
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。
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福岡女学院大学 生涯学習センター

〈定例閉館日〉日曜日・祝日
〈特別閉館日〉8/14（月）～8/16（水）

8月のみ 月曜日～土曜日 9:00～18:00

開館
時間

9:00～21:00月曜日～金曜日

9:00～18:00土曜日

〈定例閉館日〉日曜日・祝日
〈特別閉館日〉8/14（月）～8/16（水）

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］

［天神サテライト校のみ］
●受講の休講・補講について
■

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

■

●個人情報の取扱いについて
■ 

●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］

▲
▲

　

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。
■

●その他の費用

●事務手数料

●キャンセルポリシー
■
　

■ 

■

●割引制度

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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

お申込や資料請求の際、氏名、住所、電話番号などを伺い、受講連絡をはじめ、本
センターからの各種お知らせや、講座の企画、管理、運営など、本センターから
のご案内に利用することがあります。個人情報は、本学「個人情報規程」により
適切かつ厳重に管理いたしますので、ご協力をお願いいたします。

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

FAX.092-575-6480

受講者
特典

〈講師〉生涯学習センター 講師／Christian Perry

小学生

小学1～4年生男女対象

英語を好きになろう！ペリー先生と楽しく英語を学びま
しょう。English is cool! Let's have fun!

受講料 500円（全1回）

ミッション子どもアカデミー：
わくわく「英語教室」

筆記用具・水筒お持ちいただくもの

1日講座

8/3（木曜日） 10：30～12：00 24名定員

〈講師〉福岡女学院中高 非常勤講師、歌人／染野 太朗

小学生

小学1～6年生男女対象

原稿用紙の使い方など、作文の基本的なルールを確認しな
がら、読書感想文の書き方のコツを学びます。と言っても、む
ずかしいことはありません。文章を読んだときのあなた自身
の気持ちを大切にして、たのしく、のびのびと書きましょう。

受講料 500円（全1回）

ミッション子どもアカデミー：
たのしく書こう！「読書感想文」

筆記用具・水筒お持ちいただくもの

1日講座

8/4（金曜日） 10：30～12：00 24名定員

〈講師〉福岡女学院中高 教諭／山田 貴翔

小学生

小学4～6年生男女対象

夏休み、自由研究何しよう？今年はものづくりに挑戦しま
せんか？つくる喜びを体験しましょう！今回は、熱の力で走
る船を作ります。自由研究の参考にどうぞ。※ジュース付き

受講料 500円（全1回）

ミッション子どもアカデミー：
わくわく「科学工作教室」

筆記用具・水筒お持ちいただくもの

1日講座

7/27（木曜日） 10：30～12：00 24名定員

〈講師〉福岡女学院大学 准教授、歌人／桜川 冴子

小学生

小学1～6年生男女対象

小学生の面白くて豊かな発想っていいですね。みんな
で一緒に短歌を作る時間です。題材は怪獣でもスポー
ツでも食べ物でも家族でも何でもOKです！思いを言葉
でうまく表現することの第一歩。楽しく学びましょう。

受講料 500円（全1回）

ミッション子どもアカデミー：
わくわく「短歌のつくり方」

筆記用具・水筒お持ちいただくもの

1日講座

7/28（金曜日） 10：30～12：00 24名定員

〈講師〉和道流空手道技術指導員5段／吉村 球夫ほか

小学生

小学1～6年生男女対象

福岡女学院大学空手部の先生とお姉さんたちと一緒に
空手を体験してみませんか？初心者大歓迎です！！

受講料 500円（全1回）

ミッション子どもアカデミー：
体験しよう！「空手教室」

運動のできる服装・着替え・タオル・水筒お持ちいただくもの

1日講座

8/2（水曜日） 10：30～12：00

保険料 100円

30名定員

〈講師〉福岡女学院中高 教諭／西村 圭史

小学生

小学4～6年生男女対象

24名定員

みなさんの周りには色々な『数』があふれています。気温や
時間、身長や体重などなど・・・。たくさんの数を上手く整理
するために、よく利用されるのが『グラフ』です。色々なグラ
フや表の読み取り方、書き方をいっしょに勉強しましょう。

