
市民講座
2017年度  春学期

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。

「通訳ガイド入門」

《おもてなしの3講座》

講　師：山下 美枝子（九州通訳ガイド研修会 代表）
日　程：無料体験会 4/15（土）13：00～
 5/6・20、6/3・17、7/1・15、9/2・16、10/7・21、
 11/4・18（土曜日・全12回）
時　間：13：00～14：30　受講料：27,600円
レベル： 英検2級に準ずる

「通訳ガイド」は語学を学ぶ目的として、活かす出口として魅力的な仕事（有料、ボラン
ティアを問わず）だと思います。いまお持ちのスキルを身近な国際交流や社会貢献につ
なげてみませんか？おもてなしのプロとして外国人観光客を喜ばせるガイディングやコ
ミュニケーションのコツなどを、経験豊富なベテラン講師がナビゲートします。

講　師： 内川 manaois 孝子（生涯学習センター 講師）
日　程： 無料体験会 4/10（月）10：30～
 4/24、5/8・22、6/12・26、7/10（月曜日・全6回）
時　間： 10：30～12：00　受講料：13,800円　レベル：初級以上

「おもてなしの英会話」
　～東京オリンピックに向けて～

講座情報

公開講座のご案内

講　師： 朴 庚芽（生涯学習センター 講師）
日　程： 無料体験会 4/5（水）13：00～
 4/19、5/17、6/7・21、7/5・19（水曜日・全6回）
時　間： 13：00～14：30　受講料：13,800円　レベル：初級以上

「おもてなしの韓国語会話」
　～東京オリンピックに向けて～

春学期より新しい教材でスタートする購読講座
「英米の小説を読む」

Jane Austen：Pride and Prejudice

「原書を読む」（初級）
オルコット『若草物語』
どちらの講座もじっくりと長期的に講読する内容となります。 
この機会に、英語の美しさや当時の人々の生き方など、 
その作品の深い味わいに触れてみませんか？

講　師： 磯田 翌瞳（福岡女学院大学 非常勤講師）
日　程： 無料体験会 4/12（水）13：00～
 4/26、5/10・24、6/14・28、7/12（水曜日・全6回）
時　間： 13：00～14：30　受講料：13,800円　レベル：初級以上

「おもてなしの中国語会話」
　～東京オリンピックに向けて～

おススメ

ー曰佐キャンパス校ー外国からの旅行者が知っていると便利というヒントや愉しむ・感心するような文化や習
慣を、簡単な単語やフレーズを使って説明できるように練習します。2020年のオリン
ピック開催へ向けて、「おもてなし」に役立つ英会話・韓国語会話・中国語会話を学ん
でいきましょう。この講座は、初級以上の方が対象です。

こんな方に最適な講座です！
●学んだ語学を、楽しみながら役立てたい！
●外国人観光客に、日本の福岡の良さを伝えたい！
●観光が好き、人と関わることが好きな方！

●学んだ語学の実践力を、もっと伸ばしたい！
●インバウンドに関わりたいと思う方！

ー天神サテライト校ー

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？おもてなしのための語学・コミュニケーションスキルを身につけませんか？



4/14～7/21 
※5/5休み （毎週金曜）
10：30～12：00

受講料 21,000円（全14回）教材費 1,000円

〈講師〉生涯学習センター 講師／半田 隆夫
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（肥後・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。

九州の歴史紀行教養

4/14・28、5/12・26、
6/9・23、7/14・28 （第2・4金曜）
13：30～15：00

受講料 12,000円（全8回） 教材費 200円

〈講師〉福岡県美術協会会員／岡田 信義
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？ 四季折々の風景と人
物のとらえ方、光と影のとらえ方、「本物の持つ美しさ」
を加工や色を加えない、真実の表現方法を学びます。

写真（デジタル）撮影
「光と影」の写術習得教養

5/26、7/14 （各金曜）
〔朝〕10：30～12：30 〔昼〕13：30～15：30

受講料 4,200円（全2回）

　　　　　　　　  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）

教材費

お持ちいただくもの

200円 材料費 6,200円

〈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
「暮らし美人」を目指し、植物と潤いのある生活を楽し
む内容です。1回目：コンテナガーデン、2回目：ハンギン
グバスケット＊この講座は、2回講座です。

ガーデニングサロン教養

4/12～7/19 ※5/3休み （毎週水曜）
11：00～12：30

受講料 21,000円（全14回）

〈講師〉福岡女学院大学・大学院 教授(文学博士）／東 茂美

4,657円+税テキスト代

第39帖「夕霧」を読みます。落葉の宮への思慕がつのり、小野の里
の深い霧を口実に宮のそばで一夜を過ごした夕霧。一途な思い
に翻弄される夕霧は、滑稽で凡庸な中年男でしかありません。こ
の巻でぜひ読みとりたいのは、紫の上のことば「女ばかり、身を
もてなすさまもところせう、あはれなるべきものはなし」でしょ
うか。はじめて『源氏物語』にふれようとする方も、どうぞ。

源氏物語を読む  文学

4/12～7/19 
※5/3休み （毎週水曜）
13：30～15：00

受講料 21,000円（全14回）
教材費 300円

〈講師〉元福岡女学院中高 教諭／橋口 隆文

1,080円テキスト代

今年度は、宮沢賢治の代表作として多くの人に愛されな
がら、けっして原作が読まれているとはいえない、あるい
は読んでもわからないといわれる『銀河鉄道の夜』を読み
ます。サテライト校と同じ作品を読みますが、この講座で
はこの作品の魅力をより広く多角的に読み進めます。

