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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。

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
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〈定例閉館日〉日曜・祝日
〈特別閉館日〉12/29（木）～2017/1/5（木）

開館
時間

9:00～21:00月曜日～金曜日

9:00～18:00土曜日

12/26（月）～28（水）9：00～18：00
〈定例閉館日〉日曜・祝日
〈特別閉館日〉12/29（木）～2017/1/5（木）

開館
時間

9:00～17:30月曜日～金曜日

9:30～12:00土曜日

市 民 講 座
公開講座のご案内

2016年 冬学期

市 民 講 座

元福岡女学院大学
短期大学部 講師

坂元 惠子

キリスト教入門キリスト教

［講師］

二千年に及ぶ歴史を通じて、欧米文化の精
神的支柱としての役割を果たしてきたキ
リスト教。本講座では、ユダヤ教を母体と
して生まれ、独立した世界宗教へと発展
し、諸教派に分かれていったその歴史と現
在や、欧米の歴史、思想、文化との深い関係
を学びます。

元福岡女学院中高
教諭

木村 隆久

教科書から学ぶ日本史入門教養

［講師］

千年の都・平安京の時代を中心に学びます。
その時代は藤原氏や菅原道真などが登場
し、日本文化の古典と言われる文学や仮名
文字および美術・宗教がそろいます。そし
て、貴族社会の栄華と衰退から武士の登場
へと続きます。さぁ、平安の都に想いをめぐ
らしてみましょう。

福岡女学院大学
短期大学部 教授

上原 敬司

英語はリズムだ！英語

［講師］

発音は通じればいい？英語には英語独特の
リズムがあります。初めて本物の英語を聞
いたときの驚きと憧れの感動を思い出して
ください。本物の英語の音に挑戦しましょ
う。初級者から受講できます。講師は第31
回ジャパンタイムズ主催英語朗読コンテス
トの優勝者です。

1/13 ～ 3/10（毎週金曜）

14,400円［全9回］受講料

13：30～ 15：00

生涯学習センター
講師

林 伊津子

［講師］

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
合格をめざします。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。

1/19 ～ 3/9（毎週木曜）

9,600円［全8回］受講料

17：00～ 18：00

無料体験会 1/12（木）17：00～

1,100円＋税テキスト代

九州の歴史紀行教養

［講師］

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（日向・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。

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、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、表現方法を学び
ます。

中学生のための
英検3級対策講座

英語
資格

1/10・24、2/14・28、
3/14（第2・4火曜）

7,500円［全5回］受講料

300円教材費

13：30～ 15：00

1/10・24、2/14・28、
3/14（第2・4火曜）

7,500円［全5回］受講料

200円教材費

10：30～ 12：00

生涯学習センター
講師

半田 隆夫

1/13 ～ 3/17（毎週金曜）

15,000円［全10回］受講料

1,000円教材費

10：30～ 12：00

写真（デジタル）撮影
「光と影」の写術習得

西日本地区招待写真作家
福岡市美術連盟理事長

岡田 信義

［講師］

1/13・27、2/10・24、
3/10・24（第2・4金曜）

9,000円［全6回］受講料

13：00～ 14：30

曰佐キャンパス校
OSA campus



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。

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。

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。

聴
講
生
制
度

科
目
等
履
修
生
制
度

お申し込み期間

聴講料 1科目：10,000 円

後期科目 8月中旬～下旬

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。

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

※詳しくは大学 HPを
　ご覧ください。

韓国宮廷料理
研究家

西田 圭子

食文化

［講師］

美味しい料理を学び、家族をあなたが幸せ
にする野菜料理を中心にデザートまで作り
ます。意識せずともいつの間にか食卓に伝
統と歴史ある宮廷料理が並ぶ、そんな思い
で健康食韓国宮廷・家庭料理のすべてをみ
なさまに伝授します。

1/20、2/17（各金曜）

2,100円［各1回］受講料

1,200円［各1回］材料費

10：30～12：30

生涯学習センター
講師、
博士（国際文化）

清原 倫子
楽しく読む『日本書紀』文学

［講師］

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。

元福岡女学院中高
教諭

橋口 隆文

宮沢賢治の長編童話を読む文学

［講師］

今回は、広く知られている『風の又三郎』を
読みます。谷川の小さな学校に転校してき
た高田三郎と山の子どもたちとの生き生き
とした交流が描かれた物語の世界に寄り添
いながら、私たちが失った童心を呼び覚ま
すのもいいかもしれません。

