：SNSミックス
第17回（ 1 / 7 ）：研究テーマ中間発表
第18回（ 1 /21）：コミュニティメディア構築(1)
第19回（ 2 / 4 ）：コミュニティメディア構築(2)
第20回（ 3 / 7 ）：最終研究発表会

特徴1：
充実の通年カリキュラ
ム（年20回/月2回）
でSNS全般知識を修得

特徴2：
予習・復習を重視し徹
底的に学習

特徴3：
MacBook Airで動画・
音楽・プレゼン等を修得

特徴4：
修了時に「ソーシャルメ
ディアアドバイザー講座
修了証」を発行

特徴5：
やむなく欠席した場合は、
動画視聴での再受講可

西田 圭子（韓国宮廷料理研究家）講師

韓国宮廷料理研究家による韓国食文化　～お菓子とお餅～
※最終回で簡単なお菓子かお餅を作ります。

原田 チャンティマ（福岡女学院天神サテライト講師）講師

タイ食文化体験！　～ラープ・生春巻きを作りましょう～

荒木 雪葉（西南学院大学非常勤講師）講師

味わい深い中国文化とお茶　～中国のお茶を味わいながら～

ギュネル 小宮 裕美（福岡トルコ友好協会 代表）講師

トルコ食文化体験！　～トルコのヨーグルト・レシピから～
※ヨーグルト発祥地トルコの国民的ドリンクを作ります。

森山  穣（ベトナムカフェレストランゴンゴン 店長）講師

森山  穣（ベトナムカフェレストランゴンゴン 店長）講師

作って楽しむ！ベトナム食文化教室 Part1 （昼/夜）
※フォー（ベトナム風鶏肉うどん）、チャーゾー（揚げ春巻き）、
　チェー（ベトナム風ぜんざい）の3品を作ります。　

作って楽しむ！ベトナム食文化教室 Part2　（昼/夜）
※チキンのココナッツカレー、蒸し鶏と春雨のサラダ、エスニックスパイスの
　ジンジャーエールの3品を作ります。　

スチン ゲルラ（モンゴリアンカルチャーレストラン 「モンゴルの城」 オーナー）講師

モンゴルへようこそ　～モンゴルの衣食住体験～
※ホーショロー（牛肉入り揚げ餃子）を作ります。（揚げ菓子付）

FjTs 市民講座 ソーシャル・メディア・ゼミナール
ソーシャルメディアアドバイザー（SMA）講座ソーシャルメディアアドバイザー（SMA）講座

※この講座は割引制度対象外です

事前申し込みが必要です。

シラバス内容は一部変更する場合もあります

※写真は昨年の美術展の様子まずは
無料説明会へどうぞ
日時 3/26(水)
19時～20時30分

まずは
無料説明会へどうぞ
日時 3/26(水)
19時～20時30分

《特集「おいしいアジア」の詳しい内容は本誌6ページをご覧下さい。》
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福岡女学院短期大学開学50周年記念　特 別 講 座福岡女学院短期大学開学50周年記念　特 別 講 座福岡女学院短期大学開学50周年記念　特 別 講 座福岡女学院短期大学開学50周年記念　特 別 講 座

木ノ脇 悦郎
（福岡女学院院長、福岡女学院大学学長）

講師

■ 5/30～7/18（6/6,7/4除く）
　 毎週金曜  14:45～16:15
■ 受講料 3,600円（全6回）
■ 教材費 500円

キリスト教市民講座
～日本にやってきたキリスト教～

　現在グローバル化が一般的となり
異文化交流や異質な価値との共存が
重要な課題となっている。16世紀、
日本とキリスト教の出会いはまさに
現在の課題を先取りしたものといえ
よう。歴史の中で日本とキリスト教
はどのように出会い、対峙し、調停
していったのか歴史の断面から私達
への問いかけを聞いてみよう。

キリスト教・歴史

岩井 眞實
（福岡女学院大学教授）

講師

■ 5/31 土曜
    10：30～12：00
■ 受講料 2,100円 

六月博多座大歌舞伎
解説講座

　2014年6月で、博多座はちょう
ど開場15周年を迎えます。主な演
目の見どころを、映像資料を交えな
がらわかりやすく解説します。歌舞
伎は敷居が高いと思われるかもしれ
ませんが、背景や約束事が少しわか
れば楽しく鑑賞できるエンターテイ
ンメントです。

文学　　　

福岡女学院大学心理系教員講師

■ 5/9～7/11
    毎週金曜
　 19:00～20:30
■ 受講料 23,000円
    （全10回） 

臨床心理講座
日常生活の中での『なぜ？』を考える(2)

　日常生活の中には不思議に思うこ
とがたくさんあります。この講座で
は、日常生活の中で私たちが『な
ぜ？』と思うトピックを取り上げ、
心理学的な視点から考えてみたいと
思います。そこから、私たちが豊か
に生きるヒントがきっと見つかるこ
とでしょう。※(1)を受講されてい
ない方でもご参加いただけます。

心　理

德永 明子
（福岡女学院天神サテライト講師、きりん文庫かすが主宰）

講師

■ 5/30 金曜
　 10:30～12:00
■ 受講料 1,100円 

「声」が育てる「ことば」と「こころ」
～赤ちゃん文庫の経験から～

　スマホなどの普及により、赤ちゃ
んに声をかけずに子育てするお母さ
んが増え、その弊害が社会的な問題
になっています。温かい血の通った
肉声が、子どもの言葉と心を育てる
のにどれほど大きな役割を果たすか、
赤ちゃん文庫での体験を通してお伝
えしたいと思います。

栗山 昌子・守山 惠子
（元福岡女学院大学大学院教授・福岡女学院大学准教授）

講師

■ 4/17～7/10 
    毎週木曜
　 10:30～12:00
■ 受講料 29,900円
    （全13回）
■ テキスト 1,995円（予定） 

日本語ボランティア講座
～基礎 Ⅰ ～

　日本語が母語でない人に日本語を
教える立場から、日本語を外国語と
して見直し、日本語の語彙、音声、
表記、文法を学びます。秋、冬の講
座Ⅱ、Ⅲにつなげていく基礎編です。
現在教えている方、これから教えた
い方、日本語に興味のある方はどな
たでも歓迎です。

日本語・生きがい

上村 あつ子
（やかまし村文庫主宰、福岡「子どもの読書」関連団体連絡協議会運営委員）

講師

■ 5/14, 6/11, 7/9, 9/10,
　 10/8, 11/12, 12/10 
　 各水曜  10:30～12:00
■ 受講料 10,700円（全7回）
■ 教材費 300円

絵本の読み聞かせとストーリーテリング
～楽しい読書ボランティア入門～

　読書ボランティア活動で大切なこ
とは、子どもたちと一緒に絵本やお
はなし（ストーリーテリング）の世
界を楽しむことです。まずはいろい
ろな絵本やおはなしを聞いて楽しむ
ことから始め、さらにプログラムの
組み方などについても考えていきた
いと思っています。

生きがい生きがい

橋口 隆文
（福岡女学院中高非常勤講師）

講師

■ 4/24, 5/8・22, 6/12・26, 
 　7/10　各木曜
    13:00～14:30
■ 受講料 12,600円（全6回）

賢治童話を読み直す

　今回は、アニメや絵本などで子ど
もたちにも広く親しまれている『セ
ロ弾きのゴーシュ』を読みます。賢
治が最晩年まで何度も書き直した草
稿を通して、ゴーシュと動物たちと
の楽しい交流をたどりながら、作品
に託した作者の意図を考えたいと思
います。

文　学

谷口 佳代子
（福岡女学院大学非常勤講師）

講師

■ 4/16, 5/7・21, 6/4・18, 
 　7/2 各水曜
　 10:30～12:00
■ 受講料 12,600円（全6回）
■ 教材費 100円

近現代文学講座
～師弟とライバル～

　森鴎外と夏目漱石、井伏鱒二と太
宰治など、有名な作家たちも、ライ
バルや師弟となって、文壇を構成し
ていました。時に文学を越えて発展
する彼らの人間関係にふれながら、
明治から大正昭和にかけての様々な
短編小説を、楽しく読んでいきます。

文　学

吉川 万里（「デュオ・ビエント」のオカリナ奏者）講師

■ 4/8・22, 5/13・27, 6/10・24, 
    7/8・22 
    各火曜  10:30～12:00
■ 受講料 20,800円（全8回）
■ お持ちいただく物
 　 オカリナアルトＣ管
■ 会場　別会場
　 ※詳細はお問い合わせください。 

Viento 吉川万里の
オカリナ教室

 Viento（ビエント）の吉川万里で
す。優しい阿蘇の土笛（オカリナ）
を奏で、心和む時間をご一緒に過ご
しませんか。初心者の方には安心し
て受講していただけるように講義前
に指導いたします。

音　楽

福岡女学院音楽科卒業生会講師

■ 4/18, 5/2・16, 6/6・20, 7/4  各金曜 
    10:00～  30分ずつ4名
■ 受講料 24,600円（全6回） ※割引対象外
■ 教材費 別途必要になることがあります。
■ お持ちいただく物    筆記用具
■ 会場　別会場 ※詳細はお問い合わせください。  

おとなのピアノ

 「ピアノを弾いてみたい」「どうしたら両
手で弾けるのかしら」そう思われたことは
ありませんか。初めての方には音や音符
の読み方、指の動かし方など基本から、
また、経験者の方に
はご自身のレベルに
合ったレッスンをいた
します。講座初回に
講師と相談の上、曲
を選定いたします。

音　楽

池田 みどり（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）

講師

■ 4/15, 6/3・17, 7/1・15
    各火曜  
    ①グループレッスン11:00～12:30
 　②個人レッスン
       12:40～  30分ずつ4名
■ 受講料①15,500円（全5回）
    　　　②20,500円（全5回）
    ※②個人レッスンは割引対象外
■ 会場　別会場
　 ※詳細はお問い合わせください。  

だれでも歌える
ジャズ＆ポップス

　思い出に残っている、また以前から気に
なっているジャズやポップスのスタンダード
ナンバーを歌ってみませんか。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！

音　楽　　　

大塚 絢子（福岡女学院天神サテライト講師）講師 大塚 絢子（福岡女学院天神サテライト講師）講師

■  5/10・24, 6/14・28, 7/12
     各土曜  11:00～12:30
■ 受講料 15,500円（全5回） 
■ 教材費 100円
■ 会場　別会場
　 ※詳細はお問い合わせください。

コーラスの楽しみ
（女声合唱）　　

　様々なジャンルの曲を練習いたし
ます。メロディーにハーモニーが加
わることで生まれる“美しい音楽”
を一緒に奏でましょう！合唱の経験
が無くても、歌うことに興味がある
方、歌うことが好きな方はぜひお気
軽にご参加ください♪

音　楽 音　楽

廣田　稔
（元福岡女学院大学大学院教授、九州大学名誉教授、
 ケンブリッジ大学ペンブルックカレッジ客員、福岡日英協会理事）

講師

■ 4/18, 5/2・16, 6/6・20,
 　7/4 各金曜
　 13:00～14:30
■ 受講料 12,600円（全6回）
■ テキスト 1,520円（予定）

英国への招待

　テキストのOn Britainに記述され
る英国の風土、文化情報を優れた平
明な英文によって学び（英文は訳付
けします）、英語を読むことも併せ
て、美しい英国をご紹介します。英
国精神の知的財産である詩や小説に
も触れて文学の世界にも目を向けて
いきたいと思います。

海外文化

赤木 有為子（イギリス料理研究家、料理エッセイスト）講師

■ 4/23, 5/7・21, 6/4・18, 
    7/2 各水曜
   10:30～12:00
■ 受講料 12,600円（全6回）
■ 材料費 300円
■ 教材費 900円

イギリス人はどんな味がお好き？Ⅵ
～ピーターラビットのお話集とイギリス料理～

　ピーターラビットのお話を味わいながら、お話に出てくる食
べ物からイギリス食文化を徹底的に追求します。講義は日
本語訳を使いますが、英語のお話も配布します。ピーターラ
ビットのお話、作者ビアトリクス、イギリス食文化、英語、そし
てイギリス料理にご興味のある方、ぜひご参加ください。
1回目 ピーターラビットのお話
2回目 パイが２つあったお話（I）
３回目 パイが２つあったお話（II）
４回目 2匹のわるいねずみのお話
５回目 お話鑑賞とティー
（イングリッシュマフィンとマーマレードのお茶を用意しています）　 
６回目 ビアトリクス頃のイギリスと食文化

海外文化

伊藤 和子（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）

講師伊藤 和子（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）

講師

■ 4/14・28, 5/12・26, 6/16・30, 
    7/14・28 各月曜
    10:30～12:30
■ 受講料 18,400円（全8回）
■ 会場　別会場
　 ※詳細はお問い合わせください。 

クワイアチャイムやベルで
楽しんでグレードアップ！！

クワイアチャイムで心の
祈りをひびきに！！

　クワイアチャイムやハンドベルを
既に経験され、もっとグレードアッ
プして、楽しんで演奏されたい方々
のためのクラスです！さらに音楽を
理解したい、もっと難曲にもチャレ
ンジされたい方々、どうぞご一緒に
やりましょう！

音　楽　　　 音　楽　　　

■ 4/14・28, 5/12・26,
    6/16・30, 7/14・28 各月曜
    13:30～15:30
■ 受講料 18,400円（全8回）
■ 会場　別会場
　 ※詳細はお問い合わせください。

　クワイアチャイムはアメリカから日本に
入ってきた打楽器で、鍵盤のように音が
並び、叩くその人の手から、素敵な音が
出てひびきます。音と音が重なり、チャイ
ム特有のひびきに、その叩く人の心が和
み、癒されます。譜面が読めない方も大
丈夫です。初めての方は講座開始前
13:00より、振り方、音の出し方、持ち方
等を練習しましょう！　

■ 5/10・24, 6/14・28, 7/12
　 各土曜 12:40～　40分ずつ4名
■ 受講料 20,500円（全5回） ※割引対象外
■ 会場　別会場
　 ※詳細はお問い合わせください。

楽しく！ ヴォイス
トレーニング（個人レッスン）

 顔が一人ひとり違うように、声も
また違う個性をもっています。その
人にしかない“声”という魅力を一
緒に磨いてみませんか？体を緊張か
ら解き放ち、リラックスしてのびの
びと自然な発声を目指しましょう♪
気持ちよく声を出して、ココロとカ
ラダをすっきりリフレッシュ!!

