
入会金無料！国立本校オープンスクール
お申し込み方法

●電話予約をされた方は、1週間以内にお手続きをお願いいたします。
●窓口で受講料を添えてお申込みください。（受講料は税込みです。）
　郵便局またはコンビニエンスストアでのお支払いも可能です。
●受講料は講座が中止の場合を除いて原則としてお返しいたしません。
●定員になり次第締切ります。●ホームページからもお申込み可能です。

受講上の注意
●テキスト・教材など講座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。また講師を代行して実施することがあります。

●受講者が一定数に達しない場合は、講座を中止することがあります。
●1日講座につきましては、ご見学できません。

NHK学園　国立本校
ホームページもご覧ください

受付時間 9：30～17：00 9：30～15：00〒186-8001 国立市富士見台2-36-2月～金 土

お問い合わせ・お申し込み

042-572-3901

新型コロナウィルス感染防止の取り組み
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。

撮影：前島吉裕

NHK学園オンライン教室 検索

自宅が教室に！パソコンやスマートフォンで学べます。

▼詳しくはコチラ趣味と学びの「オンライン教室」

アメリカ東海岸にある小さな島の伝統工芸
品。『世界一美しいバ
スケット』を個々の
ペースで美しく丁寧
に編んでいただき、
作る工程・使う楽しみ
をじっくり味わえる講
座です。

9058

ナンタケットバスケット

第2・4（火） 13：00～15：00
6回（7～9月）30,594円

日本ナンタケットバスケット協会認定
インストラクター　咲花 一恵

講師

【対象：有段者を目指す方、有段者で基本を学
びなおしたい方（5級～3級）】

2009

囲碁  上級・有段コース

月2回（土）13:00～15:00
6回（7～9月）19,680円

NHK学園講師　日本棋院棋士八段
小長井 克

講師

石けん・フルーツや野菜などいろいろな素
材を使って作り・見て・
食べて楽しめます。貸
出ナイフがありますの
で、初めての方でもお
気軽ご参加ください。

0054
第2（水）10：00～12：30
3回（7～9月）14,478円（材料費含む）

Carving Salon KIZUNA認定講師
タイカービングレッスン☆ノイナ―
きむら なおこ

講師

タイの伝統美

カービング
土笛ならではのや
さしい音色で名曲
を奏でましょう。入
門クラスは楽器の
持ち方と音階練習
からはじめます。

6008
第2・4（金）14：10～15：10
5回（7～9月）13,785円

オカリナ奏者　片岡 みゆき講師

【10名限定】

超入門・オカリナ教室

各種メディアでご活躍される講師の
案内で、一見平坦な墨田区本所向島
エリアの地形をめぐるコースです。
※現地集合/解散

4814
9/3（土）13：30～16：00
3,500円

スリバチ学会会長　皆川 典久講師

ベレー帽作りから始め、ブリム（ツ
バ）のついたクロッシェ、チューリッ
プハットを作り技術を広げます。花
のコサージュやレース等、様々な
飾りも勉強します。

9005

誰でもカンタン！

わたしだけの手作り帽子

第１・3（木）10：00～12：00
6回（7～9月）18,960円

帽子作家　池田 道子講師

日本の伝統文化「水引」の「結
ぶ、編む、巻き上げる」という
技法を使って、より本物に近
い季節の花々や現代的な作
品を一つ一つ確実に完成で
きるように指導します。

9068

季節の水引アート

7/1、8/5、9/9（金）13：00～15：00
3回（7～9月）10,440円

政華流水引アート主宰　梶 政華講師

10名
限定

10名
限定

野口光監修 暮らしのつくろい

ダーニング3回4回

手紙や一筆箋の宛名書きや
マナーについて、人の目を気
にせず集中できる個人レッス
ン。美しい文字は一生の財産
です。

4794

ボールペン字
パーソナルレッスン

4/27、5/11・25、6/8・22(水)13：00～15：30
お1人30分 全5回 19,800円

NHK学園講師　山崎 真由美講師

5回

多様な曲や癒しの音色が魅力
のウクレレは、自宅で過ごすこ
とが多い今にピッタリな楽器。
クルーズやショーで活躍中の講
師ミニライブと初心者に向けた
体験レッスン。

4813

miniライブ＆レッスン

はじめようウクレレ♪超入門

7/27(水)10：30～13：00
3,700円（ウクレレレンタル代別300円）

アイランドウインズリーダー・プロウクレレ奏者
海田 祐樹史

講師

お気に入りのセーター、靴下のつま先、など、傷んだ
衣類をかわいいステッチでよみがえらせるイギリス
伝統の針仕事、ダーニング。使い
捨ての時代からモノへの慈しみを
大切にする時代へ。

4792
7/9、8/20、9/10(土)13：30～15：30
全3回 11,880円（材料費別500円/回）

公認講師　斉藤 円
（監修）テキスタイルデザイナー　野口 光

講師

土を練り、釉薬掛けまで行
う本格的な器づくりに挑
戦。経験豊富な講師のアド
バイスで鮮やかなトルコブ
ルーの作品に仕上げます。
無心になる奥深さを感じて
みませんか？

9046

トルコブルーの器

7/1・１５・22、9/16(金) 10：00～12：30
全４回 16,932円（材料・焼成代含む）

元日本工芸会正会員　東 典男講師

江戸に暮らした人々の文化で現在に引
き継がれているものについて取り上げ
ます。「江戸・東京東郊地域の歴史」「遊
女評判記を読ー吉原遊郭で嫌がられた
お客たち」など、9月は小石川近辺を巡
る現地講座となります。

4027

江戸の暮らしに学ぶ
～江戸人の生活と文化～

第４（月）14：00～16：00
3回（7～9月）8,880円

大関 直人、高木 まどか、西 光三ほか講師

東京「スリバチ地形」
散歩スペシャル

プロの落語家の一席と、落語・江戸に関する豆知識をお
届けします。江戸ッ子たちの粋な
夏の過ごし方、江戸の警察・司法
制度など、のんびり笑いながら
脳と身体を活性化。毎日をもっと
楽しく！

8031

笑いは健康から
～落語ではじまる明るい暮らし～

第1（木）13:00～15:00
3回（7～9月）9,180円

落語家　入船亭 扇治講師

篠利幸　写真教室（木）
「写真は世界と繋がるコ
ミュニケーション・ツール」
をモットーに活躍する講師
による月１回の教室。9/15
（木）は江ノ島での撮影実習
です。

0005
第１（木） 10：00～12：00
4回（7～9月）14,400円

フォトジャーナリスト　篠 利幸 講師

はじめましょう！能LIFE
～教室での講座＋公演鑑賞～

舞台に立つ能楽師自ら公演
「野宮」より、物語や人物像、
面・装束の紹介など実演を
交えてやさしく解説します。
初めての方も、予備知識な
くお楽しみいただけます。
お申込みの方は、9/10（土）
公演チケットも併せてご予
約いただけます。

4820
7/29（金） 13：30～15：30
3,660円

シテ方観世流能楽師
重要無形文化財総合認定保持者　武田 友志

講師

名歌鑑賞、提出作品
（題詠、自由題）の2首
を添削します。初心者
の方、大歓迎です。31
文字の奥深さを一か
ら学ぶならオススメの
講座です。

0090
第2（木）13:00～15:00
2回（7～9月）6,430円

NHK学園短歌友の会選者
「中部短歌会」編集委員・選者
古谷 智子

講師

みんなで短歌

「これからギターをはじめ
たい」「もっと上手になり
たい」方、大好きなメロ
ディーを自在に奏でてみ
ませんか？ご希望に合わ
せて学べます。

6009
第2・4（土）10:00～12:00
5回（7～9月）15,310円

日本ギター連盟正会員　滝波 嗣雄講師

楷書、行書、ひらがなの
基本をマスターし、慶弔
袋、芳名帳、手紙など日
常に役立つものを練習。
書式やうまくみせるコツ
などバランスよく、癖を
直すべくアドバイスいた
します！

1040

あなたも筆ペン上手

第１・3（金）10:00～12:00
6回（7～9月）13,182円

NHK学園専任講師　佐藤 順子講師

１回に複数枚描いても良いですし、モチー
フを写真にとり自宅で
加筆してもOK。水彩
の他、ペン、色鉛筆、パ
ステルなどの使用にも
対応します。

5018
（水）13：00～15：00
10回（7～9月）24,510円

NHK学園講師
白岩 繁夫（第１・３週担当）
白岩 薫（第２・４週担当）

講師

水彩スケッチ【10名限定】～人生はいつまでも青春～

ギター教室
これから書道をはじめ
てみたい！、手紙を美し
く書きたい！創作に挑
戦したい！など、お一人
お一人の気持ちに寄り
添う充実した講座で
す。

1047
7/1～第1・3（金）15：15～16：45
6回（7～9月）22,956円

清水 じゅん子講師 文部科学省教科書執筆　上野 清美講師

【5名限定】

書を楽しむ・少人数クラス
毛筆の方は「永」、ペンの方は「ご自身の氏
名住所」からはじ
めます。お一人お
一人のご希望や
進度に合わせて
優しく楽しく学べ
ます。

1049
（木）13：00～15：00
10回（7～9月）21,970円

たのしいペン・書道

オトナの趣味をみつけよう!