国際中医師
国際中医師薬膳師

宇津原 知世美
薬膳のある暮らし食文化

［講師］

身体にとって冬はとても大切な季節である
と中国医学では考えます。身体を滋養し根
を養い、春に備えます。生命力を補い、免疫
力を高めます。そんな冬に必要な暮らし方、
ツボ、食べ物を学び、おいしい薬膳料理を
作ってみましょう。

割引
対象外

割引
対象外

1/25、3/22（第4水曜）

2,100円［各1回］受講料

1,000円［各1回］材料費

10：30～12：30

生涯学習センター
講師、
博士（国際文化）

清原 倫子
万葉の歳事記文学

［講師］

現存する日本最古の歌集『万葉集』には約
4,500首の歌が収められており、作者も天
皇から庶民までさまざまです。歌ごとに背
景にある社会的・政治的状況などを考察し
ながら、歌に込められた人々の喜びや悲し
み、苦悩や祈り等、万葉歌の歳事記を辿って
いきましょう。

1/12・26、2/9・23、
3/9・23（第2・4木曜）

9,000円［全6回］受講料

300円教材費

10:30 ～12:00

福岡女学院大学
大学院 教授
（文学博士）

東 茂美
源氏物語を読む文学

［講師］

第35帖「横笛」を読みましょう。柏木亡きい
ま、周囲の人びとの悲しみはさらに深い。一
条御息所から贈られた遺愛の笛を、夕霧は
源氏に託すことになります。その笛がやが
ては不義の子薫に手渡されていく…。はじ
めて『源氏物語』にふれようとする方も、ど
うぞ。

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
英米の小説を読む文学

［講師］

カズオ・イシグロの名作『私を離さないで』
を原書で読んでいきます。クローン人間と
して育てられた寄宿生たちを主題としたこ
の作品は、非常に興味深い作品として日本
でもテレビドラマ化されました。優れた英
文を鑑賞してみませんか。英文は毎回全て
講師が翻訳・解説いたします。

福岡女学院大学
短期大学部 准教授

今村 紅子

映像で知る
シェイクスピアの世界

文学

［講師］

2016年は、シェイクスピア没後400年に
あたります。冬学期は『リア王』『から騒ぎ 』

『冬物語』を扱います。映画や舞台の映像を
活用しながら珠玉の台詞を味わいます。作
品の文化的、歴史的背景や絵画などを手掛
かりに、シェイクスピアの世界を堪能しま
す。

福岡女学院大学
名誉教授

池田 肇子

原書を読む（初級）
「赤毛のアン」

英語

［講師］

世代を超えて読み継がれているモンゴメリ
の『赤毛のアン』の原書を読みます。登場人
物たちの会話や季節毎に変わる風景の描写
など、みごとな英文が味わえますよ。かつて

『赤毛のアン』を原書で読んだ方も、この講
座でもう一度一緒に読み進めませんか。

1/10 ～ 3/14（毎週火曜）

16,000円［全10回］受講料

13：30～ 15：00

福岡女学院大学
短期大学部 講師

Troy Doucette
英会話初級英語

［講師］

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。

福岡女学院大学
短期大学部
教授

Jack Brajcich
英会話上級英語

［講師］

This is an advanced conversation class 
that focuses on communication, grammar, 
and discussion on current issues and 
social trends. All four language skills - 
speaking, listening, reading, and writing - 
will be practiced and centered around 
student-produced topics.

福岡女学院中高
非常勤講師

Christian Perry

小学生ための英会話教室英語

［講師］

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!

久留米大学
非常勤講師

Jean-Marc
PORTALES

はじめてのフランス語フランス語

［講師］

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。

1/10 ～ 3/14（毎週火曜）
10：30～ 12：00

福岡女学院大学
名誉教授

板倉 武子

英語の音読で脳力パワーアップ
Erick SegalのDoctorsを読む

英語

［講師］

音読は脳の活性化につながります。それを
英語で行えば効果はまさに倍の2倍！この
講座では、Erick SeagalのDoctors の原書を
読みます。医師の修行に奮闘する医学生た
ちが軽妙なタッチの英文にのって読者の目
の前に生き生きと踊ります。途中からの受
講も大丈夫です。

生涯学習センター
講師

小野寺 Gary

初心者のための
やさしい英会話

英語

［講師］

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。

1/16 ～ 3/13（毎週月曜）

100円教材費

1,200円程度テキスト代

1,713円＋税テキスト代

4,657円＋税テキスト代

福岡女学院大学
短期大学部
教授

Jack Brajcich
英会話中級英語

［講師］

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.

