
岩田屋本店 本館７階
気軽にトライできるワンデイレッスンなど、すべての講座の
詳細は「学IWATAYA」ホームページをご覧ください。

2021.夏の講座案内

講座
コード 歴史・文学 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

A001 万葉歌を学ぶ 東 茂美 第1・3（月）14：00 25,740円

A002 古典「伊勢物語」を読み解く 金井 昌平 第2・4（水）13：30 18,150円

A003 月曜俳句 持永 真理子 第2・4（月）10：30 20,130円

A004 月曜俳句 阿比留 初見 第1・3（月）13：30 20,130円

A005 火曜俳句 黒田 純子 第1・3（火）10：30 20,130円

A006 古美術はじめの一歩 植野 かおり 第4（金）13：30 11,550円

A007 古事記を読み解く 久我 真律子 第1・3（水）13：30 20,130円

講座
コード 食 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

J001 フランスワインと
新世界ワインの比較 黒木 昭博 第4（月）18：00 19,140円

J002 和菓子文化講座 藤丸 阿弥 第2（月）13：30 16,500円

J003 和菓子文化講座 藤丸 阿弥 第1（水）18：30 13,200円

J004 ヴィーガンクッキング リキャとじゅんこ 第3（土）10：30 19,800円

J005 彩りの薬膳教室 甲木 里枝 第4（金）10：30 21,450円

講座
コード アート 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

F001 「デジタル一眼レフカメラ」
（実践編） 奥 勝浩 第4（月）18：30 11,550円

F002 写真撮影の基本とコツ 宮田 美紀子 第2（土）16：00 11,550円

F003 吉塚雄二の風景写真講座 吉塚 雄二 第2（木）15：30 11,000円

F005 写真講評クラス 平川 幸児 第1・3（土）13：30 20,790円

F006 関岡マークに学ぶ
はじめてのアクリル画 関岡 マーク 第1（土）10：30 13,200円

講座
コード 実用 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

D001 「朗読」を学ぼう 岩村 朋子 第1・3（土）13：00 21,120円

D002 「朗読」を学ぼう 岩村 朋子 第1・3（土）15：30 21,120円

D003 「朗読」を学ぼう 岩村 朋子 第2・4（木）13：30 21,120円

D004 「朗読」を学ぼう 岩村 朋子 第2・4（木）16：00 21,120円

D005 中西和久に学ぶ「朗読」 中西 和久 第2・4（月）13：30 23,100円

D006 プレゼン力を上げる
伝わる話し方レッスン 佐久間 みな子 第2（土）16：00 16,500円

D007 ハワイアンカード 坂東 望加 第1・3（月）13：30 21,450円

D008 「九星気学」（ベーシック） 山下 かおり 第1・3（水）13：00 33,000円

D009 現代と暮らしのマナー 簑毛 彩 第1・3（月）10：30 22,770円

D010 イチから学ぶ
「相続発生後の手続き」入門 國丸 知宏 第2・4（金）10：30 26,400円

講座
コード 外国語 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

B001 やさしい日常英会話（入門） 栗原 圭子 第1・3（水）15：30 23,100円

B002 実践的な会話表現（初級） 栗原 圭子 第1・3（木）15：30 23,100円

B003 ジョン先生の英会話（入門） ジョン・ホフ 第2・4（月）13：30 23,100円

B004 ジョン先生の英会話
（入門〜初級） ジョン・ホフ 第2・4（水）10：30 23,100円

B005 柳先生の韓国語会話（入門） 柳 羽羚 第1・3（火）18：30 13,200円

B006 柳先生の韓国語会話（入門） 柳 羽羚 第2・4（日）10：30 19,800円

B007 柳先生の韓国語会話（経験者） 柳 羽羚 第2・4（日）11：40 19,800円

B008 伍先生の「中国語会話（初級）」 伍（ゴ）雪飛 第2・4（木）18：30 13,200円

B009 フランス語会話（初級A2） ラミスリュック 第2・4（木）10：30 21,450円

B010 スペイン語会話（入門） 花田 小夜子 第2・4（土）10：30 19,800円

B011 スペイン語会話（経験者） 花田 小夜子 第2・4（土）11：40 19,800円

講座
コード 絵画 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

G001 「アクリル画」 中野 克彦 第1・3（火）10：30 22,110円

G002 「デッサンから着彩画へ」 巌佐 純子 第1・3（木）10：30 21,780円

G003 油絵・水彩画 馬場 博昭 第1・3（木）13：30 21,780円

G004 初心者のための絵画塾 吉浦 拓三 第2・4（月）10：30 21,780円

G005 基礎から始める「油絵教室」 寺﨑 陽子 第1・3（日）10：30 21,780円

