
1日
講座

ヘアカット用ウィッグを
使って実践的にレッスン
します。耳周り、襟足の刈
上げ、セルフカットなど、
初めての方から経験者ま
で対応します。

スクール再開！安全対策をして皆さまをお迎えいたします

☎☎042-574-0570042-574-0570

オープン
スクール
オープン
スクール

©NHK・TYO
入会金無料！ 見学無料！ 体験大歓迎！

講座ガイド
くにたちくにたち

国立駅
至立川 至新宿JR中央線

マクド
ナルド

多摩信用金庫

紀ノ国屋

一橋大学 一橋大学

大
学
通
り

南口

JR国立駅すぐ 徒歩2分

くにたち
オープン
スクール
※1Fは西友です

350講座開講中！！
詳しい情報とお申し込みはホームページをご覧ください。

NHK学園くにたちオープン 検 索

せきやビル6F
交番コーヒー

ショップ

スマホ・タブレットの方は
こちらから
アクセス !

140講座も再開！7/2 新聞折込

新型コロナウイルス感染防止のための、私たちの取り組み

皆さまの安全に配慮し、
安心してご受講いただける
環境づくりを進めています。

対策①
対策②
対策③
対策④
対策⑤
対策⑥

教室の窓を開けるなど換気に努めています。
スタッフ・講師はもちろん、受講者の皆さまにもマスク着用をお願いしています。
ロビーにアルコール消毒液を設置しています。
教室では、ソーシャルディスタンスに留意して座席を配置しています。
講座終了ごとに、使用後の机・椅子の消毒を実施しています。
講座によっては、フェイスシールド・アクリルボード・透明シートを利用し、飛沫防止に努めています。

平日の夜「よるクラス」や土日も、講座のラインナップを多数そろえています

「国立本校」

10666039

9027 9009
9002

9038第3（木） 10:15～12:15

アトリエ青い額縁主宰
小笠原 和子

第3（土） 13:30～15:30

ニット作家
Ha-Na

カルトナージュ
～フランス伝統工芸を作る～

かぎ針で編む　
ニット雑貨レッスン（土曜）

中山みどりの羊毛フェルト
で愛犬・愛猫作り

６月からスタートしたばかり
のクラスです。かぎ針で、帽
子・バッグ・マフラーから、
ビーズを使ったおしゃれなア
クセサリーやがま口などを作
ります。

古くからヨーロッパで
愛されてきたカルト
ナージュ。厚紙を組立
て、紙や布で覆いなが
ら、インテリア雑貨、ス
テーショナリーなどを
作ります。

作家・中山みどりの認定
講座です。作りたい犬や
猫の写真をもとに、3回で
1体作ります。皆さまの犬
や猫に合わせて材料を用
意します。

A 第2（金） 13:00～16:00
B 第4（金） 13:00～16:009108第2（木） 10:00～12:00

主任講師
増田 みか

桜居せいこ監修
つまみ細工教室

伝統手工芸つまみ細工を、
スタイリッシュでモダンなデ
ザインでお楽しみください。
コサージュクリップや、かん
ざしなどの小さなアクセサ
リーを作ります。

中山みどり認定講師
山﨑 晴美

0042第1・3（木） 13:30～15:30

ＡＫＩ ＦＬＯＷＥＲＳ主宰
高瀬 章子

フレッシュフラワー
アレンジメント

四季折々のフレッシュ
でセンスの良い花材
を使ってのレッスンで
す。あなたも花のある
暮らしを。

9039 5057

0014
0015第2・4（火） 13:30～15:00

第2・4（木） 10:00～11:30 1115第1（月） 10:00～12:00

1004第2・4（火） 13:00～15:00

波江 玲舟

第2・4（月） 13:00～15:00

ＮＨＫ学園講師
小林 美紀

やさしい書道やさしいペン画
～線で描くモノクロの世界～

家族のための
ヘアカットレッスン（日曜）

鉛筆とペンでかわいいペッ
トや大切な人を描いてみ
ませんか。ペンの線と薄墨
の濃淡でモノクロの絵を
完成させます。

書の基礎（楷・行・草・かな・
手紙文）を幅広く学びます。
初めて筆を持つ方から経
験者までていねいに個別
に学びます。その他、書作
品を鑑賞し、創作を楽しみ
ます。

第４（日） 13:00～15:00
3か月3回 6,438円（ウィッグ代3,630円別途）
（7/26・8/23・9/27）第2・4（水） 17:00～19:30