特別
一日

大人もこどもも作って楽しむ夏
48037011

7/28、8/25、9/22（木）13：30～15：30
3回（7～9月） 8,280円（材料費別1,620円/回）

NPO法人ジャパンハーブソサエティ認定上級ハーブインストラクター
ジャパンハーブスクール講師　村越 雅代

講師

織田調理師専門学校日本料理専任講師
今井 靖人

講師

無理せず誰にでもできるポー
ズで導くラクラク健康ヨーガで
す。マイペースで安心してご受
講いただけますので、初心者の
方、腰痛。膝痛の改善にもオス
スメです。

7004

～健康を整えるらくらく生活ヨーガ～
広池ヨーガ健康法

（金）10：00～11：30
10回（7～9月）27,570円

広池ヨーガ健康研究講師
河原 けい子・井口 雅子

講師

フラを楽しみながら、ゆったり
した基本的な動きで体力維持
や、全身の筋力アップを目指し
ます。「踊りは苦手」な方もお気
軽にご参加ください。

7010

ゆったりフラで健康に
フラで筋力アップ

第2・4（水）10：30～12：00
6回（7～9月）15,960円

フラダンス講師　吉田 和美講師

お
い
し
く
夏
満
喫

の
ば
そ
う
!
健
康
寿
命

女性限定

ストレッチで柔軟な体をつくり、音楽に合わせステッ
プを踏みます。運動不足
解消のついでに心も
スッキリ。体の硬い方、
初めての方もぜひどう
ぞ。

7007

60代からの
HIPHOP＆ジャズダンス

月３回（木）15：30～16：45
9回（7～9月）26,600円

STUDIO Ｊ インストラクター　寺嶋 やつほ講師

「ハンド温浴」でリフレッシュし、効能やくらしの中での
取り入れ方などを聞き、精油をブレンドし、クラフトを
手づくりします。

9003

手づくりアロマ
～お肌も気分もリフレッシュ！～

第3（木）10:30～12:00
3回（7～9月）7,965円※材料費別

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
高橋 あけみ

講師

自宅で使用している1本をスーっと切れる包丁へ。研
ぎ方から手入れの方法、かんたんな２品のおかず。男
性にもおすすめです。
【予定メニュー】
若鶏の竜田揚げ～油淋
ソース～、トマトサラダ

4812

包丁研ぎと定番のおかず

9/24（土）10：30～13：30
3,960円（材料費1,200円含む）

毎日の食生活を楽しみ、健康
を考えバランスの取れた食事
を作るための食材選びや、料
理のし方を学びます。包丁な
ど調理具の使い方なども調理
しながら実践的に習得できる
講座です。

0009

男の料理

第１（土）10：30～13：00
3回（7～9月）15,909円（材料費6,111円含む）

料理研究家　蓮本 宣子講師

4801
4791

色鮮やかなビーズやガラスで作る
白鳥型のスタンドランプ。灯りを
つければ宝石をちりばめたような
姿です。幻想的な光を放ちます。

白鳥型のトルコランプ
午前または午後

6/14（火）10：00～12：00または14：00～16：00
各12,460円（材料費等9,100円含む）

トルコ文化センター講師講師

実習を中心に、ハーブを育てる基礎と料理・
健康法・アートワークなどの利用法を幅広く
学びます。アートワークは教室での制作、料
理は講師による実演と資料をもとに、ご自宅
に材料を持ち帰ってお作りいただきます。

暮らしに活かすハーブ

4816

ランプの素材と同様の色と
りどりのガラスチップなど
を使って作る本格派です。
耐水性もあり、LEDライト
を入れるのもオススメ。
※小学生～（低学年は要付
き添い）

モザイクガラスの
キャンドルホルダー

7/29（金）10：30～12：30
6,960円（材料費等3,600円含む）

トルコ文化センター講師講師

4810

ガラス容器に多肉植物などを用
いてさわやかなテラリウムを作
ります。植物に触れる時間は気
持ちが落ち着き癒されます。

多肉植物のテラリウム

8/25（木）10：30～12：30
4,855円（材料費2,200円含む）

日本フラワーデザイナー協会講師　中尾 恵里子講師

Ｇｏ！Ｇｏ！English
（小学1・2年生）（小学3・4年生）

8/25（木）①16:30～17:15
　　　　 ②17:30～18:15
各2,410円

湯野川 祐子フローレンス講師

音楽やリズム、ゲームを取り
入れてからだ全体で楽しむ会
話を中心のレッスン。
思いっきり英語で遊ぼう！

4819
4818①

②

2回

4807

学年に合わせたお手
本、筆の持ち方や基本
的な書き方を学びな
がら、うちわなど夏の
作品を完成させよう。

めざせ！筆マスター
～夏の作品を作る～

7/13・27（水）15：40～17：00
全2回 4,400円

NHK学園書道講座専任講師　三田 広美講師

5回

4806

5回で1曲マスター。
9/22最終日は保護
者の前で楽しく踊っ
てみよう。
※小学生対象

ＨＩＰＨＯＰ＆
ジャズダンス

8/4・25、9/8・15・22（木）17：00～18：00
全5回 10,800円

STUDIO Ｊ インストラクター　寺嶋 やつほ　講師

4815

夏休みの自由研究にピッタリ!
マーブルカラーのジェルで怪
獣やお花2種類のキャンドル
を作ります。※小学生以上（低
学年は要付き添い）

親子でつくろう！
マーブルキャンドル

8/4（木）10:00～11:30
3,800円（材料費1,500円含む）

Candle La Luce主宰 キャンドル作家　塩味 容子講師

お花のジェルランタン

8/4（木）13:00～15:00
4,860円（材料費1,700円含む）

Candle La Luce主宰 キャンドル作家　塩味 容子講師

4817

豊富な花材からお好きなものを
ふんだんに使い、花びらが立体的
に浮き上がるよう、艶やかに仕上
げます。ＬＥＤライトを入れて灯せ
ば、空間をナチュラルに彩る一品
の完成です。

4809
7/20（水）10：30～12：00
3,560円

一社）オリーブオイルソムリエ協会認定
オリーブオイルソムリエ　工藤 亜由美

講師

からだにいいと言われるオリーブオイルを数
種類ご用意。実際にテイスティングしながら、
風味、品質、健康効果、簡単な使い方をご紹
介。自分好みのオリーブオイルの選び方をプ
ロから伝授してもらいましょう！

ソムリエに学ぶ!
オリーブオイルの選び方

7/1、8/5（金）10：00～12：00
全2回 4,698円 花材・（材料費別3,700円/回）

プリザービングフラワーズ協会代表理事
浅井 薫子

講師

長期保存が可能で贈り物としても人気の高いプ
リザーブドフラワー「涼やかなホワイトアレン
ジ」「夏のドアスワッグ～ソラフラワーとの組み合
わせ～」２つの作品を作ります。

夏のプリザーブド
フラワーアレンジメント2回NEWNEW

オーストリア食文化協会理事・「伊藤屋」シェフ
伊藤 公朗

講師

西欧諸国修行時に心うたれた
伝統の味を大切にするシェフ
のオリジナルレシピを、シン
プルな材料で学びます。
【予定メニュー】
ロランジェ、ヴィオレほか
※1人1台焼き上げ、お持ち帰り