宮沢賢治の長編童話
『銀河鉄道の夜』を読む文学

4/13・27、5/11・25、
6/8・22、7/13 （第2・4木曜）
※変更の可能性あり
10：30～12：00

受講料 10,500円（全7回） 教材費 300円

〈講師〉生涯学習センター 講師、博士（国際文化）／清原 倫子
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の中でひも解いていきます。

万葉の歳事記文学

4/13～7/20
※5/4、6/29休み （毎週木曜）
※変更の可能性あり
13：30～15：00

受講料 19,500円（全13回）教材費 300円

〈講師〉生涯学習センター 講師、博士（国際文化）／清原 倫子
日本の正史第一の『日本書紀』。難しいとか、『古事記』と
同じでは？と思う方も多いようですが、両者は似て非
なりでその編纂の目的や方法、内容も同じではありま
せん。海外史料や『古事記』などとも比較しながら読み
すすめ、日本の歴史を楽しくひも解いていきましょう。

楽しく読む『日本書紀』文学

4/11・25、5/9・23、
6/13・27、7/11 （第2・4火曜）
10：30～12：00

受講料 10,500円（全7回）

〈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

741円テキスト代

春学期より新たに英国の小説を代表し、世界の十大小説
の一作ともみなされ、幾度も映画化・ドラマ化されている
ジェイン・オースティンの『高慢と偏見』を読みます。最高
で見事な英文は、講読のための最も優れた学習教材でも
あります。オースティンの小説の世界へ引き込まれます。

英米の小説を読む
Jane Austen：

英語
Pride and Prejudice

福岡女学院大学 市民講座

曰佐キャンパス校
OSA campus

4/21、5/19、6/16、
7/21 （各金曜）10：30～12：30

受講料 2,100円（各1回） 材料費 1,500円（各1回）

〈講師〉韓国宮廷料理研究家／西田 圭子
薬食同源といわれる韓国宮廷料理を家庭の毎日の食卓
に、またおもてなしとして楽しめるように伝授。韓国で
は、いま伝統料理に目が向けられています。日本の食材
も取り入れながら、上質の韓国宮廷料理を目指します。
＊この講座は、1日講座です。

家庭で楽しむ韓国宮廷料理食文化

割引
対象外

エプロン、スリッパ、お手ふき、筆記用具
お持ちいただくもの

1日講座

4/26、5/24、6/28、
7/26 （各水曜）10：30～12：30

受講料 2,100円（各1回） 材料費 1,000円（各1回）

〈講師〉国際中医師、国際中医師薬膳師／宇津原 知世美
季節と身体などのつながりで捉える中国医学をベース
にした薬膳では、春の陽気が肝や目、筋肉、感情などに
影響すると考えます。講座では、中国医学のわかり易い
お話と共に食物の持つ効能、養生ツボを学び、美味しい
薬膳料理を作ります。

薬膳のある暮らし食文化

割引
対象外

エプロン、スリッパ、お手ふき、筆記用具
お持ちいただくもの

1日講座

4/12・26、5/10・24、
6/7・21、7/5・19 （各水曜）
10：30～12：00

受講料 12,800円（全8回）
教材費 200円 テキスト代 1,200円程度

〈講師〉福岡女学院大学 名誉教授／板倉 武子
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！Erich Segalの　　　　を読みます。医師の修
行に奮闘する医学生達。軽妙なタッチの英文にのって、
登場人物が読者の目の前で生き生きと踊ります。対話
も洒落ています。音読の楽しさを味わいましょう。

英語の音読で脳力パワーアップ
Erich Segalの　　　　を読む英語 Doctors

Doctors

4/11・25、5/9・23、
6/13・27、7/11 （第2・4火曜）
10：30～12：00

受講料 10,500円（全7回） 教材費 200円

〈講師〉元福岡女学院中高 教諭／木村 隆久
平安時代末期に、平清盛が貴族社会の最高位に立ち「お
ごれる平氏」と印象が悪いですが、果たしてそうでしょう
か？ついで、源氏と平氏との戦いに勝利した源頼朝が新
しい政治を始めます。いま鎌倉幕府の成立年代について
も定説が問われています。一緒に考えてみませんか？

教科書から学ぶ
日本史入門教養

1,700円程度テキスト代

4/11・25、5/9・23、
6/13・27、7/11 （第2・4火曜）
13：30～15：00

受講料 10,500円（全7回）

〈講師〉元福岡女学院大学短期大学部 講師／坂元 惠子

300円教材費

旧約聖書は、約2,000年の歴史の中で徐々に形成されまし
た。旧約聖書を理解するためには、その背景となっている古
代イスラエルの歴史についての知識が必要です。今期は、旧
約聖書の物語を読みながら、古代イスラエルの歴史につい
て学びたいと思います。

旧約聖書の歴史キリスト教

第1章　カナン定着以前の時代
第2章　カナン定着時代（士師時代）
第3章　統一王時代
第4章　王国分裂後のイスラエル王国とユダ王国
第5章　アッシリアの進出と南北両王国の運命
第6章　ユダ王国の滅亡とバビロン捕囚
第7章　ペルシャの支配
第8章　ヘレニズム時代
第9章　ローマ時代



4/13～7/20 ※5/4休み （毎週木曜）
17：00～18：00

受講料 16,800円（全14回）
テキスト代 1,100円+税

〈講師〉生涯学習センター講師／林 伊津子
高校入試の推薦基準としても使われている「実用英語
技能検定」、通称「英検」。本講座では、英検の出題傾向に
合わせた授業・演習で合格を目指します。合格を目指し
て勉強することは、英語力のアップにつながります。英
検を使って、基礎固めをしたい方にもおすすめです。