能面をつくる

男性に人気の講座です。
初心者は土俗的なきつね面
から始めます。制作速度に個
人差があるため、ほとんどマ
ンツーマン指導となります。

ヘアアーティスト 
稲垣 俊彦

第2・4（火） 17:30～19:00

澤田流津軽三味線奏者
澤田 信亜弥

面打師
伊藤 通彦

はじめての津軽三味線

太棹から生まれるダイ
ナミックで味わい深い
響きを奏でてみませ
んか。初めての方を対
象に曲が弾けるように
なるまで丁寧にお教
えします。

土

土

日

9389 1110
原則第2（金） 10:30～12:00
3カ月3回 8,730円（7/10・8/28・9/11）

せんねん灸 セルフケアサポーター
福里 真希

7/30（木） 11:00～12:00
2,760円

東京ボディセラピストサロン総院長
山田 光敏

大人のファッション&
メイクレッスン

ホルモンの変動に体がついてい
かずに起こる「更年期障害」。更
年期症状のほてり、手足の冷え
などに効果的なリンパマッサー
ジを学んで、健康とキレイを目指
しましょう。男性も歓迎です。

まずは、ご自分でツボを探
してすえてみましょう。様々
な症状の緩和・回復、リフト
アップまでお灸を楽しんで
健康に美しくなりましょう！
男性も歓迎です。

この夏のレッスンは、「あ
なたにお似合いのマスク
美人メイク」。夏の崩れ対
策メイクのコツ、眉メイ
ク、マスク使用時のリップ
メイクを学びます。

ヘルスケアトレーナー インストラクター
駒崎 優・高村 靖子・若尾 洋子

正しい歩き方で健康に！
「姿勢と歩き方」教室

体のクセを見直して、きれい
な姿勢と歩き方を習得しま
しょう。椅子を使ったスト
レッチなどを織り交ぜなが
ら、健康的な体づくりを目指
します。

イメージ＆スタイルコンサルタント
岩下 佳代

0065毎週（金） 14:00～15:15

ゆる協会会員
川合 圭子
コリは無意識から来る
体の余分なリキミです。
リキミを緩めながら、イ
ンナーマッスルを鍛え
ます。疲れにくい体にな
りましょう。

夜 夜

リンパや血行を促し、
更年期対策！

はじめてのお灸
（入門編）

～活き活き健康寿命～
ゆる体操 

今こそ、楽しく元気に！日常を彩る講座はこちら！

〒186-0004  東京都国立市中1-9-30 国立せきやビル6階〒186-0004  東京都国立市中1-9-30 国立せきやビル6階
受付時間  9：30～19：00（土・日曜は15時まで・祝日休み）受付時間  9：30～19：00（土・日曜は15時まで・祝日休み）

短期
3回

短期
3回

※写真はイメージです。 ★基礎を学びたい方　★★かんたんなやりとりができる方　★★★ある程度経験のある方（ご見学をオススメ）　　受講料等、くわしくは「ＮＨＫ学園くにたちオープン」で検索！