G006 はじめて描く「油絵」入門 寺﨑 陽子 第1・3（月）10：30 21,780円

G007 油絵教室 川内 桂子 第1・3（土）13：30 21,780円

G008 「デッサン」の基本 木ノ下 淳一 第2・4（土）10：30 23,100円

G009 「人物デッサン」の基本 木ノ下 淳一 第1・3（月）17：30 16,500円

G010 はじめてのボタニカルアート（植物画） 細川 武子 第2・4（水）10：30 21,780円

講座
コード 書道 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

H001 書道・漢字 大塚 啓香 第1・3（水）13：30 21,450円

H002 書道・かな（初・高等科） 長田 幸子 第2・4（火）13：30 22,110円

H002 書道・かな（研究科） 長田 幸子 第2・4（火）13：30 25,410円

H003 「日常の書」 二宮 朱煕 第2・4（木）13：30 21,450円

H004 生活に役立つ日常の書 三浦 佳代子 第2・4（火）17：30 14,850円

H005 斉藤先生の書道入門
（小学生以上対象） 斉藤 比野 第1・3（日）10：30 21,450円

H006 小筆書道・ペン習字 荒木 優泉 第2・4（木）10：30 21,450円

H007 基礎から学ぶペン習字 阿比留 優香 第1・3（月）18：00 14,850円

H008 暮らしの中の実用書道 松井 千翠 第1・3（木）13：30 21,450円

H009 日曜の朝の実用書道 松井 千翠 第2・4（日）10：30 21,450円

H010 筆ペン・小筆書道の基礎 香之 第1（土）10：30 13,200円

H011 ボールペン・筆ペン習字入門 田中 香楊 第1・3（月）10：30 21,450円

H012 月曜の朝の筆ペン・
ボールペン・小筆書道 田中 香楊 第2・4（月）10：30 21,450円

H013 写経教室 川上 景扇 第1・3（金）10：30 21,450円

H014 「篆書・篆刻」入門 矢野 莱山 第1・3（月）15：30 26,400円

H015 カリグラフィー講座 初島 さつきほか 第2（土）10：30 15,840円

講座
コード 音楽 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

I001 ヴォーカルレッスン 海江田 千晶 第1・3（土）13：00 21,450円

I002 音楽の基礎講座 海江田 千晶 第2・4（土）13：00 21,450円

I003 ジャズボーカルベーシッククラス 山口 葵・
轟（とどろき）かおり 第2・4（月）18：00 14,850円

I004 ジャズヴォーカル入門 井上 有 第1・3（土）14：50 21,450円

I005 ゴスペル・コーラス 貞本 正隆 第2・4（火）18：00 14,850円

I006 ゴスペル・コーラス 貞本 正隆 第2・4（木）13：00 21,450円

I007 歌謡教室 福澤 誠一 第1・3（水）13：30 21,450円

I008 歌謡教室（ポップス） 福澤 誠一 第1・3（木）18：00 14,850円

I009 お勤め帰りのフルートレッスン 鬼塚 有紗 第1・3（月）17：00 23,100円

I010 ハーモニカ教室 平野 満智子 第1・3（水）17：30 15,510円

I011 オカリナを吹こう（中級） 目瀬 恵 第3（水）10：30 13,860円

I012 クラシックギタ－教室 西島 みどり 第1・3（日）10：30 21,450円

I013 クラシックギター入門 西島 みどり 第1・3（日）13：00 21,450円

I014 雅楽龍笛（横笛）教室 鬼木 剛 第2（木）15：00 18,150円

I015 龍笛入門 鬼木 剛 第2（木）16：40 16,500円

I016 お勤め帰りの
長唄三味線教室 杵屋 弥佶ほか 第2・4（金）18：30 15,840円

I017 世界の名曲を歌う 大石 登志子 第1・3（金）10：30 21,450円

I018 日本の歌・こころの歌 大石 登志子 第2・4（水）10：30 21,450円

I019 能笛教室 森田 徳和 第1・3（火）15：30 21,450円

講座
コード 絵画 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

G011 水墨画 竹若 南玲 第1・3（水）15：30 21,780円

G012 やさしい日本画 徳永 映子 第2・4（木）18：00 15,180円

G013 松師古の「心だより」はがき絵 田所 史子 第1・3（火）13：30 21,780円

G014 松師古の｢心だより｣はがき絵 松師古 第3（日）14：00 13,200円

G015 ペーパー・スクリーン
版画教室 大場 敬介 第1・3（火）17：30 23,100円



※新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた皆さまにお見舞い申しあげます。諸般の事情により営業日・営業時間が変更となる場合がございます。電話ま
たは、公式ホームページにてご確認ください。※価格はすべて税込みです。※学IWATAYAは会員制です。（公開講座を除く）※講座により教材費、その他
費用が発生します。 ※最低受講人員に達しないときは、講座を中止または延期することがあります。