0026

プロ直伝！
シンプルレシピの西欧菓子

第2（火）～ 10：30～13：30
3回（7～9月）15,150円（材料費5,805円含む）

atelier nico主宰　荒木 恵美子講師

トマト生地にバジルを混ぜ
込みチーズを包んだパン、
焼きたての香りは最高で
す。ご自宅で再現しやすいレ
シピです。
※1人1台焼き上げ、お持ち帰り

4811

トマトバジルパンを作る

8/2（火）10：30～13：30
4,560円（材料費1,200円含む）

10名
限定

特別
一日

私も始めてます！ 
岸本葉子さん

いつでもどなたでも入会金無料！
お問い合わせ・お申込みはお気軽に

ネットなら
24時間
申込受付東京都国立市富士見台2-36-2 学校法人NHK学園

受付時間 9：30～17：00※土曜15時迄。日・祝休み。042-572-3901

国立駅

谷保駅

JR中央線

一橋大学

南口

学園通り

(国立高校前)

立川バス
(④番のりば)

甲州街道

多摩障害者スポーツセンター

一橋大学

桐朋学園23台

入口

国立郵便局
〶 藍屋

JR南武線

至立川

至立川

至新宿

至川崎

谷保天満宮

さくら通り

P

大
学
通
り

福祉センター前

国立本校
オープン
スクール

谷保第三公園 書き下ろしエッセイ
好評配信中！

下記二次元コードまたは
「NHK学園オープンスクール」で

検索してください

イメージキャラクターの
岸本葉子さん
（エッセイスト・
元「NHK俳句」
番組司会者）が
講座を体験！

国立本校オープンスクール「さくら通り」沿い
学校法人NHK学園内

©NHK・dwarf 

お申込受付中
6月～9月開講一覧

お申込受付中
6月～9月開講一覧

おかげさまでＮＨＫ学園は10月1日に創立60周年を迎えます。
JR国立駅からバス5分／JR谷保駅から徒歩10分

1



2

現地講座（アウトドア）
★散策　★★ハイキング
★★★登山� ※現地集合／解散

歴史ロマン古道 
宮田 太郎 古街道研究家 
2回（7～9月） 8,020円

第２(日）
10：00～15：30

9097

第２(水）
10：00～15：30
キャンセル待ち  4019

寺田裕之の東京・水辺の自然散策 
寺田 裕之 ココペリプラス代表
2回（7～9月） 6,510円

第４(水）
10：00～12：00

9095

東京「スリバチ」地形散歩 
皆川 典久 東京スリバチ学会会長
3回（7～9月） 9,318円

月１回（土）
10：00～12：30

9094

切絵図で歩く「江戸の坂」歴史散歩 
山野 勝 日本坂道学会会長
2回（7～9月） 6,722円

第３(火）
13：00～16：00

9088

歴史ウォーキング 
山﨑 常雄 NEAL自然体験活動総括指導者
2回（7～9月） 6,620円

第１(金）
10：00～15：00

9087

里山を歩く 
山﨑 常雄 NEAL自然体験活動総括指導者
2回（7～9月） 7,800円

第３(金）
9：30～15：30

9081

関東名刹紀行 
黒川 文子 NHK学園講師
2回（7～9月） 6,720円

月１回(水）
10：30～15：30
キャンセル待ち  9084

江戸東京おもしろ歴史探検 
森 和也 中村元東方研究所専任研究員
2回（7～9月） 7,322円

第４(金）
13：00～16：00

9093

料理 ※調理室で実習します
手ごねパン教室
荒木 恵美子 atelier nico主宰
3回（7～9月） 13,080円 材料費含む

第４（火）
10：30～13：30

0027

男の料理
蓮本 宣子 料理研究家
3回（7～9月） 15,909円 材料費含む

第１（土）
10：30～13：00

0009

プロ直伝！シンプルレシピの西欧菓子
伊藤 公朗 オーストリア食文化協会理事 「伊藤屋」シェフ
3回（7～9月） 15,150円 材料費含む

第２（火）
10：30～13：30

0026

「日本料理」～毎日の献立から季節のおもてなしまで～
今井 靖人 織田調理師専門学校日本料理専任講師
3回（7～9月） 14,382円 材料費含む

月１回（土）
10：00～13：00

0021

花・華道・茶道
テーブル（立礼）で楽しむ茶道･表千家
佐伯 宗安 表千家茶道教授
3回（7～9月） 9,801円 水屋料含む

第４（月）
10：30～12：30

8051

いけばな池坊
圡田 紅遥 家元池坊華道教授
6回（7～9月） 21,894円 花材費含む

第２・４（水）
10：00～12：00

8052

嵯峨御流のいけ花
黒瀬 智甫 嵯峨御流正教授
3回（7～9月） 10,647円 花材費含む

第２（土）
10：00～12：00

8053

「プリザーブドフラワー」アレンジメント
～生花から自分でつくる～
手づくりプリザーブドフラワー
浅井 薫子 プリザービングフラワーズ協会代表理事
3回（7～9月） 7,047円

第２（金）
10：00～12：00

9043  9004

花レッスン！
中尾 恵里子 日本フラワーデザイナー協会講師
3回（7～9月） 7,965円

第３（木）
10：30～12：30

8095

手芸・工芸
季節の水引アート
梶 政華 政華流水引アート主宰
5回（7～9月） 13,050円

第1・3（火）
10：00～12：00

9068

わたしだけの手作り帽子
池田 道子 帽子作家
6回（7～9月） 18,960円

第1・3（木）
10：00～12：00

9005

漆芸で蘇る金継ぎ～入門・初級～
浅沼 ゆう子 漆芸家
3回（7～9月） 8,580円

第２（金）
10：00～12：00
13：00～15：00
キャンセル待ち  9070  9071

ラグでつくる かわいい雑貨
はたけやま ゆうこ laglagオックスフォードパンチニードル認定講師 
YuYu-CoCoRon
3回（7～9月） 13,980円

第３（金）
10：00～12：30
13：30～16：00
6名限定  9066  9067

草木色でつくる 季節の手まり 
望月 宏美 NONA公式てまり講師
基礎 3回（7～9月） 10,980円
中級 3回（7～9月） 11,580円

第４（金）
13：00～16：00
10名限定  9063  9064

ナンタケットバスケット 
咲花 一恵
New England Nantucket Basket Association
日本ナンタケットバスケット協会　
認定インストラクター
第２・４（火） 6回（7～9月） 30,594円  　　
第３（火） 3回（7～9月） 15,297円  　　  

第２・４（火）
10：00～12：00
13：00～15：00
5名限定  9057  9058

第３（火）
10：00～12：00

5名限定  9060

麗しのインテリア茶箱
伊藤 明子 茶箱・布箱作家 ラムズイヤー主宰
3回（7～9月） 13,500円

第３(木）
13：00～15：00

10名限定  9059

陶芸 ～土とのふれあい～
東 典男 元日本工芸会正会員
10回（7～9月） 42,330円 材料費・焼成代含む

(金）
10：00～12：30

9046

押し花アート 
笠松 ヤエ子・綿貫 恵子　 NHK学園講師
入門 6回（7～9月） 13,482円
中級 6回（7～9月） 15,318円

第２・４（火）
10：30～12：30

9027  9042

手織り・裂き織り 
今井 香里 日本生涯学習協議会 リビングアート手織倶楽部講師
入門　 3回（7～9月） 9,186円
倶楽部 3回（7～9月） 12,396円