講座名 曜日/時間

　　　講座
いきいき英会話 ★★★  3005 毎週（水）

18:30～20:30

韓国語 初級（Ⅱ） ★★  3043 毎週（月）
19:00～20:30

韓国語 中級 ★★★  3049 毎週（水）
18:30～20:00

いけばな小原流（初級）  9007 第1・3（火）
18:30～20:30いけばな小原流（上級）  9008

はじめてのタロット占い 10月からスタート   1061 第2・4（火）
19:00～20:30

タロット占い クラブ  1055 第3（火）
19:00～20:30

星空を楽しむ  1057 第4（金）
19:00～20:30

着つけ教室「きもの美人」になりましょう  7016 第1・3（水）
18:30～20:30

人生100年時代の 株式投資・初級編 1087 原則第2（金）
19:00～20:30

大人のクラシックバレエ Ⅱ  0037 毎週（火）
19:15～20:30

タップダンス入門  0021 毎週（月）
19:00～20:00

タップダンス ～ステップアップ～  0018 毎週（月）
19:30～21:00

ゴスペルコーラス  6020 第2・4（木）
19:00～20:30

香川隆樹の 篠笛（入門）         6041 第2･4（木）
18:15～19:00

香川隆樹の 篠笛（中級）  6003 第2･4（木）
19:15～20:15

津軽三味線（初級）   6040 第2・4（火）
19:15～20:45

～心と体のバランスを取り戻す～ ストレスマネージメントヨーガ  0063 第2・4（木）
19:00～20:30

キレイをつくる 夜のベーシックヨガ  0034 毎週（月）
19:30～21:00

Cinema Action 殺陣 ─女性限定講座─  0064 第2・4（水）
19:00～20:30

　　　講座
書道入門（土曜） ～漢字・かな － 初めての方から上級者まで～    1012 第1・3（土）

10:00～12:00

土曜書道 ～はじめての方から上級者まで～  1033 第2・4（土）
13:00～15:00

漢字書道 ～書の名品に学ぶ～ （基礎クラス） 1034
第2（土）

 10:15～12:00漢字書道 ～書の名品に学ぶ～ （古典クラス） 1030

漢字書道 ～書の名品に学ぶ～ （半切クラス）  1000

サタデーモーニング・イングリッシュ ★★ キャンセル待ち   3024 毎週（土）
10:00～12:00

はじめてのドイツ語 ★                  3019 第1・3（土）
10:00～12:00

オノエ・メグミのパッチワーク   9043 第2・4（土）
13:30～15:30

手織りも裂織りも（土曜） ～楽しみながら資格もとれる～   9089 第1（土）
13:00～16:00

日柳佐貴子の 天然石ビーズジュエリーエッセンス   8093 第3（土）
10:00～12:00

銀粘土で作る シルバーアクセサリー   9097 第1（土）
10:00～13:00

関民先生直伝の 帽子づくりを楽しむ   9096 原則第2（土）
10:00～12:00

楽しい籐・あけびの工芸（初級）      8097
第1・3（土）

13:00～15:30楽しい籐・あけびの工芸（中級）   8086

楽しい籐・あけびの工芸（上級）   8090

土曜陶芸   9034 第1・3（土）
10:00～13:00

土曜俳句教室 ～はじめての方から～     4068 第3（土）
15:45～17:45

短歌をつくる 短歌を読む     キャンセル待ち   4000 第4（土）
13:00～15:00

エッセイを書きたいあなたに（土曜）     キャンセル待ち   1076 第4（土）
13:00～15:00

講座名 曜日/時間

入門の囲碁（土曜･午後） ～入門・初級～   2013 毎週（土）
14:40～16:40

初級の囲碁（土曜･午前） ～15級から二段～ キャンセル待ち   2001 毎週（土）
10:00～12:00

レディースマージャン教室（初級～中級）  キャンセル待ち   1094 毎週（土）
10:00～12:20

レディースマージャン教室（上級） 1093 毎週（土）
13:40～16:20

手相の見方 （研究科）  1044 第4（土）
13:30～15:00

アンドロイド スマホ入門  7月からスタート   1072 第1・3（土）
13:00～15:00

投資の世界 1080 月1回（土）
10:00～11:30

趣味のクラシックバレエ Ⅰ（入門・初級） 0008 毎週（土）
10:00～11:00

趣味のクラシックバレエ Ⅱ  0007 毎週（土）
11:10～12:30

楽しい社交ダンス  8002 毎週（土）
13:30～15:00

沖縄三線 6031 第2・4（土）
 10:30～12:00

家族のためのヘアカットレッスン（土曜） キャンセル待ち   1059 第2（土）
13:00～15:00

こどもの鉛筆持ちかた・書きかた教室（午前） 7030 第1・3・4（土）
10:00～11:00

こどもの鉛筆持ちかた・書きかた教室（午後） 7031 第1・3・4（土）
13:00～14:00

