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

2018年度 夏学期

市民講座

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

TEL.092-715-2718

FAX.092-715-2719

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

〈特別閉館日〉8/13(月）～8/16(木）

8月のみ 月曜日～土曜日 9:00～18:00

開館
時間

9:00～21:00月曜日～金曜日

9:00～18:00土曜日

〈定例閉館日〉日曜日・祝日
〈特別閉館日〉8/13(月）～8/16(木）

開館
時間

9:00～17:30月曜日～金曜日

9:30～12:00土曜日

FAX.092-575-6480
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曰佐キャンパス校 天神サテライト校

受 講 の ご 案 内

住所・氏名・電話番号・受講希望講座
受講場所を明記ください。

先着順で受付

●受講お申込方法

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

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

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

●キャンセルポリシー
■

■ 

■

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

●受講の休講・補講について
■

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

■

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

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

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

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

▲
▲

　

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

受講者
特典

福岡女学院大学 生涯学習センター

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

●テキストについて
［曰佐キャンパス校のみ］

［天神サテライト校のみ］

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

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

■ 講座により教材費、材料費、その他の費用が別途必要な場合があります。
■

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

第5回 女性リーダー特別講座

天神サテライト校  夏のおススメ講座

口の中の衛生・管理が病気や健康・認知証などにどのように影響するのか等、
ご専門の分野のお話をうかがいます。

講　師：武 洲氏
　　　 （九州大学大学院歯学研究員 准教授）

時　間‥14：00～15：30
受講料‥1,000円
会　場‥福岡女学院大学 生涯学習センター 天神サテライト校

聞き手‥桜川 冴子
　　　   　（歌人、福岡女学院大学 准教授）

日　程‥8/4（土曜・全1回）

割引
対象外

天神

（各火曜）
13：00～14：30

受講料

〈講師〉Instructor, Kyudai Medical Center／Ronald Van Der Linden

英語

Aloha! Hawaii is more than a popular 
vacation Paradise. This course will teach 
you about Hawaii’s rich history and culture. 
What makes Hawaii special? Topics will 
include history, hula, music, sight-seeing, 
etc. The course will be taught in English.

6,900円（全3回）

8/7・21・28

Hawaiian Culture and
English Conversation

（各土曜）
13：00～14：00

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／内川 Manaois 孝子

英語

小学校から英語科目が導入されることになりまし
た。夏休みを機に、英会話に触れてみましょう。ま
ずはアルファベットの正しい発音から、そして簡単
な挨拶、自分の気持ちを伝える表現を学びます。
カードや音楽、ダンスも交えて楽しく英語に慣れ
ましょう。

5,250円（全3回）

8/4・18・25

KIDS イングリッシュ
＜小学生対象＞

10：30～12：00

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

文学

昨年度に引き続き、筑前琵琶奏者の寺田蝶美さんを
お招きし、｢走れメロス｣の一場面を弾き語りしてもら
います。夏のひととき、琵琶の世界に遊びながら、作
者太宰治がメロスに託した人間像を考えたいと思い
ます。 

2,100円（全1回）

8/28
（火曜）

『走れメロス』弾き語り 1日講座

この人に聞く！ ～新しい扉を開いた女性たち～

〈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

小学生の発想はユニークですばらしいと思います。子どもの豊
かな発想をいかして言葉で表現する、短歌はその第一歩です。
90分でバッチリ作り方を学んで、自分の短歌を作りましょう！

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

7/25（水曜） 10：30～12：00

20名定員

〈講師〉福岡女学院大学 講師／石井 健作

小学生

小学1～6年生男女対象

身の回りの光の種類や不思議について知り、簡単な実験
をします。また、小学校低学年でもでもできるホログラムフィ
ルムを用いた美しい「光の万華鏡づくり」を行います。

受講料 500円（全1回）

ミッション子どもアカデミー：
科学工作「体験しよう！光の不思議」

筆記用具・水筒お持ちいただくもの

1日講座

7/26（木曜） 10：00～12：00
30名定員

材料費 100円

〈講師〉福岡女学院大学 教授／角南 良幸

小学生

小学4～6年生男女対象

2020年の東京パラリンピックでも注目されるパラスポー
ツを体験します。どんな種目があるかな？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！「パラスポーツ」