南川 啓一（福岡女学院大学教授）講師 南川 啓一（福岡女学院大学教授）講師

■ 5/8～7/10
 　毎週木曜  13:00～14:30
■ 無料体験会
    4/10（木）13:00～
■ 受講料 23,000円（全10回）
■ 教材費 300円

英語再入門 
～be動詞からもう一度～（入門）

歌で学ぶ美しい英語
～70年代の歌～（全レベル対応）

　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？今度は失敗しないでちゃんとやれるかも
…？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。言葉は規則の集
合体！文法には例外はありません。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。文を作る能力が
なければ理解することももちろんできません。楽しく
英語に再挑戦です！ちょっと欲張りですが10回の講
座で英語の基礎を終えることができるでしょう。

英　語　　　 英　語　　　

■ 5/8～7/10
 　毎週木曜  14:50～16:00
■ 無料体験会
    4/10（木）14:50～
■ 受講料 18,000円（全10回）
■ 教材費 200円 

　英語の基本は「強弱のリズム」。日
本語には「高低」はあるけれども「強
弱」はありません。日本人にとって英
語が難しい理由の一つがこれです。し
かし、歌を練習することで英語のリズ
ムを身に付けることができます。歌に
は英語の「強弱のリズム」がそのまま
現れるのです。今回は70年代のアメリ
カの歌を中心に選んでみました。楽し
く歌って英語を学んでみましょう。

内川 Manaois 孝子
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 4/16～7/9
 　毎週水曜  19:00～20:30
■ 無料体験会
    4/9（水）19:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 未定
■ 教材費 200円

英会話初級（夜）

　初級クラスの目標は、英単語や役
に立つ短い文章を自信を持って話せ
る様になる事です。日々の考えや感
情を伝えたり、質問をしたり相手の
反応も理解出来るようになってコ
ミュニケーションを楽しみましょ
う！

1日
講座
1日
講座

　万葉集第三期の中心は大宰府です。天
平2年正月に帥の大伴旅人を主人（ある
じ）とした管内の官人・国司たちによる
「梅花歌三十二首」が生まれました。万
葉集の中で最も多く梅を詠んだのは大伴
氏の一族です。このことは後世の菅原道
真の故事と無関係ではないようです。

　法政大学日本文学科卒。福岡女学院短期大学名誉
教授。文学博士。2011年福岡県文化賞受賞。主な著
書に『鉄翁画談と倉野煌園』(勉誠社)、『江戸時代女
流文芸史―地方を中心に―』〔旅日記編〕〔俳諧・和
歌・漢詩編〕(笠間書院)、『近世福岡地方女流文芸集』
『近世女人の旅日記集』（共に翻刻、葦書房）、『百合
若説話の世界』『近世地方女流文芸拾遺』『大宰府万
葉の世界』（以上弦書房）、他。

前田　淑講師
（福岡女学院短期大学名誉教授、文学博士）

■ 4/19  土曜 
    10:30～12:00
■ 受講料 2,100円

　 

筑紫万葉の世界
～大宰府の梅と大伴氏～

文　学

【プロフィール】

　あなたはいつ富士山の存在を意識しました
か？葛飾北斎の「富嶽三十六景」はヨーロッ
パに渡り、印象派の画家たちに影響を与えま
した。若き日のポール・クローデルも、姉カミーュ
の影響もあり、日本文化に魅了されました。後
に、駐日フランス大使として来日。日本文化に
直接ふれ、芸術家・学者とおおいに交流しまし
た。この講座ではその跡をたどり、富士山と日
本文化と、ヨーロッパとの交流について、考え
てみましょう。

　学習院大学英文科卒、上智大学大学院博士課程修了。
プリンストン大学客員研究員を経て、國學院大學日本文化
研究所研究員。福岡女学院大学短期大学教授。元大手
前大学大学院特任教授・元同大学交流文化研究所所長。
専門は比較文学・比較文化。主な著書に『Ｔｈｅ Princeton 
Companion to Classical Japanese Literature（共）』
（Princeton U.P.）、『横光利一 比較文化的研究』（南窓
社）、『横光利一  比較文学的研究』（南窓社）。

小田桐　弘子講師
（福岡女学院大学名誉教授）

■ 4/26  土曜
    11:00～12:15
■ 受講料 2,100円

　 

どうして富士山は文化遺産なのかしら？ 
～フランス大使クローデルの富士讃の詩をめぐって～　

比較文化

【プロフィール】

　二つのテーマを提供します。英文学の
最高峰・シェイクスピアの台詞から、今
を生きるための指針を学びます。もう一
つのテーマは英語教育です。小学校に導
入されています。格差の広がる英語の学
力、「このままで良いのか」と、思いを
巡らすこの頃です。的確な力を身に付け
る方法を考えたいと思います。

　広島大学卒。1958年フルブライト奨学生としてテ
キサス大学・大学院入学。言語学科MA取得。福岡女
学院短期大学専任講師を経て同短期大学教授。福岡
女学院大学教授。同大学名誉教授。著書は『最新英語
音声学（共著）』（成美堂）、『英語が拓いた人生』（梓
書院）、他。福岡女学院天神サテライトなど、講師と
して現在に至る。

板倉　武子講師
（福岡女学院大学名誉教授）

■ 4/19  土曜
    13:00～14:15
■ 受講料 2,100円

　 

英語世界の魅力

英　語

【プロフィール】

1日
講座
1日
講座

100から選べる　　市民講座100から選べる　　市民講座

Paul Shimizu（福岡女学院天神サテライト講師）講師

■ （朝）4/17～7/10
    毎週木曜  10:30～12:00
    （夜）4/16～7/9 
    毎週水曜  19:00～20:30
■ 無料体験会
    （朝）4/10（木）10:30～
    （夜）4/9  （水）19:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 2,400円（予定）

楽しい英会話入門
（朝/夜）

　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、プレッ
シャー、ストレスを感じず、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、書くの４つを学んでいき
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！

英　語

■ 4/14～7/14（5/5除く）
    毎週月曜  10:30～12:00
■ 無料体験会
    4/7（月）10:30～
■ 受講料 29.900円（全13回）
■ テキスト 3,320円（予定）

ZEROからの英会話

　英語の発音、よく使う単語、日常
会話のフレイズ、聞く、話すをバラ
ンスよく練習していきます。初心者
の方や英語に自信がないけれど英語
の世界に興味を持っている方向けの
講座です。

英　語

Darcy de Lint
（福岡女学院大学非常勤講師）

講師

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
　 毎週火曜  10:30～12:00
■ 無料体験会
    4/8（火）10:30～
■ 受講料 29.900円（全13回）
■ テキスト 2,700円（予定）

英会話初級（朝）

　初心者より少しレベルアップの初
級レベルの講座です。英語の発音、
よく使う単語、日常会話のフレイズ、
聞く、話すを練習していきます。日
常会話や旅行の話を英語でできるよ
うに自信をつけていきましょう。

英　語

Darcy de Lint
（福岡女学院大学非常勤講師）

講師

英　語　

Gregory J. O'Keefe
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 4/14～7/14（5/5除く）
　 毎週月曜  13:00～14:30
■ 無料体験会
    4/7（月）13:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ 教材費 400円

英会話初級（昼）

　初心者より少しレベルアップの初
級者向けの分かりやすい英会話クラ
スです。間違いを恐れず思い切って
話して、話す自信を一緒に作りま
しょう。「ZEROからの英会話」を
受講していることが望ましいです。
必要に応じて日本語で説明もありま
す。

英　語

NEWNEW

NEWNEW



－ 1 － － 2 －

福岡女学院短期大学開学50周年記念　特 別 講 座福岡女学院短期大学開学50周年記念　特 別 講 座福岡女学院短期大学開学50周年記念　特 別 講 座福岡女学院短期大学開学50周年記念　特 別 講 座

木ノ脇 悦郎
（福岡女学院院長、福岡女学院大学学長）

講師

■ 5/30～7/18（6/6,7/4除く）
　 毎週金曜  14:45～16:15
■ 受講料 3,600円（全6回）
■ 教材費 500円

キリスト教市民講座
～日本にやってきたキリスト教～

　現在グローバル化が一般的となり
異文化交流や異質な価値との共存が
重要な課題となっている。16世紀、
日本とキリスト教の出会いはまさに
現在の課題を先取りしたものといえ
よう。歴史の中で日本とキリスト教
はどのように出会い、対峙し、調停
していったのか歴史の断面から私達
への問いかけを聞いてみよう。

キリスト教・歴史

岩井 眞實
（福岡女学院大学教授）

講師

■ 5/31 土曜
    10：30～12：00
■ 受講料 2,100円 

六月博多座大歌舞伎
解説講座

　2014年6月で、博多座はちょう
ど開場15周年を迎えます。主な演
目の見どころを、映像資料を交えな
がらわかりやすく解説します。歌舞
伎は敷居が高いと思われるかもしれ
ませんが、背景や約束事が少しわか
れば楽しく鑑賞できるエンターテイ
ンメントです。

文学　　　

福岡女学院大学心理系教員講師

■ 5/9～7/11
    毎週金曜
　 19:00～20:30
■ 受講料 23,000円
    （全10回） 

臨床心理講座
日常生活の中での『なぜ？』を考える(2)

　日常生活の中には不思議に思うこ
とがたくさんあります。この講座で
は、日常生活の中で私たちが『な
ぜ？』と思うトピックを取り上げ、
心理学的な視点から考えてみたいと
思います。そこから、私たちが豊か
に生きるヒントがきっと見つかるこ
とでしょう。※(1)を受講されてい
ない方でもご参加いただけます。

心　理

德永 明子
（福岡女学院天神サテライト講師、きりん文庫かすが主宰）

講師

■ 5/30 金曜
　 10:30～12:00
■ 受講料 1,100円 

「声」が育てる「ことば」と「こころ」
～赤ちゃん文庫の経験から～

　スマホなどの普及により、赤ちゃ
んに声をかけずに子育てするお母さ
んが増え、その弊害が社会的な問題
になっています。温かい血の通った
肉声が、子どもの言葉と心を育てる
のにどれほど大きな役割を果たすか、
赤ちゃん文庫での体験を通してお伝
えしたいと思います。

栗山 昌子・守山 惠子
（元福岡女学院大学大学院教授・福岡女学院大学准教授）

講師

■ 4/17～7/10 
    毎週木曜
　 10:30～12:00
■ 受講料 29,900円
    （全13回）
■ テキスト 1,995円（予定） 

日本語ボランティア講座
～基礎 Ⅰ ～

　日本語が母語でない人に日本語を
教える立場から、日本語を外国語と
して見直し、日本語の語彙、音声、
表記、文法を学びます。秋、冬の講
座Ⅱ、Ⅲにつなげていく基礎編です。
現在教えている方、これから教えた
い方、日本語に興味のある方はどな
たでも歓迎です。

日本語・生きがい

上村 あつ子
（やかまし村文庫主宰、福岡「子どもの読書」関連団体連絡協議会運営委員）

講師

■ 5/14, 6/11, 7/9, 9/10,
　 10/8, 11/12, 12/10 
　 各水曜  10:30～12:00
■ 受講料 10,700円（全7回）
■ 教材費 300円

絵本の読み聞かせとストーリーテリング
～楽しい読書ボランティア入門～

　読書ボランティア活動で大切なこ
とは、子どもたちと一緒に絵本やお
はなし（ストーリーテリング）の世
界を楽しむことです。まずはいろい
ろな絵本やおはなしを聞いて楽しむ
ことから始め、さらにプログラムの
組み方などについても考えていきた
いと思っています。

生きがい生きがい

橋口 隆文
（福岡女学院中高非常勤講師）

講師

■ 4/24, 5/8・22, 6/12・26, 
 　7/10　各木曜
    13:00～14:30
■ 受講料 12,600円（全6回）

賢治童話を読み直す

　今回は、アニメや絵本などで子ど
もたちにも広く親しまれている『セ
ロ弾きのゴーシュ』を読みます。賢
治が最晩年まで何度も書き直した草
稿を通して、ゴーシュと動物たちと
の楽しい交流をたどりながら、作品
に託した作者の意図を考えたいと思
います。

文　学

谷口 佳代子
（福岡女学院大学非常勤講師）

講師

■ 4/16, 5/7・21, 6/4・18, 
 　7/2 各水曜
　 10:30～12:00
■ 受講料 12,600円（全6回）
■ 教材費 100円

近現代文学講座
～師弟とライバル～

　森鴎外と夏目漱石、井伏鱒二と太
宰治など、有名な作家たちも、ライ
バルや師弟となって、文壇を構成し
ていました。時に文学を越えて発展
する彼らの人間関係にふれながら、
明治から大正昭和にかけての様々な
短編小説を、楽しく読んでいきます。

文　学

吉川 万里（「デュオ・ビエント」のオカリナ奏者）講師

■ 4/8・22, 5/13・27, 6/10・24, 
    7/8・22 
    各火曜  10:30～12:00
■ 受講料 20,800円（全8回）
■ お持ちいただく物
 　 オカリナアルトＣ管
■ 会場　別会場
　 ※詳細はお問い合わせください。 

Viento 吉川万里の
オカリナ教室

 Viento（ビエント）の吉川万里で
す。優しい阿蘇の土笛（オカリナ）
を奏で、心和む時間をご一緒に過ご
しませんか。初心者の方には安心し
て受講していただけるように講義前
に指導いたします。

音　楽

福岡女学院音楽科卒業生会講師

■ 4/18, 5/2・16, 6/6・20, 7/4  各金曜 
    10:00～  30分ずつ4名
■ 受講料 24,600円（全6回） ※割引対象外
■ 教材費 別途必要になることがあります。
■ お持ちいただく物    筆記用具
■ 会場　別会場 ※詳細はお問い合わせください。  

おとなのピアノ

 「ピアノを弾いてみたい」「どうしたら両
手で弾けるのかしら」そう思われたことは
ありませんか。初めての方には音や音符
の読み方、指の動かし方など基本から、
また、経験者の方に
はご自身のレベルに
合ったレッスンをいた
します。講座初回に
講師と相談の上、曲
を選定いたします。

音　楽

池田 みどり（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）

講師

■ 4/15, 6/3・17, 7/1・15
    各火曜  
    ①グループレッスン11:00～12:30
 　②個人レッスン
       12:40～  30分ずつ4名
■ 受講料①15,500円（全5回）
    　　　②20,500円（全5回）
    ※②個人レッスンは割引対象外
■ 会場　別会場
　 ※詳細はお問い合わせください。  

だれでも歌える
ジャズ＆ポップス

　思い出に残っている、また以前から気に
なっているジャズやポップスのスタンダード
ナンバーを歌ってみませんか。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！

音　楽　　　

大塚 絢子（福岡女学院天神サテライト講師）講師 大塚 絢子（福岡女学院天神サテライト講師）講師

■  5/10・24, 6/14・28, 7/12
     各土曜  11:00～12:30
■ 受講料 15,500円（全5回） 
■ 教材費 100円
■ 会場　別会場
　 ※詳細はお問い合わせください。

コーラスの楽しみ
（女声合唱）　　

　様々なジャンルの曲を練習いたし
ます。メロディーにハーモニーが加
わることで生まれる“美しい音楽”
を一緒に奏でましょう！合唱の経験
が無くても、歌うことに興味がある
方、歌うことが好きな方はぜひお気
軽にご参加ください♪

音　楽 音　楽

廣田　稔
（元福岡女学院大学大学院教授、九州大学名誉教授、
 ケンブリッジ大学ペンブルックカレッジ客員、福岡日英協会理事）

講師

■ 4/18, 5/2・16, 6/6・20,
 　7/4 各金曜
　 13:00～14:30
■ 受講料 12,600円（全6回）
■ テキスト 1,520円（予定）

英国への招待

　テキストのOn Britainに記述され
る英国の風土、文化情報を優れた平
明な英文によって学び（英文は訳付
けします）、英語を読むことも併せ
て、美しい英国をご紹介します。英
国精神の知的財産である詩や小説に
も触れて文学の世界にも目を向けて
いきたいと思います。

海外文化

赤木 有為子（イギリス料理研究家、料理エッセイスト）講師

■ 4/23, 5/7・21, 6/4・18, 
    7/2 各水曜
   10:30～12:00
■ 受講料 12,600円（全6回）
■ 材料費 300円
■ 教材費 900円

イギリス人はどんな味がお好き？Ⅵ
～ピーターラビットのお話集とイギリス料理～

　ピーターラビットのお話を味わいながら、お話に出てくる食
べ物からイギリス食文化を徹底的に追求します。講義は日
本語訳を使いますが、英語のお話も配布します。ピーターラ
ビットのお話、作者ビアトリクス、イギリス食文化、英語、そし
てイギリス料理にご興味のある方、ぜひご参加ください。
1回目 ピーターラビットのお話
2回目 パイが２つあったお話（I）
３回目 パイが２つあったお話（II）
４回目 2匹のわるいねずみのお話
５回目 お話鑑賞とティー
（イングリッシュマフィンとマーマレードのお茶を用意しています）　 
６回目 ビアトリクス頃のイギリスと食文化

海外文化

伊藤 和子（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）

講師伊藤 和子（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）

講師

■ 4/14・28, 5/12・26, 6/16・30, 
    7/14・28 各月曜
    10:30～12:30
■ 受講料 18,400円（全8回）
■ 会場　別会場
　 ※詳細はお問い合わせください。 

クワイアチャイムやベルで
楽しんでグレードアップ！！

クワイアチャイムで心の
祈りをひびきに！！

　クワイアチャイムやハンドベルを
既に経験され、もっとグレードアッ
プして、楽しんで演奏されたい方々
のためのクラスです！さらに音楽を
理解したい、もっと難曲にもチャレ
ンジされたい方々、どうぞご一緒に
やりましょう！

音　楽　　　 音　楽　　　

■ 4/14・28, 5/12・26,
    6/16・30, 7/14・28 各月曜
    13:30～15:30
■ 受講料 18,400円（全8回）
■ 会場　別会場
　 ※詳細はお問い合わせください。

　クワイアチャイムはアメリカから日本に
入ってきた打楽器で、鍵盤のように音が
並び、叩くその人の手から、素敵な音が
出てひびきます。音と音が重なり、チャイ
ム特有のひびきに、その叩く人の心が和
み、癒されます。譜面が読めない方も大
丈夫です。初めての方は講座開始前
13:00より、振り方、音の出し方、持ち方
等を練習しましょう！　

■ 5/10・24, 6/14・28, 7/12
　 各土曜 12:40～　40分ずつ4名
■ 受講料 20,500円（全5回） ※割引対象外
■ 会場　別会場
　 ※詳細はお問い合わせください。

楽しく！ ヴォイス
トレーニング（個人レッスン）

 顔が一人ひとり違うように、声も
また違う個性をもっています。その
人にしかない“声”という魅力を一
緒に磨いてみませんか？体を緊張か
ら解き放ち、リラックスしてのびの
びと自然な発声を目指しましょう♪
気持ちよく声を出して、ココロとカ
ラダをすっきりリフレッシュ!!