第１（木）
10：00～12：00

9055  9056

サコタカコ創作 ビーズ織り 
藏方 律子 サコタカコ創作ビーズ織り講師
初級 5回（7～9月） 11,235円
上級 5回（7～9月） 12,255円

第１・３（水）
13：00～15：00

9002  9001

消しゴムはんこを作ろう！
内藤 志保 消しゴムはんこ作家
3回（7～9月） 7,965円

第４（月）
10：30～12：30

0053

羊毛フェルト
千賀 寿美子 ウィズクラフト主宰
3回（7～9月） 7,659円

第４（水）
10：00～12：00
キャンセル待ち  0059

カービング ～石けん・くだもの・野菜～
きむら なお子 タイカービングレッスン☆ノイナー
3回（7～9月） 14,478円 材料費含む

第２（水）
10：00～12：30

0054

はじめての鎌倉彫
宝亀 宝山 鎌倉彫一陽会講師
6回（7～9月） 17,154円

第２・４（火）
13：30～16：00

8名限定  5053

鎌倉彫
宝亀 宝山 鎌倉彫一陽会講師
6回（7～9月） 14,706円

第２・４（火）
10：00～12：30

5052

仏教
仏教との新たな出会い
黒川 文子 NHK学園講師
3回（7～9月） 8,580円

第１（火）
10：30～12：30
キャンセル待ち  4013

イチから学ぶ日本仏教
黒川 文子 NHK学園講師
5回（7～9月） 14,040円

第２・４（金）
13：15～15：15
キャンセル待ち  4012

仏教って何？ ～仏教聖典へのいざない～
堀内 伸二 日印文化交流ネットワーク事務局長
3回（7～9月） 9,033円

第３(火）
10：00～12：00

4018

坐禅に安らぐ ～道元禅の教え～
来馬 正行 武蔵野・観音院住職（曹洞宗老師）
3回（7～9月） 8,880円

第４（木）
10：00～12：00
キャンセル待ち  4020

仏像彫刻 ～入門から経験者まで～
溝辺 了恵 NHK学園 仏像彫刻講師
3回（7～9月） 16,674円

月１回（火）
10：30～15：30

5050

月１回（月）
10：30～15：30

5051

仏画 ～入門から経験者まで～
山田 美和 （公財）中村元東方研究所 東方学院講師
3回（7～9月） 10,230円

第２（木）
14：00～16：30

5007

やさしい梵字仏 ～幸せを祈る文字～
今井 もと （監修 国際梵字仏協会会長 窪田 成円）
3回（7～9月） 9,186円

第３（月）
13：00～16：00

1025

絵画
自然を描く水墨画
根岸 嘉一郎 遊墨会主宰
4回（7～9月） 10,640円

第１・３（月）
10：00～12：00

5035

水墨画 ～はがき絵から額絵まで～
松尾 恵生 現代水墨画協会同人
5回（7～9月） 12,765円

第１・３（水）
10：00～12：00

5008

缶羊・墨画教室
鈴木 缶羊 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 12,255円

第１・３（火）
10：00～12：00

5017

やさしい日本画 午前または午後
小滝 雅道 京都芸術大学 通信教育部 日本画教員
5回（7～9月） 12,255円

第１・３（水）
10：00～12：00
13：30～15：30

 5015  5016

絵手紙（四季）
早川 美知江 日本絵手紙協会公認講師
6回（7～9月） 14,706円

第１・３（水）
10：00～12：00

5031

心を贈る絵手紙
岡本 和子 日本絵手紙協会公認講師
5回（7～9月） 12,255円

第２・４（水）
10：00～12：00

5029

気軽にはじめるデッサン
吉永 晴彦 武蔵野美術大学・和光大学講師
5回（7～9月） 13,300円

第１・３（水）
10：00～12：00

5037

デッサン
蒲生 俊紀 洋画家
12回（7～9月） 28,188円

（木）
10：30～12：30

5005

油絵
蒲生 俊紀 洋画家
12回（7～9月） 36,744円

（木）
13：30～16：30

5006

基礎からはじめる油絵
佐久間 公憲 二紀会委員 日本美術家連盟会員
5回（7～9月） 13,800円

第１・３（火）
10：00～12：00

5036

水で溶かして描く油絵 ～ニオイがなく、からだにやさしい～
櫻井 重和 ＮＨＫ学園講師
6回（7～9月） 18,678円

第１・３（火）
13：00～16：00

5021

自由に描く水彩画
白岩 繁夫 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 13,300円

第２・４（金）
13：00～15：00

5038

水曜午後の水彩アトリエ
蒲生 俊紀 洋画家
6回（7～9月） 17,160円

第２・４（水）
13：30～15：30

5033

水彩画の魅力
櫻井 重和 ＮＨＫ学園講師
6回（7～9月） 17,154円

第１・３（土）
13：30～16：00

5022

ペン画・水彩画（混合技法）の世界
白岩 繁夫 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 12,255円

