
九州産業大学
2019

１．「九州産業大学美術館」の入館料が

     無料になります。

２．「九州産業大学図書館」の年間登録料

     (1,000円)が400円になります。

九州産業大学　総務部　学外連携課（廣瀬）
〒813-8503　福岡市東区松香台2-3-1
TEL.092-673-5495 FAX.092-673-5599
E-mail︓gakugairenkei@ml.kyusan-u.ac.jp

《No.７英語講座》 語学教育研究センター 092-673-5370
※お申込み後、辞退される場合は必ずご連絡ください。

公 開 講 座
学ぶ楽しさ見つけよう！

No.１ SDGs講座

問合せ先申込方法

特典

※いずれも期間は年度内となります。

本学の公開講座は大学の教育・研究等の知的資源を社会に還元するため、
小学生から高齢者までの幅広い世代の皆様を対象に年間を通して開講しています。
お気軽にご参加ください。

《FAX・Eメールの場合》下記項目を記入の上お申込みください。
➊講座名（No.およびメインテーマ）➋氏名（ふりがな）➌性別
➍生年月日 ➎郵便番号 ➏住所 ➐連絡先（電話番号）➑職業等
※No.1 SDGｓ講座（開催日時選択制）にお申込みの場合は、希望日時も必ずご記入ください。

《インターネットの場合》
●  九産大公開講座　　　　 →「公開講座等」のサイトから各講座の
　
　お申込みボタンをクリック→お申込みフォームへ記入→送信
●スマートフォンの場合は、右側のQRコードを読み取り、
　
　公開講座のサイトから同様に手続きできます。
※原則電話でのお申込み受付は行っておりません。
※No.６小学生体験講座・No.７英語講座はインターネットからのみの
   お申込みといたします。
※講座によりお申込み期間が異なりますのでご注意ください。
◆ご記入いただいた個人情報は、公開講座の受付名簿、受講者への連絡、次回の公開講座や大学催事等
　情報提供のために活用いたします。それ以外の目的には使用いたしません。

メインテーマ

会
対
定
受

場
象
員

講 料

6/22(土)13:00～15:00　 5/20(月)10︓00～
11/9(土)10:00～12:00    9/9 
12/7(土)10:00～12:00    10/7(月)10︓00～

無料

１号館７階Ｓ７０１
一般
各回２０名

日時 申込期間

NEW

「SDGsカードゲーム2030を通してSDGsを学ぼう︕」
SDGsは、なぜ必要だと言われているのでしょうか。SDGsがあることによってどのような可能性があるのでしょ
うか。このようなことを楽しくカードゲームで学びます。SDGsの理解を深めたい。SDGsの世界観を体感した
い。SDGsを通して、広い視野を持ち、自発的に考える機会を設けたい人におすすめです。

学生部　学生課
一ノ瀬　大一 係長

テーマおよび講座内容 講師

SDGs（エスディージーズ）とは…︖

　2015年に国連が全会一致で採択したSustainable
Development Goals（持続可能な開発目標）の略称です。
「貧困をなくそう」「住み続けられるまちづくりを」
「すべての人に健康と福祉を」など17項目と、それらを
達成するための具体的な169のターゲットで構成されて
います。
　日本では、2018年6月にはSDGs達成に向けた優れた取
り組みを提案する29の自治体が「SDGs未来都市」として
選定されるなど、急速に注目が集まっています。

エスディージーズ
1回のみの
参加からOK︕

2019年6月～2020年3月

先着順

「SDGsを理解して次の一歩を考える」

※定員に達し、受付出来ない場合のみ、申込後1週間以内にご連絡します。
※受付完了した方へは、受講票を講座２週間前までにお送りします。

/
/
/

/

(月)10︓00～

No.２ 教養講座

江戸時代、将軍の就任祝いの使節が派遣されました。それを朝鮮通信使といいま
す。福岡藩は新宮町相島で彼らをもてなしました。今回、相島で交流した和韓の
文人達の漢詩漢文（現代語訳付）を紹介します。

「相島と朝鮮通信使 ー玄き海に響き合う漢詩文ー」

「『世界・アジアの中の福岡』を振り返り、これからを考える」
世界で最も早く「アジアの創造的知」に着目し「知の資産」を蓄積してきた都市・
福岡。これまでの福岡の国際・アジア関連政策を振り返り、「世界の中の福岡」の
これからを一緒に考えてみましょう。