南川 啓一（福岡女学院大学教授）講師 南川 啓一（福岡女学院大学教授）講師

■ 5/8～7/10
 　毎週木曜  13:00～14:30
■ 無料体験会
    4/10（木）13:00～
■ 受講料 23,000円（全10回）
■ 教材費 300円

英語再入門 
～be動詞からもう一度～（入門）

歌で学ぶ美しい英語
～70年代の歌～（全レベル対応）

　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？今度は失敗しないでちゃんとやれるかも
…？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。言葉は規則の集
合体！文法には例外はありません。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。文を作る能力が
なければ理解することももちろんできません。楽しく
英語に再挑戦です！ちょっと欲張りですが10回の講
座で英語の基礎を終えることができるでしょう。

英　語　　　 英　語　　　

■ 5/8～7/10
 　毎週木曜  14:50～16:00
■ 無料体験会
    4/10（木）14:50～
■ 受講料 18,000円（全10回）
■ 教材費 200円 

　英語の基本は「強弱のリズム」。日
本語には「高低」はあるけれども「強
弱」はありません。日本人にとって英
語が難しい理由の一つがこれです。し
かし、歌を練習することで英語のリズ
ムを身に付けることができます。歌に
は英語の「強弱のリズム」がそのまま
現れるのです。今回は70年代のアメリ
カの歌を中心に選んでみました。楽し
く歌って英語を学んでみましょう。

内川 Manaois 孝子
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 4/16～7/9
 　毎週水曜  19:00～20:30
■ 無料体験会
    4/9（水）19:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 未定
■ 教材費 200円

英会話初級（夜）

　初級クラスの目標は、英単語や役
に立つ短い文章を自信を持って話せ
る様になる事です。日々の考えや感
情を伝えたり、質問をしたり相手の
反応も理解出来るようになってコ
ミュニケーションを楽しみましょ
う！

1日
講座
1日
講座

　万葉集第三期の中心は大宰府です。天
平2年正月に帥の大伴旅人を主人（ある
じ）とした管内の官人・国司たちによる
「梅花歌三十二首」が生まれました。万
葉集の中で最も多く梅を詠んだのは大伴
氏の一族です。このことは後世の菅原道
真の故事と無関係ではないようです。

　法政大学日本文学科卒。福岡女学院短期大学名誉
教授。文学博士。2011年福岡県文化賞受賞。主な著
書に『鉄翁画談と倉野煌園』(勉誠社)、『江戸時代女
流文芸史―地方を中心に―』〔旅日記編〕〔俳諧・和
歌・漢詩編〕(笠間書院)、『近世福岡地方女流文芸集』
『近世女人の旅日記集』（共に翻刻、葦書房）、『百合
若説話の世界』『近世地方女流文芸拾遺』『大宰府万
葉の世界』（以上弦書房）、他。

前田　淑講師
（福岡女学院短期大学名誉教授、文学博士）

■ 4/19  土曜 
    10:30～12:00
■ 受講料 2,100円

　 

筑紫万葉の世界
～大宰府の梅と大伴氏～

文　学

【プロフィール】

　あなたはいつ富士山の存在を意識しました
か？葛飾北斎の「富嶽三十六景」はヨーロッ
パに渡り、印象派の画家たちに影響を与えま
した。若き日のポール・クローデルも、姉カミーュ
の影響もあり、日本文化に魅了されました。後
に、駐日フランス大使として来日。日本文化に
直接ふれ、芸術家・学者とおおいに交流しまし
た。この講座ではその跡をたどり、富士山と日
本文化と、ヨーロッパとの交流について、考え
てみましょう。

　学習院大学英文科卒、上智大学大学院博士課程修了。
プリンストン大学客員研究員を経て、國學院大學日本文化
研究所研究員。福岡女学院大学短期大学教授。元大手
前大学大学院特任教授・元同大学交流文化研究所所長。
専門は比較文学・比較文化。主な著書に『Ｔｈｅ Princeton 
Companion to Classical Japanese Literature（共）』
（Princeton U.P.）、『横光利一 比較文化的研究』（南窓
社）、『横光利一  比較文学的研究』（南窓社）。

小田桐　弘子講師
（福岡女学院大学名誉教授）

■ 4/26  土曜
    11:00～12:15
■ 受講料 2,100円

　 

どうして富士山は文化遺産なのかしら？ 
～フランス大使クローデルの富士讃の詩をめぐって～　

比較文化

【プロフィール】

　二つのテーマを提供します。英文学の
最高峰・シェイクスピアの台詞から、今
を生きるための指針を学びます。もう一
つのテーマは英語教育です。小学校に導
入されています。格差の広がる英語の学
力、「このままで良いのか」と、思いを
巡らすこの頃です。的確な力を身に付け
る方法を考えたいと思います。

　広島大学卒。1958年フルブライト奨学生としてテ
キサス大学・大学院入学。言語学科MA取得。福岡女
学院短期大学専任講師を経て同短期大学教授。福岡
女学院大学教授。同大学名誉教授。著書は『最新英語
音声学（共著）』（成美堂）、『英語が拓いた人生』（梓
書院）、他。福岡女学院天神サテライトなど、講師と
して現在に至る。

板倉　武子講師
（福岡女学院大学名誉教授）

■ 4/19  土曜
    13:00～14:15
■ 受講料 2,100円

　 

英語世界の魅力

英　語

【プロフィール】

1日
講座
1日
講座

100から選べる　　市民講座100から選べる　　市民講座

Paul Shimizu（福岡女学院天神サテライト講師）講師

■ （朝）4/17～7/10
    毎週木曜  10:30～12:00
    （夜）4/16～7/9 
    毎週水曜  19:00～20:30
■ 無料体験会
    （朝）4/10（木）10:30～
    （夜）4/9  （水）19:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 2,400円（予定）

楽しい英会話入門
（朝/夜）

　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、プレッ
シャー、ストレスを感じず、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、書くの４つを学んでいき
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！

英　語

■ 4/14～7/14（5/5除く）
    毎週月曜  10:30～12:00
■ 無料体験会
    4/7（月）10:30～
■ 受講料 29.900円（全13回）
■ テキスト 3,320円（予定）

ZEROからの英会話

　英語の発音、よく使う単語、日常
会話のフレイズ、聞く、話すをバラ
ンスよく練習していきます。初心者
の方や英語に自信がないけれど英語
の世界に興味を持っている方向けの
講座です。

英　語

Darcy de Lint
（福岡女学院大学非常勤講師）

講師

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
　 毎週火曜  10:30～12:00
■ 無料体験会
    4/8（火）10:30～
■ 受講料 29.900円（全13回）
■ テキスト 2,700円（予定）

英会話初級（朝）

　初心者より少しレベルアップの初
級レベルの講座です。英語の発音、
よく使う単語、日常会話のフレイズ、
聞く、話すを練習していきます。日
常会話や旅行の話を英語でできるよ
うに自信をつけていきましょう。

英　語

Darcy de Lint
（福岡女学院大学非常勤講師）

講師

英　語　

Gregory J. O'Keefe
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 4/14～7/14（5/5除く）
　 毎週月曜  13:00～14:30
■ 無料体験会
    4/7（月）13:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ 教材費 400円

英会話初級（昼）

　初心者より少しレベルアップの初
級者向けの分かりやすい英会話クラ
スです。間違いを恐れず思い切って
話して、話す自信を一緒に作りま
しょう。「ZEROからの英会話」を
受講していることが望ましいです。
必要に応じて日本語で説明もありま
す。

英　語

NEWNEW

NEWNEW
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Darcy de Lint
（福岡女学院大学非常勤講師）

講師

■ 4/23, 5/7・21, 6/4・18,
    7/2・16 
    各水曜  19:20～20:50
■ 無料体験会
    4/11（金）19:20～
■ 受講料 16,100円（全7回）
■ 教材費  100円 

ビジネス英語
（中級以上）

 ビジネスのさまざまな状況を通して
conversation、reading、listening、
writingの練習をしいていきます。
内容はビジネスシーンでの会話、役
割練習、よく使う単語やE-mailなど
を予定しています。皆さんのニーズ
に合わせながら授業を進めていきま
す。

胡　山林（コ  サンリン）
（福岡女学院大学非常勤講師、文学博士）

講師 胡　山林（コ  サンリン）
（福岡女学院大学非常勤講師、文学博士）

講師

■  4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  19:00～20:30 
■ 無料体験会
    4/8（火）19:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）

中国語会話中級

　中国語表現力を高める講座です。
中級レベルの文法及びコミュニケー
ション中国語の基本表現を学んだ上
で、実力に応じて発表も行います。
また、表現の要点・難点及び常用
語・慣用語の使い方をわかりやすく
説明していきます。皆様の中国語学
習を応援します。

■ 5/10～7/19（5/17除く）
    毎週土曜  10:30～12:00 
■ 無料体験会
    4/12（土）10:30～
■ 受講料 23,000円（全10回）
■ テキスト 未定

中国語会話上級

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  13:00～14:30 
■ 無料体験会
    4/8（火）13:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 1,730円（予定）
■ 教材費 100円

ゆっくり学ぶ中国語会話
（中級）

　上級レベルの教科書を学習し、注
目される新聞記事やラジオ・テレビ
番組、文学作品などから表現力・表
現方法を磨いていきます。また、
初・中級の文法とコミュニケーショ
ン中国語をベースに表現力を高める
ため、様々な話題を取り上げて発表
の場も持ちます。

中国語 中国語

磯田 翌瞳
（福岡女学院大学非常勤講師）

講師

　本講座では、会話・作文・読解を
通じて中国語の表現力を身に付けて
いきたいと考えています。具体的に
は、①中国旅行の様々な場面を想定
して会話を練習する。②文法のワン
ポイントレッスンを行う。③「時事
中国語」を読む。実用中国語を楽し
く勉強しませんか。

中国語

邊　貞敏（ピョン  ジョンミン）
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  19:45～20:50 
■ 無料体験会
    4/8（火）19:45～
■ 受講料 22,750円（全13回）
■ テキスト  1,410円（予定）
■ 教材費  300円

韓国語入門・初級

　外国語を学ぶ時、最も大事なこと
はその外国語に「慣れる」ことです。
言葉に慣れるためには、たくさん聞
いて、たくさん話すことが一番です。
この授業では文字をしっかり覚えて
いただいた後、たくさん話していた
だきます。韓国語で「話す」楽しさ
を体験してみませんか。

韓国語

Jean-Marc PORTALES
（ジャン・マールク  ポータル）
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜 10:30～12:00 
■ 無料体験会
     4/8（水）10:30～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト （未定）

フランス語

ゼロからの
フランス語

　フランス語をこれから勉強したい
方のために、アルファベットから始め、
旅行で使える簡単なフレーズまで学
びます。フランス文化もご紹介します。

■ 4/17～7/10
    毎週木曜  14:45～16:15 
■ 無料体験会
     4/10（木）14:45～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 2,573円（予定）

フランス語
初級

　簡単な挨拶ができる方からの初
級コースです。旅行で使えるフレー
ズ、日常会話のフレーズなども学び
ます。また、フランスのお勧めの場所、
地方などもご紹介します。

■ 4/16～7/9
    毎週水曜  14:45～16:15 
■ 無料体験会
     4/9（水）14:45～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 1,950円（予定）

フランス語
初・中級

　フランス語を少し勉強したことが
ある方のためのクラスです。パリ出
身の講師ならではのパリ情報や映
画・食事・アートなどフランス文化も
ご紹介します。

Humberto Trevino
（ウンベルト  トレビーノ）
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師 Humberto Trevino
（ウンベルト  トレビーノ）
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

　スペイン語をこれから勉強したい方の
ために、アルファベットやその発音、数字、
よく使う単語から始め、スペイン語の基
礎的な文法や動詞を覚えて、あいさつや
自己紹介など簡単な会話が出来るよう
に勉強しましょう。

■ 4/21・28, 5/19, 
    6/2・16・30, 7/7
    各月曜  19:20～20:50  
■ 無料体験会
     4/7（月）19:20～
■ 受講料 16,100円（全7回）
■ テキスト 1,520円（予定）

ゼロからの
スペイン語会話

　スペイン語圏を旅行するために知って
おきたい基本的な会話を勉強します。
現地で食事や買い物を楽しむための表
現や、場所を尋ねる時、ホテルや空港で
知っていれば便利な会話を覚えましょう。

■ 4/16～7/9
    毎週水曜  14:30～16:00  
■ 無料体験会
    4/9（水）14:30～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 1,730円（予定）

トラベルスペイン語
～メキシコの旅～　　　
（入門～初級）　　　

渡辺 弓子
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 4/16～7/9
    毎週水曜  13:00～14:30 
■ 無料体験会
     4/9（水）13:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ 教材費 300円

楽しく学ぶイタリア語
初・中級

　アートや料理、オペラ、建築、
ファッション等イタリアは魅力にあ
ふれる国です。旅行でイタリアを訪
れた時、イタリア語でコミュニケー
ションがとれたら楽しさも倍増です。
聴く力、話す力をバランスよく培っ
ていきます。イタリアを旅する気分
で楽しく学びましょう。

イタリア語

廣吉 明子
（国立佐世保高専ドイツ語非常勤講師）

講師

■  4/12～7/19（5/3, 5/31除く）
    毎週土曜  10:30～12:00
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 1,950円（予定）
■ 教材費 100円

ドイツ語会話中級

　ドイツ語の魅力は何と言っても文
法がしっかり、はっきりしているこ
と。この言語に魅了された人たちが
集まって、週に1回、明るく楽しく
学んでいます。教科書は1冊使用し
ますが、他にたくさんのプリントや
様々な教材を使って、会話、文法、
よく使われる文章やことわざなども
学んでいきます。

ドイツ語

スペイン語 スペイン語

原田 チャンティマ
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師 原田 チャンティマ
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 5/20～7/22
    毎週火曜  18:30～19:35  
■ 無料体験会
    5/13（火）18:30～
■ 受講料 17,500円（全10回）
■ テキスト 2,700円（予定）
■ 教材費 200円

ゼロからのタイ語会話

　会話したいけどタイ人が何を言ったか
分からない、自分の言いたい事が言えな
い、、、このような経験がありますか。
さあ、ご一緒にタイ語を勉強しましょう。
タイ語は声調と母音が最も重要です。
タイ人に発音から学び、基礎文法や単
語の使い方をきちんと身につけます。
色々な話題をピックアップし、楽しいタイ
語会話を一緒に勉強しましょう。

　今まで学んできたタイ語文法や単語
を使って上手に会話出来るようになりた
いと思いませんか。
ＣＤやＤＶＤでタイ人の会話を聞き取る
練習をし、自分の言いたい事が言える様
にタイ語のみで行われるクラスです。
簡単でも良い！間違っても良い！「マイペ
ンライ」と思いながらタイ語で言ったり、
質問したりしましょう。
※1年位勉強したことがある方対象です。

タイ語 タイ語

■ 5/23～7/25
    毎週金曜  18:30～19:35  
■ 無料体験会
    5/16（金）18:30～
■ 受講料 17,500円（全10回）
■ テキスト 1,600円（予定）
■ 教材費 200円