第２・４（土）
13：00～15：30

5003

気軽に淡彩・スケッチ（月）
蒲生 俊紀 洋画家
10回（7～9月） 24,510円

（月）
10：30～12：30

5032

～心で感じたことを大切に表現する～水彩画入門
石原 葉子 ＮＨＫ学園講師
7回（7～9月） 17,157円

現在、募集は行っておりません
（金）

13：30～16：00
5004

水彩スケッチ
白岩 繁夫（第1・3担当）・白岩 薫（第2・4担当） 
ＮＨＫ学園講師
10回（7～9月） 24,510円

（水）
13：00～15：00

5018

写真
篠利幸 写真教室
篠 利幸 フォトジャーナリスト
4回（7～9月） 14,400円

月１回（木）
10：00～12：00

0005

音楽
レベルアップ♪オカリナ
松岡 京子 オカリナ奏者 大沢聡認定講師
6回（7～9月） 16,542円

第１・３（金）
13：30～14：30

6011

オカリナで大好きな曲を！ ～初級・中級クラス～
片岡 みゆき オカリナ奏者
5回（7～9月） 13,785円

第２・４（金）
10：00～11：30
キャンセル待ち  0070

基本ができる方のオカリナ教室
片岡 みゆき オカリナ奏者
5回（7～9月） 13,785円

第２・４（金）
13：00～14：00

10名限定  6005

超入門・オカリナ教室
片岡 みゆき オカリナ奏者
5回（7～9月） 13,785円

第２・４（金）
14：10～15：10

10名限定  6008

～人生はいつまでも青春～ギター教室（ソロのレッスン）
滝波 嗣雄 日本ギター連盟正会員
5回（7～9月） 15,310円

第２・４（土）
10：00～12：00

10名限定  6009

土曜午後のギターレッスン
滝波 嗣雄 日本ギター連盟正会員
3回（7～9月） 9,186円

月1回（土）
12：30～14：30

10名限定  6012

ウクレレ
海田 祐樹史 
アイランド
ウインズリーダー・
プロウクレレ奏者
5回（7～9月） 
19,400円

初級ステップ２
第１・３（水）

10：00～11：20
6013

中級～上級
第１・３（水）

11：30～13：00
6007

初級ステップ１
第１・３（水）

13：30～14：30
6006

超入門
第１・３（水）

14：40～15：40
6015

弦楽合奏教室（一般経験者）
～N響団友・元ロイヤルコンセルトヘボーによる～
村上 和邦 バイオリン奏者
7回（7～9月） 22,862円

（土）
10：00～11：30
キャンセル待ち  0007

扇靖流 大正琴
岩佐 扇靖 扇靖流家元
5回（7～9月） 13,785円

第１・３（水）
10：00～12：00

6003

シニアのためのピアノ教室
石丸 由理 音楽家 ほか
3回（7～9月） 
9,624円

（月）
（月）10：10～
個人レッスン終了迄

6001

（土）
（土）12：10～
個人レッスン終了迄

6004

歌いましょう！我が心の歌
片桐 和子 声楽家・NHK６代目うたのおねえさん
種村 久美子 ピアニスト
5回（7～9月） 11,995円

第２・４（木）
13：30～15：30

6002

身近に楽しむクラシック音楽 
～リストのピアノ曲を聴こう～
長岡 英（めぐみ） 武蔵野音楽大学講師
3回（7～9月） 8,271円

月１回（火）
10：30～12：00

6010

将棋・囲碁
囲碁上級・有段コース
小長井 克 日本棋院棋士八段
6回（7～9月） 19,680円

月２回（土）
10：00～12：00

2009

囲碁教室（１・３木） ～12級から有段～
山崎 史子 NHK学園講師
6回（7～9月） 15,360円

第１・３（木）
13：00～15：00
キャンセル待ち  2008

資料請求
お問合せ・お申込は 042-572-3901

決まった曜日・時間に開講中！見学（無料）や体験受講ができます。※キャンセル待ちを除く

Q いつから
受講できますか？

Q 見学・体験は
できますか？

Q 受講期間は
どのくらいですか？

A 満員の口座を除き、いつからでも受講できます。
始める日の分から受講料をお納めいただきます。

A ほとんどの講座で可能です。
お電話でご予約ください。

A 3か月または6か月となっています。
その後も継続して開講する予定です。



ゆっくり学び、楽しむ囲碁（火）
小泉 功太郎 NHK学園講師
9回（7～9月） 24,354円

（火）
14：00～16：00

10名限定  2006

囲碁教室（火） ～５級から三段～
小泉 功太郎 NHK学園講師
11回（7～9月） 23,716円

（火）
10：00～12：00

2003

囲碁教室（月） ～５級から三段程度～
樋口 奈緒子 NHK学園講師
10回（7～9月） 21,660円

（月）
10：00～12：00

2001

囲碁初級・中級 ～１０級から二段～
樋口 奈緒子 NHK学園講師
11回（7～9月） 23,826円

（火）
14：00～16：00

2007

小林孝之囲碁教室 ～初段をめざす・12級から三段～
小林 孝之 NHK学園講師 日本棋院準棋士 三段
10回（7～9月） 21,460円

（月）
14：00～16：00

2005

プロに学ぶ！勝又清和の将棋俱楽部
勝又 清和 

（公社）日本将棋連盟棋士 七段 東京大学客員教授
6回（7～9月） 19,284円

第１・３（火）
10：00～12：00
キャンセル待ち  2010

将棋 ～初級から三段程度～
内田 昭吉 （公社）日本将棋連盟棋道師範 六段
8回（7～9月） 15,128円

（金）
10：00～12：30

2004

俳句・短歌
小島なおの これから短歌
小島 なお 「ＮＨＫ短歌」選者・「コスモス」会員
3回（7～9月） 8,271円

第２（火）
13：00～15：00
キャンセル待ち  0092

みんなで短歌
古谷 智子 
NHK学園短歌友の会選者・「中部短歌会」編集委員・選者
2回（7～9月） 6,430円

第２（木）
13：00～15：00

0090

花山多佳子の短歌教室
花山 多佳子 NHK学園短歌友の会選者・「塔」選者
3回（7～9月） 11,478円

第４（火）
13：30～15：30

0091

神野沙希のさくさく句会
神野 紗希 俳人
2回（7～9月） 5,614円

第４（火）
10：00～12：00
キャンセル待ち  4011

俳句 近藤教室
近藤 暁代 「馬醉木」同人
6回（7～9月） 15,318円

第１・３（土）
10：00～12：00
キャンセル待ち  4008

健康･美容
暮らしに活かすハーブ
村越 雅代 NPO法人ジャパンハーブソサエティー認定
上級ハーブインストラクター ジャパンハーブスクール講師
3回（7～9月） 8,280円

第４（火）
13：30～15：30
キャンセル待ち  7009

5歳若く！ 姿勢トレーニング
阿部 愼祐 アディダスファンクショナルトレーナー
パーソナルトレーナー
4回（7～9月） 10,640円

第１・３（月）
10：30～12：00
キャンセル待ち  7008

ゆったりフラで筋力アップ（女性限定）
吉田 和美 フラダンス講師
6回（7～9月） 15,960円

第２・４（水）
10：30～12：00

7010

60代からのストレッチ＆ジャズダンス
寺嶋 やつほ STUDIO J インストラクター
9回（7～9月） 23,940円

月３回（木）
15：30～16：45

7007

気功太極拳健康法（第3金 夜間）
及川 勲子 ほか 全日本太極拳協会理事長
3回（7～9月） 7,380円

第３（金）
18：00～20：00

夜間  7006

気功太極拳健康法
及川 勲子 ほか 全日本太極拳協会理事長
9回（7～9月） 20,223円

（土）
14：00～16：00

7002

～体調を整えるらくらく生活ヨーガ～広池ヨーガ健康法
河原 けい子 井口 雅子
広池ヨーガ研究所講師
10回（7～9月） 27,570円

（金）
10：00～11：30

7004

手づくりアロマ～お肌も気分もリフレッシュ～
高橋 あけみ  
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
3回（7～9月） 7,965円

第３（木）
10：30～12：00

9003

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

オトナのゆっくり英会話 
藤本 幸子 ＮＨＫ学園講師
10回（7～9月） 32,150円

（月）
10：00～12：00

10名限定  3032

中学英語で伝える英会話 
藤本 幸子 ＮＨＫ学園講師
10回（7～9月） 32,150円

（月）
13：00～15：00

10名限定  3047

ゆっくり学ぶ英会話 
藤本 幸子 ＮＨＫ学園講師
11回（7～9月） 26,961円

（火）
10：00～12：00

3016

もういちど英会話！ 
藤本 幸子 ＮＨＫ学園講師
11回（7～9月） 28,083円

（火）
13：00～15：00

3002

英会話トーク＆トーク(水) 
サラ・フェルナンデス 藤本 幸子 ＮＨＫ学園講師
9回（7～9月） 28,935円

（水）
10：00～12：00

3050

ゆっくり中3英語から学ぶ英会話 
藤本 幸子 ＮＨＫ学園講師
11回（7～9月） 35,365円

（水）
13：00～15：00

10名限定  3044

学び直しの基礎英語（中3レベル） 
藤本 幸子 ＮＨＫ学園講師
11回（7～9月） 35,365円

（木）
10：00～12：00

10名限定  3049

英会話トーク＆トーク ～レベル１～ 
サラ・フェルナンデス 藤本 幸子 ＮＨＫ学園講師
10回（7～9月） 25,020円

（金）
10：00～12：00

3005

英会話トーク＆トーク ～レベル2～ 
サラ・フェルナンデス 藤本 幸子 ＮＨＫ学園講師
10回（7～9月） 26,550円

（金）
13：00～15：00

3026

中高年の英会話塾（中学2年～3年レベル） 
鶴谷 美登里 ＮＨＫ学園講師
11回（7～9月） 27,522円

（水）
10：00～12：00

3015

中高年の英会話塾入門（中学2年レベル） 
鶴谷 美登里 ＮＨＫ学園講師
11回（7～9月） 27,522円

（水）
13：30～15：30

3019

キャシーの英会話サロン 
キャサリン・小林 ＮＨＫ学園講師
9回（7～9月） 23,895円

月３回（水）
10：00～12：00

3006

エンジョイ イングリッシュ 
ナオキ・ワタナベ ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 13,785円

月２回（土）
10：00～12：00

3000

ジョエル先生の土曜英会話 日常会話 
ジョエル・サージェント 英会話スクール講師
9回（7～9月） 28,440円

（土）
13：00～14：30

3053

やさしい韓国語 入門 
イ サンヒョン ＮＨＫ学園講師
4回（7～9月） 11,320円

第１・３（月）
10：30～12：00

3051

K-POPで学ぶ韓国語（入門～） 
イ サンヒョン ＮＨＫ学園講師
6回（7～9月） 17,700円

第２・４（月）
10：30～12：00

3052

楽しいハングル 
イ サンヒョン ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 13,275円

第１・３（水）
10：00～12：00

3035

韓国語 中級（土） 
イ・サングオン ＮＨＫ学園講師
11回（7～9月） 28,083円

（土）
10：00～11：30

3013

ペン習字 ※おひとりずつ添削
美文字をめざす～ペン習字～
塚田 洸彩 読売書法会理事
6回（7～9月） 17,160円

第２・４（月）
13：30～15：30

1041

やさしいペン・書道 午前（ペン・毛筆自由選択）
上野 清美 文部科学省教科書執筆
10回（7～9月） 21,970円

（木）
10：00～12：00

1029

たのしいペン・書道 午後（ペン・毛筆自由選択）
上野 清美 文部科学省教科書執筆
10回（7～9月） 21,970円

（木）
13：00～15:：00

1020

ボールペン字 パーソナルレッスン
※1回30分の個人レッスン
山崎 真由美 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 19,800円