中学生のための
英検3級対策講座

英語
資格

無料体験会 4/6（木）17：00～

4/18～7/18
※5/2休み （毎週火曜）
11：30～13：00

受講料 20,800円（全13回）

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／鄭 美京
この講座は、実際のコミュニケーションに必要な基本
的な文法から、発音、簡単な挨拶、さまざまな場面を想
定した会話の練習をおこないます。韓国のドラマや
K-POP、文化、歴史なども紹介します。初めての方も既
に学習をはじめている方も大丈夫です。

韓国語会話韓国語

無料体験会 4/11（火）11：30～

4/11～7/18 ※5/2休み （毎週火曜）
10：30～12：00

受講料 22,400円（全14回） 教材費 200円

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES
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フランス語

無料体験会 4/4（火）10：30～

（継続のみ）
［A・C・F］4/17、5/8・22、6/5・19、7/3
［B・D・E］4/24、5/15・29、6/12・26、7/10 
※5/1休み （各月曜）

受講料 13,800円（全6回）

〈講師〉福岡女学院オルガニスト／古賀 智子
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）音楽

子ども

4/20～7/20 ※5/4休み （毎週木曜）
15：30～16：15

受講料 13,000円（全13回）

〈講師〉生涯学習センター講師／田中 ちづる
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

無料体験会 4/13（木）15：30～

4/8・22、5/13・27、
6/17・24、7/8・22 （各土曜）
10：30～12：00 

受講料 18,400円（全8回）

〈講師〉日本ハンドベル連盟2級認定講師／北島 三央
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。9月に川内市で開催される
九州フェスティバルへの参加する場合は、8月に追加補
講をおこないます。

現在約25万冊の蔵書で、一般・専門書から話題の
ベストセラーまで取り揃え、皆さんの学びをサポー
トします。
＊図書館を利用する際には、各校窓口でお申し出ください。
＊図書館の利用時間は、図書館の開館時間に準じます。
＊なお、本の貸出期間は、受講期間中となります。

ハンドベル講座音楽

4/12～7/19 ※5/3休み （毎週水曜）
11：00～12：30

受講料 22,400円（全14回）
テキスト代 2,160円

〈講師〉福岡女学院大学短期大学部 非常勤講師／大神 礼子
英語を一番身近に感じる海外旅行。そのさまざまな場
面で出会う英会話を中心に勉強します。海外旅行経験
や計画のある方もない方も、居ながらにして旅行気分
を！シニアクラスのため授業の進みはゆっくりめ、長
く続ければ脳トレにも！！クラスでは英語名（イング
リッシュネーム）を使います。

シニアのための
トラベル英会話英語

無料体験会 4/5（水）11：00～

4/13～7/20 ※5/4休み （毎週木曜）
17：00～18：00

受講料 22,400円（全14回）
保険料 1,000円 テキスト代 2,138円

〈講師〉福岡女学院大学中高 非常勤講師／Christian Perry
ネイティブスピーカーによるすべて英語の環境で、聴
く力・話す力・語彙力など楽しみながら自然な英語表現
に親しみます。 フラッシュカードや映像を使い、繰り
返しまね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!

小学生のための英会話教室英語

無料体験会 4/6（木）17：00～

受講料 20,800円（全13回）

〈講師〉福岡女学院大学短期大学部 教授／Jack Brajcich
This course offers classes that are easy to 
understand and enjoyable to learn in. Lessons 
include everyday conversations and texts from 
newspapers and books, and present the 
vocabulary, grammar, and functions students 
encounter most often in real life.

英会話 中級英語

4/21～7/21 ※5/5休み （毎週金曜）
13：30～15：00 無料体験会 4/14（金）13：30～

テキスト代 3,000円程度

4/10～7/10 ※5/1休み （毎週月曜）
13：30～15：00

受講料 20,800円（全13回）

〈講師〉生涯学習センター 講師／小野寺 Gary
この講座は初心者のための会話を中心としたクラスで
す。テキストを使いながら、挨拶や日常生活、ショッピ
ングなどさまざまな英語表現や文法を学びます。グ
ループやペアワークを通して、まずは英語でコミュニ
ケーションする楽しさを体感してください。

初心者のための
やさしい英会話英語

無料体験会 4/3（月）13：30～

テキスト代 2,000円程度
受講料 20,800円（全13回）

〈講師〉福岡女学院大学短期大学部 講師／Troy Doucette
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。

英会話 初級英語

4/20～7/20 ※5/4休み （毎週木曜）
11：00～12：30 無料体験会 4/13（木）11：00～

テキスト代 3,000円程度

4/21～7/21 ※5/5休み （毎週金曜）
11：00～12：30

受講料 20,800円（全13回）

〈講師〉福岡女学院大学短期大学部 教授／Jack Brajcich
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-produced topics.

英会話 上級英語

無料体験会 4/14（金）11：00～

4/15～7/22 ※4/29、6/3休み （毎週土曜）
10：30～12：00

受講料 20,800円（全13回）
テキスト代 2,160円

〈講師〉西南学院大学 非常勤講師／廣田 恵美
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
強化を図ります。講座では、昨年5月にはじまった新テ
スト対応のテキストを用いて、学習を進めていきます。

TOEIC® Ｔest対策講座英語
資格

無料体験会 4/8（土）10：30～

テキスト、ノート、辞書お持ちいただくもの

4/11～7/18 ※5/2休み （毎週火曜）
13：30～15：00

受講料 22,400円（全14回）

〈講師〉福岡女学院大学 名誉教授／池田 肇子
原題『Little Women』とは南北戦争に赴いていた父から
4人の娘たちに宛てた手紙にある言葉です。社会奉仕に
熱心な母を中心に慎ましくも明るい暮らしが綴られて
います。当時の書評で「6歳から60歳までのあらゆる年齢
の若者の心を打つ最良の本」と言われた名作を味読しま
しょう。この作品は、春学期より読みはじめます。