受講料 500円（全1回）

ミッション子どもアカデミー：
わくわく「算数教室」

筆記用具・水筒お持ちいただくもの

1日講座

8/8（火曜日） 10：30～12：00

〈講師〉福岡女学院中高 非常勤講師／瓦田 勝、吉村 麻衣子

小学生

小学3～6年生男女対象

テーマは、「夏の自然を描く」です。夏休みの思い出に、みん
なで楽しく絵を描きましょう！場所は、中高の新美工館です。

ミッション子どもアカデミー：
夏の子ども「絵画教室」

水彩道具一式・筆をふくための布・鉛筆
手拭タオル・水筒・汚れてもよい動きやすい服装

お持ちいただくもの

8/17・18・19（木・金・土） 9：00～12：30

1日講座

受講料 500円（全1回） 1,000円材料費

各30名定員

〈講師〉福岡女学院大学 教授／角南 良幸

小学生

小学3～6年生男女対象

スラックラインなどいま注目のおもしろいスポーツを体
験します。どんな運動があるかな？お楽しみに。

受講料 500円（全1回）

ミッション子どもアカデミー：
体験しよう！「おもしろスポーツ」

運動のできる服装・上履き・着替え・タオル・水筒お持ちいただくもの

1日講座

8/9（水曜日） 10：30～12：00

保険料 100円

30名定員

〈講師〉福岡女学院大学 教授、博士（教育心理学）／重橋 のぞみ

小学生

小学4～6年生男女対象

人は会話をとおして、自分や相手のことをよく知ることができます。
どうやって話せば・・・どんな風に聴いてくれたら・・・自分のことをわ
かってもらいやすいでしょうか。本講座ではコミュニケーションを
テーマに、“こころ”について体験を通して楽しみながら考えます。

ミッション子どもアカデミー：
はじめての心理学～人とのつきあいかた～

8/10（木曜日） 10：30～12：00

受講料 500円（全1回）

筆記用具・水筒お持ちいただくもの

1日講座

24名定員

〈講師〉樹脂粘土 講師／遠藤 省子

小学生

小学4～6年生男女対象

樹脂粘土をつかって、シロツメクサとよつ葉の
クローバーをほんものそっくりにつくります。

受講料 500円（全1回）

ミッション子どもアカデミー：
手づくりしよう！「シロツメクサとよつ葉のクローバー」

ウエットティシュ・水筒お持ちいただくもの

材料費 1,000円

1日講座

7/26（水曜日） 
①午前の部 10：30～12：00 ②午後の部 13：30～15：00

各15名定員

福岡女学院大学 市 民 講 座 

曰佐キャンパス校
O S A  c a m p u s

夏休みはミッションで楽しく

夏休み子ども
講　座

［受付開始日］6月26日（月）

遊ぶ！
学ぶ！



〈講師〉西南学院大学 非常勤講師／廣田 恵美

英語
資格

この講座では、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。

TOEIC®集中講座

8/31、9/1・2・4・5（木曜～火曜＊日曜除く） 
①10：00～11：30 ②11：40～13：10

受講料 16,000円（全10回）
テキスト代　　　　「STEP-UP SKILLS FOR THE

TOEIC LISTENING AND READING TEST
Level 2」 朝日出版社 1,700円+税

筆記用具、英語辞書お持ちいただくもの

福岡女学院大学 市 民 講 座 

曰佐キャンパス校
O S A  c a m p u s

2017年度 今後のテスト日程

団
体
受
付 

・ 
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岡
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学
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場 

あ
り

※会場は、TOEIC®側の都合により変更になる可能性があります。
※団体受付で申し込みをすると受験料の割引が受けられます。対象は、本学の学生・
　生徒および生涯学習センターの受講者となります。団体受付の申込受付期間はイン
　ターネット申込受付期間とは異なります。

