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受 講 の ご 案 内

住所・氏名・電話番号・受講希望講座
受講場所を明記ください。

先着順で受付

●受講お申込方法

●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
金でお支払いいただいます。

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・印鑑など）をご記入の上、ご提出ください。

いずれかでお送りください。

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。

TEL.092-715-2718

FAX.092-715-2719

〒810-0001 福岡市中央区天神2-8-38 協和ビル9F
http://www.fukujo.ac.jp/tenjin/

E-mail : tenjin@fukujo.ac.jp

天神サテライト校
［協和ビル9F］
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〈定例閉館日〉日曜・祝日
〈特別閉館日〉8/12（金）～8/16（火）

開館
時間

9:00～21:00月曜日～金曜日

9:00～18:00土曜日

8月のみ月曜～土曜9：00～18：00
〈定例閉館日〉日曜・祝日
〈特別閉館日〉8/12（金）～8/16（火）

開館
時間

9:00～17:30月曜日～金曜日

9:30～12:00土曜日

公 開 講 座 の ご 案 内

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

福岡女学院大学

市 民 講 座 2016年

夏学期

曰佐キャンパス校
OSA  campus

福岡女学院大学 市 民 講 座

なぜ？どうして？科学には、わくわくす
る不思議がいっぱい！わくわくするよう
な科学実験を通して、「考える楽しさ」・
「発見する喜び」・「想像するおもしろさ」
を体験しよう！
①磁石と電気のふしぎ
②ブーメランを飛ばそう

8/5（金曜）

500円受講料

福岡女学院大学
教職支援センター指導員

中川 英貴

［講師］

◎お持ちいただくもの
筆記用具・水筒

9:00 ～ 12:00

短歌ってどうやったらうまく作れるの？
お子様のいい発想をほめながら、それを短
歌の表現へとお導きします。保護者の方も
ご一緒にお作りください。コメントを加え
たりご要望があれば添削いたします。
※お子様だけの参加も可能です。

7/23（土曜）

お１人500円受講料

歌人

桜川 冴子

［講師］
ミッション子どもアカデミー
教えて！親子で「短歌の作り方」

◎お持ちいただくもの
筆記用具・水筒

11:00 ～ 12:30

「走る・跳ぶ・投げる」の基本運動に身体操
作やボール等の操作を加え、運動嫌いを
克服し、仲間と活動する楽しさを体感し
ます。敏捷性を高めるトレーニングを体
得することで、とっさの事故にも俊敏に
対応できる体づくりを学びます。

8/4（木曜）

500円受講料 100円保険料

福岡女学院大学
教職支援センター指導員

西村 博之

［講師］

◎お持ちいただくもの
体育館シューズ・運動のできる服装、
着替え・タオル・水筒

9:00 ～ 11:00

ミッション子どもアカデミー
克服！「運動嫌い」

ミッション子どもアカデミー
わくわく「科学体験」

 小学1～6年生の男女と保護者対象

夏休みはミッションで楽しく

［受付開始日］6月10日（金）

夏 休 み 子 ど も 講
座

遊ぶ! 学ぶ!

小学 5～6年生の男女対象

小学 5～6年生の男女対象

【定員】12組24名 【定員】24名

【定員】20名

毎年福岡女学院中高で主催されてきた人
気の「夏の絵画教室」、今年は生涯学習セ
ンターで主催します！場所はいつもの中
高・新美工館です。今年のテーマは「夏を
描く」。夏休みの思い出に、みんなで楽し
く絵を描きましょう！※2日間とも同じ
内容です。1日お選びください。

8/19・20（金曜・土曜）

500円受講料 1,000円材料費

福岡女学院中高
非常勤講師

瓦田 勝

［講師］

◎お持ちいただくもの
水彩絵の具一式、筆をふくための布、手拭タオル、
水筒、汚れてもよい動きやすい服装

9:00 ～ 12:30

ミッション子どもアカデミー
夏の「絵画教室」

小学3～6年生の男女対象

【定員】各30名

福岡女学院大学で算数を好きになろう！算数
の先生と大学生のお姉さんたちが、みんなに
優しくていねいに算数を教えます。
①計算上手になろう
②表やグラフを読み解こう

8/22（月曜）

500円受講料

生涯学習センター
講師

草島 哲夫

［講師］

◎お持ちいただくもの
筆記用具・水筒

9:00 ～ 12:00

ミッション子どもアカデミー
わくわく「算数教室」

小学5～6年生の男女対象

【定員】24名

福岡女学院大学で英語を好きになろう！福
岡女学院大学の先生たちと大学生のお姉さ
んたちが、みんなに優しくていねいに英語
を教えます。
①英語であいさつしよう　②英語で書いて
みよう　③英語を読んでみよう　④英語を
話してみよう　⑤英語を聴いてみよう