「九州の訪日外国人観光と地域に貢献する観光のあり方」
訪日外国人観光客が大きく伸びていますが、九州の実態は全国と大きく異なります。
どのような特徴があるのか、また観光が地域にもたらす光と影とは、地域社会に貢献
する観光のあり方とは何かについて考えてみたいと思います。

福岡は、海（玄界灘と博多湾）の方から眺めて見たら、どのように映るでしょうか。
また、民営化された福岡空港が目指す30年後の姿は。見学と説明を聞きながら
「海と空の今と未来」に想いを馳せてみませんか︖

「福岡と韓国・朝鮮半島」
物理的にも心理的にも福岡は日本国内で朝鮮半島にもっとも近い都市であり、そ
のことが福岡を豊かな街にしてくれています。福岡に軸足を置いた日韓交流の来し方
行く末を見つめ、その可能性を考えます。

「福岡の海と空の今と未来」

No.３ 教養講座

No.４ シニア・カレッジ講座

「こころ・からだ・すこやか
　　　　　　　講座　第３章」

「実践︕食事バランス評価」

開催日

開催日 テーマおよび講座内容 講師

開催日 テーマおよび講座内容 講師

「ビジョントレーニングをしてみよう︕」

「リラクセーション法を学ぼう︕」

講師テーマおよび講座内容

毎日の食事は、すこやかなこころとからだを支える基盤となります。
本講座では、前半にバランスのよい食事の基本をおさらいし、後半にグループワーク
を通して食事バランスの評価を実践していただきます。

人間科学部
臨床心理学科

吉田　明日美　講師

メインテーマ

日　　　　時

会　　　　場
対　　　　象
定　　　　員
受 講 料

申 込 期 間

７/１０(水）～７/２３（火）【全３回】

２号館１階グローバルプラザ
高齢者
２０名
１，０００円（全３回分）

６/３（月）１０：００～６/７（金）１７：００
当選者の発表は受講票の発送をもってかえさせて頂きます。
当選者へは受講票を６/１４（金）までにお送りします。

抽 選

メインテーマ

日　　　　時

会　　　　場
対　　　　象

定　　　　員

受 講 料

申 込 期 間

２/２１（金）～３/１３（金）【全５回】

１号館１階Ｓ１０１番教室
一般

１００名

２，０００円（現地学習を除く全４回分）

５/８（水）１０：００～２/２０（木）１７：００
※定員に達し、受付出来ない場合のみ、申込後1週間以内にご連絡します。
※受付完了した方へは、受講票を講座２週間前までにお送りします。

「暮らしについて考える」

１０：００～１１：３０

１０：４０～１２：１０

メインテーマ

日　　　　時

会　　　　場
対　　　　象

定　　　　員
受 講 料

申 込 期 間

「九州とアジアの“いま”
 

動体視力などの「眼」の機能を高めるトレーニングを、ビジョントレーニングといいます。
本講座では、「眼」の機能を実際に測定して自分の特徴を知って、さまざまなビジョン
トレーニングの実習を行います。

最近、何となく不調だ。ついついイライラしてしまう・・なんてこと感じていませんか︖
この講座では、手軽にできるリラクセーション法を体験しあなたの心身を上手にコン
トロールしていくすべを学んでいきます。

人間科学部
スポーツ健康科学科

久保田　進也　教授

磯貝　浩久　教授

人間科学部
スポーツ健康科学科

人と人のつながりについて考えて見ませんか︖住み慣れた地域で自立（自律）し
た生活を送るためには、人と人のつながりが大切だと思います。地域社会で支え合
うボランティア活動の意義や理念を初め、実践事例を紹介していきます。

「初めてのボランティア活動」 人間科学部
臨床心理学科

7/10(水)

7/23(火)

7/17(水)

※定員に達し、受付出来ない場合のみ、申込後1週間以内にご連絡します。
※受付完了した方へは、受講票を講座２週間前までにお送りします。

地域共創学部
観光学科
石川　泰成　教授

立石 宏昭　教授

都市部やその郊外に移動してきた見知らぬ人たちで築いてきたこれまでの地域社会
は、どんな原理でまとまってきたのでしょうか。福岡県内の事例を紹介しながら、コミュ
ニティとは何かを考えます。