こども書道（午前）  7025 第1・3・4（土）
10:00～12:00

こども書道（午後）  7026 第1・3・4（土）
13:00～15:00

子ども囲碁教室  2008  毎週（土）
13:00～14:30

講座名 曜日/時間

　　　講座
日曜書道 ～はじめての方から上級者まで～  1032 第1・3（日）

10:00～12:00

エンジョイ イングリッシュ（午前） ★★   3015 第2・4（日）
10:00～12:00

エンジョイ イングリッシュ（午後） ★ 3014 第2・4（日）
13:00～15:00

日曜絵画 5004 第2・3・4（日）
13:00～15:00

やさしい水彩画  キャンセル待ち   5014 第2・4（日）
10:00～12:30

仏像を彫る ①  キャンセル待ち   9029 第2・4（日）
13:00～15:00

仏像を彫る ②  9050 第1・3（日）
13:00～15:30

～俳句初級者限定（Ⅱ）～ 紙とペンだけで始める俳句  3995 第4（日）
10:30～12:30

日曜手話教室（経験者）  7003 第2・4（日）
10:00～12:00

マンドリン（合奏）講座  6019 第1・3（日）
10:00～12:00

日曜ブリージングヨーガ  0068 第1・3（日）
 10:00～11:30

スポーツウエルネス吹矢健康法（1・3日曜）  0043 第1･3（日）
10:00～12:00

スポーツウエルネス吹矢健康法（2・4日曜午前）  0032 第2・4（日）
 10:00～12:00

スポーツウエルネス吹矢健康法（2・4日曜午後）  0047 第2・4（日）
13:00～15:00

季節の飾り巻き寿司教室   4041 第4（日）
10:00～12:00

～創作ロボット～ バトルロボット作りに挑戦  8089 第1・3（日）
13:00～15:00

講座名 曜日/時間夜間 土曜 日曜



☆受講料等、くわしくは「NHK学園くにたちオープン」で検索！現在開講中の講座一覧 【入会随時受付中】

書道  筆をもつ、癒しの時間

書道・上達の近道 ～はじめての方から経験者まで～ 1024 第2・4（月）
10:00～12:00

実務書道（賞状書士） キャンセル待ち  1015 第1・3（火）
10:00～12:00

美文字を楽しむ ～くらしに生きる書～ 1017 第2・4（火）
 10:00～12:00

書道・かなに親しむ ～『伊勢物語』を書く～ キャンセル待ち  1001 第1・3（火）
13:00～15:00

かな書道 ～「百人一首」を書く～ 1003 第1・3（火）
13:30～15:30

やさしい書道 1004 第2・4（火）
13:00～15:00

実力がつく漢字・かな書道 1009 第1・3（木）
10:00～12:00

書を楽しむ ～はじめての方から～ 1005 第2・4（木）
10:00～12:00

美しいかな書道 ～基本から応用まで～  1007 第1（木）
13:30～15:45

ペン習字  美しい文字をめざして

日常のペン習字  1018 第1・3（月）
13:00～15:00

基礎から学ぶ くらしのペン習字 1014 第2・4（水）
 13:30～15:30

筆ペン ～まずは名前から上手に！～ キャンセル待ち  1008 第1・3（金）
13:00～15:00

『百人一首』を筆ペンで書く 1022 第1（金）
15:30～17:00

月1回のやさしい筆ペン  1023 第3（金）
15:30～17:00

アート＆文字  アートと文字を楽しむ

粋な江戸文字を書く ～「勘亭流」と「まとい文字」～ 1020 第1・3（水）
14:00～16:00

外国語  
★基礎を学びたい方　★★かんたんなやりとりができる方
★★★ある程度経験のある方（レベル確認のためにご見学ください）

中学英語でLet's Try 英会話 ～楽しく学ぶ英語の基礎～★ 3013 第2･4（木）
13:00～15:00

キャシーと話そう！英会話テーブルトーク ★★ 3031 毎週（火）
10:00～12:00

Let's Talk in English ★★ 3010 毎週（月）
10:00～12:00

楽しい英会話 ★★ 10月からスタート  2998 第1・3（火）
13:00～15:00

～英語でちょっとおもてなし～ とっさに役立つ英会話 ★★ 3026 毎週（火）
13:30～15:30

おしゃべり英会話 ★★★ 3004 毎週（月）
10:00～12:00

フランス語入門（Ⅱ） ★                  3033 第1・3（金）
15:00～16:30

フランス語初級 ★★ キャンセル待ち  3030 第1・3（金）
13:00～14:30

フランス語中級 ★★                  3029 第1・3（金）
10:00～11:30

やさしいドイツ語会話 ★★ 3008 毎週（月）
10:00～12:00

ドイツ語実践 ★★★ 3011 第2・4（月）
13:00～15:00

初めてのイタリア語（入門） ★    3021 第2・4（火）
13:00～14:30

初めてのイタリア語（初級） ★★    3020 第2・4（金）