タイ語会話中級

LE TU ANH （レ トゥ アィン）
（福岡女学院天神サテライト講師、元ハノイ国家大学外国語大学講師）

講師

　ベトナム語は文法が簡単で覚えや
すい点が魅力的です。しっかり発音
の練習をしながら、ゲームやロール
プレーイも取り入れ、挨拶や基本の
日常会話ができることを目指します。
また、ベトナムの文化、歴史、事情
もご紹介します。旅行やお仕事でベ
トナムに行く前に、楽しく勉強しま
せんか。途中参加も大丈夫です。

■ 4/17～7/10
    毎週木曜  19:00～20:30  
■ 無料体験会
    4/10（木）19:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ 教材費 1,600円

ゼロからの
ベトナム語会話

ベトナム語

髙島 一路
（全日本空手道連盟剛柔会三段）

講師 髙島 一路
（全日本空手道連盟剛柔会三段）

講師

■ 4/11～7/11  毎週金曜
    ①17:30～18:30
    ②18:30～19:30
■ 受講料 8,400円（全14回）
■ 保険料 420円 

KARATEエクササイズ
～初心者コース～

　剛柔流空手道の基本の形から学び
ます。正しい姿勢をつくり、健康を
保ち、運動不足の解消、ダイエット
にも役立ちます。
※動きやすい服装でお越しください。

■ 4/12～7/12（5/3除く）
    毎週土曜  17:00～18:00
■ 受講料 7,800円（全13回）
■ 保険料 390円 

親子・こども空手教室

　空手はこころと身体のバランスを
とり、健やかな成長をうながしてく
れます。小学３年生以上、保護者の
方も参加できます。
※動きやすい服装でお越しください。

身体作り 身体作り

安元 達吉
（ReBALANCE代表）

講師

■ 5/12・26, 6/9・23, 7/14  
    各月曜  19:30～20:30 
■ 受講料 8,750円（全5回）
■ 保険料 150円
■ お持ちいただく物
    動きやすい服装、ヨガマットまたは
     大判のバスタオル（床に敷きますの
     で汚れてもいいもの） 

美姿勢講座 
～骨盤体操教室～

　骨盤の動きを覚え、日常生活で凝
り固まった筋肉を緩める運動を覚え
ましょう。誰にでもできるような優
しい体操教室です。
無理なく続けて、美姿勢をキープし
ましょう。

身体作り

朴　庚芽（パク  キョンア）
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  14:45～16:15 
■ 無料体験会
    4/8（火）14:45～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト　2,592円（予定）

韓国語会話初級（昼）
～入門および基礎～

韓国語会話初級（夜） 韓国語会話中級（朝）韓国語会話中級（夜）

　ハングル（韓国語）が読めるとド
ラマや歌謡など韓流文化が深く理解
でき、韓国観光もより楽しくなりま
す。正しいハングルの発音と文法を
勉強しながら、実用可能な対話を中
心にやさしく教えます。韓国語教師
資格を持つ私と楽しくハングルを学
んでみましょう。

韓　在都（ハン　ジェド）
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

　本講座の目的は韓国語のコミュニ
ケーション能力を高めることです。
初級で学んだ学習内容を踏まえ、旅
行や買い物などシチュエーションに
応じた表現や文型を学び、「聞いて
分かる」「場面に応じた会話ができ
る」よう、リアルな表現を楽しく学
習しましょう。

韓国語

宋　珉鎬（ソン  ミンホ）
（福岡女学院高校非常勤講師）

講師 宋　珉鎬（ソン  ミンホ）
（福岡女学院高校非常勤講師）

講師

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  18:00～19:05 
■ 無料体験会
    4/8（火）18:00～
■ 受講料 22,750円（全13回）
■ お持ちいただく物 韓国語辞書
■ テキスト 2,600円（予定）

　最近、韓国の人々や文化に触れる機
会が増えてきています。そこで、本講座
では、韓国語の基本文法・文法のマス
ター、発音や読み書きを繰り返して丁寧
に学びながら、日常会話が出来る事を目
標とします。

韓国語 韓国語

■ 4/16～7/9
    毎週水曜  10:30～12:00 
■ 無料体験会
    4/9（水）10:30～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 3,000円（予定）

韓国語

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  19:20～20:50
■ 無料体験会
    4/8（火）19:20～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ お持ちいただく物 韓国語辞書

　本講座では、日常会話力・読解力
向上を目標に、韓国語の聞き取りや
話すことに自信をもてるような授業
を目指します。さらに、韓国語の独
特な表現や韓国の文化、最新情報な
ども楽しく紹介していきます。

辻本 潤一（福岡女学院天神サテライト講師）講師

■ 5/9・23,6/13・27,7/11
    各金曜  10:30～12:30
■ 受講料 10,500円（全5回）
■ 教材費 100円
■ 保険料 60円
■ お持ちいただく物
    デジタルカメラ（コンパクト可）
    ・カメラの取扱説明書。
    初回講座に写真10点以内を
    SDカードなどのメディアに
    入れてお持ちください。 

実践デジカメ講座
～基礎編～

　これからデジカメを始めようと思って
らっしゃる方。持っているけどもっとうまく
撮りたいという方。撮り方の基本から表
現方法。パソコンでの保存・整理の方法
などについてわかりやすく学びます。
５回の講座うち２回は屋外での撮影実
習を行います。

カメラ

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

南川 啓一（福岡女学院大学教授）講師

英語で旅する英会話
～アジア諸国へのショッピングツアー～（初級以上）

英　語　　　

■ 5/8～7/17（5/15除く）
 　毎週木曜  19:00～20:30
■ 無料体験会
    4/10（木）19:00～
■ 受講料 23,000円（全10回）
■ 教材費 300円

　今回はアジア諸国へショッピング
に出かけます。もちろん一人旅。乗
り物も、ホテルの手配も、食事も自
分で行います。まずは香港へ。タイ
へもシンガポールへも足を伸ばして
みましょうか。勝手気ままな一人旅
ですから、どこへ行くかは「未
定」! 上手よりも通じる事を目指し
ます。現金もクレジットカードも限
度額なし!?

英　語英　語　

大場 明日香（福岡女学院大学非常勤講師）講師

■ 4/14～7/14（5/5除く）
 　毎週月曜   15:00～16:30
■ 無料体験会
    4/7（月）15:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ 教材費 100円

海外ドラマで楽しく
鍛える英語耳（中級）

　「字幕なしでドラマを見たい」英
語を学ぶ人なら一度は抱く願いで
しょう。ドラマのストーリーを追う
のはもちろん、登場人物が使ったあ
の表現を、実際にどこかで使えたら
ステキでしょ？さあ、じっくり・
ざっくり聞き取りながら、五感でド
ラマを楽しみましょう！

Gregory J. O'Keefe
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■（昼・夜）4/14～7/14（5/5除く） 
    毎週月曜 （昼）14:45～16:15
    　　　　（夜）19:20～20:50
■ 無料体験会
    4/7（月）  （昼）14:45～
                 （夜）19:20～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ 教材費 300円

英会話中級（昼/夜）

 今まで皆さんが学んだ英語を実践できるよ
うに文化について考えたり、英会話の勉強
の仕方、コツを学んだり様々な状況を想定
して楽しい雰囲気の中で会話を行います。
この講座は日常会話が理解できて文章で
答えられる方に向いています。教材は講師
が準備します。授業はほとんど英語でしま
すが、必要に応じて日本語で説明します。

英　語

Jack D. Brajcich
（福岡女学院大学短期大学部准教授）

講師

■ 4/18～7/11
    毎週金曜  14:45～16:15
■ 無料体験会
    4/11（金）14:45～
■ 受講料 29,900円（全13回）

Global Issues & 
Volunteerism（中級）

　This is a conversational English 
class with a focus on global issues 
and volunteerism. There will be 
special attention given to listening, 
grammar, vocabulary, writing, 
presentation as well as other 
aspects of language learning and 
expression.

英　語

板倉 武子（福岡女学院大学名誉教授）講師板倉 武子（福岡女学院大学名誉教授）講師

■ 4/8～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  13:00～14:30
■ 受講料 22,400円（全14回）
■ テキスト 1,080円（予定）
■ 教材費 500円

Maeve Binchy :   
Circle of Friends を読む（上級）

　舞台はダブリン大学に移ります。時代
は1958年頃です。Benny、Eve、Nan達
の青春は、私達を過ぎ去った日々へと誘
います。遠い国なのに、人々の心根は同
じなのです。日常のなかの非日常も、私達
が経験していることではないでしょうか。対
話を通して読み取れる人間関係の絡み
合い、対話の応酬の微妙な含意を読み
解く楽しさは格別です。温かい「友だちの
輪」がアイルランドにも出来たようです。

■ 4/10～7/10
    毎週木曜  13:00～14:30
■ 受講料 22,400円（全14回）
■ テキスト 1,150円（予定）
■ 教材費 500円

Erich Segal : 
を読む（中級）

　1958年6月、Andrew Eliot、Danny  
Rossi、Jason Gilbert、Ted Lambros、
George Keller はHarvard大学を卒業し、
それぞれの道を進んでいきます。彼等の生
涯は華 し々い栄光に輝くのでしょうか。栄
光の陰には挫折もあるのでしょうか。どれほ
どの秀才であろうと、人生は決して平坦で
はありません。軽妙なウイットと知性に溢れ
る英文の中に、5人の英才達の人生模様
を通して、「生きる」ことの愛しさを感じます。

英　語英　語
Circle of FriendsThe Class

Steven Sabotta（福岡女学院天神サテライト講師）講師

■ 4/15～7/15（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  10:30～12:00
■ 無料体験会
    4/8（火）10:30～
■ 受講料 27,600円（全12回）
■ 教材費 300円 
■ お持ちいただく物
    A4のファイル（ワークシート
    保存用）

Advanced 
Vocabulary（中級以上）

　英語の語彙を増やしたい方のための
講座です。次の知識を増やしていきます。
ギリシャ語由来の語とその派生語、様々
な分野のイディオム・婉曲語句、最近作
られた言葉と表現・難語。文脈から語の
意味を想像することを特に大切にします。
また、授業は英語で行いますので英語
のヒアリング力が必要です。

英　語

Steven Sabotta（福岡女学院天神サテライト講師）講師

英　語

■ 4/15～7/15（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  13:00～14:30
■ 無料体験会
    4/8（火）13:00～
■ 受講料 27,600円（全12回）
■ 教材費 500円
■ お持ちいただく物
    A4のファイル（ワークシート
    保存用）

News Listening
～英語のニュースを聞く～（上級）

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

藤下 友子（福岡女学院大学非常勤講師）講師

■ （昼）4/15～7/22（4/29,5/6除く）
　 毎週火曜 14:45～16:15
    （夜）4/14～7/14（5/5除く）
    毎週月曜 19:20～20:50
■ 無料体験会
    （昼）4/8（火）14:45～
    （夜）4/7（月）19:20～
■ 受講料 29,900円 （全13回）
■ テキスト 2,000円程度
■ 教材費 400円

TOEIC® Test 講座
～コツを学んでスコアアップをねらう!～
（TOEIC550点以上を目指す）（昼/夜）

　英語を学ぶなら今TOEICでしょ!と
考えている方、具体的勉強方法が分
からない方、以前受けたきりだからま
た頑張ってみたい方、この講座がぴっ
たりです。語彙力向上を目指しつつ、
全パートの攻略法を学び、実際に問
題を解き、その後解説します。

英語・資格　

内川 Manaois 孝子
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■  4/17～7/10
 　毎週木曜  19:00～20:30
■ 無料体験会
    4/10（木）19:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 1,190円（予定）
■ 教材費 200円

TOEIC®レベルアップコース
（TOEIC750点以上を目指す）

　このクラスでは、リスニング各
パートの練習と共に、リーディング
パート５の文法問題、語彙問題を中
心に、基本を学び直し、難問を多く
解きスコアアップを目指します。
リーディングパート７の読解問題で
はカギとなる文章の見つけ方、語彙
力のアップを目標とします。

英語・資格　

NEWNEW
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Darcy de Lint
（福岡女学院大学非常勤講師）

講師

■ 4/23, 5/7・21, 6/4・18,
    7/2・16 
    各水曜  19:20～20:50
■ 無料体験会
    4/11（金）19:20～
■ 受講料 16,100円（全7回）
■ 教材費  100円 

ビジネス英語
（中級以上）

 ビジネスのさまざまな状況を通して
conversation、reading、listening、
writingの練習をしいていきます。
内容はビジネスシーンでの会話、役
割練習、よく使う単語やE-mailなど
を予定しています。皆さんのニーズ
に合わせながら授業を進めていきま
す。

胡　山林（コ  サンリン）
（福岡女学院大学非常勤講師、文学博士）

講師 胡　山林（コ  サンリン）
（福岡女学院大学非常勤講師、文学博士）

講師

■  4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  19:00～20:30 
■ 無料体験会
    4/8（火）19:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）

中国語会話中級

　中国語表現力を高める講座です。
中級レベルの文法及びコミュニケー
ション中国語の基本表現を学んだ上
で、実力に応じて発表も行います。
また、表現の要点・難点及び常用
語・慣用語の使い方をわかりやすく
説明していきます。皆様の中国語学
習を応援します。

■ 5/10～7/19（5/17除く）
    毎週土曜  10:30～12:00 
■ 無料体験会
    4/12（土）10:30～
■ 受講料 23,000円（全10回）
■ テキスト 未定

中国語会話上級

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  13:00～14:30 
■ 無料体験会
    4/8（火）13:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 1,730円（予定）
■ 教材費 100円

ゆっくり学ぶ中国語会話
（中級）

　上級レベルの教科書を学習し、注
目される新聞記事やラジオ・テレビ
番組、文学作品などから表現力・表
現方法を磨いていきます。また、
初・中級の文法とコミュニケーショ
ン中国語をベースに表現力を高める
ため、様々な話題を取り上げて発表
の場も持ちます。

中国語 中国語

磯田 翌瞳
（福岡女学院大学非常勤講師）

講師

　本講座では、会話・作文・読解を
通じて中国語の表現力を身に付けて
いきたいと考えています。具体的に
は、①中国旅行の様々な場面を想定
して会話を練習する。②文法のワン
ポイントレッスンを行う。③「時事
中国語」を読む。実用中国語を楽し
く勉強しませんか。

中国語

邊　貞敏（ピョン  ジョンミン）
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  19:45～20:50 
■ 無料体験会
    4/8（火）19:45～
■ 受講料 22,750円（全13回）
■ テキスト  1,410円（予定）
■ 教材費  300円

韓国語入門・初級

　外国語を学ぶ時、最も大事なこと
はその外国語に「慣れる」ことです。
言葉に慣れるためには、たくさん聞
いて、たくさん話すことが一番です。
この授業では文字をしっかり覚えて
いただいた後、たくさん話していた
だきます。韓国語で「話す」楽しさ
を体験してみませんか。

韓国語

Jean-Marc PORTALES
（ジャン・マールク  ポータル）
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜 10:30～12:00 
■ 無料体験会
     4/8（水）10:30～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト （未定）

フランス語

ゼロからの
フランス語

　フランス語をこれから勉強したい
方のために、アルファベットから始め、
旅行で使える簡単なフレーズまで学
びます。フランス文化もご紹介します。

■ 4/17～7/10
    毎週木曜  14:45～16:15 
■ 無料体験会
     4/10（木）14:45～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 2,573円（予定）

フランス語
初級

　簡単な挨拶ができる方からの初
級コースです。旅行で使えるフレー
ズ、日常会話のフレーズなども学び
ます。また、フランスのお勧めの場所、
地方などもご紹介します。

■ 4/16～7/9
    毎週水曜  14:45～16:15 
■ 無料体験会
     4/9（水）14:45～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 1,950円（予定）

フランス語
初・中級

　フランス語を少し勉強したことが
ある方のためのクラスです。パリ出
身の講師ならではのパリ情報や映
画・食事・アートなどフランス文化も
ご紹介します。

Humberto Trevino
（ウンベルト  トレビーノ）
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師 Humberto Trevino
（ウンベルト  トレビーノ）
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

　スペイン語をこれから勉強したい方の
ために、アルファベットやその発音、数字、
よく使う単語から始め、スペイン語の基
礎的な文法や動詞を覚えて、あいさつや
自己紹介など簡単な会話が出来るよう
に勉強しましょう。