「”新しいコミュニティ”での地域の暮らし」 地域共創学部
地域づくり学科
小池　高史　准教授

地域共創学部
地域づくり学科
山下　永子　准教授

９/２（月）～９/１３（金）【全５回】

１号館１階Ｓ１０１番教室
一般

１００名

２，０００円（現地学習を除く全４回分）

５/８（水）１０：００～８/３０（金）１７：００

１０：４０～１２：１０

福岡県の７つの伝統的工芸品のうち「博多織」「久留米絣」は織物での指定品目
です。講座ではこれら身近な染織工芸の歴史と生産額や従事者数の推移などの現
状、さらに今後の可能性を探ります。

「染織工芸の現状と今後ー「博多織」「久留米絣」物語ー」 芸術学部
生活環境デザイン学科
佐藤　佳代　准教授

1

２

３

４

５

1

２

３

４

５

1

２

３

「ミュージアムは、恵まれない立場のグループを含め、すべてに開かれた、あらゆる人々
の身体的・文化的アクセスを保証する場であるべきである」
これは、2015年にユネスコから世界の博物館に向けて発信された勧告です。
今回は「アクセス可能な博物館」をテーマに、世界の博物館を紹介するとともに、皆
さんと一緒に、福岡市科学館、福岡市美術館を見学し、博物館の楽しみ方を考え
る機会とします。

「人にやさしい、人がやさしい博物館を巡る」
地域共創学部
地域づくり学科
緒方　泉　教授

2/21（金）

2/28（金）

3/4（水）

3/13（金）

9/5（木）

9/10（火）

9/13（金）
地域共創学部
観光学科
千　相哲　教授
石川　泰成　教授

現地学習

現地学習

くろ

食中毒や腐敗、変敗から食品を守るために、食品会社は、①入れない、②増やさ
ない、③殺すの微生物制御3原則を基に様々な取り組みを行っています。本講座
では、飲料製造を実例としてお話しするとともに、更に食品業界の最新の取り組み
についても説明します。

「食の安全を守るための微生物との限りなき戦い
ー食品会社は頑張っています︕ー」 生命科学部

生命科学科
中山　素一　教授

3/10（火）

地域共創学部
観光学科
長谷川　由起子　教授

地域共創学部
観光学科
千　相哲　教授

9/2（月）

9/11（水）

そして“未来”を考える」

抽 選 結 果



No.５ 健康講座
メインテーマ

日　　　　程

会　　　　場
対　　　　象
定　　　　員
受 講 料
申 込 期 間

No.６ 小学生体験講座 〈チビッ子大学Vol.12-学ぶ楽しさ-〉

「こども理科実験教室」

「科学ワールドへの招待 ～ 作る・遊ぶ・学ぶ ～」
「科学が嫌いな子どもは絶対にいない︕」が私たちの信念です。理科研究会の学生ス
タッフの指導のもと、実験や観察を通じて子どもの「なぜ」「どうして」を育て、身近にある
科学の楽しさを伝えたいと思っています。保護者の皆様方も、お子様と一緒にお楽しみ
ください。

生命科学部
生命科学科
平山　智之　准教授
理科研究会

人間科学部
スポーツ健康科学科

秋山　大輔　准教授

   本講座は、主に初心者や昔少しやっていたというレベルのリバイバル剣士を対象とした
講座です。「興味はあるがやる場所がわからない」「やりたいが初心者を受け入れてくれる
か不安」という方はぜひご参加ください。武道の礼法、剣道の所作、動作から健康維持
増進を目指します。
   剣道は「生涯スポーツ」「生涯学習」の観点において適した競技です。老若男女の共
習、教導の三世代性文化であり、性差、世代を超えて交流できることも魅力です。お子
さんやお孫さんと楽しめるきっかけ作りにいかがでしょうか。

美術館アートキャラバン隊

「ちびっこ・ワークショップ」 「いろいろな紙でオリジナルブックカバーを作ろう︕︕」
いろいろな種類の紙を使ってオリジナルブックカバーを作ります。「触察力」、「発想力」、
「表現力」を育てるプログラムです。大学生のお兄さんお姉さんが一緒に活動しますので、
初めてでも安心です。

美術館学芸員と
アートキャラバン隊

当 選 結 果

「色付き石膏を用いたオブジェ制作」
１）色付き石膏を箱の中に流し込み、石膏のブロックを作ります。
２）石膏が固まる前に木片や石ころ、などを石膏の中に埋め込みます。
３）石膏が固まったら箱から石膏のブロックを取り出します。
４）取り出した石膏を彫刻することでオブジェを作ります。オブジェは鑑賞するだけでなく、
　　　用途のあるペン立てなどを作ることができます。