10:30～12:00

中国語 初級（木曜） ★                   3018 毎週（木）
13:00～14:30

中国語 中級（金曜） ★★★                  3017 毎週（金）
10:00～12:00

絵画（洋） こころのキャンバスに描く

絵画入門 5001 毎週（火）
10:00～12:00

デッサン ～基礎から表現まで～ キャンセル待ち  5000 第2・4（火）
13:00～15:00

スケッチ・水彩画（金曜） 5002 第2・4（金）
10:00～12:00

スケッチ・水彩画（水曜）  5005 第1・3（水）
10:00～12:00

楽しい水彩スケッチ 5011 第1・3（月）
13:00～15:30

はじめてのスケッチ 5015 第1・3（水）
13:00～15:00

旅のスケッチ 5022 第2・4（木）
13:00～15:00

色鉛筆と水彩入門 5025 第2・4（木）
10:00～12:00

水彩で描く風景 5026
第2・4（金）

13:00～15:30

淡彩・水彩画入門 5038 第1・3（月）
13:30～15:30

水曜絵画 ～水彩・パステル～ 5016 毎週（水）
10:00～12:00

ぬり絵からはじめる絵の世界   5045 第1・3（火）
10:00～12:00

やさしい植物画（午前） 5033 第1・3（金）
10:00～12:00

やさしい植物画（午後） 5021 第1・3（金）
13:00～15:00

～ボタニカルアートを楽しむ～ バラと花を描く 5044 第1・3（月）
13:00～15:00

やさしいペン画 ～線で描くモノクロの世界～ 5057 第2・4（月）
13:00～15:00

─基礎から学ぶ─ やさしい油絵入門 5020 第1・3（金）
13:30～15:30

憧れの油絵 ～描いてみませんか、簡単な形から～ 5003 第1・3（火）
13:00～15:00

絵画（和）  想いを絵筆にのせて

入門の水墨画 5019 第1・3（木）
 10:00～12:00

初歩からの日本画 5037 第1・2・3（水）
10:00～12:00

俳画を楽しむ 5009 第2・4（月）
13:30～15:30

四季の絵手紙 5029 第2・4（水）
 10:00～12:00

絵手紙を楽しむ 5031 第2・4（木）
13:00～15:00

やさしい木版画 キャンセル待ち  5023 第2・4（金）
10:00～12:00

楽しい消しゴム版画 5051 第3（金）
13:00～15:00

現地講座  資料館などの訪問　★散策　★★ハイキング
（交通費・入館料等自己負担） 

～“古地図に学ぶ”～ 大江戸小さな旅 ★ 4022 原則第1（火）
13:00～15:30

“明治の時代”東京150年ぶらり旅 ★  4025 原則第3（水）
13:00～15:30

多摩の自然を歩く ★ 4021 原則第2（火）
10:00～12:00

花・鳥・緑のウォッチング ～自然をまるごと楽しもう～ ★  4020 原則第2（金）
10:00～12:30

森林浴でリフレッシュ！ ★★ 4076 第2（火）
10:30～14:30

のんびり里山を歩く ～入門～ ★★  4011 原則第2（火）
1日散策

身近な森をハイキング ★  4026 原則第1（木）
1日散策

東京まち物語 ～東京・タイムトラベル～ ★ 4015 第4（木）
10:30～12:30

名建築探訪と街散歩 ～たてものから知る社会の変遷～ ★  4088 第3（金）
11:30～15:00

大江戸歴史散策 ～江戸名所図会に描かれた場所を辿りながら～ ★ 4083 原則第4（木）
11:00～15:00

トラベルキャスターと行く「都内近郊ちいさな旅」 ★ 4073 第2（金）
10:30～15:00

東京の歴史遺産を訪ねて ★ 4081 第2（水）
13:30～15:30

手芸・工芸  私だけの作品をつくる

手編み教室   キャンセル待ち  9060 第2・4（水）
10:00～12:00

かぎ針で編む ニット雑貨レッスン（金曜）   9026 第2（金）
13:30～15:30

キラキラジュエルバッグ   キャンセル待ち  9105 第1（金）
13:00～15:00

タティングレース ①   8071 第4（水）
10:00～12:00

タティングレース ②    8078 第2（火）
10:00～12:00

井口佳世子の イギリス刺繍 ～ニードルポイント～   9079 第1・3（火）
13:00～15:00

オノエ・メグミの刺繍レッスン リボン刺繍   9001 第1・3（水）
10:00～12:00

オノエ・メグミの刺繍レッスン ヨーロッパ刺繍   9003 第1・3（水）
10:00～12:00

ビクトリアン刺繍   9047 第4（木）
10:30～12:30

日本刺繍 ①   9020 第2・4（木）
10:00～12:00

日本刺繍 ②   キャンセル待ち  9004 第2・4（木）
13:30～15:30

絽ざし   8073 第4（月）
10:00～12:00

～津軽地方の伝統的刺し子～ 津軽こぎん刺し   8072 第2（金）
13:00～16:00

「韓国のパッチワーク」ポジャギ   9074 第2（水）