講座
コード 伝統と文化 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

L001 はじめての「水引工芸」 内野 敏子 第4（水）13：30 19,800円

L002 自然派金継 石橋 茜ほか 第2・4（木）13：30 26,400円

L003 「和本」と「和綴じ」を学ぶ 倉本 優子 第1（金）13：30 12,540円

L004 季節を楽しむお香あそび つる子 第4（火）13：30 12,540円

L005 てのひら盆栽 櫻木 千絵 第2（火）10：30 11,550円

L006 きもの着付入門・
上級教室（山野流） 高田 純子 第2・4（金）15：30 24,090円

L007 きもの着付教室（本科〜講師科） 平田 進代ほか 第1・3（火）15：30 24,090円

L008 伊賀の｢くみひも｣ 平田 進代ほか 第2・4（水）15：30 23,100円

L009 般若心経入門 藤本 善光 第4（水）15：30 11,550円

L010 華道・池坊 佐藤 華春 第1・3（金）16：00 25,080円

L011 華道・草月流 重田 青嶺 第2・4（水）15：30 25,080円

L012 茶道・表千家不白流（立礼式） 播磨 宗桂 第1・3（木）17：30 19,800円

L013 茶道・裏千家（立礼式） 古賀 宗公 第2・4（木）13：30 29,700円

L014 プロ棋士に学ぶ将棋教室
（大人クラス） 水町 みゆほか 第1・3（日）13：30 36,300円

講座
コード 手芸クラフト 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

M001 ナンタケットバスケット 新山 みどり 第1・3（水）10：30 33,000円

M002 ナンタケットバスケット 新山 みどり 第1・3（水）13：00 33,000円

M003 オリジナル・ビーズ・ジュエリー 田中 智恵 第2・4（火）10：30 23,100円

M004 オリジナル・ビーズ・ジュエリー 田中 智恵 第1・3（水）18：00 16,500円

M005 ビーズステッチ＆ビーズ刺しゅう 今林 かずよ 第2・4（土）10：30 23,100円

M006 淡水パールアクセサリーレッスン くさかべ みかこ 第1（土）13：30 12,540円

M007 淡水パールアクセサリーレッスン くさかべ みかこ 第3（木）10：30 12,540円

M008 戸塚刺しゅう 矢野 幸枝 第1・3（火）13：30 21,450円

M009 北欧生まれの「ハーダンガー刺繍」 川上 祐子 第1（金）10：30 12,540円

M010 北欧生まれの「ハーダンガー刺繍」 川上 祐子 第1（木）10：30 12,540円

M011 韓国伝統手芸 ポジャギ 劉 由美子 第2（木）13：30 14,850円

M012 カルトナージュ 辻塚 雅子 第4（月）13：30 14,850円

M013 ザルツブルガーゲシェンク 麻生 さやか 第2（木）10：30 13,200円

M014 北欧じゅうたん「ダネラ」 小宮 和子 第2・4（水）10：30 21,450円

M015 こぎんとさしこ 高橋 桂子 第1・3（金）10：30 21,450円

M016 こぎんとさしこ 高橋 桂子 第1・3（水）10：30 21,450円

M017 伝統美「日本刺繍」 手島 米子 第4（木）10：30 15,675円

M018 編み物レッスン 木村 えりか 第1・3（日）10：30 21,450円

M019 編み物レッスン 木村 えりか 第1・3（木）10：30 21,450円

講座
コード 美と健康 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

O001 ヴィジョントレーニング 小松 佳弘 第4（金）13：30 13,200円

O002 ヴィジョントレーニング 小松 佳弘 第3（木）18：30 9,900円

O003 滑舌エクササイズ 大島 こずえ 第2・4（金）13：30 21,450円

講座
コード 子ども 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

Q001 こどものクラシックバレエ教室
（中学生以上） 久野 由美子 毎週（日）18：00 29,040円

Q002 こどものクラシックバレエ教室