福岡女学院大学
短期大学部
非常勤講師

大神 礼子

シニアのための
トラベル英会話

英語

［講師］

海外旅行で出会う英語は、学校で習った英
語とは違うなと感じることはありせんか？
この講座では、よく使うフレーズや単語を
ロールプレイなどを通してゆっくり着実に
学んでいきます。英文法などの質問もＯＫ
です。クラスでは、みなさんイングリッシュ
ネームを使います。

西南学院大学
非常勤講師

廣田 恵美
TOEIC® Test対策講座英語

資格

［講師］

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
を目標とします。また5月に改定されたテ
スト内容に合わせた学習を行います。

1/7 ～ 3/11（毎週土曜）

14,400円［全9回］受講料

10：30～ 12：00

福岡女学院大学
非常勤講師

鄭 美京

韓国語会話韓国語

［講師］

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。

生涯学習センター
講師

田中 ちづる

リトミック
1歳半～3歳（就園前）対象

子ども

［講師］

音楽を通して、親子、お友達と楽しい時間を
過ごしませんか？フープやボール等を使っ
て音楽を体で表現します。また、合奏や共同
作業を通し、お友達と協調することをおぼ
え、幼少期に音楽を楽しく学ぶ経験をする
ことで、先々まで音楽を楽しめる根底を養
います。

◎お持ちいただくもの
エプロン、スリッパ、お手ふき、筆記用具

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

石井 康子
ガーデニングサロン教養

［講師］

ガーデニングの基礎知識や楽しむためのコ
ツをお伝えします。作品完成後には、お茶の
時間があります。
2/10：テラリウム
3/10：ハンギングバスケット

2/10、3/10（各金曜）

4,200円［全2回］受講料

200円教材費 5,500円材料費

［朝］10：30～12：30　［昼］13：30～15：30

◎お持ちいただくもの
エプロン、スリッパ、お手ふき、筆記用具

1/12 ～ 3/16（毎週木曜） 1/11 ～ 3/15（毎週水曜）

13,500円［全9回］受講料

11：00～ 12：30
※2/22休み

1/11 ～ 3/15（毎週水曜） 1/10・24、2/14・28、
3/14（第2・4火曜）

7,500円［全5回］受講料

10：30～ 12：00

6,000円［全4回］受講料

10：30～ 12：00

1/18、2/1、3/1（各水曜）

4,800円［全3回］受講料

10：30～12：00

1/12 ～ 3/9（毎週木曜） 1/13 ～ 3/10（毎週金曜）

1/13 ～ 3/10（毎週金曜） 1/11 ～ 3/15（毎週水曜）

1/12 ～ 3/16（毎週木曜）

16,000円［全10回］受講料

200円教材費

1/13 ～ 3/10（毎週金曜）

1/11 ～ 3/15（毎週水曜）

生涯学習センター
講師

田中 ちづる

リトミック
3歳～6歳（就園児）対象

子ども

［講師］

フープやボール等を使い音楽を体で表現
し、お友達と協調することをおぼえます。ま
た、楽器を演奏し、音感、情操を育ててゆき
ます。音符、楽譜等少しずつ取り入れ、音楽
理論を育ててゆきます。音楽を楽しく学ぶ
経験をし、先々まで音楽を楽しめる根底を
養います。