第223回 2017年6月16月（金）10：00～
2017年8月1月（火）15：00締切

インターネット
申込受付期間

団体受付 : 7月中旬

2017年9月10月（日）実施

第224回 2017年8月4月（金）10：00～
2017年9月5月（火）15：00締切

2017年10月22月（日）実施

第226回 2017年10月13月（金）10：00～
2017年10月31月（火）15：00締切

2017年12月10月（日）実施

第225回 2017年9月8月（金）10：00～
2017年10月10月（火）15：00締切

2017年11月19月（日）実施

インターネット
申込受付期間

インターネット
申込受付期間

インターネット
申込受付期間

団体受付 : 9月下旬

団体受付 : 10月中旬

福岡女学院大学 市 民 講 座 

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

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／藤下 友子

英語
資格

はじめてTOEIC®テストを受けてみようと思っている方に
おススメの講座です。この講座では、テストの特徴・構成
から、各パートの問題の解答手順、練習問題、スコアアッ
プのためのアドバイスまで丁寧にお教えします。去年５月
変更後の新テスト形式も少し覗いてみましょう。秋以降
の受験に向けて、暑い夏を有意義に過ごしませんか！

はじめてのTOEIC®

8/1・8・22（各火曜） 
10：30～12：00

受講料 6,900円（全3回） 教材費 100円

筆記用具、英語辞書お持ちいただくもの

〈講師〉生涯学習センター 講師／内川 Manaois 孝子

英語
資格

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

8/3・10・24・31（各木曜） 
15：00～16：30

受講料 9,200円（全4回）

お持ちいただくもの  筆記用具、英語辞書

13：00～15：00

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／辻本 潤一

初めての
デジタル一眼レフカメラ教養

デジタル一眼レフカメラの基礎を3回に分けて学ぶ
集中講座です。カメラを始めてまもない方、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。

6,300円（全3回）

8/4・18・25（各金曜）

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

受講料 2,300円（全1回）

※ワインの試飲がございますので、
　車での来校はご遠慮ください。

材料費 1,000円

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES

フランスを味わおうⅠ
♥フランスワイン編

食文化 1日講座

7/28（金曜日）
15：30～17：00

フランス人とワインの関係や文化を映像をつかって紹
介していきます。美味しいフランスワインの試飲もお楽
しみに!!

〈講師〉福岡女学院大学 名誉教授／坂元 明子

食文化 1日講座

8/19（土曜日）
13：00～14：30

最近の麹ブームもあり、発酵食品をつくる楽しさを実感
する方が増えています。今回は、秋の味噌講座を前に、
発酵食品の摂り方、健康との関わり、その魅力について
お話したいと思います。甘酒の試飲もご用意しています。

受講料 2,300円（全1回）

醗酵食品の魅力
～麹をつくる楽しみ～

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES

フランスを味わおうⅡ
♥ティータイム編

食文化 1日講座

8/30（水曜日）
14：45～16：15

美味しいケーキとお茶を楽しみながら、フランスの伝統
的なお菓子や文化を紹介します。ご一緒に素敵な時間
を過ごしましょう♪

受講料 2,300円（全1回） 材料費 1,000円

〈講師〉生涯学習センター 講師／渡辺  弓子
イタリアの郷土料理や特産品、ワインについて旅の見どころ
を交えながら、お話をします。イタリア好きな方、これからイタ
リアへの旅行を考えていらっしゃる方に最適です。当日は、イ
タリアの発泡ワイン「スプマンテ」とイタリアのおつまみを少
量ご用意しています。イタリア気分を存分に味わいながら、イ
タリアの美味しい話を聞きにいらっしゃいませんか？

食文化 Viaggiamo in Italia
～おいしいイタリアのお話～

8/30（水曜日） 
13：00～14：30

受講料 2,300円（全1回）

1日講座

※ワインの試飲がございますので、
　車での来校はご遠慮ください。

材料費 700円

10：30～11：30

受講料

〈講師〉ReBALANCE代表／安元 達吉

美姿勢講座身体づくり

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。

5,250円（全3回） 保険料 560円

8/4・18・25（各金曜）

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

13：00～14：30

受講料

〈講師〉足育コンシェルジュ／木村 珠江

身体づくり

転倒骨折は、現在大きな社会問題となっています。『足
は体の土台』足を育てることで、転倒予防・膝腰の負担
軽減・運動能力の向上につながります。体験型講座で、
子どもから高齢者まで受講できます。