原書を読む（初級）
オルコット『若草物語』英語

無料体験会 4/4（火）13：30～
辞書、筆記用具お持ちいただくもの

テキスト代 1,200円程度

受講者特典として、曰佐キャンパス内の
大学図書館が利用できます。



福岡女学院大学 市民講座

天神サテライト校
TENJ IN  s a t e l l i t e

4/7（新規のみ）・21、5/19、6/2・16・30、7/7・21
（各金曜）10：30～12：30

受講料 新規16,800円（全8回）
継続14,700円（全7回）

保険料 380円

〈講師〉生涯学習センター 講師／辻本 潤一
屋外撮影を交えながら楽しく学べる講座です。新規受
講の方は第1回オリエンテーションから全8回。継続の
方は第2回より全7回の講座です。屋外撮影は３回予定
しています。※屋外撮影時の交通費、有料施設への入場料等は受
講料に含まれておりません。

実践デジカメ講座教養

　　　　　　　　　　　　　　　デジタル一眼レフカメラ（ミ
ラーレス機含む）。カメラの取扱い説明書。初回出席時、撮影データ
10点程度をSDカードなどのメディアに入れて持参下さい。

お持ちいただくもの

4/3・17、5/15、6/5・19、
7/3 （第1・3月曜） 10：30～12：30

受講料 12,600円（全6回）教材費 200円

〈講師〉（公社）福岡県美術協会理事：福岡市美術展運営委員：西日本写真協会常任委員／小林 敏夫
写真を撮影する事は楽しく思い出深いものですが、必
ずしも写り良く撮影できていないことやプリントして
もイメージと違う場合があります。この講座では画像
の編集・管理に特化したソフト「Lightroom」を使いこ
なし、出来ればコンテストや展示会に出品できる画像
編集スキルを習得しましょう。

デジタルレタッチ講座
～デジタル画像編集～教養

ライトルーム5又は6がインス
トールされたパソコン

お持ちいただくもの

4/5・19、5/17、6/7・21、
7/5・19 （第1・3水曜）
10：30～12：00

受講料 14,700円（全7回） 教材費 100円

〈講師〉生涯学習センター 講師／谷口 佳代子
今学期は、日本に探偵小説を定着させた江戸川乱歩を
取り上げます。探偵小説以外に怪奇小説も多く執筆し
た乱歩ですが、大戦後は編集者として筒井康隆ら多く
の新人を世に送り出します。その人間模様に触れなが
ら、処女作の「二銭銅貨」などを読んでいきます。

近現代文学～師弟とライバル～
江戸川乱歩を読む文学

4/13・27、5/25、6/8・22、
7/6・7/20 （各木曜）
13：00～14：30

受講料 14,700円（全7回） 教材費 100円

〈講師〉元福岡女学院中高 教諭／橋口 隆文
宮沢賢治の代表作『銀河鉄道の夜』を読みます。アニメ
や絵本、朗読をとおして多くの人に愛される名作です。
しかし、原作の豊かさ・深さをじかに味わっている人は
意外に少ないのでは？じっくりと本文を読みながら、
作品に込められた賢治の願いを一緒に考えましょう。

賢治童話
『銀河鉄道の夜』を読む文学

4/11～7/18
※5/2・16、7/18休み （毎週火曜）
15：00～16：30

受講料 27,600円（全12回） 教材費 200円

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／大場 明日香
字幕ナシでドラマを見たい…その夢に一歩近づいてみ
ませんか？いきなり字幕ナシは難しくても、じっくり
とセリフを読み解いていくのもまた一興。『フルハウ
ス』の一家が使ったあの表現を、どこかで使えたらステ
キでしょ？さあ、体中でドラマを味わいましょう！

海外ドラマで
楽しく鍛える英語耳（中級）英語

無料体験会 4/4（火）15：00～

4/20～6/29
※5/4休み（毎週木曜）
19：00～20：30

受講料 23,000円（全10回）教材費 300円

〈講師〉福岡女学院大学 教授／南川 啓一
外国語の「発音できない音は聞き取れない」のです。・・・
だから発音できるようになることが、聞き取れるよう
になることへの近道でもあります。音を創り出すメカ
ニズムを理解し、口や舌を自由に動かして英語の音を
創りだすことを学びます。あなたの【エイゴ】の発音を
完璧にします！

英語発音クリニック
～あなたの英語の発音完璧になおします～(初級～上級）

英語

無料体験会 4/13（木）19：00～

4/20～6/29
※5/4休み（毎週木曜）
13：00～14：30

受講料 23,000円（全10回） 教材費 300円

〈講師〉福岡女学院大学 教授／南川 啓一
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！

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）

英語

無料体験会 4/13（木）13：00～

5/6・20、6/3・17、7/1・15、9/2・16、
10/7・21、11/4・18 （第1・3土曜）
13：00～14：30

受講料 27,600円（全12回）

〈講師〉九州通訳ガイド研修会 代表／山下 美枝子
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。これらをきっかけに、「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、活かす出口としてても魅力的な仕事（有料・ボラン
ティアを問わず）だと思います。

通訳ガイド入門教養

無料体験会 4/15（土）13：00～

6か月コース（全12回）

第 1 回 
第 2 回
第 3 回
第 4 回
第 5 回
第 6 回
第 7 回
第 8 回
第 9 回
第10回
第11回
第12回

 5/6 （土）
 5/20 （土）
 6/3 （土）
 6/17 （土）
 7/1 （土）
 7/15 （土）
 9/2 （土）
 9/16 （土）
10/7 （土）
10/21 （土）
11/4 （土）
11/18 （土）