10:00～12:30

鷲沢玲子のパッチワーク＆キルト   9041 第2・4（月）
10:00～12:00

手織りも裂織りも（水曜） ～楽しみながら資格もとれる～   9087 第3（水）
10:00～13:00

ボードウィービング ～織り機なしで織物を織る～   8087 第2（水）
13:00～15:30

サコタカコの ビーズ織り・編み   9042 第3（水）
10:00～12:00

～シックな大人のアクセサリー～ グルーデコ・ジュエリー   8094 第4（火）
10:00～12:00

とんぼ玉とガラスクラフト   9051 第2・4（火）
10:00～12:00

グラスリッツェン ～ビギナーコース～   9066 第4（金）
10:30～12:30グラスリッツェン ～マスターコース～   9049

花のクレイクラフト ～焼かずにできる粘土工芸～   9031 第1・3（火）
10:00～12:00

ヨーロピアンチャイナ・ペインティング   9061 第1・3（木）
10:00～12:00

アメリカントールペイント   9010 第1・3（金）
10:00～12:00

立体絵画 シャドーボックス 初・中級   9019 第2・4（火）
13:30～15:30立体絵画 シャドーボックス 上級   9032

カルトナージュ ～フランス伝統工芸を作る～   9038 第3（木）
10:15～12:15

深雪アートフラワー   9006 第1・3（月）
13:30～15:30

加賀ゆびぬき ～かがる楽しみ～   9120 第4（月）
13:00～15:00

こころなごむ てまり   8081 第2・4（金）
13:00～15:00

ちりめん細工 ～初級A～    8099 第1（金）
12:30～16:00

ちりめん細工 ～初級B～    8096 第1（金）
13:00～16:30

ちりめん細工 ～中級～    8098 第3（金）
12:30～16:00

桜居せいこ監修 つまみ細工教室   9108 第2（木）
10:00～12:00

中山みどりの羊毛フェルトで愛犬・愛猫作り（A）   9002 第2（金）
13:00～16:00

中山みどりの羊毛フェルトで愛犬・愛猫作り（B）   9009 第4（金）
13:00～16:00

米山マリの人形レッスン  キャンセル待ち  9036 第4（水）
13:00～15:00

粕谷育代の手作りテディベア    9037 第1（木）
13:00～15:00

和裁（A）   8085 第1・3（木）
 10:00～12:20

和裁（B）   8076 第2・4（木）
10:00～12:30

和裁（C）   8080 第1・3（月）
 10:00～12:20

オリジナル ソーイング ～デザインからリフォームまで～   9083 第1・3（水）
13:00～16:00

和紙あそび ～大人のおりがみ～   9017 第3（水）
10:00～12:00

竹かご工芸   9095 第2（木）
10:00～12:00

はじめてのフルーツ・ソープカービング   9022 第4（火）
10:00～12:00

篆刻 ～石で印を彫ってみる～   1026 第4（月）
10:00～12:00

やさしい木彫   9023 第1・3（水）
10:00～12:00

能面をつくる   9039 第2・4（水）
17:00～19:30

～壊れた器が蘇る～ 金継ぎ（月曜・午前）   9013 原則第3（月）
10:00～12:30

～壊れた器が蘇る～ 金継ぎ（月曜・午後①）   9005 原則第3（月）
13:00～15:30

～壊れた器が蘇る～ 金継ぎ（月曜・午後②）   9014 原則第3（月）
16:00～18:30

～壊れた器が蘇る～ 金継ぎ（水曜・午前）   キャンセル待ち  9021 原則第3（水）
10:00～13:00

～壊れた器が蘇る～ 金継ぎ（水曜・午後）   9018 原則第3（水）
14:00～17:00

俳句・短歌・川柳  想いを詠む

俳句入門 キャンセル待ち  4003 第1（月）
13:00～15:30

小島健の句会と写真でつかむ句作りのコツ     4057 第1（木）
10:30～12:30

俳句をはじめよう     4004 第2・4（金）
10:00～12:00

鈴木章和のはじめての句会 キャンセル待ち  4060 第2・4（金）
13:30～15:30

芭蕉に学ぶ俳句の作り方     キャンセル待ち  4065 第2（水）
10:00～12:00

火曜の短歌 ～鑑賞と実作で思いを言葉に～     3999 第2・4（火）
13:30～15:30

短歌を楽しむ キャンセル待ち  4005 第1・3（金）
10:00～12:00

川柳入門     3099 第2・4（水）
10:00～12:00

歴史・文章・ことば  学ぶ楽しさ・伝える喜び

エッセイを書きたいあなたに（水曜） キャンセル待ち  1071 第1（水）
10:00～12:00

エッセイを書きたいあなたに（金曜） キャンセル待ち  1075 第1（金）
10:00～12:00

～人気講談師が教える～ 講談を学んで話術を磨こう（初級）   3091 第1（木）
13:00～15:00