8/24（水曜）

500円受講料

福岡女学院大学
英語教育センター講師

アラン ウィリアムズ

［講師］

◎お持ちいただくもの
筆記用具・水筒

9:00 ～ 12:00

ミッション子どもアカデミー
わくわく「英語教室」

小学5～6年生の男女対象

【定員】24名

この講座では、9～12月にTOEIC®の受験
をしようと考えている方を対象に、リス
ニングとリーディング両方の英語力アッ
プを図ります。5月からはじまった
TOEIC®新テストの説明および模擬問題
の実習にも取り組みたいと思います。（目
安は英検2級以上となります。）

西南学院大学
非常勤講師

廣田 恵美

［講師］

TOEIC®集中講座英語
資格

9/1（木曜）～5（月曜）

12,800円受講料

未定テキスト

◎お持ちいただくもの
 テキスト・ノート・辞書

①10:00～11:30 ②11:40～13:10
※9/4（日曜）除く［全4日間］

この講座では、小学生にとってなじみの
ある「リコーダー」を本格的に学びます。
呼吸の仕方や持ち方など知らなかった
リコーダーの魅力がいっぱいです♪
※お子様だけの参加も可能です。
※リコーダーは、当センターで用意
し、プレゼントいたします。

8/8（月曜）

お１人500円受講料

フラウタ・デ・ピコ
主宰

大坪 由香

［講師］

◎お持ちいただくもの
筆記用具・水筒

9:00 ～ 12:00

ミッション子どもアカデミー
教えて！親子で「リコーダー教室」

音楽経験のある、またはリコーダーが
好きな小学5～6年生男女とその保護者

【定員】24名

1,500円教材費

■2016福岡女学院／資格取得講座冊子A4夏／表面



日頃、天神サテライトで英会話を勉強され
ている方、またご自宅で自主学習をされて
いる方、夏休みの間に英語を話すチャンス
を作って、今の英語力を落とさないよう
に、たくさん英語を話しましょう！もちろ
ん、これから、または久しぶりに英語を始
められる方もopen your mouth! 

8/5・19・26（各金曜）

6,900円［全3回］受講料

生涯学習センター
講師

内川 Manaois 孝子

［講師］
Talk! Talk! Talk!
（初級～中級）

英語

13:00 ～ 14:30

肩こりや腰痛などさまざまな痛みや辛さ
をお持ちの方は多いのではないでしょう
か？長年の施術経験からお伝えする、そ
の根本改善のための「正しい知識や感
覚」。一緒に体操をしながら、気づき・改善
していきましょう。

8/3・17・31（各水曜）

5,250円［全3回］受講料

560円保険料

ReBALANCE
代表

安元 達吉

［講師］

美姿勢講座身体作り

◎お持ちいただくもの
ヨガマットまたは大判のバスタオル（床に敷きます
ので汚れてもいいもの）、運動ができる服装

15:00 ～ 16:00

エズ・ニース・マルセイユ... 本当のプロヴァ
ンスを知っていますか？ 講師と一緒にこ
の美しい地方の魅力をみつけてみません
か？ 写真やビデオを通して旅するように
楽しく、たくさんの魅力を日本語とフラン
ス語でお伝えします。プロヴァンス産ロゼ
ワインの試飲もお楽しみに！

8/19（金曜）

2,300円受講料

1,000円材料費

生涯学習センター
講師
Jean-Marc
PORTALES

［講師］
フランスの歩き方
～南仏プロヴァンス地方編～

フランス
食文化

※ワインのご提供がございますので
　車でのご来場はご遠慮ください。

14:00 ～ 16:00

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。今回は、筆
ペンを使用し、筆の持ち方や使い方、「御
祝」など日常よく使用するものを中心に
学んでいきます。
＊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。

8/30（火曜）

2,300円受講料

300円材料費

生涯学習センター
講師

市原 光穂

［講師］
美しい慶弔袋の
書き方講座

けいちょう

書

◎お持ちいただくもの
筆ペン（薄・濃）、鉛筆、定規、
消しゴム、紙（練習用）

14:00 ～ 15:30

『源氏物語』を読み味わうのに、これと
いったルールがあるわけではありませ
ん。ここでは、女君たち、それも即席で3
名の女君たちを追いかけてみようという
のが、ねらいです。
『源語』本文にもふれながら、平安京の物
語を楽しみましょう。

8/18（木曜）

2,100円受講料

福岡女学院大学・大学院
教授（文学博士）

東 茂美

［講師］
年立から読む女君たち
～即席『源氏物語』を楽しむ～Ⅱ

文学

13:00 ～ 14:30

For  s tudents  in teres ted  in  read ing  and  
discussing short stories from around the world. 
We will be studying three different easy-reading 
short stories; one story for each class. Each 
story comes from a different country and 
explores a different theme. The focus will be on 
discussion of the various themes, locations, 
student impressions and related events.