1/12 ～ 3/16（毎週木曜）

家族のためのおいしい
韓国宮廷＆家庭料理

15,000円［全10回］受講料

300円教材費

13：30～ 15：00

15,000円［全10回］受講料

300円教材費

13：30～ 15：00

1/23、2/13・27、
3/13（第2・4月曜）

14,400円［全9回］受講料

13：30～ 15：00

2,000円＋税テキスト代

14,400円［全9回］受講料

11：00～ 12：30

14,400円［全9回］受講料

13：30～ 15：00

14,400円［全9回］受講料

11：00～ 12：30

16,000円［全10回］受講料

11：00～ 12：30

16,000円［全10回］受講料

17：00～ 18：00

新規1,000円保険料

14,400円［全9回］受講料

10：30～ 12：00

10,000円［全10回］受講料

10：00～ 10：45

10,000円［全10回］受講料

15：30～ 16：15

福岡女学院
オルガニスト

古賀 智子

パイプオルガン（A～Fクラス）音楽

［講師］

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。

（各月曜）

（継続のみ）

9,200円［全4回］受講料

［A・C・F］1/16・30、2/13・27
［B・D・E］1/23、2/6・20、3/6

※時間等詳細はお問い合わせください。

日本ハンドベル連盟
2級認定講師

北島 三央
ハンドベル講座音楽

［講師］

みんなで音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
マーク社のベルセットを使用しています。

1/7・21、2/4・18、
3/4・11（各土曜）

13,800円［全6回］受講料

10:30 ～ 12:00

◎お持ちいただくもの
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）

◎お持ちいただくもの

※2/11休み　※変更の可能性あり

テキスト、ノート、辞書

2,000円＋税テキスト代

◎お持ちいただくもの
辞書、筆記用具

960円＋税テキスト代

2,500円＋税テキスト代 2,850円＋税テキスト代

1,000円＋税テキスト代

3,930円＋税テキスト代

2,200円＋税テキスト代

2,000円＋税テキスト代



福岡女学院大学大学院
教授・教育学博士心理

［講師］

心身の不調を抱えながら、日常を過ごして
いる人たちに有用と思われる心理療法とし
てのサートに関する3つの技法と事例を紹
介します。①援助を中心とするリラクセイ
ション技法 ②椅子を利用した一人サート 
③フェース、頸、肩に関するサートの展開に
関するもの

6,900円［全3回］受講料
※開講1週間前に申し込みが8名を下回った
　場合、準備の都合上、不開講となります。

※屋外撮影実習での交通費、有料施設への入場料等は
　受講料に含まれておりません。

大野 博之

生涯学習センター
講師

谷口 佳代子

近現代文学
～師弟とライバル～

文学

［講師］

今学期は、太宰治や織田作之助らとともに
「無頼派」と呼ばれた坂口安吾を取り上げま
す。彼らは、第2次世界大戦後、それまでの
文学を批判し、文学における価値基準を覆
そうとしました。その人間模様に触れなが
ら、「桜の森の満開の下」などを読んでいき
ます。

元福岡女学院中高
教諭

橋口 隆文
賢治童話を読む文学

［講師］

今回は、花鳥童話の一篇『ひのきとひなげ
し』を読みます。「ひなげし」と「ひのき」と

「悪魔」の問答によって展開する奇抜な物語
に託して賢治は何を語ろうとしたのか、そ
の初期形と比較しながら考えたいと思いま
す。合わせて、賢治が詠んだ「ひのき」の短歌
を鑑賞します。

福岡女学院大学
准教授

若山 哲
水彩画入門教養

［講師］

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。新規の方は初回に材
料、道具についての説明をいたします。ご自分の
持っている道具がある方は、ご持参ください。

1/27、2/10・24、
3/10（各金曜）

8,400円［全4回］受講料

13：00～ 15：30

（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

デジタルレタッチ講座
～デジタル画像編集

教養

［講師］

写真を撮影する事は楽しく思い出深いも
のですが、必ずしも写りが良いとは限ら
ず、またプリントしてもイメージと違う場
合があります。今回の講座では「ライト
ルーム」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を習得
しましょう。

1/16、2/6・20、3/6（第1・3月曜）

8,400円［全4回］受講料

200円教材費

10：30～ 12：30

福岡女学院大学
非常勤講師

大場 明日香

海外ドラマで
楽しく鍛える英語耳（中級）

英語

［講師］

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！

1/17 ～ 3/14（毎週火曜）

18,400円［全8回］受講料

200円教材費

15：00～ 16：30

福岡女学院大学
教授

南川 啓一

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）①（朝）／②（夜）

英語

［講師］

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！

生涯学習センター
講師

内川 manaois 孝子

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

［講師］

外国からの旅行者がこれを知っていると便
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。

福岡女学院大学
非常勤講師

Darcy de Lint

英会話 初級（朝）英語

［講師］

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
常会話のフレーズなど、聞くことと、話すこ
とを中心に練習します。さらに、初級では日
常会話や旅行の話を英語でできるように、
少しずつ自信をつけていきましょう。

生涯学習センター
講師

内川 manaois 孝子
英会話 初級（夜）英語

［講師］

このクラスでは、基本の英語表現をテキス
トで学んで、自分に身近な事柄をさらに自
分の言いたいように英語で表現できるよう
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。英語筋
を育てましょう！

福岡女学院大学
非常勤講師

Paul Shimizu

楽しい英会話 初中級
①（朝）/②（夜）

英語

［講師］

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、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！

福岡女学院大学
教授

南川 啓一

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

［講師］

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！

福岡女学院大学
教授

南川 啓一

続・英語再入門
～今度は、リーディング！～（入門～初級）

英語

［講師］

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。

福岡女学院大学
非常勤講師

Darcy de Lint

ZEROからの英会話英語

［講師］

英語の発音、よく使う単語、日常会話のフ
レーズなど、聞くことと話すことをバラン
スよく練習していきます。全くの初心者の
方や英語に自信がないけれど少しでも英語
を話せるようになりたい方など、英語に興
味を持っている方向けの講座です。

福岡女学院大学
短期大学部 講師

Troy Doucette

英会話初級（昼）英語

［講師］

このクラスは色々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、
様々なスタイルで行うので、楽しく、面白く
学んでいただけます。

福岡女学院大学
非常勤講師

Darcy de Lint

英会話中級 ①（昼）/②（夜）英語

［講師］

This class is for students who want to use and 
expand  the  Eng l i sh  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.