～人気講談師が教える～ 講談を学んで話術を磨こう（中級）   3090
第1（木）

13:30～16:30
のうちの2時間

心を伝える話し方と日本語     7011 第4（水）
10:00～12:00

初心者のための朗読     キャンセル待ち  3093 第2・4（月）
10:00～12:00

朗読を楽しむ（午前）     3095 第1・3（金）
10:00～12:00

朗読を楽しむ（午後）    3094 第1・3（金）
13:00～15:00

はじめての古文書 キャンセル待ち  4006 第1・3（木）
10:00～12:00

古文書 ～基礎編～ キャンセル待ち  4001 第1・3（木）
13:30～15:30

古文書 ～近世文書～     4062 毎週（月）
13:30～15:30

漢詩の旅 ～「唐詩選」を読む～     3000 第2（月）
10:00～12:00

仏教  心静かにほとけと向きあう

仏師に学ぶ 仏像の見方・楽しみ方 1056 原則第2（金）
16:00～18:00

仏教美術の魅力 キャンセル待ち  1077 第4（木）
13:00～15:00

教室で「古寺めぐりの旅」 キャンセル待ち  7022 第4（火）
13:00～15:00

写経 ～心のやすらぎ～ 1021 第2・4（月）
13:00～15:00

はじめて曼荼羅を描く 5054 第1・3（月）
10:00～12:00

写仏 ～ほとけさまを描く～  5055 第1・3（月）
15:30～17:00

写真  感動の一瞬を切りとる

写真実習 0001 毎週（水）
10:00～12:00

基礎から学ぶデジタルカメラ教室 0073 第1・3（火）
14:20～15:30

写真家に学ぶ！ 写真加工入門 7月からスタート  0085 第1・3・5（火）
13:00～14:00                 

囲碁・ゲーム  脳の活性化にも

囲碁伊藤教室（月曜） ～10級から三段～ 2011 毎週（月）
10:00～12:00

囲碁伊藤教室（金曜） ～10級から三段～ キャンセル待ち  2000 毎週（金）
10:00～12:00

はじめて～初級の囲碁 ～入門から15級～ 2014 第2･3･4（金）
10:00～12:00

囲碁初級～中級 ～15級から2級～ キャンセル待ち  2010 毎週（金）
13:00～15:00

囲碁中・上級 ～6級から三段～ 2002 毎週（火）
13:30～15:30

囲碁上級 ～6級から三段～ 2003 毎週（火）
10:00～12:00

実戦の囲碁 ～5級から五段～ 2004 毎週（月）
12:30～14:30

楽しい囲碁教室 ～5級から五段～ 2007 毎週（木）
13:30～15:30

有段の囲碁 ～2級以上～ 2005 第1･3（月）
15:00～17:30

小林孝之囲碁教室 ～あなたも有段者・5級から五段～ 2015 毎週（火）
10:00～12:00

花・園芸  くらしに花のうるおいを

フラワーコーディネーション（初級・中級） 0035
第1･3（金）

10:15～12:00フラワーコーディネーション（上級） 0036

フレッシュフラワーアレンジメント 0042 第1･3（木）
13:30～15:30

ナチュラルスタイル ドライフラワーアレンジメント 0044 第2（金）
10:00～12:30

手のひらで楽しむ 「モダン盆栽」 0053 第3（水）
14:30～16:30

コンテナガーデンを楽しむ  キャンセル待ち  0045 第3（木）
13:30～15:30

華道・香道・煎茶道  日本の伝統文化に触れる

月に1度のテーブル煎茶教室  4040 第2（金）
13:00～14:30

香道御家流（午前）  キャンセル待ち  0050 第4（金）
10:30～12:00

香道御家流（午後）  キャンセル待ち  0051 第4（金）
13:30～15:30

いけばな 草月流 9011 第2・4（水）
13:30～15:30

趣味・教養  知りたいこと、たくさん

楽しいマジック 1058 第2・4（木）
10:00～12:00

骨董に親しむ 1054 第2・4（水）
13:30～15:00

傾聴 ブラッシュアップ講座 7020 第3（水）
15:30～17:00

英国式作法で紅茶をたのしむ 4051 第4（木）
13:30～15:30

舞踊・ダンス  思い切り表現しよう

正派西川流・日本舞踊 8005 第1・3（火）
 10:00～12:00

大人のクラシックバレエ Ⅰ（入門・初級） 0006 毎週（火）
16:30～17:30

クウレイナニ橋本の エンジョイ・フラ 入門 8004 毎週（月）
15:15～16:15

クウレイナニ橋本の エンジョイ・フラ 中級 8001 毎週（月）
12:45～13:45

クウレイナニ橋本の エンジョイ・フラ 上級 8003 毎週（月）
14:00～15:00

クウレイナニ橋本の ゆったり楽しむフラ 0024 第1・3（木）
 16:00～17:00

はじめてのアルゼンチンタンゴ・ダンス 0040 第2・4（水）
15:30～17:00

はじめてのジャズダンス 0019 第1・3（水）
13:30～15:00

音楽  大好きな音に触れる
楽しいコーラス 6014 第1･2･3（火）