第２・４（水）
13：00～15：30

1046

ボールペン字
山崎 真由美 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 13,785円

第２・４（水）
10：00～12：00

0033

あなたも筆ペン上手
佐藤 順子 ＮＨＫ学園専任講師
6回（7～9月） 13,182円

第１・３（金）
10：00～12：00

1040

日常のペン習字
佐藤 順子 ＮＨＫ学園専任講師
5回（7～9月） 10,985円

第２・４（木）
13：00～15:：00

1021

カリグラフィ
渡部 朋子 カリグラファーズギルド
6回（7～9月） 14,094円

第１・３（木）
13：30～15：00
キャンセル待ち  5013

書道 ※おひとりずつ添削
おとなの手習い 入門書道
宮城 佳寿子 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 15,800円

第１・３（火）
13：00～15：00

1047

書道入門「漢字・かな」
浄念 棠光 読売書法会理事 謙慎書道会常任理事
5回（7～9月） 13,800円

第１・３（水）
13：30～15：30

1049

書を楽しむ 第１・３（木）
清水 じゅん子 ＮＨＫ学園講師
6回（7～9月） 13,182円

10：00～12：00
1026

書を楽しむ 第１・３（金）午前または午後
清水 じゅん子 ＮＨＫ学園講師
6回（7～9月） 13,182円

10：00～12：00
13：00～15：00

1004  1005

書を楽しむ 第２・４（金）
清水 じゅん子 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 10,985円

10：00～12：00
1033

暮らしに活かす、美しい筆文字
清水 じゅん子 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 19,130円

第２・４（木）
13：00～15：00

7名限定  1044

書を楽しむ・少人数クラス
清水 じゅん子 ＮＨＫ学園講師
6回（7～9月） 22,956円

第１・３（金）
15：15～16：45

5名限定  1000

書を楽しむ・パーソナルレッスン（火）
※1回30分の個人レッスン
清水 じゅん子 ＮＨＫ学園講師

3回（7～9月） 8,271円

第１（火）
10：00～15：30
キャンセル待ち  1002

書を楽しむ・パーソナルレッスン（木）
※1回40分の個人レッスン
清水 じゅん子 ＮＨＫ学園講師

6回（7～9月） 22,956円

第１・３（木）
13：00～17：25
キャンセル待ち  1001

書を楽しむ・パーソナルレッスン（金）
※1回30分の個人レッスン
清水 じゅん子 ＮＨＫ学園講師

5回（7～9月） 13,785円

第２・４（金）
13：00～17：00
キャンセル待ち  1003

かな入門・初級・中級 第２・４（火）
米山 睦子 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 10,985円

13：00～15：00
1012

かな入門・初級・中級 第１・３（木）
米山 睦子 ＮＨＫ学園講師
6回（7～9月） 14,094円

13：00～15：00
1016

かな入門・初級・中級 第１・３（土）
米山 睦子 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 11,745円

13：00～15：00
1035

かな入門・初級・中級 第２・４（土）
米山 睦子 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 10,985円

13：00～15：00
1036

雅な美を伝えるかな書道（入門・初級・中級）
米山 睦子 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 15,310円

第２・４（木）
13：00～15：00

10名限定  1045

漢字～入門から創作まで～
長谷川 栄子 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 11,745円

第１・３（水）
13：00～15：00

1009

漢字～古典を学び、自由制作を娯（たの）しむ～
長谷川 栄子 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 15,055円

第２・４（水）
13：00～15：30

1007

漢字とかな書道～「書道検定」合格をめざす～
水品 悦子 ＮＨＫ学園講師
6回（7～9月） 15,000円

第２・４（火）
10：00～12：00

1010

日常の書 第1・3(木)
佐藤 順子 ＮＨＫ学園専任講師
6回（7～9月） 13,182円

10：00～12：00
1018

日常の書 第2・4(木)
佐藤 順子 ＮＨＫ学園専任講師
5回（7～9月） 10,985円

10：00～12：00
1019

表装
初心者のための裏打ち講座
宮島 靖子 （監修 表導会主宰 清水達也）
3回（7～9月） 8,118円

現在、募集は行って
おりません

1038

表装 ～掛軸・屏風～
宮島 靖子 （監修 表導会主宰 清水達也）
6回（7～9月） 16,236円

第１・３（木）
10：00～12：00
キャンセル待ち  1024

N学キッズくらぶ ※小学生対象
HIPHOP＆ジャズダンス
寺嶋 やつほ STUDIO J インストラクター
9回（7～9月） 19,440円

月３回(木）
17：00～18：00

10名限定  7039

めざせ！筆マスター
三田 広美 ＮＨＫ学園書道講座専任講師
4回（7～9月） 8,800円

第２・４（水）
15：40～17：00

10名限定  7040

こども書道（木） ～硬筆と毛筆～
水品 悦子 ＮＨＫ学園講師
5回（7～9月） 8,435円

第２・４（木）
16：30～18：00

7038

歴史・文章・ことば
江戸の暮らしに学ぶ ～江戸人の生活と文化～
大関 直人 高木 まどか 西 光三 ほか
3回（7～9月） 8,880円

第４（月）
14：00～16：00

キャンセル待ち  4027

小説・絵画・映画で学ぶ世界史
村木 逸子 歴史研究家
3回（7～9月） 8,580円

第４（火）
10：00～12：00
キャンセル待ち  4028

健康は笑いから ～落語で始まる明るい暮らし～
入船亭 扇治 落語家
3回（7～9月） 9,180円

第１（木）
13：00～15：00

8031

小説の書き方 超入門
八覚 正大 作家
3回（7～9月） 9,480円

第３（金）
10：30～12：30

4026

～書いて、語る～「100文字エッセイ」教室
八覚 正大 作家
3回（7～9月） 8,271円

第３（金）
13：30～15：30

4025

４枚小説を書いてみよう！
八覚 正大 作家
3回（7～9月） 8,271円

第２（木）
13：00～15：00

4001

声に出して楽しむ 源氏物語
新井 英之 ＮＨＫ学園講師
6回（7～9月） 16,848円

第１・３（火）
13：00～14：30

4005

心をつかむ話し方 ～もっとコミュニケーション上手に～
村松 真貴子 元ＮＨＫキャスター・エッセイスト
3回（7～9月） 9,186円

第３（金）
19：00～21：00

夜間  8030
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入会金無料！国立本校オープンスクール
お申し込み方法

●電話予約をされた方は、1週間以内にお手続きをお願いいたします。
●窓口で受講料を添えてお申込みください。（受講料は税込みです。）
　郵便局またはコンビニエンスストアでのお支払いも可能です。
●受講料は講座が中止の場合を除いて原則としてお返しいたしません。
●定員になり次第締切ります。●ホームページからもお申込み可能です。

受講上の注意
●テキスト・教材など講座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。また講師を代行して実施することがあります。

●受講者が一定数に達しない場合は、講座を中止することがあります。
●1日講座につきましては、ご見学できません。

NHK学園　国立本校
ホームページもご覧ください

受付時間 9：30～17：00 9：30～15：00〒186-8001 国立市富士見台2-36-2月～金 土

お問い合わせ・お申し込み

042-572-3901

新型コロナウィルス感染防止の取り組み
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。

撮影：前島吉裕

NHK学園オンライン教室 検索

自宅が教室に！パソコンやスマートフォンで学べます。

▼詳しくはコチラ趣味と学びの「オンライン教室」

アメリカ東海岸にある小さな島の伝統工芸
品。『世界一美しいバ
スケット』を個々の
ペースで美しく丁寧
に編んでいただき、
作る工程・使う楽しみ
をじっくり味わえる講
座です。