自己紹介、役割分担決め、情報収集策
日本語・箇条書きガイド案作成
日本語・ガイド案内容 検討
日本語・口語ガイド案 作成
日本語・口語ガイド案 検討
外国語・口語ガイド案 作成
外国語・ガイド案 検討
外国語・ガイド案 読み合わせ
外国語・ガイド案前半部分 プレゼン
外国語・ガイド案後半部分 プレゼン
模擬ガイド
反省会

内　容日　程

4/20～6/29
※5/4休み（毎週木曜）
15：00～16：30

受講料 23,000円（全10回）

〈講師〉福岡女学院大学 教授／南川 啓一
英語再入門では作文をしましたが、続・英語再入門では
あまり難しくない英文を読んでみます。わからない単
語は辞書を使いながら、急がず・焦らず、納得するまで
ゆっくりと少しずつ読んでみましょう。

続・英語再入門
～今度は、リーディングだ！～（入門～初級）

英語

無料体験会 4/13（木）15：00～

テキスト代 1,500～2,000円程度

4/24、5/8・22、6/12・26、
7/10 （第2・4月曜）
10：30～12：00

受講料 13,800円（全6回）

〈講師〉生涯学習センター 講師／内川 manaois 孝子
外国からの旅行者が知っていると便利というヒントや
愉しむ・感心するような文化や習慣を、簡単な単語やフ
レーズを使って説明できるように練習します。2020年
のオリンピック開催へ向けて、「おもてなし」に役立つ
英会話を学んでいきましょう。この講座は、初級以上の
方が対象です。

おもてなしの英会話
～東京オリンピックに向けて～（初級以上）

英語

無料体験会 4/10（月）10：30～

教材費 100円

4/21、5/19、6/16、7/21
（各金曜）
13：30～15：00

受講料 8,400円（全4回） 教材費 300円

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES
サン＝テグジュペリの代表作『星の王子さま』を読んで、作
品に込められたメッセージを一緒に探してみませんか？
授業は日本語とフランス語で行いますので、フランス語が
初めての人も安心してご参加ください。もちろん有名なフ
レーズも日本語とフランス語でご案内します。

『星の王子さま』が伝えたかったこと文学

無料体験会 4/7（金）13：30～

4/10～7/24 ※5/1、7/17休み （毎週月曜）
15：00～16：30

受講料 32,200円（全14回）
テキスト代 2,800円程度

〈講師〉福岡女学院大学短期大学部 講師／Troy Doucette
英語は使わないと忘れてしまいます。英語が話せないの
ではなく、話す機会が無いから忘れるのです。 この講座
では皆さんが学生のころなど、これまで学んだ英語の記
憶を少しずつ思いおこしながら、 単語やフレーズを声に
出して練習し、英語を話すことにまず慣れていきましょ
う。そしてこの講座から、ステップアップしていきましょう。

大人のやり直し英会話英語

無料体験会 4/3（月）15：00～



4/11～7/18 ※5/2休み （毎週火曜）
10：30～12：00

受講料 32,200円（全14回） 教材費 300円

〈講師〉生涯学習センター 講師／Steven Sabotta
What is click-bait? Downsizing? The meaning of 
~thana~? English has many words not found in 
textbooks. Students in this class will learn some of 
these new words, and English word roots.   
Students will read short paragraphs, deduce the 
meaning of the words, and practice using them. 
The class is conducted in English.

English Vocabulary
～語彙力アップ～（中級以上）

英語

無料体験会 4/4（火）10：30～

A4ファイル（ワークシート保存用）、
筆記用具　

お持ちいただくもの

4/11～7/18 ※5/2休み （毎週火曜）
13：00～14：30

受講料 32,200円（全14回） 教材費 300円

〈講師〉生涯学習センター 講師／Steven Sabotta
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.

News Listening
～英語のニュースを聞く～（上級）

英語

無料体験会 4/4（火）13：00～

A4ファイル（ワークシート保存用）、筆記用具　
お持ちいただくもの

4/10～7/24 
※5/1、7/11休み （毎週月曜）
10：30～12：00

受講料 32,200円（全14回）

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Darcy de Lint
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な
ど、聞くことと、話すことを中心に練習します。さらに、
日常会話や旅行の話を英語できるように、少しずつ表
現方法を身につけ、自信をつけていきましょう。

英会話 初中級（朝）英語

無料体験会 4/3（月）10：30～

教材費 100円
テキスト代 2,800円程度

4/10～7/24
※5/1、7/17休み （毎週月曜）
13：00～14：30

受講料 32,200円（全14回）

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Darcy de Lint
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.

英会話 中級（昼）英語

無料体験会 4/3（月）13：00～

テキスト代 2,700円程度
4/10～7/24
※5/1、7/17休み （毎週月曜）
19：20～20：50

受講料 32,200円（全14回）

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Darcy de Lint
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.

英会話 中級（夜）英語

無料体験会 4/3（月）19：20～

テキスト代 2,700円程度

4/13～7/20
※5/4休み （毎週木曜）
10：30～12：00

受講料 32,200円（全14回）

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Paul Shimizu
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！

楽しい英会話 初中級（朝）英語

無料体験会 4/6（木）10：30～

テキスト代 2,400円程度

4/10～7/24 ※5/1、7/17休み （毎週月曜）
13：00～14：30

受講料 32,200円（全14回） 教材費 100円

〈講師〉福岡女学院大学短期大学部 講師／Troy Doucette
このクラスで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。

英会話 初級（昼）英語

無料体験会 4/3（月）13：00～

テキスト代 2,000円程度
4/12～7/19 ※5/3休み （毎週水曜）
19：00～20：30

受講料 32,200円（全14回）

〈講師〉生涯学習センター 講師／内川 manaois 孝子
基本の英語表現をテキストで学び、自分に身近な事柄を
自分の言いたいように英語で表現できるようにステッ
プアップしていきます。テキストをリピートするだけで
なく、レッスン中はたくさん英語を話す機会を設けます。
たくさん話すので、英語を話すことに自信が持てます！