生涯学習センター
講師

Steven Sabotta

English Vocabulary
～語彙力アップ～（中級以上）

英語

［講師］

What is click-bait? Downsizing? The meaning 
of ̃thanã? 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.

◎お持ちいただくもの
画材道具

◎お持ちいただくもの
ライトルーム5又は6がインストール
されたパソコン

生涯学習センター
講師

辻本 潤一

教養

［講師］

デジタル一眼レフ（ミラーレス含む）初心者の
方向けの講座です。全5回のうち2回は屋外
での撮影実習をいたします。実技を交えなが
ら楽しく学べます。

1/20、2/3・17、3/3・17（各金曜）

10,500円［全5回］受講料

380円保険料

10：30～ 12：30

◎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。

1/18、2/1・15、
3/1・15（第1・3水曜）

10,500円［全5回］受講料

10：30～ 12：00

1/12・26、2/9・23、
3/9（各木曜）

10,500円［全5回］受講料

13：00～ 14：30

※2/7休み

無料体験会 1/10（火）15：00～

1/19 ～ 3/23（毎週木曜）

23,000円［全10回］受講料

300円教材費

13：00～ 14：30

無料体験会 1/12（木）13：00～

1/19 ～ 3/23 （毎週木曜） 1/19 ～ 3/23 （毎週木曜）

23,000円［全10回］受講料

1,500 ～ 2,000円程度テキスト代

15：00～ 16：30

無料体験会 1/12（木）15：00～

9,200円［全4回］受講料

100円

無料体験会 1/23（月）10：30～

10：30～ 12：00

教材費

1/23 ～ 3/13（毎週月曜）

1/17 ～ 3/14（毎週火曜）

20,700円［全9回］受講料

10：30～ 12：00

無料体験会 1/10（火）10：30～

2,800円程度テキスト代

1/23 ～ 3/13（毎週月曜）

1/18 ～ 3/15（毎週水曜）

20,700円［全9回］受講料

3,078円

無料体験会 1/11（水）19：00～

19：00～ 20：30

テキスト代 各2,700円程度テキスト代

◎お持ちいただくもの 筆記用具、辞書

1/23 ～ 3/13（毎週月曜）

各18,400円［全8回］受講料

①13：00～ 14：30　②19：20～ 20：50

無料体験会 1/16（月）①13：00～ ②19：20～

各2,400円テキスト代

①1/19 ～ 3/16（毎週木曜）

各20,700円［全9回］受講料

①10：30～ 12：00　②19：00～ 20：30
②1/18 ～ 3/15（毎週水曜）

無料体験会 ①1/12（木）10：30～ ②1/11（水）19：00～

1/17 ～ 3/14（毎週火曜）

20,700円［全9回］受講料

300円教材費

無料体験会 1/10（火）10：30～

10：30～ 12：00

◎お持ちいただくもの
A4ファイル（ワークシート保存用）、筆記用具

生涯学習センター
講師

Steven Sabotta

News Listening
～英語のニュースを聞く～（上級）

英語

［講師］

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.

福岡女学院大学
名誉教授

板倉 武子

原書を読む（中級）
Erich Segal：Prizes

英語

［講師］

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。途中からの受講も大丈夫です。

1/19、2/2・16、
3/2・16（各木曜）

8,000円［全5回］受講料

13：00～ 14：30

1/17 ～ 3/14（毎週火曜）

20,700円［全9回］受講料

300円教材費

無料体験会 1/10（火）13：00～

13：00～ 14：30

◎お持ちいただくもの
A4ファイル（ワークシート保存用）、筆記用具

400円教材費

1,600円程度テキスト代

900円程度テキスト代

福岡女学院大学
名誉教授

板倉 武子

原書を読む（上級）
Charles Dickens：David Copperfield

英語

［講師］

Dickensの不朽の名作David Copperfieldに
挑戦します。作者の自伝的な小説です。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。不憫な幼少期が独特の
ペーソスとユーモアで語られています。文
体は驚くほど現代的です。Dickensの世界
を楽しみましょう。