「ジュニア・アート講座」

芸術学部
芸術表現学科
塚本　洋守 教授

先着順

「大人からはじめる剣道講座」

武道館１階剣道場
一般
１０名
２，０００円（全５回分）
５/８（水）１０：００～９/１９（木）１７：００

１５：００～１６：３０

メインテーマ

日　　　　時

会　　　　場
対　　　　象
定　　　　員
受 講 料
申 込 期 間

メインテーマ

日　　　　時
会　　　　場
対　　　　象
定　　　　員
受 講 料
申 込 期 間

メインテーマ

日　　　　時

会　　　　場
対　　　　象
定　　　　員
受 講 料
申 込 期 間

《夏季》６/２３（日）　・　《秋季》１１/１７（日）

７号館１階実験室
小学２年生～６年生（保護者見学可）
午前・午後の部ともに各２０名
無料
夏季　５/２０（月）１０：００～５/２４（金）１７：００
秋季　１０/７（月）１０：００～１０/１１（金）１７：００

〈午前の部〉　９：３０～１２：００
〈午後の部〉１３：３０～１６：００

テーマおよび講座内容 講師

講師

テーマおよび講座内容

テーマおよび講座内容

講師

７/１５（月・祝）１３：００～１６：００
九州産業大学内
小学１年生～６年生
２５名
無料
６/１０（月）１０：００～６/１４（金）１７：００

併せて、保護者対象の講座も開催します！
詳細は、６月上旬にホームページへ掲載します。

テーマおよび講座内容 講師

※2018年度講座風景

※画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。

抽 選 ※インターネットからのお申し込みのみ

当 選 結 果
当選者へは案内文書を夏季：5/31（金）、秋季：10/18（金）までにお送りします。

当選者の発表は受講案内文書の発送をもってかえさせて頂きます。
当選者へは案内文書を6/21（金）までにお送りします。

当選者の発表は受講案内文書の発送をもってかえさせて頂きます。

８/２２（木）１３：００～１６：００

九州産業大学内
小学３年生～６年生
２５名
無料
７/１（月）１０：００～７/５（金）１７：００
当選者の発表は受講案内文書の発送をもってかえさせて頂きます。
当選者へは案内文書を7/12（金）までにお送りします。

８/２３（金）１３：００～１６：００
※２日間とも参加が前提となります。

２０１８年度受講生の声

・様々な分野の学習ができ、幅広い知識を得ることができます。
・日頃、学習する機会がないのでとても有意義な時間を過ごしています。

・学習したことを家でも続けて健康寿命を伸ばしたいです。

・気持ちの良いグラウンドで汗を流し、心地よい時間を過ごすことが出来ました。

・大学生のお兄さん、お姉さんたちと楽しくものづくりができました。
・普段できない事ができて、良い思い出になりました。

健康講座教養講座

シニア・カレッジ講座 小学生体験講座

※定員に達し、受付出来ない場合のみ、申込後1週間以内にご連絡します。
※受付完了した方へは、受講票を講座２週間前までにお送りします。

①９/２０(金)　 
②９/２７(金)    
③１０/１１(金)
④１０/１８(金)
⑤１０/２５(金) 

時　　　　間

用具は大学のものを使用
いたしますので、ご準備
いただく必要はありません。
お気軽にご参加ください！！

当 選 結 果

2019年４月武道館全面改装！
冷暖房も完備です(^^)

2019年４月武道館全面改装！
冷暖房も完備です(^^)

No.７ 英語講座

油絵・水彩画（川島教室）

　目の前の感動を白いキャンバスに思いのままに描くことができたらどん
なにすばらしいことでしょう。感動をどのように表現したらよいか。描きたい
ものは何なのか。
　皆さんの個性を大切に進んでゆきます。デッサン、水彩、油絵と進みます。
描けることは一日を楽しくしてくれます。

　川島　のぶ子画家

デザイン書道～筆文字アートの世界～

人物デッサン

　人物は古来より絵画・彫刻などのモチーフとして描き続けられてきたもの
です。この講座ではヌードを中心に、コスチューム、セミヌードなどを準備し、
固定ポーズやクロッキーなどを交えながら、人物デッサンの魅力に触れてい
ただきたいと考えています。
　初心者の方には丁寧にご指導しますし、上級者の方には自作のタブロー
の下準備などにもご利用いただければと考えております。内容も鉛筆、木炭、
コンテ、パステル、ペン、筆ペン、水彩など、ご希望や習熟度に応じて自由にお
選びいただきます。