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

8/2（木曜） 13：00～14：30
30名定員

保険料 100円

〈講師〉福岡女学院オルガニスト／古賀 智子

小学生

小学1～6年生男女対象

バッハをはじめ古い時代の音楽家たちが弾いていた「楽
器の王様」ともいわれるパイプオルガンの音色を体感し
てみませんか？

受講料 500円（全1回）

ミッション子どもアカデミー：
パイプオルガンを弾いてみよう

水筒お持ちいただくもの

1日講座

8/8（水曜） ①10：30～12：00 ②13：00～14：30
各15名定員

〈講師〉福岡女学院中高 非常勤講師／Aurora Gonzales

小学生

小学1～6年生男女対象

日常の会話を正しいイントネーションと発音で話せるようにな
ろう！習慣や趣味などについての表現とリズムを、楽しく遊びな
がら学びましょう♪

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「英語教室」

筆記用具・水筒お持ちいただくもの

1日講座

8/24（金曜） 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

小学生

小学1～6年生男女対象

沖縄で発生した空手と、本土の柔術と剣術が融合してで
きた和道流の教えを分りやすく伝えます。いざという時に
身を守れる技術を学びましょう！

受講料 500円（全1回） 保険料 100円

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（木曜） 10：30～12：00
30名定員

〈講師〉福岡女学院中高 教諭／森 茂男

小学生

小学4～6年生男女対象

算数の勉強に重要な計算と図形の分野を、電卓を使っ
た数遊びや型紙を切り取って並べるパズル形式の遊び
を通して楽しく学びます。

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」 1日講座

8/10（金曜） 10：30～12：00
24名定員

電卓・はさみ・筆記用具・水筒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

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25日（月） 10:00～

遊ぶ！
学ぶ！

※子どもアカデミー講座は全て割引対象外です。



〈講師〉日本ハンドベル連盟２級認定講師／北島 三央

音楽

待望の夏休み！お母さん、
お父さんと一緒にハンドベ
ルに触れて、音を出してみま
しょう。演奏するみんなと呼
吸を合わせて、１曲を仕上
げて行きましょう。

親子でハンドベルを
楽しもう！

8/21（火曜） 10：30～12：00

受講料 一人あたり1,000円（全1回） 教材費 100円

注意 Ｔシャツ等の飾りのない服装で
（ノースリーブは不可）。

1日講座

11：00～12：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／権 京愛

韓国語

初級以上の方で、韓国語を駆使して旅行をもっと楽し
みたいと思っているけれど、会話に自信がない方も、す
ぐに実践できるやさしいトラベル会話をこの夏短期特
別講座でご一緒に頑張ってみませんか？

3,200円（全2回）

8/9・23
（各木曜）

トラベル韓国語会話

教材費 200円

10：30～11：30

受講料

〈講師〉福岡女学院中高 非常勤講師／Aurora Gonzales

英語

楽しいアクティビティを通して、家庭や学校生活で使う
ような日常表現を学びましょう。質問に答える力だけで
なく、質問する力も身に付けることができます。
English is cool! Let’s have fun!

4,800円（全3回）

8/2・9・23
（各木曜）

小学生のための英会話教室

13：00～14：30

受講料

〈講師〉久留米大学 非常勤講師／Jean-Marc PORTALES

食文化

フランスの美味しいケーキとお茶を
楽しみながら、旅行で役立つお土産
や美術館、おもしろい地方の情報を
紹介します。日本語とフランス語の
両方でお話ししましょう。先生セレク
トのケーキもお楽しみに!!