1/10・24、2/7・21、
3/14（各火曜）

8,000円［全5回］受講料

13：00～ 14：30

400円教材費

2/13・27、3/13・27（第2・4月曜）

100円教材費 100円教材費

実践デジカメ講座

23,000円［全10回］受講料

300円教材費

①10：30～ 12：00  ②19：00～ 20：30

無料体験会 1/12（木）①10：30～ ②19：00～

18,400円［全8回］受講料

10：30～ 12：00

無料体験会 1/16（月）10：30～

2,800円程度テキスト代

福岡女学院大学
非常勤講師

Darcy de Lint

Reading Circle（初級～中級）英語

［講師］

For students interested in reading and discussing 
short stories from around the world. We will be 
studying five 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.

1/17・31、2/14・28、
3/7（各火曜）

11,500円［全5回］受講料

13：00～ 14：30

18,400円［全8回］
13：00～ 14：30

無料体験会 1/16（月）13：00～

100円

福岡女学院大学
非常勤講師

藤下 友子

TOEIC®Test講座～語彙とコツ習得でスコアアップ！～
（TOEIC®550点以上～） ①月曜・夜  ②火曜・昼

英語
資格

［講師］

新年は“新しい”気持ちでTOEIC®に（再）挑
戦する絶好のチャンス！ 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。無料体験会 ①1/16（月）19：20～ ②1/17（火）15：00～

各2,000円程度テキスト代各300円教材費

①1/23 ～ 3/13（毎週月曜）

各18,400円［全8回］受講料

①19：20～ 20：50　②15：00～ 16：30
②1/24 ～ 3/14（毎週火曜）

生涯学習センター
講師

内川 manaois 孝子

TOEIC®レベルアップ
（TOEIC® 750点以上を目指す）

英語
資格

［講師］

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。

1/19 ～ 3/16（毎週木曜）

300円教材費

20,700円［全9回］受講料

無料体験会 1/12（木）19：00～

19：00～ 20：30

◎お持ちいただくもの 筆記用具、辞書

生涯学習センター
講師

権 京愛
韓国語会話 入門韓国語

［講師］

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。 

1/20 ～ 3/17（毎週金曜）

15,750円［全9回］受講料

10：30～ 11：30

無料体験会 1/13（金）10：30～

100円教材費 2,000円程度テキスト代

生涯学習センター
講師

朴 庚芽
韓国語会話 初級（水曜・朝）韓国語

［講師］

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。

2/1・15、3/1・15（第１・3水曜）

9,200円［全4回］受講料

2,000円程度

無料体験会 1/18（水）10：30～

10:30 ～ 12：00

テキスト代

100円教材費

天神サテライト校
TENJIN satellite

市 民 講 座

誰でもできる
“主動型リラクセイション（サート）”の理解と実践

1/21、2/4、3/18（各土曜）
※変更の可能性あり

受講料

教材費

テキスト代 2,000円程度

13：00～ 14：30



福岡女学院中高
非常勤講師、
久留米大学非常勤講師

宋 珉鎬

韓国ドラマをもっと楽しむ
韓国語講座

韓国語

［講師］

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。

福岡女学院大学
非常勤講師

磯田 翌瞳
ゆっくり学ぶ中国語 中級中国語

［講師］

はじめにジョーク集を使ってネイティブ
がよく使う言い回しを聞きとり、ポイント
の解説と語感をつかむための応用練習を
します。さらに、旅行中のさまざまな場面
を想定して実践会話を練習します。教科書
にない表現をたくさん学びますので、ぜひ
楽しんでください。

福岡女学院大学
非常勤講師

磯田 翌瞳

おもてなしの中国語会話
～東京オリンピックに向けて～（初級以上）

中国語

［講師］

外国からの旅行者がこれを知っていると便
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。

生涯学習センター
講師

朴 庚芽

おもてなしの韓国語会話
～東京オリンピックに向けて～（初級以上）

韓国語

［講師］

外国からの旅行者がこれを知っていると便
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
立つ韓国語を学んでいきましょう。この講座
は、ハングルが読める方以上が対象です

福岡女学院大学
非常勤講師
文学博士

胡 山林

ふれあい中国語会話
入門初級

中国語

［講師］

中国語の発音ピンインを全般に講習し、日常
のコミュニケーション表現をまとめ、易しい
中国語文法と語彙語句を解説します。基礎と
実践を重視して、中国語発音と会話の要点・
難点をわかりやすく説明し、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。「成功の道」（発音篇）を配ります。