13:30～15:00

すてきなハーモニー 6000 第1・3（木）
13:00～15:00

みんなでハーモニー 6034 第2・4（水）
13:30～15:00

シャンソンを歌いましょう ① 6006
第2・4（木）

13:15～14:45

シャンソンを歌いましょう ② 6008 第2・4（木）
15:00～16:30

レディースコーラス ～名曲を歌おう～ 6046 第1・3（金）
10:00～12:00

レディース「カラオケ☆ハイライト」 6002 第3（木）
13:30～15:00

ジャズ＆ポピュラーヴォーカルを楽しむ 6052 第2・4（木）
10:30～12:00

ＹＵＢＡメソッドヴォイストレーニング
（発声トレーニング）クラス ─女性限定講座─ 
～もっと声を出しやすく＆声と身体のアンチエイジング～ 6054

第2・4（水）
13:00～14:00

ＹＵＢＡメソッドヴォイストレーニング
（歌唱トレーニング・受講経験者）クラス ─女性限定講座─ 
～もっと歌が上手に＆声のアンチエイジング～  6055

第2・4（水）
14:10～15:25

古典尺八の第一人者による 尺八教室（初心者） 6011 第1･2･3（金）
17:30～19:30

古典尺八の第一人者による 尺八教室（経験者） 6010 第1･2･3（金）
17:30～19:30

はじめてのウクレレ 6017 第1・3（火）
15:00～16:30

気軽なウクレレ 6016 第1・3（火）
13:00～14:30

クラシック ギター入門 6021 毎週（月）
10:00～12:00

おしゃれに二胡を弾く（入門）  6024 第1・3（月）
17:30～19:00

おしゃれに二胡を弾く（中・上級） 6025 第1・3（月）
16:00～17:15

おしゃれに二胡を弾く（経験者） 金曜  6038 第1・3（金）
17:00～18:30

はじめての津軽三味線 6039 第2・4（火）
 17:30～19:00

扇靖流 大正琴 6023 第1・3（木）
10:00～12:00

文化箏 6033 第1・3（水）
13:30～15:30

はじめてのキーボード演奏（火曜クラス） 6051 第2・4（火）
16:00～17:30

はじめてのキーボード演奏（水曜クラス） 6071 第1･3（水）
13:15～14:45

リコーダーを吹こう！ ～基礎から学ぶリコーダーと音楽～ 6070 第1・3（水）
15:15～17:00

リコーダー（縦笛）を吹こう！ ～中級以上の本格的レッスン～ 6053 第1・3（水）
13:00～15:00

美容・健康  実践！からだに良い習慣
ストレッチヨーガ ① キャンセル待ち  0027 毎週（水）

10:00～11:30

ストレッチヨーガ ② 0069 第2・4（水）
13:00～14:30

～呼吸ひとつであなたも変わる！～ 基礎から学ぶホームヨーガ  0048 第2・4（水）
13:00～14:30

身体にやさしい健康体操 ─女性限定講座─ 0016 毎週（火）
11:15～12:15

中高年のリフレッシュ体操 ─女性限定講座─ 0017 毎週（火）
10:00～11:00

～活き活き健康寿命～ ゆる体操 0065 毎週（金）
14:00～15:15

股関節スローストレッチ ～10年先も元気なカラダ～ 0070 第2・4（金）
10:00～11:30

正しい歩き方で健康に！ 「姿勢と歩き方」教室（火曜） 0015 第2・4（火）
13:30～15:00

正しい歩き方で健康に！  「姿勢と歩き方」教室（木曜） 0014 第2・4（木）
10:00～11:30

自分でできる指圧健康法 0011 毎週（月）
10:00～11:45

漢方とアロマ 1060 第2（木）
13:00～15:00

はじめてのお灸（入門編） 1110 第2・5（金）
10:30～12:00

大人のためのファッション＆メイクレッスン 1115 第1（月）
10:00～12:00

料理  旬をおいしくいただく

京都・竹之御所流 精進料理をつくる（初級） 4024 第3（水）
10:00～13:00

ジュニア講座  好きなこと、もっと伸ばそう

～絵画・造形～ 「こどものあとり絵 ①」（幼児） 7024 第1・3（火）
15:45～17:00

～絵画・造形～ 「こどものあとり絵 ②」 （小学生～） 7023 第1・3（火）
17:10～18:55

ジュニアクラシックバレエ（小学生） 0038 毎週（火）
17:45～18:55

お申し込み方法
〈先着順です〉

受講上の注意

●まず、お電話かホームページからご予約をしてください。　●予約をされた方は、NHK学園より払込取扱票をお送りいたします。到着後1週間以内に
受講料を添えて、郵便局またはコンビニエンスストアでお手続きをお願いいたします。

●テキスト・教材などコースによって必要なものは、教室で購入していただきます。　●講座の日時・内容等は天候や講師のやむを得ない事情などにより一
部変更となる場合があります。　●受講料は講座が中止になった場合を除き、原則としてお返しいたしません。　

※土日、平日夜の講座は表面下段に掲載しています。

講座名 曜日/時間 講座名 曜日/時間 講座名 曜日/時間講座名 曜日/時間