8/8・22・29（各月曜）

①6,900円［全3回］
②6,900円［全3回］

受講料

①②896円テキスト代

福岡女学院大学
非常勤講師

Darcy de Lint

［講師］

Reading Circle
①All Level　②Level Up

英語

◎お持ちいただくもの
筆記用具、英語辞書

①10:30～12:00　②13:00～14:30

「夏こそ文法をやらなきゃ、やるかも、や
れるかな、やるぞ」を英語にすると？実用
重視が叫ばれる中、すっかり悪者扱いの
英文法。でも文法の持つニュアンスを少
し加えれば、何気ない文を伝わる言葉に
できるのです。今回は主観をプラスする
ツール、助動詞です。

8/2（火曜）

2,300円受講料

福岡女学院大学
非常勤講師

大場 明日香

［講師］
気持ちで選ぶ
やわらか英文法

英語

13:00 ～ 14:30

デジタル一眼レフカメラの基礎を2回に
分けて学ぶ集中講座です。
カメラを初めてまもない方、基礎から学
びたい方に最適です。ミラーレス一眼レ
フカメラでも受講できます。

8/3・24（各水曜）

4,200円［全2回］受講料

生涯学習センター
講師

辻本 潤一

［講師］
初めての
デジタル一眼レフカメラ

カメラ

◎お持ちいただくもの
デジタル一眼レフカメラ（ミラーレス機可）、
カメラの取扱説明書

10:30 ～ 12:30

夏の養生は身体の熱を冷まし、老廃物を
出すことです。そして、身体の中から失わ
れた水分を充分補い秋から冬の身体の備
えをすることが大切です。女性の美は、夏
から秋にかけて作られます。今回は、梅の
細巻き寿司、本格薬膳茶とともにお話し
します。

8/6（土曜）

2,100円受講料

700円材料費

国際中医師
国際中医師薬膳師

宇津原 知世美

［講師］

薬膳のある暮らし食

◎お持ちいただくもの
筆記用具

14:00 ～ 15:30

筆ペン、ボールペンなどを使用し、氏名、
住所、お礼のお手紙など生活に役立つ上
手な書き方を学習していきます。
楽しく続けて文字を美しく書けるように
なりましょう！

8/17（水曜）

2,300円受講料

100円材料費

生涯学習センター
講師

市原 光穂

［講師］
楽しくおしゃれな
筆ペン書き

書

◎お持ちいただくもの
筆ペン（薄・濃）、ボールペン、
鉛筆、消しゴム、紙（練習用）　

14:00 ～ 16:00

『源氏物語』を読み味わうのに、これと
いったルールがあるわけではありませ
ん。ここでは、女君たち、それも即席で3
名の女君たちを追いかけてみようという
のが、ねらいです。
『源語』本文にもふれながら、平安京の物
語を楽しみましょう。

8/18（木曜）

2,100円受講料

福岡女学院大学・大学院
教授（文学博士）

東 茂美

［講師］
年立から読む女君たち
～即席『源氏物語』を楽しむ～Ⅰ

文学

10:30 ～ 12:00

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
い声の魅力を開花させませんか。
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！

8/10・24・31（各水曜）

12,300円［全3回］受講料

別会場会　場
100円教材費

福岡女学院中高
非常勤講師

大塚 絢子

［講師］
楽しく！ヴォイストレーニング
（個人レッスン）

音楽

13:00 ～ 40分ずつ4名

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。

8/9・23（各火曜）

5,200円［全2回］受講料

別会場会　場

「デュオ・ビエント」
のオカリナ奏者

吉川 万里

［講師］
Viento 吉川万里の
オカリナ教室

音楽

◎お持ちいただくもの

※詳細はお問い合わせください。

オカリナアルトC管

10:30 ～ 12:00

長靴の形をしているイタリア。日本と同
じように縦長ですので、それぞれの地方
に違いがあります。旅行をする時、イタリ
ア語でコミュニケーションがとれると楽
しみも広がります。旅に役立つフレーズ
を学びながら、イタリアの魅力をご案内
致します。

8/3・10・24（各水曜）

6,900円［全3回］受講料

生涯学習センター
講師

渡辺 弓子

［講師］
Viaggiamo in Italia
～イタリアの都市をめぐりながら～

イタリア語

13:00 ～ 14:30

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。

8/1・8・22・29（各月曜）

9,200円［全4回］受講料

生涯学習センター
講師

内川 Manaois 孝子

［講師］

TOEIC®レベルアップ英語
資格

15:00 ～ 16:30

「TOEIC®ってどんなテスト？」と思って
いる方、問題集は持っているけどテスト
はまだ受けたことない方、ぜひご参加く
ださい。TOEIC®の各パートの特色や解き
方のコツを（少しばかり）伝授し、頻出語
いや自宅での学習方法を学びましょう。