福岡女学院大学
非常勤講師
文学博士

胡 山林
ステップアップ中国語 中級中国語

［講師］

日常会話が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、毎回授業ではピンインつき文章
を音読します。また、短い中国語文を口頭発
表して、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。

久留米大学
非常勤講師

Jean-Marc
PORTALES

フランス語 入門初級フランス語

［講師］

旅行や日常で使える簡単なフレーズを学
んでいきます。フランス文化も紹介しま
す。フランスについて知りたい事を出して
もらい、皆さんと一緒に楽しい授業を作っ
ていきます。

生涯学習センター
講師

渡辺 弓子

イタリア語 入門初級イタリア語

［講師］

イタリア語の基本的な文法をゆっくり丁寧
に学んでいきます。それにより、段々とコ
ミュニケーション力がアップしていきま
す。言葉が話せると旅の楽しみや感動が倍
増します。また、新たな出会いや発見もある
でしょう。まずは基礎から学んでいきま
しょう。

生涯学習センター
講師

Humberto Trevino
スペイン語 入門初級スペイン語

［講師］

基礎的な文法や動詞を覚えて、簡単な会話
を練習します。スペイン語を話される方と
の会話やスペイン語圏を旅行するときに役
立てましょう。皆さんと一緒に楽しい授業
を作っていきます。

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

チャイムやベルで
気持ちもグレードアップ

音楽

［講師］

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まいります。ご一緒
にチャイムにふれてみませんか。初心者の
方、大歓迎です！

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

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

［講師］

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。

生涯学習センター
講師

渡辺 弓子

楽しく学ぶイタリア語 初中級イタリア語

［講師］

イタリア語の文法初級を終了された方々の
クラスです。コミュニケーションを円滑に
できるよう、リスニング力や話す力を培っ
ていきます。旅行の際に役立つフレーズ満
載です。楽しみながら学んでいきましょう。

国立佐世保高専
ドイツ語
非常勤講師

廣吉 明子

ドイツ語 中級ドイツ語

［講師］

教科書の「時事ドイツ語2016年版」は、
2015年の前半にあったドイツでの出来事
が取り上げられており、かなり最近の話題
が学べます。他にネイティブが使う会話表
現も学び、また文法のリフレッシュもして
いきます。ご一緒にいかがですか？

「デュオ・ビエント」の
オカリナ奏者

吉川 万里

オカリナ教室音楽

［講師］

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。

福岡女学院音楽科
卒業生会

菊池 啓子

おとなのピアノ（個人レッスン）音楽

［講師］

楽譜は読めないけれど弾いてみたい、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はどなた
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♪

ReBALANCE
代表

安元 達吉
美姿勢講座

［講師］

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！

福岡女学院大学 生涯学習センター
天神サテライト校では、
語学にチャレンジする方の学びを
サポートするためのプログラムを
設けています。
レベルに合わせて、英語をはじめ韓国語・中国語など
習得に必要な「話す力」「聴く力」「読む力」「書く力」を
総合的に学習していくことができます。 
語学をもう一度始めたい方、本格的に学びたい方、
福岡女学院の講座でチャレンジしてみませんか。