教授　小田部　黄太

講師　吉垣　奈美代
　イメージした文字を創り上げていくための文字デザインの基礎から、個
性を生かしたアートな書道まで、創作書道の魅力を感じていただく内容と
なっています。
　作品には欠かせないオリジナルデザインの落款制作や、筆以外のものを
使って表現する書など、楽しいプログラムです。
　書道経験のない方から仕事に活かしたい方まで、スキルに合った指導を
いたします。

陶芸

　日本には、縄文時代から続く、悠久の「やきもの」の歴史があります。また
毎日の生活の中でも「やきもの」は、食を中心に大きな役割をはたしていま
す。この講座では、日々親しんできた「やきもの」を自分の手の中から造り出
すことができます。
　一人に一台の電動ロクロが割り当てられていますので、ロクロでの成形
を中心に行いますが、その他にも、「手びねり、ひも作り、板作り」等の楽しく、
簡単にできる成形法も同時に行っていきたいと思います。
　みなさんの感性あふれる作品が焼き上がることを期待しています。

教授　辻嶋　寿憲

コンピュータグラフィックス

　　現在では、さまざまな分野でコンピュータ・グラフィックス（CG）が利用さ
　れています。その範囲も医療、建築、インテリア、テキスタイル、アニメ、ゲー
　ムなどと、どんどん広がっています。
　　この講座では、CGを筆代りとして、アート、ポスター、イラストレーション、
　ホームページなどの造形芸術およびグラフィックデザインを目指します。
　　使用ハードはマッキントッシュ、ソフトはフォトショップ、イラストレーター
　を中心に指導します。

グラフィックデザイナー　田邉　幹夫

日本画

　　初心者は水彩絵具を用いて、基礎的な写生を勉強します。野菜や草花な
　どから静物へと範囲を広げて対象となる物をしっかりと観る力を養ってい
　きます。
　　写生ができるようになると中級へと移り、８～２０号程度の制作をしな
　がら日本画の絵具（岩絵具・水干絵具）を使いこなす技術を身につけていき
　ます。
　　上級者は展覧会出品等を目標としながら、大作にも挑戦していきます。
　なお、初級・中級・上級者とも、それぞれの個性や進度に応じた指導をして
　いきます。

　森田　秀樹日本画家

　基本的に絵画表現は、制作者本人が楽しんで自己表現を表すものだと思
います。その制作の中で、あともう少し表現力や制作上のアドバイスが欲し
い時にお役に立ちたいと考えています。皆さんの表現や世界観をどのように
表すのか一緒に考えてみましょう。経験のない方でも大丈夫です。美術や制
作の話を一緒に行いながら描きたいテーマやモチーフを見つけます。是非
豊かな美術制作の時間を過ごしましょう。

油絵・水彩画（成田教室） 講師　成田　鐘哲

デッサン 画家　木ノ下　淳一

　鉛筆、木炭、コンテ、パステル、墨などを使ってデッサンの基礎を学びます。
　モチーフは、静物や石膏像、人物デッサン（コスチューム）が中心です。

　　染色工芸は、生活に密着した分野であり、色彩と素材で遊ぶ親しみのある
　美しいアートです。東洋独自に発達を遂げた技法、ろう染、型染、絞り染など
　染色の歴史をたどりながら、基本を基礎から学び、身近に使え生活に豊かさ
　と個性的な彩りを与えるものづくりを通して、染色独自の味わいのある創作
　の心を育みます。
　　継続受講者の方にはさらに深く、友禅染や紅型などの伝統的な技法や最
　新の染料まで、各自の進行具合いにあわせてわかりやすくていねいに解説
　指導いたします。

染色 講師　澤田　達雄

　糸を染め、自分で織り上げた裂地は他のどこにもないものです。そのため
にどの糸を選び、何色に染め、そしてどのように織り上げるか考えながら、織
物を仕上げる手順を学んでいきます。
　また、この実習を通して染織美術品に対する正しい見方も身につけていき
たいと考えています。

手織り 講師　長尾　浩介

　独学で裁縫が出来る方も、パターン（型紙）は市販の物を利用することが
多く、これからのオーダーメイド時代到来に向け、オリジナルパターン（型紙）
が引ける技術を習得してはいかがでしょうか。
　今まで表現できなかった独自のフォルム（形）の服も夢ではありません。
　なお、初級、中級、上級と、それぞれの進度に応じた指導をしていきます。