■ 4/21・28, 5/19, 
    6/2・16・30, 7/7
    各月曜  19:20～20:50  
■ 無料体験会
     4/7（月）19:20～
■ 受講料 16,100円（全7回）
■ テキスト 1,520円（予定）

ゼロからの
スペイン語会話

　スペイン語圏を旅行するために知って
おきたい基本的な会話を勉強します。
現地で食事や買い物を楽しむための表
現や、場所を尋ねる時、ホテルや空港で
知っていれば便利な会話を覚えましょう。

■ 4/16～7/9
    毎週水曜  14:30～16:00  
■ 無料体験会
    4/9（水）14:30～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 1,730円（予定）

トラベルスペイン語
～メキシコの旅～　　　
（入門～初級）　　　

渡辺 弓子
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 4/16～7/9
    毎週水曜  13:00～14:30 
■ 無料体験会
     4/9（水）13:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ 教材費 300円

楽しく学ぶイタリア語
初・中級

　アートや料理、オペラ、建築、
ファッション等イタリアは魅力にあ
ふれる国です。旅行でイタリアを訪
れた時、イタリア語でコミュニケー
ションがとれたら楽しさも倍増です。
聴く力、話す力をバランスよく培っ
ていきます。イタリアを旅する気分
で楽しく学びましょう。

イタリア語

廣吉 明子
（国立佐世保高専ドイツ語非常勤講師）

講師

■  4/12～7/19（5/3, 5/31除く）
    毎週土曜  10:30～12:00
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 1,950円（予定）
■ 教材費 100円

ドイツ語会話中級

　ドイツ語の魅力は何と言っても文
法がしっかり、はっきりしているこ
と。この言語に魅了された人たちが
集まって、週に1回、明るく楽しく
学んでいます。教科書は1冊使用し
ますが、他にたくさんのプリントや
様々な教材を使って、会話、文法、
よく使われる文章やことわざなども
学んでいきます。

ドイツ語

スペイン語 スペイン語

原田 チャンティマ
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師 原田 チャンティマ
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 5/20～7/22
    毎週火曜  18:30～19:35  
■ 無料体験会
    5/13（火）18:30～
■ 受講料 17,500円（全10回）
■ テキスト 2,700円（予定）
■ 教材費 200円

ゼロからのタイ語会話

　会話したいけどタイ人が何を言ったか
分からない、自分の言いたい事が言えな
い、、、このような経験がありますか。
さあ、ご一緒にタイ語を勉強しましょう。
タイ語は声調と母音が最も重要です。
タイ人に発音から学び、基礎文法や単
語の使い方をきちんと身につけます。
色々な話題をピックアップし、楽しいタイ
語会話を一緒に勉強しましょう。

　今まで学んできたタイ語文法や単語
を使って上手に会話出来るようになりた
いと思いませんか。
ＣＤやＤＶＤでタイ人の会話を聞き取る
練習をし、自分の言いたい事が言える様
にタイ語のみで行われるクラスです。
簡単でも良い！間違っても良い！「マイペ
ンライ」と思いながらタイ語で言ったり、
質問したりしましょう。
※1年位勉強したことがある方対象です。

タイ語 タイ語

■ 5/23～7/25
    毎週金曜  18:30～19:35  
■ 無料体験会
    5/16（金）18:30～
■ 受講料 17,500円（全10回）
■ テキスト 1,600円（予定）
■ 教材費 200円

タイ語会話中級

LE TU ANH （レ トゥ アィン）
（福岡女学院天神サテライト講師、元ハノイ国家大学外国語大学講師）

講師

　ベトナム語は文法が簡単で覚えや
すい点が魅力的です。しっかり発音
の練習をしながら、ゲームやロール
プレーイも取り入れ、挨拶や基本の
日常会話ができることを目指します。
また、ベトナムの文化、歴史、事情
もご紹介します。旅行やお仕事でベ
トナムに行く前に、楽しく勉強しま
せんか。途中参加も大丈夫です。

■ 4/17～7/10
    毎週木曜  19:00～20:30  
■ 無料体験会
    4/10（木）19:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ 教材費 1,600円

ゼロからの
ベトナム語会話

ベトナム語

髙島 一路
（全日本空手道連盟剛柔会三段）

講師 髙島 一路
（全日本空手道連盟剛柔会三段）

講師

■ 4/11～7/11  毎週金曜
    ①17:30～18:30
    ②18:30～19:30
■ 受講料 8,400円（全14回）
■ 保険料 420円 

KARATEエクササイズ
～初心者コース～

　剛柔流空手道の基本の形から学び
ます。正しい姿勢をつくり、健康を
保ち、運動不足の解消、ダイエット
にも役立ちます。
※動きやすい服装でお越しください。

■ 4/12～7/12（5/3除く）
    毎週土曜  17:00～18:00
■ 受講料 7,800円（全13回）
■ 保険料 390円 

親子・こども空手教室

　空手はこころと身体のバランスを
とり、健やかな成長をうながしてく
れます。小学３年生以上、保護者の
方も参加できます。
※動きやすい服装でお越しください。

身体作り 身体作り

安元 達吉
（ReBALANCE代表）

講師

■ 5/12・26, 6/9・23, 7/14  
    各月曜  19:30～20:30 
■ 受講料 8,750円（全5回）
■ 保険料 150円
■ お持ちいただく物
    動きやすい服装、ヨガマットまたは
     大判のバスタオル（床に敷きますの
     で汚れてもいいもの） 

美姿勢講座 
～骨盤体操教室～

　骨盤の動きを覚え、日常生活で凝
り固まった筋肉を緩める運動を覚え
ましょう。誰にでもできるような優
しい体操教室です。
無理なく続けて、美姿勢をキープし
ましょう。

身体作り

朴　庚芽（パク  キョンア）
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  14:45～16:15 
■ 無料体験会
    4/8（火）14:45～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト　2,592円（予定）

韓国語会話初級（昼）
～入門および基礎～

韓国語会話初級（夜） 韓国語会話中級（朝）韓国語会話中級（夜）

　ハングル（韓国語）が読めるとド
ラマや歌謡など韓流文化が深く理解
でき、韓国観光もより楽しくなりま
す。正しいハングルの発音と文法を
勉強しながら、実用可能な対話を中
心にやさしく教えます。韓国語教師
資格を持つ私と楽しくハングルを学
んでみましょう。

韓　在都（ハン　ジェド）
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

　本講座の目的は韓国語のコミュニ
ケーション能力を高めることです。
初級で学んだ学習内容を踏まえ、旅
行や買い物などシチュエーションに
応じた表現や文型を学び、「聞いて
分かる」「場面に応じた会話ができ
る」よう、リアルな表現を楽しく学
習しましょう。

韓国語

宋　珉鎬（ソン  ミンホ）
（福岡女学院高校非常勤講師）

講師 宋　珉鎬（ソン  ミンホ）
（福岡女学院高校非常勤講師）

講師

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  18:00～19:05 
■ 無料体験会
    4/8（火）18:00～
■ 受講料 22,750円（全13回）
■ お持ちいただく物 韓国語辞書
■ テキスト 2,600円（予定）

　最近、韓国の人々や文化に触れる機
会が増えてきています。そこで、本講座
では、韓国語の基本文法・文法のマス
ター、発音や読み書きを繰り返して丁寧
に学びながら、日常会話が出来る事を目
標とします。

韓国語 韓国語

■ 4/16～7/9
    毎週水曜  10:30～12:00 
■ 無料体験会
    4/9（水）10:30～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 3,000円（予定）

韓国語

■ 4/15～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  19:20～20:50
■ 無料体験会
    4/8（火）19:20～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ お持ちいただく物 韓国語辞書

　本講座では、日常会話力・読解力
向上を目標に、韓国語の聞き取りや
話すことに自信をもてるような授業
を目指します。さらに、韓国語の独
特な表現や韓国の文化、最新情報な
ども楽しく紹介していきます。

辻本 潤一（福岡女学院天神サテライト講師）講師

■ 5/9・23,6/13・27,7/11
    各金曜  10:30～12:30
■ 受講料 10,500円（全5回）
■ 教材費 100円
■ 保険料 60円
■ お持ちいただく物
    デジタルカメラ（コンパクト可）
    ・カメラの取扱説明書。
    初回講座に写真10点以内を
    SDカードなどのメディアに
    入れてお持ちください。 

実践デジカメ講座
～基礎編～

　これからデジカメを始めようと思って
らっしゃる方。持っているけどもっとうまく
撮りたいという方。撮り方の基本から表
現方法。パソコンでの保存・整理の方法
などについてわかりやすく学びます。
５回の講座うち２回は屋外での撮影実
習を行います。

カメラ

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

南川 啓一（福岡女学院大学教授）講師

英語で旅する英会話
～アジア諸国へのショッピングツアー～（初級以上）

英　語　　　

■ 5/8～7/17（5/15除く）
 　毎週木曜  19:00～20:30
■ 無料体験会
    4/10（木）19:00～
■ 受講料 23,000円（全10回）
■ 教材費 300円

　今回はアジア諸国へショッピング
に出かけます。もちろん一人旅。乗
り物も、ホテルの手配も、食事も自
分で行います。まずは香港へ。タイ
へもシンガポールへも足を伸ばして
みましょうか。勝手気ままな一人旅
ですから、どこへ行くかは「未
定」! 上手よりも通じる事を目指し
ます。現金もクレジットカードも限
度額なし!?

英　語英　語　

大場 明日香（福岡女学院大学非常勤講師）講師

■ 4/14～7/14（5/5除く）
 　毎週月曜   15:00～16:30
■ 無料体験会
    4/7（月）15:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ 教材費 100円

海外ドラマで楽しく
鍛える英語耳（中級）

　「字幕なしでドラマを見たい」英
語を学ぶ人なら一度は抱く願いで
しょう。ドラマのストーリーを追う
のはもちろん、登場人物が使ったあ
の表現を、実際にどこかで使えたら
ステキでしょ？さあ、じっくり・
ざっくり聞き取りながら、五感でド
ラマを楽しみましょう！

Gregory J. O'Keefe
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■（昼・夜）4/14～7/14（5/5除く） 
    毎週月曜 （昼）14:45～16:15
    　　　　（夜）19:20～20:50
■ 無料体験会
    4/7（月）  （昼）14:45～
                 （夜）19:20～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ 教材費 300円

英会話中級（昼/夜）

 今まで皆さんが学んだ英語を実践できるよ
うに文化について考えたり、英会話の勉強
の仕方、コツを学んだり様々な状況を想定
して楽しい雰囲気の中で会話を行います。
この講座は日常会話が理解できて文章で
答えられる方に向いています。教材は講師
が準備します。授業はほとんど英語でしま
すが、必要に応じて日本語で説明します。

英　語

Jack D. Brajcich
（福岡女学院大学短期大学部准教授）

講師

■ 4/18～7/11
    毎週金曜  14:45～16:15
■ 無料体験会
    4/11（金）14:45～
■ 受講料 29,900円（全13回）

Global Issues & 
Volunteerism（中級）

　This is a conversational English 
class with a focus on global issues 
and volunteerism. There will be 
special attention given to listening, 
grammar, vocabulary, writing, 
presentation as well as other 
aspects of language learning and 
expression.

英　語

板倉 武子（福岡女学院大学名誉教授）講師板倉 武子（福岡女学院大学名誉教授）講師

■ 4/8～7/22（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  13:00～14:30
■ 受講料 22,400円（全14回）
■ テキスト 1,080円（予定）
■ 教材費 500円

Maeve Binchy :   
Circle of Friends を読む（上級）

　舞台はダブリン大学に移ります。時代
は1958年頃です。Benny、Eve、Nan達
の青春は、私達を過ぎ去った日々へと誘
います。遠い国なのに、人々の心根は同
じなのです。日常のなかの非日常も、私達
が経験していることではないでしょうか。対
話を通して読み取れる人間関係の絡み
合い、対話の応酬の微妙な含意を読み
解く楽しさは格別です。温かい「友だちの
輪」がアイルランドにも出来たようです。

■ 4/10～7/10
    毎週木曜  13:00～14:30
■ 受講料 22,400円（全14回）
■ テキスト 1,150円（予定）
■ 教材費 500円

Erich Segal : 
を読む（中級）

　1958年6月、Andrew Eliot、Danny  
Rossi、Jason Gilbert、Ted Lambros、
George Keller はHarvard大学を卒業し、
それぞれの道を進んでいきます。彼等の生
涯は華 し々い栄光に輝くのでしょうか。栄
光の陰には挫折もあるのでしょうか。どれほ
どの秀才であろうと、人生は決して平坦で
はありません。軽妙なウイットと知性に溢れ
る英文の中に、5人の英才達の人生模様
を通して、「生きる」ことの愛しさを感じます。

英　語英　語
Circle of FriendsThe Class

Steven Sabotta（福岡女学院天神サテライト講師）講師

■ 4/15～7/15（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  10:30～12:00
■ 無料体験会
    4/8（火）10:30～
■ 受講料 27,600円（全12回）
■ 教材費 300円 
■ お持ちいただく物
    A4のファイル（ワークシート
    保存用）

Advanced 
Vocabulary（中級以上）

　英語の語彙を増やしたい方のための
講座です。次の知識を増やしていきます。
ギリシャ語由来の語とその派生語、様々
な分野のイディオム・婉曲語句、最近作
られた言葉と表現・難語。文脈から語の
意味を想像することを特に大切にします。
また、授業は英語で行いますので英語
のヒアリング力が必要です。

英　語

Steven Sabotta（福岡女学院天神サテライト講師）講師

英　語

■ 4/15～7/15（4/29,5/6除く）
    毎週火曜  13:00～14:30
■ 無料体験会
    4/8（火）13:00～
■ 受講料 27,600円（全12回）
■ 教材費 500円
■ お持ちいただく物
    A4のファイル（ワークシート
    保存用）

News Listening
～英語のニュースを聞く～（上級）

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

藤下 友子（福岡女学院大学非常勤講師）講師

■ （昼）4/15～7/22（4/29,5/6除く）
　 毎週火曜 14:45～16:15
    （夜）4/14～7/14（5/5除く）
    毎週月曜 19:20～20:50
■ 無料体験会
    （昼）4/8（火）14:45～
    （夜）4/7（月）19:20～
■ 受講料 29,900円 （全13回）
■ テキスト 2,000円程度
■ 教材費 400円

TOEIC® Test 講座
～コツを学んでスコアアップをねらう!～
（TOEIC550点以上を目指す）（昼/夜）

　英語を学ぶなら今TOEICでしょ!と
考えている方、具体的勉強方法が分
からない方、以前受けたきりだからま
た頑張ってみたい方、この講座がぴっ
たりです。語彙力向上を目指しつつ、
全パートの攻略法を学び、実際に問
題を解き、その後解説します。

英語・資格　

内川 Manaois 孝子
（福岡女学院天神サテライト講師）

講師

■  4/17～7/10
 　毎週木曜  19:00～20:30
■ 無料体験会
    4/10（木）19:00～
■ 受講料 29,900円（全13回）
■ テキスト 1,190円（予定）
■ 教材費 200円

TOEIC®レベルアップコース
（TOEIC750点以上を目指す）

　このクラスでは、リスニング各
パートの練習と共に、リーディング
パート５の文法問題、語彙問題を中
心に、基本を学び直し、難問を多く
解きスコアアップを目指します。
リーディングパート７の読解問題で
はカギとなる文章の見つけ方、語彙
力のアップを目標とします。

英語・資格　

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW



－ 5 － － 6 －

若山　哲（福岡女学院大学准教授）講師

■ 4/11・18, 5/9・23, 
    6/13・27, 7/11 各金曜
    初　回      13:00～14:30  
    2回目以降  13:00～16:00
■ 受講料 新規14,700円（全7回）
　　　　  継続12,600円（全6回）
■ お持ちいただく物
    画材道具（初回講座時に説明あり） 

水彩画入門
～これから絵を描こうと思う人にむけて～

　美術の捉え方について考えていくとと
もに、実際に作品制作を行う際の基本
について学んでいきます。これから絵を
描きたいという方を対象に、鑑賞と制作
両方の側面から美術との向き合い方に
ついて考えていきます。
第1回「制作に向けて」絵画の原理と美
術の歴史（初めて参加する方を対象とし
ます）第2回～第7回「制作と講評」