9058

ナンタケットバスケット

第2・4（火） 13：00～15：00
6回（7～9月）30,594円

日本ナンタケットバスケット協会認定
インストラクター　咲花 一恵

講師

【対象：有段者を目指す方、有段者で基本を学
びなおしたい方（5級～3級）】

2009

囲碁  上級・有段コース

月2回（土）13:00～15:00
6回（7～9月）19,680円

NHK学園講師　日本棋院棋士八段
小長井 克

講師

石けん・フルーツや野菜などいろいろな素
材を使って作り・見て・
食べて楽しめます。貸
出ナイフがありますの
で、初めての方でもお
気軽ご参加ください。

0054
第2（水）10：00～12：30
3回（7～9月）14,478円（材料費含む）

Carving Salon KIZUNA認定講師
タイカービングレッスン☆ノイナ―
きむら なおこ

講師

タイの伝統美

カービング
土笛ならではのや
さしい音色で名曲
を奏でましょう。入
門クラスは楽器の
持ち方と音階練習
からはじめます。

6008
第2・4（金）14：10～15：10
5回（7～9月）13,785円

オカリナ奏者　片岡 みゆき講師

【10名限定】

超入門・オカリナ教室

各種メディアでご活躍される講師の
案内で、一見平坦な墨田区本所向島
エリアの地形をめぐるコースです。
※現地集合/解散

4814
9/3（土）13：30～16：00
3,500円

スリバチ学会会長　皆川 典久講師

ベレー帽作りから始め、ブリム（ツ
バ）のついたクロッシェ、チューリッ
プハットを作り技術を広げます。花
のコサージュやレース等、様々な
飾りも勉強します。

9005

誰でもカンタン！

わたしだけの手作り帽子

第１・3（木）10：00～12：00
6回（7～9月）18,960円

帽子作家　池田 道子講師

日本の伝統文化「水引」の「結
ぶ、編む、巻き上げる」という
技法を使って、より本物に近
い季節の花々や現代的な作
品を一つ一つ確実に完成で
きるように指導します。

9068

季節の水引アート

7/1、8/5、9/9（金）13：00～15：00
3回（7～9月）10,440円

政華流水引アート主宰　梶 政華講師

10名
限定

10名
限定

野口光監修 暮らしのつくろい

ダーニング3回4回

手紙や一筆箋の宛名書きや
マナーについて、人の目を気
にせず集中できる個人レッス
ン。美しい文字は一生の財産
です。

4794

ボールペン字
パーソナルレッスン

4/27、5/11・25、6/8・22(水)13：00～15：30
お1人30分 全5回 19,800円

NHK学園講師　山崎 真由美講師

5回

多様な曲や癒しの音色が魅力
のウクレレは、自宅で過ごすこ
とが多い今にピッタリな楽器。
クルーズやショーで活躍中の講
師ミニライブと初心者に向けた
体験レッスン。

4813

miniライブ＆レッスン

はじめようウクレレ♪超入門

7/27(水)10：30～13：00
3,700円（ウクレレレンタル代別300円）

アイランドウインズリーダー・プロウクレレ奏者
海田 祐樹史

講師

お気に入りのセーター、靴下のつま先、など、傷んだ
衣類をかわいいステッチでよみがえらせるイギリス
伝統の針仕事、ダーニング。使い
捨ての時代からモノへの慈しみを
大切にする時代へ。

4792
7/9、8/20、9/10(土)13：30～15：30
全3回 11,880円（材料費別500円/回）

公認講師　斉藤 円
（監修）テキスタイルデザイナー　野口 光

講師

土を練り、釉薬掛けまで行
う本格的な器づくりに挑
戦。経験豊富な講師のアド
バイスで鮮やかなトルコブ
ルーの作品に仕上げます。
無心になる奥深さを感じて
みませんか？

9046

トルコブルーの器

7/1・１５・22、9/16(金) 10：00～12：30
全４回 16,932円（材料・焼成代含む）

元日本工芸会正会員　東 典男講師

江戸に暮らした人々の文化で現在に引
き継がれているものについて取り上げ
ます。「江戸・東京東郊地域の歴史」「遊
女評判記を読ー吉原遊郭で嫌がられた
お客たち」など、9月は小石川近辺を巡
る現地講座となります。

4027

江戸の暮らしに学ぶ
～江戸人の生活と文化～

第４（月）14：00～16：00
3回（7～9月）8,880円

大関 直人、高木 まどか、西 光三ほか講師

東京「スリバチ地形」
散歩スペシャル

プロの落語家の一席と、落語・江戸に関する豆知識をお
届けします。江戸ッ子たちの粋な
夏の過ごし方、江戸の警察・司法
制度など、のんびり笑いながら
脳と身体を活性化。毎日をもっと
楽しく！

8031

笑いは健康から
～落語ではじまる明るい暮らし～

第1（木）13:00～15:00
3回（7～9月）9,180円

落語家　入船亭 扇治講師

篠利幸　写真教室（木）
「写真は世界と繋がるコ
ミュニケーション・ツール」
をモットーに活躍する講師
による月１回の教室。9/15
（木）は江ノ島での撮影実習
です。

0005
第１（木） 10：00～12：00
4回（7～9月）14,400円

フォトジャーナリスト　篠 利幸 講師

はじめましょう！能LIFE
～教室での講座＋公演鑑賞～

舞台に立つ能楽師自ら公演
「野宮」より、物語や人物像、
面・装束の紹介など実演を
交えてやさしく解説します。
初めての方も、予備知識な
くお楽しみいただけます。
お申込みの方は、9/10（土）
公演チケットも併せてご予
約いただけます。

4820
7/29（金） 13：30～15：30
3,660円

シテ方観世流能楽師
重要無形文化財総合認定保持者　武田 友志

講師

名歌鑑賞、提出作品
（題詠、自由題）の2首
を添削します。初心者
の方、大歓迎です。31
文字の奥深さを一か
ら学ぶならオススメの
講座です。

0090
第2（木）13:00～15:00
2回（7～9月）6,430円

NHK学園短歌友の会選者
「中部短歌会」編集委員・選者
古谷 智子

講師

みんなで短歌

「これからギターをはじめ
たい」「もっと上手になり
たい」方、大好きなメロ
ディーを自在に奏でてみ
ませんか？ご希望に合わ
せて学べます。

6009
第2・4（土）10:00～12:00
5回（7～9月）15,310円

日本ギター連盟正会員　滝波 嗣雄講師

楷書、行書、ひらがなの
基本をマスターし、慶弔
袋、芳名帳、手紙など日
常に役立つものを練習。
書式やうまくみせるコツ
などバランスよく、癖を
直すべくアドバイスいた
します！

1040

あなたも筆ペン上手

第１・3（金）10:00～12:00
6回（7～9月）13,182円

NHK学園専任講師　佐藤 順子講師

１回に複数枚描いても良いですし、モチー
フを写真にとり自宅で
加筆してもOK。水彩
の他、ペン、色鉛筆、パ
ステルなどの使用にも
対応します。

5018
（水）13：00～15：00
10回（7～9月）24,510円

NHK学園講師
白岩 繁夫（第１・３週担当）
白岩 薫（第２・４週担当）

講師

水彩スケッチ【10名限定】～人生はいつまでも青春～

ギター教室
これから書道をはじめ
てみたい！、手紙を美し
く書きたい！創作に挑
戦したい！など、お一人
お一人の気持ちに寄り
添う充実した講座で
す。

1047
7/1～第1・3（金）15：15～16：45
6回（7～9月）22,956円

清水 じゅん子講師 文部科学省教科書執筆　上野 清美講師

【5名限定】

書を楽しむ・少人数クラス
毛筆の方は「永」、ペンの方は「ご自身の氏
名住所」からはじ
めます。お一人お
一人のご希望や
進度に合わせて
優しく楽しく学べ
ます。

1049
（木）13：00～15：00
10回（7～9月）21,970円

たのしいペン・書道

オトナの趣味をみつけよう!