2,300円（全1回）

8/24
（金曜）

フランスを味わおう♥
ティータイム編

材料費 1,000円

1日講座

11：00～12：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 准教授、歌人／桜川 冴子

文学

カレンダーをめくる度にふっとその季節を詠んだ短歌
が浮かんできたら・・・日々の暮らしがより豊かになる
かもしれません。カレンダーに載せたいと思うような、
季節の短歌を万葉集・近代・現代の歌の中から抜粋し
て鑑賞します。

2,100円（全1回）

8/4
（土曜）

短歌の鑑賞
～短歌カレンダー～ 1日講座

10:30～14:30（途中60分休憩あり）

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 講師／中尾 泰斗

はじめての鉛筆デッサン教養

絵を描くときに大事なことは、うまく描くことよりも対象
を観察して、自分なりの気づきや発見を得ていくことで
す。それをわかりやすく体感できるデッサンは基礎的な
活動としてとても重要視されます。本講座では鉛筆の削
り方からスタートしていきたいと思います。

3,000円（全2回）

8/1（水曜）
材料費 1,000円

お持ちいただくもの

1日講座

①Ｆ4～Ｆ6程度のスケッチ
ブックまたはＡ4やＢ4程度のケント紙等でも可②カッター

13：30～15：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 准教授／守山 惠子

日本語

近年、たくさん出版されるようになったさまざまな日本
語の教科書を比べてみると、日本語についての新たな
発見がありそうです。なぜ違いがあるのかも考えてみ
たいと思います。お手元に日本語教科書があればご持
参ください。

1,500円（全1回）

8/1
（水曜）

日本語っておもしろい
-日本語の教科書- 1日講座

13：30～15：00

受講料

〈講師〉福岡県美術協会会員／岡田 信義

写真（デジタル）撮影
「光と影」の写術習得

教養

デジタル、フィルムを問わず、写真を始めたい方、もっと
深く知りたい方、楽しく写術を身につけませんか？　四
季折々の風景や人物、光と影のとらえ方を学び、写真の
原点に返って、加工しない「本当の美しさ」の表現方法
を習得しましょう。

3,000円（全2回）

8/10・24
（各金曜）

〈講師〉生涯学習センター 講師／渡辺 弓子

食文化

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。映像を交え、福岡
にいながらイタリアを体感します。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。イタリアの美味しい話を聞きにいらっしゃいま
せんか？

Viaggiamo in Italia
～イタリアワインで巡る旅～

8/29（水曜） 
13：00～14：30

受講料 2,300円（全1回） 材料費 1,200円

※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。

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

英語

講座名どおり、皆さんがたくさん会話をするクラスで
す。食べ物、旅行、芸術、ファッション等のトピックに
ついて、それぞれの考え、意見を話します。日頃お勉
強されてる方、久しぶりに英会話に挑戦する方、難し
い言葉は使わず、緊張せずお話ししましょう。

6,900円（全3回）

8/6・20・27（各月曜）

Talk! Talk! Talk! 
（初級～中級）

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

11：00～12：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学短期大学部 非常勤講師／大神 礼子

英語

海外旅行先で、ちょっと試着してみたい、道に迷った、
注文した料理が来ない・・・そんな時、英語が出来た
らと思った方は多いようです。今回は、ショッピング、
観光、レストランで知っていると便利な、本当に使え
る英会話を中心に学習していきます。

4,800円（全3回）

8/6～8
（月～水曜）

楽しい旅行英会話
夏期短期集中講座

〈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、近々TOEIC®の受験を予定している方
や久し振りにTOEIC®の学習を再開しようと考えている
方などを対象に、重要な項目を中心に学習を行ないま
す。テキストタイトルは「TARGET470」ですが、想定目
標スコアは500以上です。