絵　画

太田 峡花
（Bourgeon 書の倶楽部）

講師

■ 4/3・17, 5/15・29, 
    6/5・19,7/3・17 各木曜
    12:30～14:30
■ 受講料20,800円（全8回）
■ お持ちいただく物
    筆、硯、墨（又は墨液）、
    文鎮、下敷、半紙 

自分の輝きを
見つける創作の書

　古典からの基礎の技法を学び現代
の書に自分の感
情や思いを表現
する、そんなのび
のびとした喜びを
一緒に味わいま
せんか。

　書

中山 博智
（書家・水墨画家）

講師

■ 4/12, 5/10,6/14, 7/12
    各土曜 15:30～17:30
■ 受講料 10,400円（全4回）
■ お持ちいただく物
    筆、墨、紙、硯、下敷、取皿、
    筆洗 

水　墨　画
～梅の描き方（基本コース）～

　水墨画の世界において、梅は大変
有名で、数多くの名品が残っていま
す。
この講座では、初心者のために梅を
描く基本技法を学びます。
濃淡と線によって生み出す水墨の美
的体験をしてみませんか。

書　画

上村 禎彦（ゑものがたり絵師）講師

■ 4/14・28, 5/12・26, 6/9・23,7/14 
　 各月曜 13:00～15:00
■ 受講料 14,700円（全7回）
■ テキスト 500円
■ 教材費 5,050円　
　（小筆、彩色筆、顔彩、梅鉢、画仙ハガキ、
    半紙、墨汁、小皿３枚等）
   
 

はがき絵で
遊ぼ

　「はがき絵」は書いて楽しく、も
らってうれしい最高
のコミュニケーション
ツールです。
筆を持ったことない
人でも字がへたな人
でも大丈夫。遊びを
せんとや生れけむ
……のこころですよ。

絵　画

市原 光穂（福岡女学院天神サテライト講師）講師

■ 5/24 土曜  13:30～15:00
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  300円 
■ お持ちいただく物　
    筆ペン、鉛筆、定規、消しゴム

美しい慶弔袋の
書き方講座

　心のこもった手書きの慶弔袋こそ差し
上げる側の気持ちが伝わります。
今回、筆ペンを使用し、筆の持ち方、使い
方から始まり、「御仏前、御祝」など日常に
よく使用するものを中
心に学習してみたいと
思います。
※お手本をお渡ししま
すので、お申し込みの
際、書かれる氏名を正
確にお知らせください。

　　書　　　

築地 麻子
（日本エニアグラム学会　ファシリテータ）

講師

■ 7/12 土曜
    13:00～16:00
■ 受講料  2,100円

エニアグラム
ワークショップ

　エニアグラムとは、「９つの図」
という意味で、「人間は、９つの基
本的な性格タイプに分けられる」と
いう考えに基づいた人間学です。こ
の講座では、ワークショップを通し
て自分のタイプを知ることで、コ
ミュニケーション力をアップするた
めの手がかりを掴んでいただければ
と願っています。

　韓国伝統のお菓子とお餅について
学んでみたいと思います。歴史・文化・
製法が理解出来れば愛おしささえ覚
えるお菓子やお餅がぐっと身近なもの
になることでしょう。最終回では簡単な
お菓子かお餅を作ります。お楽しみに！

自己啓発

原田 陽子
（エコールドプロトコールモナコ福岡認定講師）

講師 原田 陽子
（エコールドプロトコールモナコ福岡認定講師）

講師

■ 4/23 水曜 
    10:30～12:00
■ 受講料  2,100円

プロトコールマナーと
ご挨拶の仕方

　プロトコールマナーは国際儀礼、
国際的マナーと訳されます。世界で
通じるマナーを身に着け、ご自分を
グレードアップし、さらに人生を愉
しんでみませんか？まず、プロト
コールマナーを知っていただき、次
にご挨拶の基本を学んでいただきま
す。どこに出ても恥ずかしくない挨
拶を身に付けましょう。

■ 6/11 水曜
    10:30～12:00
■ 受講料  2,100円

自己紹介で、素敵な
自分演出法を身に付ける

　世界で通じるプロトコールマナーを
身に付け、ご自分をグレードアップし、
さらに人生を愉しんでみませんか？
自己紹介は短いもので１分ですが、ご
自分らしさをアピールする大事なもの
です。その短時間で、貴女の印象は決
まってしまいます。常に良い印象を
持っていただくツールの一つとして、
自己紹介を学んでみませんか？

自己啓発 自己啓発

岩本 正信
（フードプランナー）

講師

■ 7/12 土曜  11:00～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,500円
■ お持ちいただく物  エプロン、手拭き 

■ 5/16,6/20,7/18 各金曜
　 13：00～14：30
■ 受講料  6.300円（全3回）
■ 材料費  1,000円
■ 教材費  200円
■ お持ちいただく物  最終回のみ
　 エプロン、三角巾、手拭き 

岩本シェフの食卓に楽しさをそえる
「保存食」に挑戦してみませんか

　保存食（PRESERVING)は、季節の
食材を常備食に、
また付け合せに、
食卓のアクセン
トとして気軽に作
れる野菜のピク
ルス・海老香味
オイルをレパート
リーに加えましょ
う。

　食

　食 　食

■ 5/31 土曜 11:30～13:30 
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,000円
■ 教材費 100円 
■ お持ちいただく物
    エプロン、三角巾、手拭き、筆記用具

韓国伝統の”チャプチェ”
を作ってみよう！

　最近のチャプチェと言えばタンミョ
ンがほとんどで具はわずかですね。美
味しいチャプチェは具が１０種類ほど
です。しかも季節によって材料を変化
させられるのでおもてなしや家庭料理
としても重宝し
ます。あなたの
チャプチェが
我家の逸品に
なりますよ。

西田 圭子（韓国宮廷料理研究家）講師
西田 圭子（韓国宮廷料理研究家）講師

■ 6/27 金曜  11:30～13:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,200円
■ 教材費 100円
■ お持ちいただく物
    エプロン、三角巾、手拭き、
    筆記用具

韓国の甘い”おこわ”
薬食を作ってみよう！

　新羅時代からの伝統食甘いおこわは
誰にでも喜ばれる逸品です。蒸した糯米
に醤油、ゴマ油、黒砂糖、シナモン、蜂蜜
で味付けしてさらに棗、栗、松の実、レー
ズンなどを加え、
さらに蒸した身
体に優しいおこ
わです。でも本
当は餅類に属
します。

キラリ巻きべぇ
（日本デコずし協会　デコ巻きずしマイスター）

講師

■ 5/10 土曜  10:30～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,000円
■ お持ちいただく物　エプロン、包丁、持ち帰
     り用お弁当箱、保冷剤、手拭き 
 

巻いてたのし♪切ってうれし♪
かわいい巻きずしを巻いてみよう！

　運動会のお弁当やいつもの食卓が
華やかになる楽しい巻きずし。
お花とカエルの巻きずしを作って、
切るまでの
ドキドキと
できあがっ
た時の感激
を楽しみま
しょう！

　食

石井 康子（英国王立園芸協会日本支部
  コンテナ、ハンギングバスケットマスター）

講師
石井 康子（英国王立園芸協会日本支部

  コンテナ、ハンギングバスケットマスター）
講師

■ 4/25, 7/4  各金曜
    （朝）10:30～12:30
    （昼）13:30～15:30
■ 受講料 4,200円
■ 材料費 6,000円
■ 教材費 200円
■ お持ちいただく物
　 エプロン、筆記用具 

ガーデニングサロン
～寄せ植えレッスン～ （朝/昼）

　コンテナガーデニングは一鉢の中に季節
を楽しみ、癒され、植
物パワーで元気に
なります。楽しいサロ
ンでご一緒に作品を
作りませんか。
4/25：バラとつる性
植物の寄せ植え。
7/4：トロピカルなハ
ンギングバスケット。

ガーデニング ガーデニング

■ 6/6 金曜  10:30～12:30
■ 受講料 2,600円   ■ テキスト 2,000円　　
■ 材料費 3,500円
　 （器材、伊藤商事のエレガンスをお持ち
     でない方は別途2,000円）  
■ 材料費 100円
■ お持ちいただく物 エプロン、筆記用具 

ハンギングバスケット
中級クラス

　ハンギングバスケットのレベル
アップのクラス
です。
少し大きな作品
を作ります。
ハンギングバス
ケットマスター
試験にも対応す
る内容です。

長浦 ちえ（デザイナー）講師

■ 7/5 土曜  13:00～15:00
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,500円
■ お持ちいただく物  ハサミ、ラジオペンチ 

まぁるい水引
アクセサリー！

　まずは基本の結び「あわじ結び」
をマスターしましょう。応用して、
まぁるい形を作ります。ネックレス
やブレスレットはもちろん、アレン
ジ次第で使い方は様々です！夏らし
いキレイ色で
かわいいアク
セサリーを作
りましょう！
※色は当日選
んでいただき
ます。

手作り

江本 美和（M-Passementerie主宰）講師

■  6/6 金曜  10:30～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,500円
■ お持ちいただく物   小さなハサミ

タッセルバッグチャーム
を作りましょう！

　タッセル揺れるチャームを作りま
しょう。バッグや籠バッグにつける
と夏のお出かけも楽しくなります。
M-Passementerieではイギリスでの
作り方をそのま
まお伝えしてお
ります。基本的
なタッセルの作
り方を学んでア
レンジの利くテ
クニックを身に
付けましょう。

手作り

元山 香織
（PUAMALIA RIBBON LEI FUKUOKA 主宰
  HOKU CRAFT 公認インストラクター）

講師

■ 6/14 土曜  10:30～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,000円
■ お持ちいただく物  老眼鏡（必要な方のみ）

楽しい！可愛い！
ハワイアンリボンレイ

　ハワイで生まれたクラフト、ハワイアン
リボンレイの手法でバッグチャームを作り
ます。バッグチャームとしてだけではなく、
フラダンスをなさる方のチョーカーレイや
カーテンタッセ
ルとしても使え
ます。ハワイア
ンミュージックを
聞きながら作っ
てみませんか。

手作り

ＭＯＣＨＡ（もか）
（日本ヴォーグ社 ポーセラーツ倶楽部 グリーンライセンス取得者）

講師

■ 7/9 水曜  10:30～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  2,500円
■ お持ちいただく物　ハサミ、カッター、
    ポケットティッシュ、必要な方は老眼鏡 

ポーセラーツで
ガラスの作品作り

　ポーセラーツは陶器だけでなくガラス
にもアートをすることができます。夏に向
けてキラキラと涼しげ
なペアグラスを作って
みませんか？ライン・フ
レーム・イニシャルは選
べます。※作品は後日
受け取りとなります。
グラスサイズφ6.9×
高さ12.9ｃｍ

手作り

長　佳世
（エレガントクチュールサロンL'etoile（レトワール）主宰）

講師

■ 7/16 水曜  10:30～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,500円 

Sweetマカロンペン

　クレイでできた３色マカロンペン♪
マカロンの色は自由にお選び頂けます。
可愛いリボンも多数ご用意！
イニシャルパーツもお作り頂けます。
プレゼントにも喜ばれるマカロンペン、
ぜひ一緒に作りませんか？
レッスンで
は２本作れ
ます。

手作り

大原 さえこ
（カービングフクオカ　主宰）

講師

■ 6/6 金曜  14:00～16:00
■ 受講料  2,300円
■ 材料費  300円
■ 教材費  200円 

やさしく楽しい
ソープカービング

　カービングとは、ナイフ一本で石鹸
や果物・野菜に彫刻アートすることで
す。カービング本場タイ王国に留学し、
第１５回フォーチューンカービングコ
ンテストで、タイ
王室よりコール
ドトロフィー受
賞しました。
素晴らしいカー
ビングを楽しん
でください。

手作り

長澤 明美（カルチャー楽楽楽主宰）講師

■ 5/28 水曜  10:00～15:30（休憩1時間含）
■ 受講料  7,000円
■ 材料費  900円
■ お持ちいただく物　袋帯(4m以上のもの)、
　 帯締め、帯枕、帯板、帯板、指ぬき、糸き
    りハサミ、中肉タオル 

さくら造り帯

　「帯が簡単に結べたら、着物をきた
い」と思いませんか？特許【さくら造り】帯
は、切らずに糸で留めるだけです。帯は2
～3分で結べ糸をほどけば元の帯に戻り
ます。こんな魔
法のような帯を
一緒に造りま
せんか。※今、
お使いの帯を
お持ちください。

手作り

富田 玲子
（Avec Plaisir主宰）

講師

■ 7/7 月曜  10:30～12:00
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  2,200円
■ お持ちいただく物　ハサミ、ピンセット 

うずらの卵で作る
ペンダントトップ

　小さなうずらの卵でペンダントトップを
作ります。カメオのブルーとブラックから
お選び下さい。

手作り

富田 玲子
（Avec Plaisir主宰  IPCA公認チューター）

講師

■ 6/7 土曜  13:00～14:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  800円 
■ お持ちいただく物   ハサミ、ピンセット

パーチメントクラフトで
作るICカードケース

 ICカードケースをパーチメントクラフトで
イニシャルを入れて作りましょう。色はピ
ンクとブラックをお選びいただけます。

手作り

宮本 美和（ステンドグラスクッキー作家）講師

■ 5/24 土曜  10:30～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,200円
■ お持ちいただく物  エプロン、手拭き 

夢見心地でアリスの世界へ♥♦♠
～ステンドグラスクッキー作り

　今回のステンドグラスクッキーは誰も
が大好きなアリスの世界を作ります。ア
リスティーパーティを連想させるカップや
ポット。「eat me」や「drink me」は子ど
も心にドキドキしたものです。ハートの女
王の王冠は思い切り派手にデコレー
ション！乙女に帰る
ひと時です。どな
たでも参加できま
す。（小学生以下
は保護者の方の
付添）

手作り

中路　朋（おうち教室 artigianale 主宰）講師

■ 6/25 水曜  10：30～12：30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,000円 
■ お持ちいただく物　底が広いタッパー、
    エプロン、タオル、ピンセット

June Bride
アイシングクッキー

　June Brideにちなみ、ドレスなど
のウエディングアイシングクッキー
を作りましょう。アンティークをイ
メージしたカラーで、自由にデコ
レーションを楽
しんでください。
（ローズパーツ
は予め用意した
ものをお使いい
ただきます）

手作り
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西田 圭子（韓国宮廷料理研究家）講師

韓国宮廷料理研究家
による韓国食文化
～お菓子とお餅～ 原田 チャンティマ

（福岡女学院天神サテライト講師）
講師

荒木 雪葉
（西南学院大学非常勤講師）

講師

森山  穣（ベトナムカフェレストランゴンゴン 店長）講師 スチン ゲルラ（『モンゴルの城」オーナー）講師

　タイ文化体験と言ったら、もちろんタイ料
理です。タイ料理を食べるとタイの匂いがし
ます。タイ料理を食べに行った時に、「これは
美味しくて体に良さそう。作ってみたい」と
思った事はありませんか。今回は日本で手に
入る材料を使ってできる簡単なレシピ「ラー
プ（ひき肉の和え物）、生春巻き」をご紹介し
ます。タイ人と一緒にタイ料理を作りましょう。

■ 6/21  土曜  11:00～13:00
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  600円
■ お持ちいただく物 エプロン、手拭き 

タイ食文化体験！
～ラープ・生春巻きを作りましょう～

　中国のお茶を味わいながら、お茶
の文化に触れてみませんか。お茶の
豆知識、お茶の意外な使い方など、
知っているようで知らない中国茶文
化の世界をご紹介します。

■ 6/17 火曜 15:00～16:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  300円 

味わい深い
中国文化とお茶

～中国のお茶を味わいながら～

作って楽しむ！ベトナム
食文化教室 Part1（昼/夜）

　モンゴルの大草原をイメージしなが
ら、ゲル（モンゴルの家）の中で衣装
を身につけ、定番の食べ物である
ホーショローを作って揚げ菓子と一
緒にお茶をいただきます。モンゴル出
身のオーナーのお話も魅力的です。
丸ごとモンゴル文化を体験します。

■ 5/28 水曜 13:30～15:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  500円
■ お持ちいただく物  エプロン、手拭き
■ 会場  モンゴリアンカルチャー
    レストラン「モンゴルの城」（大橋）
    詳細はお問い合わせください。