特別
一日

大人もこどもも作って楽しむ夏
48037011

7/28、8/25、9/22（木）13：30～15：30
3回（7～9月） 8,280円（材料費別1,620円/回）

NPO法人ジャパンハーブソサエティ認定上級ハーブインストラクター
ジャパンハーブスクール講師　村越 雅代

講師

織田調理師専門学校日本料理専任講師
今井 靖人

講師

無理せず誰にでもできるポー
ズで導くラクラク健康ヨーガで
す。マイペースで安心してご受
講いただけますので、初心者の
方、腰痛。膝痛の改善にもオス
スメです。

7004

～健康を整えるらくらく生活ヨーガ～
広池ヨーガ健康法

（金）10：00～11：30
10回（7～9月）27,570円

広池ヨーガ健康研究講師
河原 けい子・井口 雅子

講師

フラを楽しみながら、ゆったり
した基本的な動きで体力維持
や、全身の筋力アップを目指し
ます。「踊りは苦手」な方もお気
軽にご参加ください。

7010

ゆったりフラで健康に
フラで筋力アップ

第2・4（水）10：30～12：00
6回（7～9月）15,960円

フラダンス講師　吉田 和美講師

お
い
し
く
夏
満
喫

の
ば
そ
う
!
健
康
寿
命

女性限定

ストレッチで柔軟な体をつくり、音楽に合わせステッ
プを踏みます。運動不足
解消のついでに心も
スッキリ。体の硬い方、
初めての方もぜひどう
ぞ。

7007

60代からの
HIPHOP＆ジャズダンス

月３回（木）15：30～16：45
9回（7～9月）26,600円

STUDIO Ｊ インストラクター　寺嶋 やつほ講師

「ハンド温浴」でリフレッシュし、効能やくらしの中での
取り入れ方などを聞き、精油をブレンドし、クラフトを
手づくりします。

9003

手づくりアロマ
～お肌も気分もリフレッシュ！～

第3（木）10:30～12:00
3回（7～9月）7,965円※材料費別

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
高橋 あけみ

講師

自宅で使用している1本をスーっと切れる包丁へ。研
ぎ方から手入れの方法、かんたんな２品のおかず。男
性にもおすすめです。
【予定メニュー】
若鶏の竜田揚げ～油淋
ソース～、トマトサラダ

4812

包丁研ぎと定番のおかず

9/24（土）10：30～13：30
3,960円（材料費1,200円含む）

毎日の食生活を楽しみ、健康
を考えバランスの取れた食事
を作るための食材選びや、料
理のし方を学びます。包丁な
ど調理具の使い方なども調理
しながら実践的に習得できる
講座です。

0009

男の料理

第１（土）10：30～13：00
3回（7～9月）15,909円（材料費6,111円含む）

料理研究家　蓮本 宣子講師

4801
4791

色鮮やかなビーズやガラスで作る
白鳥型のスタンドランプ。灯りを
つければ宝石をちりばめたような
姿です。幻想的な光を放ちます。

白鳥型のトルコランプ
午前または午後

6/14（火）10：00～12：00または14：00～16：00
各12,460円（材料費等9,100円含む）

トルコ文化センター講師講師

実習を中心に、ハーブを育てる基礎と料理・
健康法・アートワークなどの利用法を幅広く
学びます。アートワークは教室での制作、料
理は講師による実演と資料をもとに、ご自宅
に材料を持ち帰ってお作りいただきます。

暮らしに活かすハーブ

4816

ランプの素材と同様の色と
りどりのガラスチップなど
を使って作る本格派です。
耐水性もあり、LEDライト
を入れるのもオススメ。
※小学生～（低学年は要付
き添い）

モザイクガラスの
キャンドルホルダー

7/29（金）10：30～12：30
6,960円（材料費等3,600円含む）

トルコ文化センター講師講師

4810

ガラス容器に多肉植物などを用
いてさわやかなテラリウムを作
ります。植物に触れる時間は気
持ちが落ち着き癒されます。

多肉植物のテラリウム

8/25（木）10：30～12：30
4,855円（材料費2,200円含む）

日本フラワーデザイナー協会講師　中尾 恵里子講師

Ｇｏ！Ｇｏ！English
（小学1・2年生）（小学3・4年生）

8/25（木）①16:30～17:15
　　　　 ②17:30～18:15
各2,410円

湯野川 祐子フローレンス講師

音楽やリズム、ゲームを取り
入れてからだ全体で楽しむ会
話を中心のレッスン。
思いっきり英語で遊ぼう！

4819
4818①

②

2回

4807

学年に合わせたお手
本、筆の持ち方や基本
的な書き方を学びな
がら、うちわなど夏の
作品を完成させよう。

めざせ！筆マスター
～夏の作品を作る～

7/13・27（水）15：40～17：00
全2回 4,400円

NHK学園書道講座専任講師　三田 広美講師

5回

4806

5回で1曲マスター。
9/22最終日は保護
者の前で楽しく踊っ
てみよう。
※小学生対象

ＨＩＰＨＯＰ＆
ジャズダンス

8/4・25、9/8・15・22（木）17：00～18：00
全5回 10,800円

STUDIO Ｊ インストラクター　寺嶋 やつほ　講師

4815

夏休みの自由研究にピッタリ!
マーブルカラーのジェルで怪
獣やお花2種類のキャンドル
を作ります。※小学生以上（低
学年は要付き添い）

親子でつくろう！
マーブルキャンドル

8/4（木）10:00～11:30
3,800円（材料費1,500円含む）

Candle La Luce主宰 キャンドル作家　塩味 容子講師

お花のジェルランタン

8/4（木）13:00～15:00
4,860円（材料費1,700円含む）

Candle La Luce主宰 キャンドル作家　塩味 容子講師

4817

豊富な花材からお好きなものを
ふんだんに使い、花びらが立体的
に浮き上がるよう、艶やかに仕上
げます。ＬＥＤライトを入れて灯せ
ば、空間をナチュラルに彩る一品
の完成です。

4809
7/20（水）10：30～12：00
3,560円

一社）オリーブオイルソムリエ協会認定
オリーブオイルソムリエ　工藤 亜由美

講師

からだにいいと言われるオリーブオイルを数
種類ご用意。実際にテイスティングしながら、
風味、品質、健康効果、簡単な使い方をご紹
介。自分好みのオリーブオイルの選び方をプ
ロから伝授してもらいましょう！

ソムリエに学ぶ!
オリーブオイルの選び方

7/1、8/5（金）10：00～12：00
全2回 4,698円 花材・（材料費別3,700円/回）

プリザービングフラワーズ協会代表理事
浅井 薫子

講師

長期保存が可能で贈り物としても人気の高いプ
リザーブドフラワー「涼やかなホワイトアレン
ジ」「夏のドアスワッグ～ソラフラワーとの組み合
わせ～」２つの作品を作ります。

夏のプリザーブド
フラワーアレンジメント2回NEWNEW

オーストリア食文化協会理事・「伊藤屋」シェフ
伊藤 公朗

講師

西欧諸国修行時に心うたれた
伝統の味を大切にするシェフ
のオリジナルレシピを、シン
プルな材料で学びます。
【予定メニュー】
ロランジェ、ヴィオレほか
※1人1台焼き上げ、お持ち帰り

0026

プロ直伝！
シンプルレシピの西欧菓子

第2（火）～ 10：30～13：30
3回（7～9月）15,150円（材料費5,805円含む）

atelier nico主宰　荒木 恵美子講師

トマト生地にバジルを混ぜ
込みチーズを包んだパン、
焼きたての香りは最高で
す。ご自宅で再現しやすいレ
シピです。
※1人1台焼き上げ、お持ち帰り

4811

トマトバジルパンを作る

8/2（火）10：30～13：30
4,560円（材料費1,200円含む）

10名
限定

特別
一日

私も始めてます！ 
岸本葉子さん

いつでもどなたでも入会金無料！
お問い合わせ・お申込みはお気軽に

ネットなら
24時間
申込受付東京都国立市富士見台2-36-2 学校法人NHK学園

受付時間 9：30～17：00※土曜15時迄。日・祝休み。042-572-3901

国立駅

谷保駅

JR中央線

一橋大学

南口

学園通り

(国立高校前)

立川バス
(④番のりば)

甲州街道

多摩障害者スポーツセンター

一橋大学

桐朋学園23台

入口

国立郵便局
〶 藍屋

JR南武線

至立川

至立川

至新宿

至川崎

谷保天満宮

さくら通り

P

大
学
通
り

福祉センター前

国立本校
オープン
スクール

谷保第三公園 書き下ろしエッセイ
好評配信中！

下記二次元コードまたは
「NHK学園オープンスクール」で

検索してください

イメージキャラクターの
岸本葉子さん
（エッセイスト・
元「NHK俳句」
番組司会者）が
講座を体験！

国立本校オープンスクール「さくら通り」沿い
学校法人NHK学園内

©NHK・dwarf 

お申込受付中
6月～9月開講一覧

お申込受付中
6月～9月開講一覧

おかげさまでＮＨＫ学園は10月1日に創立60周年を迎えます。
JR国立駅からバス5分／JR谷保駅から徒歩10分
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