上
級

英語 韓国語 中国語 フランス語 イタリア語 スペイン語 ドイツ語

中
級

初
級

入
門

1/20 ～ 3/17（毎週金曜）

20,700円［全9回］受講料

1,520円

無料体験会 1/13(金)13：30～

13：30～ 15：00

テキスト代

1/14 ～ 3/18（毎週土曜）

20,700円［全9回］受講料

10：30～ 12：00

2,052円テキスト代

300円教材費

福岡女学院中高
非常勤講師、
久留米大学非常勤講師

宋 珉鎬

韓国語会話 初中級（夜）韓国語

［講師］

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。

1/17 ～ 3/14（毎週火曜）

15,750円［全9回］受講料

18：20～ 19：20

無料体験会 1/10（火）18：20～

1/16・30、2/13・27、
3/6・13（各月曜）

13,800円［全6回］受講料

10：30～ 12：30

◎お持ちいただくもの
韓国語辞書

9,200円［全4回］受講料
10：30～ 12：00

無料体験会 1/11（水）10:30～

2,300円程度テキスト代

1/17 ～ 3/14（毎週火曜）

1/23 ～ 2/20（毎週月曜） 1/23 ～ 3/13（毎週月曜）

1/17 ～ 2/21（毎週火曜）

13,800円［全6回］受講料

19：00～ 20：30

無料体験会 1/10（火）19：00～

1/25、2/8・22、
3/8（第2・4水曜）

9,200円［全4回］受講料

100円教材費

300円教材費

13：00～ 14：30

無料体験会 1/11（水）13：00～

1/20 ～ 3/17（毎週金曜）

20,700円［全9回］受講料

15：30～ 17：00

無料体験会 1/13（金）15：30～

3,000円程度テキスト代

久留米大学
非常勤講師

Jean-Marc
PORTALES

フランス語 初級フランス語

［講師］

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。

1/19 ～ 3/16（毎週木曜）

久留米大学
非常勤講師

Jean-Marc
PORTALES

フランス語 初中級フランス語

［講師］

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。

1/18 ～ 3/15（毎週水曜）

20,700円［全9回］受講料

14：45～ 16：15

無料体験会 1/11（水）14：45～

1/18 ～ 3/15（毎週水曜）

20,700円［全9回］受講料

14：45～ 16：15

無料体験会 1/11（水）14：45～

1,944円テキスト代

1/18 ～ 3/15（毎週水曜）

◎お持ちいただくもの ノート、筆記用具

◎お持ちいただくものオカリナアルトC管

別会場会　場 （ソフィアビル）

1/10・24、2/14・28、
3/14（各火曜）

13,000円［全5回］受講料

10：30～ 12：00

別会場会　場 （ソフィアビル）

1/17、2/7・21、3/7・21（各火曜）
①11:00～12:30　②12:40～（一人30分ずつ）

別会場会　場
（ソフィアビル）

②割引
対象外

割引
対象外

①15,500円［全5回］
②20,500円［全5回］

受講料

◎お持ちいただくもの筆記用具

1/13・27、2/10・24、
3/10（各金曜）

20,500円［全5回］受講料

10：00～ 12：00（一人30分ずつ）

別会場会　場 （ソフィアビル）

※教材費が別途必要な場合あり

身体
づくり

1/13・27、2/10・24、
3/10・24（各金曜）

10,500円［全6回］受講料

100円教材費

19：00～ 20：00

◎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（床に敷くため汚れてよいもの）、運動ができる服装

保険料 560円

1/25、2/8・22、3/8（第2・4水曜）

100円教材費

生涯学習センター
講師

権 京愛
韓国語会話 初級（金曜・朝）韓国語

［講師］

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。

1/20 ～ 3/17（毎週金曜）

15,750円［全9回］受講料

11：45～ 12：45

無料体験会 1/13（金）11：45～

100円教材費 2,000円程度テキスト代

20,700円［全9回］受講料

19：30～ 21：00

無料体験会 1/10（火）19：30～

8,750円［全5回］受講料

18：00～ 19：00

無料体験会 1/16（月）18：00～

18,400円［全8回］受講料

100円教材費

100円教材費

15：30～ 17：00

無料体験会 1/16（月）15：30～

20,700円［全9回］受講料

14：45～ 16：15

無料体験会 1/12（木）14：45～

3,000円程度テキスト代300円教材費

20,700円［全9回］受講料

13：00～ 14：30

無料体験会 1/11（水）13：00～

100円教材費

※2/11休み

◆英語発音ク
リニック～あな
たの英語の発
音、完璧に治し
ます！（初級～
上級）

◆Reading Circle
（初級～中級）

◆ドイツ語
中級

◆フランス語
初中級

◆フランス語
 初級

◆楽しく学ぶ
イタリア語
初中級

◆ステップアッ
プ中国語 中級
◆ゆっくり学ぶ
中国語 中級

◆おもてなしの
中国語会話～
東京オリンピッ
クに向けて～
（初級以上）

◆ふれあい中
国語会話 入門
初級

◆フランス語
 入門初級

◆イタリア語
 入門初級

◆スペイン語
 入門初級

◆韓国語ドラ
マをもっと楽し
む韓国語講座

◆韓国語会話 
入門

◆おもてなしの
韓国語会話～
東京オリンピッ
クに向けて～
（初級以上）

◆韓国語会話 
初級

◆韓国語会話
初中級

◆News Listening ～英語ニュースを聞く～（上級）
◆原書を読む（上級）
Charles Dickens：David Copperfield

◆続・英語再入門～今度は、リーディング！（入門～初級）
◆ZEROからの英会話
◆英語再入門～be動詞からもう一度～

◆English Vocabulary～語彙力アップ～（中級以上）
◆原書を読む（中級）Erich Seagal：Prizes
◆海外ドラマで楽しく鍛える英語耳（中級）
◆英会話 中級
◆TOEIC®レベルアップ（TOEIC®750点以上を目指す）
◆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）

◆楽しい英会話 初中級
◆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）
◆英会話 初級

100円教材費