モンゴルへようこそ
～モンゴルの衣食住体験～

おいしいアジアおいしいアジア特 集

1日
講座
1日
講座

ギュネル 小宮 裕美
（福岡トルコ友好協会 代表）

講師

　ヨーグルトの発祥地トルコ！
トルコでは、実に様々な料理や前
菜にヨーグルトが使われています。
その中でも、ご家庭で簡単にでき、
熱中症対策にもなるといわれてい
るトルコの「国民的ドリンク」を作
ります。ご一緒にトルコの食文化を
楽しみましょう！

■ 6/28 土曜 10:30～12:00
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  200円
■ お持ちいただく物  エプロン、手拭き 

　ベトナム料理店でお料理を作りな
がらベトナムの食文化について楽しく
学びます。当日学ぶのはフォー（ベト
ナム風鶏肉うどん）、チャーゾー（揚げ
春巻き）、チェー（ベトナム風ぜんざ
い）の3品。お料理を味わいながらベ
トナム滞在歴のある店主がベトナム
の魅力を語ります。

　ベトナム料理店でお料理を作りな
がらベトナムの食文化について楽しく
学びます。当日学ぶのはチキンのココ
ナッツカレー、蒸し鶏と春雨のサラダ、
エスニックスパイスのジンジャーエー
ルの3品。お料理を味わいながらベト
ナム滞在歴のある店主がベトナムの
魅力を語ります。

■ 6/2 月曜  （昼）11:00～14:00 
　 　　　　　　（夜）19:00～22:00 
■ 受講料  2,100円  
■ 材料費  1,700円
■ お持ちいただく物 エプロン、筆記用具
■ 会場 ベトナムカフェレストラン ゴンゴン（平尾）
　 詳細はお問い合わせください。

トルコ食文化体験！
～トルコのヨーグルト・レシピから～

1日
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1日
講座

1日
講座
1日
講座

森山  穣（ベトナムカフェレストランゴンゴン 店長）講師

作って楽しむ！ベトナム
食文化教室 Part2（昼/夜）

■ 7/7 月曜  （昼）11:00～14:00 
　                   （夜）19:00～22:00  
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,500円
■ お持ちいただく物 エプロン、筆記用具
■ 会場 ベトナムカフェレストラン ゴンゴン（平尾）
　 詳細はお問い合わせください。
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若山　哲（福岡女学院大学准教授）講師

■ 4/11・18, 5/9・23, 
    6/13・27, 7/11 各金曜
    初　回      13:00～14:30  
    2回目以降  13:00～16:00
■ 受講料 新規14,700円（全7回）
　　　　  継続12,600円（全6回）
■ お持ちいただく物
    画材道具（初回講座時に説明あり） 

水彩画入門
～これから絵を描こうと思う人にむけて～

　美術の捉え方について考えていくとと
もに、実際に作品制作を行う際の基本
について学んでいきます。これから絵を
描きたいという方を対象に、鑑賞と制作
両方の側面から美術との向き合い方に
ついて考えていきます。
第1回「制作に向けて」絵画の原理と美
術の歴史（初めて参加する方を対象とし
ます）第2回～第7回「制作と講評」

絵　画

太田 峡花
（Bourgeon 書の倶楽部）

講師

■ 4/3・17, 5/15・29, 
    6/5・19,7/3・17 各木曜
    12:30～14:30
■ 受講料20,800円（全8回）
■ お持ちいただく物
    筆、硯、墨（又は墨液）、
    文鎮、下敷、半紙 

自分の輝きを
見つける創作の書

　古典からの基礎の技法を学び現代
の書に自分の感
情や思いを表現
する、そんなのび
のびとした喜びを
一緒に味わいま
せんか。

　書

中山 博智
（書家・水墨画家）

講師

■ 4/12, 5/10,6/14, 7/12
    各土曜 15:30～17:30
■ 受講料 10,400円（全4回）
■ お持ちいただく物
    筆、墨、紙、硯、下敷、取皿、
    筆洗 

水　墨　画
～梅の描き方（基本コース）～

　水墨画の世界において、梅は大変
有名で、数多くの名品が残っていま
す。
この講座では、初心者のために梅を
描く基本技法を学びます。
濃淡と線によって生み出す水墨の美
的体験をしてみませんか。

書　画

上村 禎彦（ゑものがたり絵師）講師

■ 4/14・28, 5/12・26, 6/9・23,7/14 
　 各月曜 13:00～15:00
■ 受講料 14,700円（全7回）
■ テキスト 500円
■ 教材費 5,050円　
　（小筆、彩色筆、顔彩、梅鉢、画仙ハガキ、
    半紙、墨汁、小皿３枚等）
   
 

はがき絵で
遊ぼ

　「はがき絵」は書いて楽しく、も
らってうれしい最高
のコミュニケーション
ツールです。
筆を持ったことない
人でも字がへたな人
でも大丈夫。遊びを
せんとや生れけむ
……のこころですよ。

絵　画

市原 光穂（福岡女学院天神サテライト講師）講師

■ 5/24 土曜  13:30～15:00
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  300円 
■ お持ちいただく物　
    筆ペン、鉛筆、定規、消しゴム

美しい慶弔袋の
書き方講座

　心のこもった手書きの慶弔袋こそ差し
上げる側の気持ちが伝わります。
今回、筆ペンを使用し、筆の持ち方、使い
方から始まり、「御仏前、御祝」など日常に
よく使用するものを中
心に学習してみたいと
思います。
※お手本をお渡ししま
すので、お申し込みの
際、書かれる氏名を正
確にお知らせください。

　　書　　　

築地 麻子
（日本エニアグラム学会　ファシリテータ）

講師

■ 7/12 土曜
    13:00～16:00
■ 受講料  2,100円

エニアグラム
ワークショップ

　エニアグラムとは、「９つの図」
という意味で、「人間は、９つの基
本的な性格タイプに分けられる」と
いう考えに基づいた人間学です。こ
の講座では、ワークショップを通し
て自分のタイプを知ることで、コ
ミュニケーション力をアップするた
めの手がかりを掴んでいただければ
と願っています。

　韓国伝統のお菓子とお餅について
学んでみたいと思います。歴史・文化・
製法が理解出来れば愛おしささえ覚
えるお菓子やお餅がぐっと身近なもの
になることでしょう。最終回では簡単な
お菓子かお餅を作ります。お楽しみに！

自己啓発

原田 陽子
（エコールドプロトコールモナコ福岡認定講師）

講師 原田 陽子
（エコールドプロトコールモナコ福岡認定講師）

講師

■ 4/23 水曜 
    10:30～12:00
■ 受講料  2,100円

プロトコールマナーと
ご挨拶の仕方

　プロトコールマナーは国際儀礼、
国際的マナーと訳されます。世界で
通じるマナーを身に着け、ご自分を
グレードアップし、さらに人生を愉
しんでみませんか？まず、プロト
コールマナーを知っていただき、次
にご挨拶の基本を学んでいただきま
す。どこに出ても恥ずかしくない挨
拶を身に付けましょう。

■ 6/11 水曜
    10:30～12:00
■ 受講料  2,100円

自己紹介で、素敵な
自分演出法を身に付ける

　世界で通じるプロトコールマナーを
身に付け、ご自分をグレードアップし、
さらに人生を愉しんでみませんか？
自己紹介は短いもので１分ですが、ご
自分らしさをアピールする大事なもの
です。その短時間で、貴女の印象は決
まってしまいます。常に良い印象を
持っていただくツールの一つとして、
自己紹介を学んでみませんか？

自己啓発 自己啓発

岩本 正信
（フードプランナー）

講師

■ 7/12 土曜  11:00～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,500円
■ お持ちいただく物  エプロン、手拭き 

■ 5/16,6/20,7/18 各金曜
　 13：00～14：30
■ 受講料  6.300円（全3回）
■ 材料費  1,000円
■ 教材費  200円
■ お持ちいただく物  最終回のみ
　 エプロン、三角巾、手拭き 

岩本シェフの食卓に楽しさをそえる
「保存食」に挑戦してみませんか

　保存食（PRESERVING)は、季節の
食材を常備食に、
また付け合せに、
食卓のアクセン
トとして気軽に作
れる野菜のピク
ルス・海老香味
オイルをレパート
リーに加えましょ
う。

　食

　食 　食

■ 5/31 土曜 11:30～13:30 
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,000円
■ 教材費 100円 
■ お持ちいただく物
    エプロン、三角巾、手拭き、筆記用具

韓国伝統の”チャプチェ”
を作ってみよう！

　最近のチャプチェと言えばタンミョ
ンがほとんどで具はわずかですね。美
味しいチャプチェは具が１０種類ほど
です。しかも季節によって材料を変化
させられるのでおもてなしや家庭料理
としても重宝し
ます。あなたの
チャプチェが
我家の逸品に
なりますよ。

西田 圭子（韓国宮廷料理研究家）講師
西田 圭子（韓国宮廷料理研究家）講師

■ 6/27 金曜  11:30～13:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,200円
■ 教材費 100円
■ お持ちいただく物
    エプロン、三角巾、手拭き、
    筆記用具

韓国の甘い”おこわ”
薬食を作ってみよう！

　新羅時代からの伝統食甘いおこわは
誰にでも喜ばれる逸品です。蒸した糯米
に醤油、ゴマ油、黒砂糖、シナモン、蜂蜜
で味付けしてさらに棗、栗、松の実、レー
ズンなどを加え、
さらに蒸した身
体に優しいおこ
わです。でも本
当は餅類に属
します。

キラリ巻きべぇ
（日本デコずし協会　デコ巻きずしマイスター）

講師

■ 5/10 土曜  10:30～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,000円
■ お持ちいただく物　エプロン、包丁、持ち帰
     り用お弁当箱、保冷剤、手拭き 
 

巻いてたのし♪切ってうれし♪
かわいい巻きずしを巻いてみよう！

　運動会のお弁当やいつもの食卓が
華やかになる楽しい巻きずし。
お花とカエルの巻きずしを作って、
切るまでの
ドキドキと
できあがっ
た時の感激
を楽しみま
しょう！

　食

石井 康子（英国王立園芸協会日本支部
  コンテナ、ハンギングバスケットマスター）

講師
石井 康子（英国王立園芸協会日本支部

  コンテナ、ハンギングバスケットマスター）
講師

■ 4/25, 7/4  各金曜
    （朝）10:30～12:30
    （昼）13:30～15:30
■ 受講料 4,200円
■ 材料費 6,000円
■ 教材費 200円
■ お持ちいただく物
　 エプロン、筆記用具 

ガーデニングサロン
～寄せ植えレッスン～ （朝/昼）

　コンテナガーデニングは一鉢の中に季節
を楽しみ、癒され、植
物パワーで元気に
なります。楽しいサロ
ンでご一緒に作品を
作りませんか。
4/25：バラとつる性
植物の寄せ植え。
7/4：トロピカルなハ
ンギングバスケット。

ガーデニング ガーデニング

■ 6/6 金曜  10:30～12:30
■ 受講料 2,600円   ■ テキスト 2,000円　　
■ 材料費 3,500円
　 （器材、伊藤商事のエレガンスをお持ち
     でない方は別途2,000円）  
■ 材料費 100円
■ お持ちいただく物 エプロン、筆記用具 

ハンギングバスケット
中級クラス

　ハンギングバスケットのレベル
アップのクラス
です。
少し大きな作品
を作ります。
ハンギングバス
ケットマスター
試験にも対応す
る内容です。

長浦 ちえ（デザイナー）講師

■ 7/5 土曜  13:00～15:00
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,500円
■ お持ちいただく物  ハサミ、ラジオペンチ 

まぁるい水引
アクセサリー！

　まずは基本の結び「あわじ結び」
をマスターしましょう。応用して、
まぁるい形を作ります。ネックレス
やブレスレットはもちろん、アレン
ジ次第で使い方は様々です！夏らし
いキレイ色で
かわいいアク
セサリーを作
りましょう！
※色は当日選
んでいただき
ます。

手作り

江本 美和（M-Passementerie主宰）講師

■  6/6 金曜  10:30～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,500円
■ お持ちいただく物   小さなハサミ

タッセルバッグチャーム
を作りましょう！

　タッセル揺れるチャームを作りま
しょう。バッグや籠バッグにつける
と夏のお出かけも楽しくなります。
M-Passementerieではイギリスでの
作り方をそのま
まお伝えしてお
ります。基本的
なタッセルの作
り方を学んでア
レンジの利くテ
クニックを身に
付けましょう。

手作り

元山 香織
（PUAMALIA RIBBON LEI FUKUOKA 主宰
  HOKU CRAFT 公認インストラクター）

講師

■ 6/14 土曜  10:30～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,000円
■ お持ちいただく物  老眼鏡（必要な方のみ）

楽しい！可愛い！
ハワイアンリボンレイ

　ハワイで生まれたクラフト、ハワイアン
リボンレイの手法でバッグチャームを作り
ます。バッグチャームとしてだけではなく、
フラダンスをなさる方のチョーカーレイや
カーテンタッセ
ルとしても使え
ます。ハワイア
ンミュージックを
聞きながら作っ
てみませんか。

手作り

ＭＯＣＨＡ（もか）
（日本ヴォーグ社 ポーセラーツ倶楽部 グリーンライセンス取得者）

講師

■ 7/9 水曜  10:30～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  2,500円
■ お持ちいただく物　ハサミ、カッター、
    ポケットティッシュ、必要な方は老眼鏡 

ポーセラーツで
ガラスの作品作り

　ポーセラーツは陶器だけでなくガラス
にもアートをすることができます。夏に向
けてキラキラと涼しげ
なペアグラスを作って
みませんか？ライン・フ
レーム・イニシャルは選
べます。※作品は後日
受け取りとなります。
グラスサイズφ6.9×
高さ12.9ｃｍ

手作り

長　佳世
（エレガントクチュールサロンL'etoile（レトワール）主宰）

講師

■ 7/16 水曜  10:30～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,500円 

Sweetマカロンペン

　クレイでできた３色マカロンペン♪
マカロンの色は自由にお選び頂けます。
可愛いリボンも多数ご用意！
イニシャルパーツもお作り頂けます。
プレゼントにも喜ばれるマカロンペン、
ぜひ一緒に作りませんか？
レッスンで
は２本作れ
ます。

手作り

大原 さえこ
（カービングフクオカ　主宰）

講師

■ 6/6 金曜  14:00～16:00
■ 受講料  2,300円
■ 材料費  300円
■ 教材費  200円 

やさしく楽しい
ソープカービング

　カービングとは、ナイフ一本で石鹸
や果物・野菜に彫刻アートすることで
す。カービング本場タイ王国に留学し、
第１５回フォーチューンカービングコ
ンテストで、タイ
王室よりコール
ドトロフィー受
賞しました。
素晴らしいカー
ビングを楽しん
でください。

手作り

長澤 明美（カルチャー楽楽楽主宰）講師

■ 5/28 水曜  10:00～15:30（休憩1時間含）
■ 受講料  7,000円
■ 材料費  900円
■ お持ちいただく物　袋帯(4m以上のもの)、
　 帯締め、帯枕、帯板、帯板、指ぬき、糸き
    りハサミ、中肉タオル 

さくら造り帯

　「帯が簡単に結べたら、着物をきた
い」と思いませんか？特許【さくら造り】帯
は、切らずに糸で留めるだけです。帯は2
～3分で結べ糸をほどけば元の帯に戻り
ます。こんな魔
法のような帯を
一緒に造りま
せんか。※今、
お使いの帯を
お持ちください。

手作り

富田 玲子
（Avec Plaisir主宰）

講師

■ 7/7 月曜  10:30～12:00
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  2,200円
■ お持ちいただく物　ハサミ、ピンセット 

うずらの卵で作る
ペンダントトップ

　小さなうずらの卵でペンダントトップを
作ります。カメオのブルーとブラックから
お選び下さい。

手作り

富田 玲子
（Avec Plaisir主宰  IPCA公認チューター）

講師

■ 6/7 土曜  13:00～14:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  800円 
■ お持ちいただく物   ハサミ、ピンセット