TOEIC®集中講座

8/30・31、9/1・3・4
（木～火曜（※日曜除く））
10：00～13：10（途中10分休憩あり）

受講料 16,000円（全10回）

英語辞書、ノートお持ちいただくもの

テキスト代 2,160円

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

10：30～12：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 准教授、歌人／桜川 冴子

文学

短歌のつくりかたを学ぶ基礎講座です。短歌の基本的
なつくりかたを例歌を示しながら解説します。また、事前
にお送りいただいた短歌について一首ずつコメントし、
講座で共有し合うなかで作歌のポイントを学びます。

2,100円（全1回）

8/2
（木曜）

短歌のつくりかた 1日講座

※メール、FAXまたはハガキで7/25（水）までに
　短歌2首を天神サテライト校にお送りください。



筆記用具、英語辞書お持ちいただくもの

10：30～12：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／藤下 友子
「よく耳にするTOEICってどんなテスト？」と思ってい
る方や問題集は覗いたことあるけど受験したことはな
い方、そして久しぶりにチャレンジしたい方、ぜひご参
加ください。TOEIC各パートの特色や解き方のコツを
（少しばかり）伝授し、頻出語彙や自宅での学習方法
を学びましょう。

2,300円（全1回）

8/25（土曜）

One Day TOEIC 基礎編
レベル初級

教材費 100円

英語
資格 1日講座

10：30～12：00

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／李 へ玉

韓国語

韓国語が好きで、いろんな方法で勉強していらっしゃる
方 ！々なかなか教室ではおしゃべりをする時間が少なく
て、物足りないのではありませんか？日頃の成果を試し
てみてはいかがですか？
※レベル：中級

4,600円（全2回）

7/25、8/22
（各水曜）

韓国語でしゃべりまくろう！

〈講師〉生涯学習センター 講師／Humberto Trevino

スペイン語

ダンサーでもあるTrevino先
生が、楽しくサルサダンスを語
ります。
あなたもサルサダンスを楽しく
踊りながら、スペイン語を覚え
ませんか？

サルサダンスで
楽しくスペイン語

8/3
（金曜） 
13：00～14：30

受講料 2,300円（全1回）

1日講座

〈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）

8/3・24
（各金曜）
10：00～（1人30分ずつ）

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

13：00～14：30

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／藤下 友子
この講座ではOne Day基礎編で紹介した語彙やスキ
ルを利用して、実際に問題を解いてみる実践編です。
難しい単語があっても問題を解くことは可能なんだと
感じることが出来ると思います。基礎編を未受講の方
もTOEIC対策としてご参加いただけます。

2,300円（全1回）

8/25（土曜）

One Day TOEIC 実践編
レベル初級

教材費 100円

英語
資格

筆記用具、英語辞書お持ちいただくもの

1日講座

 

10：30～12：00

受講料

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／権 京愛

韓国語

初級以上の方で韓国語を駆使して旅行をもっと楽しみた
いと思っているけれど、会話に自信がない方や韓国から
日本へ旅行に来ている韓国人のためにおもてなしの韓国
語を覚え、突然道を聞かれた時などに備え、勉強しておき
たいと思っている皆さん！この夏短期特別講座でご一緒
に楽しみながら韓国語をスキルアップしてみませんか？

4,600円（全2回）

8/10・24
（各金曜）

トラベル韓国語会話

教材費 200円

〈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

7/24、8/28
（各火曜）
10：30～12：00

受講料 5,200円（全2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

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

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

5,250円（全3回） 保険料 560円

8/3・17・24
（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

15：00～16：30

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／内川 Manaois 孝子
このクラスはパート3、4、5、6、７が中心です。リスニン
グでは聞き取りにくいポイントを、リーディングでは正
しい文法、頻出語句、頻出問題を学びます。夏の間に
苦手なパートを克服し、更なるレベルアップを目指し
ましょう。
※TOEIC®600点以上の方が対象です。