英会話 初級（夜）英語

無料体験会 4/5（水）19：00～

筆記用具、辞書お持ちいただくもの

テキスト代 3,000円程度

4/11・25、5/9・23、6/6・20、
7/4・18 （各火曜）
13：00～14：30

受講料 12,800円（全8回） 教材費 400円

〈講師〉福岡女学院大学 名誉教授／板倉 武子
Dickensの自伝的小説・　　　　　　　　    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。不憫な幼少期の物語が、独特のペー
ソスとユーモアで愉快に語られています。Dickensの
世界に、圧倒的に魅了されています。途中からの受講も
大丈夫です。

原書を読む（上級）
Charles Dickens：

英語
David Copperfield

David Copperfield 〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／藤下 友子
桜香る四月は新しいことを始める絶好のチャンス！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。新テストの形式も少し覗いてみましょう。

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）（昼）

英語
資格

4/11～7/18
※5/2休み （毎週火曜）
15：00～16：30

受講料 32,200円（全14回） 教材費 300円

無料体験会 4/4（火）15：00～

テキスト代 2,000円程度

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／藤下 友子
桜香る四月は新しいことを始める絶好のチャンス！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。新テストの形式も少し覗いてみましょう。

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）

英語
資格

4/10～7/24
※5/1、7/17休み （毎週月曜）
19：20～20：50

受講料 32,200円（全14回） 教材費 300円

無料体験会 4/3（月）19：20～

テキスト代 2,000円程度

4/6・20、5/11・18、
6/1・15・29、7/13 （各木曜）
13：00～14：30

受講料 12,800円（全8回） 教材費 400円

〈講師〉福岡女学院大学 名誉教授／板倉 武子
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。

原書を読む（中級）
Erich Segal：

英語
Prizes

テキスト代 1,200円程度

4/13～7/20 ※5/4休み （毎週木曜）
19：00～20：30

受講料 32,200円（全14回） 教材費 300円

〈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を測る指標としてTOEIC®
が活用され、さらに求められるスコアも年々高くなっ
てきてます。転職や就職のために、さらなるスコアアッ
プを目指して、このクラスで一緒に頑張りましょう。
パート3・4、パート5・7を中心としたレッスンです。

TOEIC®レベルアップ
（TOEIC® 750点以上を目指す）

英語
資格

無料体験会 4/6（木）19：00～

筆記用具、辞書お持ちいただくもの

4/12～7/19
※5/3休み （毎週水曜）
19：00～20：30

受講料 32,200円（全14回）

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Paul Shimizu
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！

楽しい英会話 初中級（夜）英語

無料体験会 4/5（水）19：00～

テキスト代 2,400円程度

提供：福岡市



4/11～7/18 ※5/2休み （毎週火曜）
18：20～19：20

受講料 24,500円（全14回）

〈講師〉生涯学習センター 講師／李 へ玉
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」生きた会話表現と中級文法をバランスよ
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。

韓国語会話 初中級（夜）韓国語

無料体験会 4/4（火）18：20～

韓国語辞書お持ちいただくもの

4/10～7/24 
※5/1、7/17休み （毎週月曜）
15：30～17：00

受講料 32,200円（全14回） 教材費 100円

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／磯田 翌瞳
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 中級中国語

無料体験会 4/3（月）15：30～

4/26、5/10・24、6/14・28、
7/12 （第2・4水曜）
13：00～14：30

受講料 13,800円（全6回） 教材費 100円

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／磯田 翌瞳
外国からの旅行者が知っていると便利というヒントや
愉しむ・感心するような文化や習慣を、簡単な単語やフ
レーズを使って説明できるように練習します。2020年
のオリンピック開催へ向けて、「おもてなし」に役立つ
中国語を学んでいきましょう。この講座は、初級以上の
方が対象です。

おもてなしの中国語会話中国語

無料体験会 4/12（水）13：00～

4/10～7/24 
※5/1、7/17休み （毎週月曜）
18：00～19：00

受講料 24,500円（全14回）

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師、文学博士／胡 山林
中国語の発音ピンインを全般的に学び、日常のコミュ
ニケーション表現や易しい文法と語彙・語句の解説を
します。基礎と実践を重視しながら、繰り返し練習しま
す。中国語を楽しみ、話せるようになりましょう。テキ
スト「成功の道」（発音篇）を配ります。

ふれあい中国語会話
入門初級中国語

無料体験会 4/3（月）18：00～

4/11～7/18 
※5/2休み （毎週火曜）
19：00～20：30

受講料 32,200円（全14回）

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師、文学博士／胡 山林
日常会話が自由にできるように表現力を高めるための
講座です。まず、上手な発音を身につけるために、毎回
授業でピンインつき文章を音読します。また、中国語の
表現法と文法・常用と慣用語を学び、難点要点は詳細に
解説します。テキスト「成功の道」（中級篇）を配ります。

ステップアップ中国語
中級中国語

無料体験会 4/4（火）19：00～

4/14～7/21 
※5/5休み （毎週金曜）
19：00～20：30

受講料 32,200円（全14回）

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師、文学博士／胡 山林
中国語の高い表現力を磨く講座です。ニュースや社会
話題などを取り上げ、口頭発表をおこないます。また、優
れた文学作品を音読し、発音をより上達させましょう。中
国で注目されているテレビ番組や映画、ドラマの鑑賞も
します。テキスト「成功の道」（上級篇）を配ります。

上級者のための
中国語会話中国語

無料体験会 4/７（金）19：00～

4/12～7/19 ※5/3休み （毎週水曜）
14：45～16：15

受講料 32,200円（全14回）教材費 300円

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES
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。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 初中級フランス語