2,100円（全1回）

8/26（土曜日）

お持ちいただくもの ソックス、または膝下のストッ
キングでお越しください。

1日講座
転倒予防は足元から
～今日からはじめる足育て～

11：00～12：30

受講料

〈講師〉元福岡女学院中高 教諭／橋口 隆文、
　　　特別ゲスト:筑前琵琶奏者／寺田 蝶美

宮沢賢治『銀河鉄道の夜』
　　　　　　　 弾き語り

文学

今回は「銀河鉄道の夜」の中で有名な「さそりの火」のく
だりを、筑前琵琶奏者として活躍中の寺田蝶美さんに
弾き語りをしてもらいます。ひととき琵琶の音に耳を傾
け、銀河の世界に思いを馳せながら、「さそりの火」に託
した賢治のメッセージを考えたいと思います。

2,100円（全1回）

8/29（火曜日）

1日講座

13：00～14：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／大場 明日香

英語

日本語なら文末を数文字変えれば済むのに、時制に厳
格な英語では文頭から計画的に組み立てなければいけ
ません。裏を返せばルールに沿って詰めるだけで、言い
たいことがすっきり収納できるのが英語のいいところ。
一緒に「未来の表現」をおさらいしませんか？

2,300円（全1回）

8/1（火曜日）

1日講座
気持ちで選ぶ やわらか英文法
～未来を語る表現編～

お持ちいただくもの 筆記用具、英語辞書

13：00～14：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 准教授、歌人／桜川 冴子

文学

九州沖縄の各地は現代短歌にどのように詠まれているで
しょうか。今年8月に出版される『短歌で旅する九州』（桜川
冴子、田島安江編著）という本に掲載した現代歌人の優れ
た短歌を、解説・鑑賞します。出版記念として新刊本（1500
円相当）を贈呈し、この本を用いて進める予定です。天神に
いながら、短歌を通じて九州の旅をなさいませんか。

2,500円（全1回）

8/12（土曜日）

1日講座
現代短歌の鑑賞
～短歌で旅する九州～

13：30～15：00

受講料

〈講師〉福岡女学院中高 非常勤講師、歌人／染野 太朗

文学

若い歌人たちの世界に触れてみませんか。世代を超え
て胸に迫る感動をお届けします。＜海に来れば海の向こ
うに恋人がいるようにみな海を見ている／五島諭＞＜
お母さんあきちゃんのこと好き？と聞くもちろんだとも薔
薇の如くに／花山周子＞

2,100円（全1回）

8/29（火曜日）

1日講座
現代短歌の最前線！
20代、30代の短歌を読む

10：30～12：00

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／内川 Manaois 孝子

復習おもてなしの英会話
（初級～中級）

英語

これまで講座で学んできたことを復習し、実践で使える
ように復習します。これから学びたい方には短期間でキ
ャッチアップできるおすすめ講座です。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・関心する
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しょう。

9,200円（全4回）

8/2・9・23・30（各水曜）

お持ちいただくもの 筆記用具、英語辞書

13：00～14：30

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／Christian Perry

小学生のための
英会話教室英語

聞きとりのちからと、表現するちからに焦点をあて、たの
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、完全に英語だけの環境で、子どもた
ちは楽しみながら英語を身につけることができます。

2,300円（全1回）

8/10（木曜日）

1日講座

13：00～14：30

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／内川 Manaois 孝子

Talk! Talk! Talk!
（初級～中級）

英語

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! 

6,900円（全3回）

8/7・21・28（各月曜）

お持ちいただくもの 筆記用具、英語辞書

10：30～12：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／Darcy de Lint

Reading Circle（Aｌｌ Level）英語

For students interested in reading 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.