9,200円（全4回）

8/2・9・23・30（各木曜）

TOEIC®レベルアップ英語
資格

筆記用具、英語辞書お持ちいただくもの

〈講師〉福岡女学院大学 非常勤講師／磯田 翌瞳

中国語

ノーベル賞を受賞された莫言氏のエッセイ『饅頭を拾う
父』を中国語で読みます。素朴でありながら、人間味の
溢れる莫言氏の文章を是非楽しんでください。
※レベル：初級～上級

莫言のエッセイを読む

7/23・30、8/6
（各月曜） 
10：30～12：00

受講料 6,300円（全3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

簡単に使え便利で役立つイタリア語のフレーズを勉強
します。なるべく短いフレーズで伝えたい事を言える様
にします。旅で出会う様々なシチュエーションを想定し
てイタリア語を話す練習をします。

Viaggiamo in Italia
～旅のイタリア語～　

8/1・8・22
（各水曜） 
13：00～14：30

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

今回は、初めてフランスのミュージカル・コメディから(8人の女たちなど)、
楽しく復習しましょう！映画は日本語の字幕つきです。このクラスの目的は、
「正しいアクセント」「自然な表現力」「少しの文法」「シャンソンの体験」です。
きっと、みなさんのレベルアップに繋がります。各レベル、どなたでもご参加
ください。

復習 フランス語 ※各レベルに合わせてお申込みください。

8/3・24・31
（各金曜）
15：30～17：00

受講料 6,900円（全3回）
基

　礎
8/2・23・30

（各木曜） 
14：45～16：15

受講料 6,900円（全3回）
初

　級
8/1・22・29

（各水曜） 
14：45～16：15

受講料 6,900円（全3回）
初
中
級

〈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）

8/7・21（各火曜） 
グループ/11：00～12：30
個     人/12：50～（1人30分ずつ）

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

教材費 100円

別会場（ソフィアビル）会場
割引

対象外

〈個人〉



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

2018年度 夏学期

市民 講座

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

TEL.092-715-2718

FAX.092-715-2719

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

〈特別閉館日〉8/13(月）～8/16(木）

8月のみ 月曜日～土曜日 9:00～18:00

開館
時間

9:00～21:00月曜日～金曜日

9:00～18:00土曜日

〈定例閉館日〉日曜日・祝日
〈特別閉館日〉8/13(月）～8/16(木）

開館
時間

9:00～17:30月曜日～金曜日

9:30～12:00土曜日

FAX.092-575-6480
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受 講 の ご 案 内

住所・氏名・電話番号・受講希望講座
受講場所を明記ください。

先着順で受付

●受講お申込方法

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

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

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

●キャンセルポリシー
■

■ 

■

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

●受講の休講・補講について
■

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

■

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

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

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

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

▲
▲

　

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

受講者
特典

福岡女学院大学 生涯学習センター

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

●テキストについて
［曰佐キャンパス校のみ］

［天神サテライト校のみ］

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

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

■ 講座により教材費、材料費、その他の費用が別途必要な場合があります。
■

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

第5回 女性リーダー特別講座

天神サテライト校  夏のおススメ講座

口の中の衛生・管理が病気や健康・認知証などにどのように影響するのか等、
ご専門の分野のお話をうかがいます。

講　師：武 洲氏
　　　 （九州大学大学院歯学研究員 准教授）

時　間‥14：00～15：30
受講料‥1,000円
会　場‥福岡女学院大学 生涯学習センター 天神サテライト校

聞き手‥桜川 冴子
　　　   　（歌人、福岡女学院大学 准教授）

日　程‥8/4（土曜・全1回）

割引
対象外

天神

（各火曜）
13：00～14：30

受講料

〈講師〉Instructor, Kyudai Medical Center／Ronald Van Der Linden

英語

Aloha! Hawaii is more than a popular 
vacation Paradise. This course will teach 
you about Hawaii’s rich history and culture. 
What makes Hawaii special? Topics will 
include history, hula, music, sight-seeing, 
etc. The course will be taught in English.