無料体験会 4/5（水）14：45～

4/14～7/21 ※5/5休み （毎週金曜）
10：30～11：30

受講料 24,500円（全14回） 教材費 100円

〈講師〉生涯学習センター 講師／権 京愛
韓国語に興味がある、話せるようになりたいけど、発音
や文法をゼロから勉強するのは不安…。そんな方にお
すすめの講座です。まずは韓国の文字・ハングルをマス
ターし、日本語にはない特有な発音などに慣れていき
ながら、日常会話等を基礎からゆっくりと学びます。 

韓国語会話 入門韓国語

無料体験会 4/7（金）10：30～

テキスト代 2,000円程度
受講料 24,500円（全14回） 教材費 100円

〈講師〉生涯学習センター 講師／権 京愛
ハングル文字を覚え、より楽しく勉強を続けたい方に
おすすめです。韓国の童話、名詩や歌謡曲等、さまざま
な韓国の文化にふれながら、ハングルの正確な発音、文
法および文型を勉強します。すぐに使える会話を中心
に多様な表現を学び、自由に話せるように学びます。

韓国語会話 初級（金曜・朝）韓国語

4/14～7/21 ※5/5休み （毎週金曜）
11：45～12：45 無料体験会 4/7（金）11：45～

テキスト代 2,000円程度

4/19、5/17、6/7・21、
7/5・19 （第1・3水曜）
13：00～14：30

受講料 13,800円（全6回）

〈講師〉生涯学習センター 講師／朴 庚芽
外国からの旅行者が知っていると便利というヒントや愉
しむ・感心するような文化や習慣を、簡単な単語やフレー
ズを使って説明できるように練習します。2020年のオリ
ンピック開催へ向けて、「おもてなし」に役立つハングルを
学んでいきましょう。この講座は、初級以上が対象です。

おもてなしの韓国語会話韓国語

無料体験会 4/5（水）13：00～

テキスト代 2,300円程度

受講料 32,200円（全14回） 教材費 100円

〈講師〉生涯学習センター 講師／朴 庚芽
ハングル文字を覚え、より楽しく勉強を続けたい方に
おすすめです。韓国の童話、名詩や歌謡曲等、さまざま
な韓国の文化にふれながら、ハングルの正確な発音、文
法および文型を勉強します。すぐに使える会話を中心
に多様な表現を学び、自由に話せるように学びます。

韓国語会話 初級（水曜・朝）韓国語

4/12～7/19 ※5/3休み （毎週水曜）
10：30～12：00 無料体験会 4/5（水）10：30～

テキスト代 2,000円程度

4/13～7/20 ※5/4休み （毎週木曜）
14：45～16：15

受講料 32,200円（全14回）教材費 300円

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES
フランス語で簡単な挨拶が出来る方からの初級コー
スです。さぁ！挨拶から一歩進んで、すぐに旅行で使
えるフレーズや簡単な日常会話を学びましょう。フ
ランス文化はもちろん！フランスのお勧めスポッ
ト、個性豊かな各地方の食文化・建築などもご紹介し
ていきます。

フランス語 初級フランス語

無料体験会 4/6（木）14：45～

テキスト代 3,000円程度
4/12～7/19 
※5/3休み （毎週水曜）
14：45～16：15

受講料 32,200円（全14回） 教材費 100円

〈講師〉生涯学習センター 講師／渡辺 弓子
イタリア語を少し勉強をしたことのある方のクラスで
す。基本的な文法をゆっくり確実に覚えていきます。お
もにテキストを使いながら、簡単なフレーズがすぐに
使えるよう実践練習にも力を入れます。言葉が話せる
と旅の楽しみや感動が倍増しますよ。

イタリア語 入門初級イタリア語

無料体験会 4/5（水）14：45～

テキスト代 2,000円程度

4/14～7/21 ※5/5休み （毎週金曜）
15：30～17：00

受講料 32,200円（全14回）教材費 300円

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES
いつかはフランス語を学んでみたい！と思っていた
方に。この講座では、挨拶と旅行や日常生活で使える
簡単なフレーズを学びます。皆さんが苦手とされる発
音も練習しますので安心してください。もちろんフラ
ンス文化もご紹介します。知りたい事のリクエストも
どうぞ。

フランス語 入門初級フランス語

無料体験会 4/7（金）15：30～

テキスト代 3,000円程度

4/11～7/18 
※5/2休み （毎週火曜）
19：30～21：00

受講料 32,200円（全14回）

〈講師〉生涯学習センター 講師／李 へ玉
この授業は韓国ドラマを題材にし、言葉はもちろん、文
化・習慣、社会事情などを合わせて楽しく学びます。初
級のレベルはドラマでよく使われるフレーズを理解す
ること、中級以上の方はそのフレーズを使った応用力
の向上を目指します。

韓国ドラマを
もっと楽しむ韓国語講座韓国語

無料体験会 4/4（火）19：30～

教材費 100円



4/12～7/19 
※5/3休み （毎週水曜）
13：00～14：30

受講料 32,200円（全14回） 教材費 100円

〈講師〉生涯学習センター 講師／渡辺 弓子
イタリア語の文法初級を終了された方々のクラスで
す。イタリア語で簡単なコミュニケーションがとれる
よう、さまざまな場面を想定して学んでいきます。旅行
に役立つフレーズが満載です。魅力あふれるイタリア
をご紹介します。和気あいあいと楽しいクラスです。

楽しく学ぶイタリア語
初中級

イタリア語

無料体験会 4/5（水）13：00～

4/11・25、5/9・23、
6/13・27、7/11 （各火曜）
10：30～12：00

受講料 18,200円（全7回）

〈講師〉「デュオ・ビエント」のオカリナ奏者／吉川 万里
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