・8/9（火曜）
・8/27（土曜）

2,300円［各1回］受講料

100円教材費

福岡女学院大学
非常勤講師

藤下 友子

［講師］
One Day TOEIC®

基礎編（初級）
英語
資格

◎お持ちいただくもの
筆記用具、英語辞書

今回のトラベル英語のテーマは食事・買
い物と病院です。旅行での楽しみ食事や
ショッピング、もしも時の病院などでよ
く使う有用な単語とフレーズを練習しま
す。トラブルにも負けないトラベル英語
を身につけましょう。

8/9・23・30（各火曜）

6,900円［全3回］受講料

100円教材費

福岡女学院大学
非常勤講師

Darcy de Lint

［講師］
トラベルのtroubleに
負けない英会話（入門～初級）

英語

◎お持ちいただくもの
筆記用具、英語辞書

10:30 ～ 12:00

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。

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

［講師］
だれでも歌えるジャズ＆ポップス
①グループレッスン　②個人レッスン

音楽

楽譜は読めないけど弾いてみたい、昔
習ってブランクがある、更に技術をみが
きたいなど、ピアノに興味がある方どな
たでもご参加ください。
初回に、レッスン内容を相談しながら進
めていきます。一緒にピアノを楽しみま
しょう♪

8/5・26（各金曜）

8,200円［全2回］受講料

教材費

別会場会　場

福岡女学院
音楽科卒業生会

菊池 啓子

［講師］
おとなのピアノ
（個人レッスン）

音楽

10:00 ～ 30分ずつ4名

ドイツやオーストリアなどでは毎年多く
の音楽講習会が行われています。受けて
みたいけれどドイツ語が出来ないからと
諦めている方も多いのではないでしょう
か。 この講座では会話と文法をしっかり
確実に学んでいきます。旅行のためのド
イツ語をご希望の方にもどうぞ。

7/30、8/6（各土曜）

4,600円［全2回］受講料

国立佐世保高専
ドイツ語非常勤講師

廣吉 明子

［講師］
音楽を学ぶための
ドイツ語講座

ドイツ語

10:30 ～ 12:00

ピアフの「恋は何のために」やアダモの
「雪が降る」などの名曲を歌います。歌詞
の意味や背景について、もちろん正しい
アクセントや発音をアドバイスします。
本場のシャンソンにぐっと近づくこと間
違いなしです！歌いたい曲があれば、リ
クエストにもお応えいたします！

7/28・8/18（各木曜）

4,600円［全2回］受講料

生涯学習センター
講師
Jean-Marc
PORTALES

［講師］
フランス語でシャンソンを
歌いましょう♪

フランス語・
音楽

15:00 ～ 16:30

この講座は、One Day TOEIC® 基礎編で紹
介した語いやスキルを利用して実際に問
題を解いてみます。難しい単語があって
も問題を解くことは可能なんだ！と感じ
ることができると思います。基礎編を未
受講の方も、TOEIC®対策として受講いた
だけます。

福岡女学院大学
非常勤講師

藤下 友子

［講師］
One Day TOEIC®

実践編（初級）
英語
資格

映画は生きた英語の宝庫。お洒落で小粋
な言回しを、映画のシーンの中で楽しく
学びます。今回の映画はMr.Holland's 
Opus（陽のあたる教室）で、1960年から
70年代の懐かしいヒットソングも今回
の講座の愉しみの一つです。

8/23（火曜）

2,300円受講料

福岡女学院大学
准教授

中島 千春

［講師］
映画で学ぶスタイリッシュ会話術
～『陽のあたる教室』を愉しむ～（全レベル対応）

英語

13:00 ～ 14:30

割引
対象外

割引
対象外

割引
対象外

13:00～14:30
10:30～12:00

・8/9（火曜）
・8/27（土曜）

2,300円［各1回］受講料

100円教材費

◎お持ちいただくもの
筆記用具、英語辞書

15:00～16:30
13:00～14:30

割引
対象外

※詳細はお問い合わせください。

内容によっては
テキスト代がかかる
ことがあります。

※詳細はお問い合わせください。
割引
対象外

8/2・16 （各火曜）

①6,200円［全2回］
②8,200円［全2回］

受講料

①100円　②100円教材費

別会場会　場
※詳細はお問い合わせください。

①11:00～12:30　②12:40～30分ずつ4人

②割引
対象外

天神サテライト校
TENJ IN  sa t e l l i t e

福岡女学院大学 市 民 講 座
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