6,900円（全3回）

8/7・21・28

Hawaiian Culture and
English Conversation

（各土曜）
13：00～14：00

受講料

〈講師〉生涯学習センター 講師／内川 Manaois 孝子

英語

小学校から英語科目が導入されることになりまし
た。夏休みを機に、英会話に触れてみましょう。ま
ずはアルファベットの正しい発音から、そして簡単
な挨拶、自分の気持ちを伝える表現を学びます。
カードや音楽、ダンスも交えて楽しく英語に慣れ
ましょう。

5,250円（全3回）

8/4・18・25

KIDS イングリッシュ
＜小学生対象＞

10：30～12：00

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

文学

昨年度に引き続き、筑前琵琶奏者の寺田蝶美さんを
お招きし、｢走れメロス｣の一場面を弾き語りしてもら
います。夏のひととき、琵琶の世界に遊びながら、作
者太宰治がメロスに託した人間像を考えたいと思い
ます。 

2,100円（全1回）

8/28
（火曜）

『走れメロス』弾き語り 1日講座

この人に聞く！ ～新しい扉を開いた女性たち～

〈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

小学生の発想はユニークですばらしいと思います。子どもの豊
かな発想をいかして言葉で表現する、短歌はその第一歩です。
90分でバッチリ作り方を学んで、自分の短歌を作りましょう！

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

7/25（水曜） 10：30～12：00

20名定員

〈講師〉福岡女学院大学 講師／石井 健作

小学生

小学1～6年生男女対象

身の回りの光の種類や不思議について知り、簡単な実験
をします。また、小学校低学年でもでもできるホログラムフィ
ルムを用いた美しい「光の万華鏡づくり」を行います。

受講料 500円（全1回）

ミッション子どもアカデミー：
科学工作「体験しよう！光の不思議」

筆記用具・水筒お持ちいただくもの

1日講座

7/26（木曜） 10：00～12：00
30名定員

材料費 100円

〈講師〉福岡女学院大学 教授／角南 良幸

小学生

小学4～6年生男女対象

2020年の東京パラリンピックでも注目されるパラスポー
ツを体験します。どんな種目があるかな？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！「パラスポーツ」

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

8/2（木曜） 13：00～14：30
30名定員

保険料 100円

〈講師〉福岡女学院オルガニスト／古賀 智子

小学生

小学1～6年生男女対象

バッハをはじめ古い時代の音楽家たちが弾いていた「楽
器の王様」ともいわれるパイプオルガンの音色を体感し
てみませんか？

受講料 500円（全1回）

ミッション子どもアカデミー：
パイプオルガンを弾いてみよう

水筒お持ちいただくもの

1日講座

8/8（水曜） ①10：30～12：00 ②13：00～14：30
各15名定員

〈講師〉福岡女学院中高 非常勤講師／Aurora Gonzales

小学生

小学1～6年生男女対象

日常の会話を正しいイントネーションと発音で話せるようにな
ろう！習慣や趣味などについての表現とリズムを、楽しく遊びな
がら学びましょう♪

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「英語教室」

筆記用具・水筒お持ちいただくもの

1日講座

8/24（金曜） 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

小学生

小学1～6年生男女対象

沖縄で発生した空手と、本土の柔術と剣術が融合してで
きた和道流の教えを分りやすく伝えます。いざという時に
身を守れる技術を学びましょう！

受講料 500円（全1回） 保険料 100円

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（木曜） 10：30～12：00
30名定員

〈講師〉福岡女学院中高 教諭／森 茂男

小学生

小学4～6年生男女対象

算数の勉強に重要な計算と図形の分野を、電卓を使っ
た数遊びや型紙を切り取って並べるパズル形式の遊び
を通して楽しく学びます。

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」 1日講座

8/10（金曜） 10：30～12：00
24名定員

電卓・はさみ・筆記用具・水筒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

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25日（月） 10:00～

遊ぶ！
学ぶ！

※子どもアカデミー講座は全て割引対象外です。