オカリナ教室音楽

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

4/4・18、5/2・16、6/6・20、
7/4・18 （各火曜） 11：00～12：30

受講料 24,800円（全8回）

〈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
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）

音楽

別会場（ソフィアビル）会場

4/4・18、5/2・16、
6/6・20、7/4・18 （各火曜）
12：40～（一人30分ずつ）

受講料 32,800円（全8回）

〈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
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）

音楽

別会場（ソフィアビル）会場

割引
対象外

4/14・28、5/12・26、
6/9・23、7/14 （各金曜）
10：00～（一人30分ずつ）

受講料 28,700円（全7回）
教材費 別途必要な場合あり

〈講師〉福岡女学院音楽科卒業生会／菊池 啓子
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、ピアノに興
味がある方はどなたでもご参加ください。レッスン内
容を相談しながら進めていきますので、ご安心くださ
い。一緒にピアノを楽しみましょう♪会場：別会場

おとなのピアノ
（個人レッスン）音楽

別会場（ソフィアビル）会場

※事前にレッスン経験の有無などをお聞きします。注意
筆記用具お持ちいただくもの

割引
対象外

4/14・28、5/12・26、
6/9・23、7/14 （各金曜）
19：00～20：00

受講料 12,250円（全7回）
保険料 560円

教材費 100円

〈講師〉ReBALANCE 代表／安元 達吉
美しい姿勢と軽やかに動ける身体を身につけるための
体操講座です。長年の施術経験から言えること、「痛み
や辛さの根本改善には、自分の身体の動きを正しく理
解し、コントロールできるようになること」が大切で
す。一緒に体操して、美姿勢を目指しましょう！

美姿勢講座
～自分でできる腰痛予防・体幹トレーニング～身体づくり

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

お持ちいただくもの

4/17・5/5・15・29、
6/12・26、7/10・24 （各月曜）
10：30～12：30

受講料 18,400円（全8回）

〈講師〉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
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、共に音楽をつくりだす喜びを分かち
合い楽しんで演奏ができるように練習していきます。
一緒にチャイムやベルにふれてみませんか。初心者の
方、大歓迎です！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音楽

別会場（ソフィアビル）会場

受講料 20,700円（全9回）

〈講師〉生涯学習センター 講師／Humberto Trevino
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 入門初級スペイン語

5/26～7/21 （毎週金曜）
13：30～15：00 無料体験会 5/19(金)13：30～

テキスト代 1,500円程度
4/8～7/22 ※4/29、5/6、6/3休み （毎週土曜）
10：30～12：00

受講料 29,900円（全13回）

〈講師〉国立佐世保高専 ドイツ語非常勤講師／廣吉 明子
教科書の「時事ドイツ語2017年版」は、2016年の前半に
あったドイツでの出来事（政治・社会・スポーツなど）が
取り上げられていて、かなり最近の話題が学べます。ネ
イティヴ表現会話や文法はいつも再確認の練習問題を
解いていきます。ご一緒にいかがですか？

ドイツ語 中級ドイツ語

ノート、筆記用具お持ちいただくもの

テキスト代 2,052円
教材費 100円

大学でのリカレント教育
生涯、成長し続ける人のために。
「大学で学びたい」気持ちにフレキシブルな
制度で応えます。

お申し込み期間

聴講料 1科目：10,000 円

後期科目前期科目・通年科目
8月中旬～下旬3月中旬

お申し込み期間

履修料 福岡女学院大学・福岡女学院大学短期大学部、福岡女学院高等学校及び
中学校の卒業生は、1科目：20,000円。以外の方は、1科目：30,000円

お問合せ先：教務課　TEL 092-575-2974

後期科目
8月中旬～下旬

前期科目・通年科目
3月中旬

※詳しくは大学HPを
　ご覧ください。　　

仕事や暮らしと両立させながら、大学で高度な専門教育を受けたい社会人の
ために、福岡女学院大学では、学びたい講義を気軽に受講できる「聴講生制
度」、ライフスタイルにあわせて単位を取得できる「科目等履修生制度」などの
学習制度を設けています。高い学習意欲を持つ方々が、生涯学センターの講
座からこれらの制度で学業再開へとつなげます。

本学が開講する授業科目の中から希望する科目を受講できる
制度です。単位の取得はできませんが、関心を持つ分野を大学
で学ぶことができます。聴講料は聴講する科目数に応じて納入
していただきます。聴講期間中は、本学図書館や食堂を自由に
利用できます。

本学が開講する授業科目の中から希望する科目を受講し、その単位を取得する制度です。
ただし、履修した科目で所定の課程を修得し、試験に合格することが必要です。教職や日本
語教員など、資格を目指して単位を取得したい方に有意義な制度です。科目等履修料は履
修科目数に応じて納入となります。履修期間中は、本学図書館や食堂を自由に利用できます。

聴講生制度 科目等履修生制度
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曰佐キャンパス校 天神サテライト校

〈定例閉館日〉日曜・祝日

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・祝日

開館
時間

9:00～17:30月曜日～金曜日

9:30～12:00土曜日

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

●受講料について
［曰佐キャンパス校のみ］
受講料はお申込み後、「受講申込書・振込領収書」をお送りいたしますので、1週
間以内に指定の銀行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曰
佐キャンパス校の窓口にて、「受講申込書・振込領収書」をお渡しいたします。
「振込領収書」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。

［天神サテライト校のみ］
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天神サテライト
校の窓口にて、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。

●受講の休講・補講について
■ 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。
■ 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。
■ 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。

●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。

受講者
特典

▲

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。

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

■ 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。
■ 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。

●その他の費用

●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。

●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。

●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。