パーチメントクラフトで
作るICカードケース

 ICカードケースをパーチメントクラフトで
イニシャルを入れて作りましょう。色はピ
ンクとブラックをお選びいただけます。

手作り

宮本 美和（ステンドグラスクッキー作家）講師

■ 5/24 土曜  10:30～12:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,200円
■ お持ちいただく物  エプロン、手拭き 

夢見心地でアリスの世界へ♥♦♠
～ステンドグラスクッキー作り

　今回のステンドグラスクッキーは誰も
が大好きなアリスの世界を作ります。ア
リスティーパーティを連想させるカップや
ポット。「eat me」や「drink me」は子ど
も心にドキドキしたものです。ハートの女
王の王冠は思い切り派手にデコレー
ション！乙女に帰る
ひと時です。どな
たでも参加できま
す。（小学生以下
は保護者の方の
付添）

手作り

中路　朋（おうち教室 artigianale 主宰）講師

■ 6/25 水曜  10：30～12：30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,000円 
■ お持ちいただく物　底が広いタッパー、
    エプロン、タオル、ピンセット

June Bride
アイシングクッキー

　June Brideにちなみ、ドレスなど
のウエディングアイシングクッキー
を作りましょう。アンティークをイ
メージしたカラーで、自由にデコ
レーションを楽
しんでください。
（ローズパーツ
は予め用意した
ものをお使いい
ただきます）

手作り
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西田 圭子（韓国宮廷料理研究家）講師

韓国宮廷料理研究家
による韓国食文化
～お菓子とお餅～ 原田 チャンティマ

（福岡女学院天神サテライト講師）
講師

荒木 雪葉
（西南学院大学非常勤講師）

講師

森山  穣（ベトナムカフェレストランゴンゴン 店長）講師 スチン ゲルラ（『モンゴルの城」オーナー）講師

　タイ文化体験と言ったら、もちろんタイ料
理です。タイ料理を食べるとタイの匂いがし
ます。タイ料理を食べに行った時に、「これは
美味しくて体に良さそう。作ってみたい」と
思った事はありませんか。今回は日本で手に
入る材料を使ってできる簡単なレシピ「ラー
プ（ひき肉の和え物）、生春巻き」をご紹介し
ます。タイ人と一緒にタイ料理を作りましょう。

■ 6/21  土曜  11:00～13:00
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  600円
■ お持ちいただく物 エプロン、手拭き 

タイ食文化体験！
～ラープ・生春巻きを作りましょう～

　中国のお茶を味わいながら、お茶
の文化に触れてみませんか。お茶の
豆知識、お茶の意外な使い方など、
知っているようで知らない中国茶文
化の世界をご紹介します。

■ 6/17 火曜 15:00～16:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  300円 

味わい深い
中国文化とお茶

～中国のお茶を味わいながら～

作って楽しむ！ベトナム
食文化教室 Part1（昼/夜）

　モンゴルの大草原をイメージしなが
ら、ゲル（モンゴルの家）の中で衣装
を身につけ、定番の食べ物である
ホーショローを作って揚げ菓子と一
緒にお茶をいただきます。モンゴル出
身のオーナーのお話も魅力的です。
丸ごとモンゴル文化を体験します。

■ 5/28 水曜 13:30～15:30
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  500円
■ お持ちいただく物  エプロン、手拭き
■ 会場  モンゴリアンカルチャー
    レストラン「モンゴルの城」（大橋）
    詳細はお問い合わせください。

モンゴルへようこそ
～モンゴルの衣食住体験～

おいしいアジアおいしいアジア特 集

1日
講座
1日
講座

ギュネル 小宮 裕美
（福岡トルコ友好協会 代表）

講師

　ヨーグルトの発祥地トルコ！
トルコでは、実に様々な料理や前
菜にヨーグルトが使われています。
その中でも、ご家庭で簡単にでき、
熱中症対策にもなるといわれてい
るトルコの「国民的ドリンク」を作
ります。ご一緒にトルコの食文化を
楽しみましょう！

■ 6/28 土曜 10:30～12:00
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  200円
■ お持ちいただく物  エプロン、手拭き 

　ベトナム料理店でお料理を作りな
がらベトナムの食文化について楽しく
学びます。当日学ぶのはフォー（ベト
ナム風鶏肉うどん）、チャーゾー（揚げ
春巻き）、チェー（ベトナム風ぜんざ
い）の3品。お料理を味わいながらベ
トナム滞在歴のある店主がベトナム
の魅力を語ります。

　ベトナム料理店でお料理を作りな
がらベトナムの食文化について楽しく
学びます。当日学ぶのはチキンのココ
ナッツカレー、蒸し鶏と春雨のサラダ、
エスニックスパイスのジンジャーエー
ルの3品。お料理を味わいながらベト
ナム滞在歴のある店主がベトナムの
魅力を語ります。

■ 6/2 月曜  （昼）11:00～14:00 
　 　　　　　　（夜）19:00～22:00 
■ 受講料  2,100円  
■ 材料費  1,700円
■ お持ちいただく物 エプロン、筆記用具
■ 会場 ベトナムカフェレストラン ゴンゴン（平尾）
　 詳細はお問い合わせください。

トルコ食文化体験！
～トルコのヨーグルト・レシピから～

1日
講座
1日
講座

1日
講座
1日
講座

森山  穣（ベトナムカフェレストランゴンゴン 店長）講師

作って楽しむ！ベトナム
食文化教室 Part2（昼/夜）

■ 7/7 月曜  （昼）11:00～14:00 
　                   （夜）19:00～22:00  
■ 受講料  2,100円
■ 材料費  1,500円
■ お持ちいただく物 エプロン、筆記用具
■ 会場 ベトナムカフェレストラン ゴンゴン（平尾）
　 詳細はお問い合わせください。

1日
講座
1日
講座

1日
講座
1日
講座

1日
講座
1日
講座

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
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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。

割引
制度

講師の急病、災害など、止むを得ない事情が発生した場合は、休講することがあります。休講した場合には、原則として
補講を行いますが、事情により補講ができないことがあります。
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。

お申込・資料ご請求の際には、お客様の個人情報をご提供いただきます。ご提供いただきました個人情報は、本学個人
情報保護規定により適切かつ厳重に管理いたします。また、これらは講座の企画、管理、運営ならびに本学主催の公
開講座等のご案内に利用することがあります。

《受講者の特典について》
福岡女学院大学図書館の利用ができます。
図書館の利用をご希望の方は受講証明書を発行しますのでお申し出ください。

《講座の休講・補講について》

《個人情報保護法について》

福岡女学院 
天神サテライト 
ご案内図

受講料はお申込み後、振込用紙をお送り致しますので1週間以内に指定のコンビニにてお振込ください。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。お申込み講座の開講日に天神サテライトへお越しください。「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、一回のお申込みにつき申込事務手続き料として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をいただきます。

無料体験会が明記されている講座は、無料体験参加後にお申込み可能な講座です。参加費は無料です。
無料体験会を実施しない講座は見学ができます。見学は通常の講座に参加していただく形になります。見学の後、受
講することを決定された場合は、見学の分を含めた受講料をいただきます。なお、講座によって、見学できないものもあり
ますので、予めご了承ください。
無料体験会、見学、いずれも事前にお申込みください。定員を超える場合は、お断りさせていただくことがございます。

受講料、材料費につきましては開講日の2週間前までに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、御本人の都合による受講取り消しで
の払い戻しは出来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、一旦納金された受講料は、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中止となった場合は、受講料の払い戻しをいたします。
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いただきます。

《キャンセルポリシー》

《受講料について》

福岡朝日
会館ビル
福岡朝日
会館ビル

セガミ
（薬局）
セガミ
（薬局）

福岡女学院天神サテライト
協和ビル9F  1Fにローソンあり

受講お申込み方法
お申込みのキャンセルの場合
は、必ずご連絡ください。受講料
のお振込のないことをキャンセ
ルとはみなしません。

定員になり次第、受付を締め切
らせていただきます。
受講される講座数、年齢、性別
の制限はありません。

住所・氏名・
電話番号・　
受講希望
講座を明記いずれかでお送りください。

ホームページお申込みフォーム

先着順で受付 ご注意
※

※

電話 FAX
E-mail

●

《無料体験会・見学について》

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

特 集特 集

［開館時間］月曜～金曜 9：00～21：00
土曜        9：00～18：00 

日曜・祝日［定例閉館日］

開館日時092-715-2718TEL

E-mail t en j in@fukujo .ac . jp〒810-0001 福岡市中央区天神2-8-38 協和ビル9F 092-715-2719FAXお申込み・お問合せ先

HP 福岡女学院天神サテライト

 facebookページに
「いいね！」してください
facebook

福岡女学院大学
生涯学習センターご案内

●2014年度新規講座
①「赤毛のアン」講師：池田肇子（福岡女学院大学教授）
②「会話を楽しむ中国語」講師:徐亦猛（福岡女学院大学短期大学部准教授）
③「万葉の歳時記」講師：清原倫子（生涯学習センター講師・博士(国際文化)）　　
④「古代東アジア世界と倭国」講師：清原倫子
⑤「装飾古墳探訪への旅」講師：片岡宏二（福岡女学院大学非常勤講師）
⑥「韓国語会話」講師：鄭美京（福岡女学院大学非常勤講師）

●無料体験講座「赤毛のアン」3月11日（火）13：30～14：30
●幼児・小学生対象講座は「小学生の英会話」、「リトミック：1歳半から3歳児対象」「リト
ミック：4歳から6歳児対象

●夏休み小学生対象講座は「パンを焼きましょう」、「お好み焼きクッキング」､｢ステンシルで
エプロン作り｣、｢パソコンでいろいろプリント｣（小学4～6年生対象）　　

●文学は「宮沢賢治の詩を読む」、「歴代の漢詩を味わう」、「九州の歴史紀行」、「源氏物
語を読む」、「近松を読む」、「万葉の歳時記」、「古事記を読む」

●教養は「聖書」、「教科書から学び日本史」、「ハンドベル」、「パイプオルガン」、｢初めての
ハープ」、「写真」、「食を楽しむ」、「臨床心理実践への招待」、「英語の音読で脳力パ
ワーアップ」、「英米の短編を読む」

●会話は「シニアのためのトラベル英会話」、「初心者のための英会話」、「英会話初級」
「英会話上級」、｢韓国語会話｣、「会話を楽しむ中国語」
●資格取得講座は「TOEIC®Test 対策」、｢英検準1級｣
詳細については、パンフレットをお送りいたしますのでご連絡をお待ちいたします。

＜お申込み・お問合せ先＞
福岡女学院大学生涯学習センター　〒811-1313　福岡市南区曰佐3-42-1
tel：092-575-2993  fax：092-575-6480　E-mail：shogai@fukujo.ac. jp  

福岡女学院大学生涯学習センターは、キリスト教精神に基づき国際的視野にたって充実した生涯の実現を目指す人のた
めに生涯学習の援助活動をおこなう事を目的とし、曰佐キャンパスで講座を開講しています。体験は無料でお受けしていま
すので、お気軽にお申し出ください。

　FjTs 福岡女学院天神サテライトでは、聖
書の言葉『私はぶどうの木、あなたがたはそ
の枝である』から、 “つながる” をキーワード
に、『ぶどうの枝』を開設しています。多くの皆
様にFjTsへお運びいただき、新しい出会いを
と考え、各種イベントや作品展を開催します。

ギャラリー“ぶどうの枝”
お知らせ

■FjTs辻本潤一  実践デジカメ講座講師受講生
　による作品展　（4月開催予定）

おいしいアジアおいしいアジアおいしいアジア

2014年度４月開講(全20回) - 定員10名
受講料 年間20万円⇒ 開講記念割引 年間10万円 (税込）
　　　　　　　　　　　　　　　テキスト代として別途2,000円程度必要
※2015年度も開講予定。ただし受講料は年間20万円（税込）
※受講にはMacBook Air（2013年度モデル　OS X10.9以降）が必要です。
　3月26日（水）の無料説明会でMacBook Air　ご購入のアドバイスをします。

講師紹介：増本　衛

2014年度 - 年間スケジュール（予定）
隔週水曜日19時～20時30分（19回）、
20回目の3/7（土）は研究発表会

ソーシャル・メディア・ゼミナール「ソーシャルメディアアドバ
イザー（SMA）講座」講師。九州大学経済学府産業マネ
ジメント専攻修士課程、専門はコミュニティ・メディア・デザ
イン、ソーシャルメディア、マーケティング。上場企業から地
場中小企業、地方自治体、医療機関まで様々な組織で
SNSの講座を多数実施。MBAの知識体系を基にソーシ
ャルメディア実践活用のカリキュラムを構築。

無料説明会（3/26）
第 1 回（ 4 /16）：SNS全般知識
第 2 回（ 4 /30）：マルチメディア基礎*
第 3 回（ 5 /14）：Facebook基礎
第 4 回（ 5 /28）：音源制作(Garageband)*
第 5 回（ 6 /11）：Twitter/LINE基礎
第 6 回（ 6 /25）：動画制作(iMovie)*
第 7 回（ 7 / 9 ）：YouTube基礎
第 8 回（ 7 /23）：研究テーマ策定
夏期休暇 － （課題有）
第 9 回（ 9 /10）：Facebook中級(1)
第10回（ 9 /24）：Facebook中級(2)
第11回（10/ 8 ）： マーケティング基礎知識
第12回（10/22）：SNSマーケティング
第13回（11/ 5 ）：プレゼン (Keynote)*
第14回（11/19）：SNSリスク事例研究
第15回（12/ 3 ）：SNSリスク管理と対策
第16回（12/17）：SNSミックス
第17回（ 1 / 7 ）：研究テーマ中間発表
第18回（ 1 /21）：コミュニティメディア構築(1)
第19回（ 2 / 4 ）：コミュニティメディア構築(2)
第20回（ 3 / 7 ）：最終研究発表会

特徴1：
充実の通年カリキュラ
ム（年20回/月2回）
でSNS全般知識を修得

特徴2：
予習・復習を重視し徹
底的に学習

特徴3：
MacBook Airで動画・
音楽・プレゼン等を修得

特徴4：
修了時に「ソーシャルメ
ディアアドバイザー講座
修了証」を発行

特徴5：
やむなく欠席した場合は、
動画視聴での再受講可

西田 圭子（韓国宮廷料理研究家）講師

韓国宮廷料理研究家による韓国食文化　～お菓子とお餅～
※最終回で簡単なお菓子かお餅を作ります。

原田 チャンティマ（福岡女学院天神サテライト講師）講師

タイ食文化体験！　～ラープ・生春巻きを作りましょう～

荒木 雪葉（西南学院大学非常勤講師）講師

味わい深い中国文化とお茶　～中国のお茶を味わいながら～

ギュネル 小宮 裕美（福岡トルコ友好協会 代表）講師

トルコ食文化体験！　～トルコのヨーグルト・レシピから～
※ヨーグルト発祥地トルコの国民的ドリンクを作ります。

森山  穣（ベトナムカフェレストランゴンゴン 店長）講師

森山  穣（ベトナムカフェレストランゴンゴン 店長）講師

作って楽しむ！ベトナム食文化教室 Part1 （昼/夜）
※フォー（ベトナム風鶏肉うどん）、チャーゾー（揚げ春巻き）、
　チェー（ベトナム風ぜんざい）の3品を作ります。　

作って楽しむ！ベトナム食文化教室 Part2　（昼/夜）
※チキンのココナッツカレー、蒸し鶏と春雨のサラダ、エスニックスパイスの
　ジンジャーエールの3品を作ります。　

スチン ゲルラ（モンゴリアンカルチャーレストラン 「モンゴルの城」 オーナー）講師

モンゴルへようこそ　～モンゴルの衣食住体験～
※ホーショロー（牛肉入り揚げ餃子）を作ります。（揚げ菓子付）

FjTs 市民講座 ソーシャル・メディア・ゼミナール
ソーシャルメディアアドバイザー（SMA）講座ソーシャルメディアアドバイザー（SMA）講座

※この講座は割引制度対象外です

事前申し込みが必要です。

シラバス内容は一部変更する場合もあります

※写真は昨年の美術展の様子まずは
無料説明会へどうぞ
日時 3/26(水)
19時～20時30分

まずは
無料説明会へどうぞ
日時 3/26(水)
19時～20時30分

《特集「おいしいアジア」の詳しい内容は本誌6ページをご覧下さい。》