6,900円（全3回）

8/7・21・28（各月曜）

 お持ちいただくもの  筆記用具、英語辞書

テキスト代 896円

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／磯田 翌瞳

中国語

異色の少数民族・回族を題材とした茅盾文学賞受賞作
を読みます。中華民国から共和国へと激しく変貌する時
代を生きた回族の暮らしや思いを垣間見ます。心に迫
る筆致も同作品の魅力の一つ。文化的・文学的要素と
明快な現代中国語表現を楽しみたいと思います。

『穆斯林（ムスリム）の葬礼』
  　　　　　  を読む（抜粋）

8/21・28（各月曜） 
15：30～17：00

受講料 4,600円（全2回） 教材費 100円

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES

フランス語

夏の復習編☆久しぶりの方、自主学習中の方も大歓迎！
①8/4：自己紹介－名前、趣味、ライフスタイルなどを自
己紹介する ②8/18：地下鉄の切符、バケット、カフェ…
代金の相場は？－単語、数字の発音・アクセントの練習 
③8/25：パリの穴場発見！レストランや美術館を紹介し
ます☆-疑問文 (いつ、なぜ、どのように？)

復習フランス語 入門初級

8/4・18・25（各金曜） 
15：30～17：00

受講料 6,900円（全3回）

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES

フランス語

夏の復習編☆久しぶりの方、自主学習中の方も大歓迎！
①8/2：新しいパリのトレンド発見！-フランスと日本の文
化を通して比較・最上級の表現法 ②8/9：面白くて、ロマ
ンティックなショートムービーを観よう☆-自分の意見を
表現する ③8/23：フランスの家庭料理のレシピを紹介
します！- レシピを使って、単語、数量、時間などの表現法

復習フランス語 初中級

8/2・9・23（各水曜） 
14：45～16：15

受講料 6,900円（全3回）

〈講師〉生涯学習センター 講師／渡辺  弓子

イタリア語

イタリアは長靴の形をした半島で、都市によりそれぞれ
の文化や産業が異なっています。ローマ、ミラノ、ナポリ、
ヴェネチア等都市の魅力や食文化について学び、旅行
に役立つ知識や簡単なイタリア語のフレーズをおさら
いします。イタリアを旅行する気分でご参加ください。

Viaggiamo in Italia
～イタリアの都市をめぐりながら～

8/2・9・23（各水曜） 
13：00～14：30

受講料 6,900円（全3回）

〈講師〉生涯学習センター 講師／廣吉 明子

ドイツ語

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

7/29、8/5・19・26（各土曜） 
10：30～12：00

受講料 9,200円（全4回）

ノート、筆記用具お持ちいただくもの

〈講師〉「デュオ・ビエント」のオカリナ奏者／吉川 万里

音楽

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

Viento 吉川万里の
オカリナ教室

7/25、8/8・22（各火曜） 
10：30～12：00

受講料 7,800円（全3回）

別会場（ソフィアビル）会場

オカリナアルトC管お持ちいただくもの

〈講師〉福岡女学院音楽科卒業生会／菊池 啓子

音楽

楽譜は読めないけど弾いてみたい、昔習ってブランクが
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♪会場：別会場

おとなのピアノ（個人レッスン）

8/4・25（各金曜） 
10：00～  30分ずつ7名

受講料 8,200円（全2回）

別会場（ソフィアビル）会場

筆記用具お持ちいただくもの

割引
対象外

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

音楽

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

だれでも歌えるジャズ＆ポップス
（グループレッスン/個人レッスン）

8/1・29（各火曜） 
グループ/11：00～12：30
個     人/12：40～ 30分ずつ4人

受講料 グループ/6,200円（全2回）
個　  人/8,200円（全2回）

別会場（ソフィアビル）会場

教材費 100円

割引
対象外

〈個人〉
13：00～14：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 准教授、歌人／桜川 冴子

短歌のつくりかた文学

短歌の入門編として、短歌の作り方を楽しく学びましょ
う。事前にお作りいただいた短歌については、コメント・
添削指導をし、教材として用いるとともに、歌作りのポイ
ントを学ぶのにふさわしい現代短歌をいくつか紹介・解
説します。

2,100円（全1回）

8/3（木曜日）

1日講座

ハガキまたはFAXで1週間前までに短歌
2首をお送りください。
注意