服飾パターンメイキング 講師　山下　千草

　　金属加工の基礎となるテクニックを学びながら、自由なデザインで制作し
　ていきます。初心者も経験者も、力に応じて相談しながら作り上げていきます。
　　また、学校という環境を生かし、銅をたたいてのミニフライパンやペーパ
　ーナイフにもチャレンジしていただきます。
　　金属は、加工工程で、かたくもやわらかくもなります。この特性を感じつつ
　金属と遊び、ゼロから生み出す“ものづくり”を楽しみましょう。

手軽に作ろうメタルワーク～シルバーリングや生活雑貨～

講師　髙中　春美

　最近はスマホなどの携帯カメラでも簡単に失敗なく撮れるようになりま
した。このデジタル写真講座では、ただ単にシャッターを切って終わらせる
だけではなくカメラの設定を理解して、より自分がイメージする写真に近づ
けるような撮影技法とフォトショップによる仕上げまでをご指導いたします。
　仕上げでは基本的なレタッチから、特殊な技法で一味違った写真表現も
楽しみましょう。

デジタル写真 講師　岩本　光弘

先着順　※インターネットからのお申し込みのみ

No.８ 造形芸術講座 先着順

メインテーマ

日　　　　程

会　　　　場
定　　　　員

受 講 料

申 込 期 間

夏休みキッズイングリッシュ

８/２１（水）～８/２３（金）【全３回】

九州産業大学内

●低学年（1・2年生）①9：30～10：30　②11：00～12：00
●中学年（3・4年生）①9：30～10：30　②11：00～12：00
●高学年（5・6年生）①9：30～10：30　②11：00～12：00

３，０００円（教材費・保険料込み）

各コース２０名

コース・時間

６/１９（水）～７/１９（金）

【対象】小学１～６年生

－ものづくり講座で新しい自分に出会えるチャンス－

No 講座名／講師名 定員 受講料 No 講座名／講師名 定員 受講料

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

　15名
　
　
　
　
　
　
　10名
　

　10名
　

　20名
　

　
　
　15名

15名

15名

10名

15名

15名

10名

15名

10名

6,000円（月額）
  28,500円（半期）
　　  54,000円（全期）

7,000円（月額）
  33,300円（半期）
　　  63,000円（全期）

7,000円（月額）
  33,300円（半期）
　　  63,000円（全期）

6,000円（月額）
  28,500円（半期）
　　  54,000円（全期）

7,000円（月額）
  33,300円（半期）
　　  63,000円（全期）

8,000円（月額）
  38,000円（半期）
　　  72,000円（全期）

6,000円（月額）
  28,500円（半期）
　　  54,000円（全期）

7,000円（月額）
  33,300円（半期）
　　  63,000円（全期）

7,000円（月額）
  33,300円（半期）
　　  63,000円（全期）

7,500円（月額）
  35,600円（半期）
　　  67,500円（全期）

7,000円（月額）
  33,300円（半期）
　　  63,000円（全期）

7,500円（月額）
  35,600円（半期）
　　  67,500円（全期）

7,000円（月額）
  33,300円（半期）
　　  63,000円（全期）

土曜日　午後の部《13：00～15：30》土曜日　午前の部《10：00～12：30》

※講座No.1・2・7・8は、受講料にモデル代を含む。　※講座No.4は、受講料に粘土代を含む。

日程 4月～2月（月3回・年間30回）※8月・3月除く 入会金　2,000円　　

申込み　随時　※各講座、定員になり次第締め切ります。　　

本学の英語教員と楽しく英会話を体験し、外国人講師との会話に慣れる講座です。

対象会場 九州産業大学内　 高校生から一般　

造形芸術講座

・先生のご指導にて楽しく学習することが出来、続けていきたいと思っています。

・興味のあることを自分のペースで進められるので楽しく充実した時間を過ごしています。

・初めての経験ばかりでとても新鮮で、先生も優しく丁寧に教えてくださるので
　感謝しています。

・教室の雰囲気も良く、和気あいあいと楽しく受講しています。

・他の受講生が作った作品を見て、参考になるところが沢山ありました。

２０１８年度受講生の声

見学も可能です！お気軽にお問い合わせください。　　
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