（小学校4年生以上） 久野 由美子 第2・4（火）18：00 14,520円

Q003 こどものクラシックバレエ教室
（3才〜未就学児） 久野 由美子 第1・3（日）15：00 13,530円

Q004 こどものクラシックバレエ教室
（小学校1〜3年） 久野 由美子 毎週（日）15：00 33,660円

Q005 こどものクラシックバレエ教室
（小学校4〜6年生） 久野 由美子 毎週（日）16：20 35,640円

Q006 プロ棋士に学ぶ将棋教室
（ジュニアクラス／小学生対象） 水町 みゆ 第1・３（日）15：30 33,000円

講座
コード エクササイズ・ダンス 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

P001 「ヨガ」入門 永濱 清子 第1・3（火）10：30 21,450円

P002 ヨガ 永濱 清子 第2・4（月）10：30 21,450円

P003 シニアのためのゆっくりヨガ 柿原 美奈子 第1・3（木）13：30 21,450円

P004 “ゆったりペース”のヨガ Myu（みゆ） 第2・4（水）18：30 14,850円

P005 “ゆったりペース”のヨガ Myu（みゆ） 第2・4（土）10：30 21,450円

P006 癒しのゆっくりヨガ 吉田 由里 第1・3（土）15：50 21,450円

P007 はじめてのヨガ 大島 こずえ 第2・4（月）13：30 21,450円

P008 肩甲骨＆骨盤エクササイズ 大島 こずえ 第1・3（木）18：30 14,850円

P009 肩甲骨＆骨盤エクササイズ 大島 こずえ 第2・4（木）10：30 21,450円

P010 シニアのための「ピラティス」 植田 亜紀子 第2・4（水）10：30 22,770円

P011 シニアのための「ピラティス」 植田 亜紀子 第1・3（水）10：30 22,770円

P012 ピラティス（少人数制） 植田 亜紀子 第1・3（水）13：00 33,000円

P013 ピラティス 梅野 陽子 第2・4（土）14：30 21,450円

P014 ヤムナ＆ピラティス 荒木 統子 第1・3（金）13：30 22,770円

P015 筋膜リリース・ストレッチ 上村 征二 第2・4（水）13：30 22,770円

P016 筋膜リリース・ストレッチ 上村 征二 第1・3（月）10：30 22,770円

P017 ストレッチバレエ・エクササイズ 吉富 朋江 第1・3（木）10：30 19,800円

P018 リズム体操&ストレッチ 中島 ルミ子 第1・3（火）13：00 21,450円

P019 はじめての「太極拳」 川原 恵子 第1・3（火）18：30 13,200円

P020 ゆっくり楽しむ太極拳
〜ヘルスアップタイチー〜 川原 恵子 第2・4（木）13：30 23,100円

P021 太極拳 山崎 恵子 第2・4（金）18：00 16,500円

P022 大人からはじめる
「クラシックバレエ」（入門クラス） 長谷川 さくら 第2・4（火）10：30 19,800円

P023 大人からはじめる
「クラシックバレエ」（初級） 長谷川 さくら 第2・4（火）11：40 19,800円

P024 大人になって始めるバレエ 八尋 由紀 第1・3（金）10：30 19,800円

P025 大人のクラシックバレエ教室 久野 由美子 第2・4（土）13：00 19,800円

P026 ハッピーフラ 中嶋 美幸 第1・3（土）13：30 23,100円

P027 “ハッピーフラ”「入門クラス」 中嶋 美幸 第1・3（日）13：00 23,100円

P028 「ベリーダンス」（経験者クラス） Haruhi 第1・3（日）10：30 21,450円

P029 「ベリーダンス」（入門クラス） Haruhi 第1・3（日）11：45 21,450円

P030 大人のベリーダンス YUKARI 第2・4（木）18：30 14,850円

P031 「ラクンバ」 ネデル 第2・4（火）13：30 19,800円

P032 関岡マークと踊る
Tik Tokダンスレッスン 関岡 マーク 第4（日）10：30 13,200円

◇ 講座のお申込みは岩田屋本店 本館7階「学IWATAYA」レセプションにて承っております。
◇ 学IWATAYAは会員制です。（4,400円／1年間有効、ご本人名義のMIカードプラスをお持ちの方は2,200円）
◇ 講座受講開始月の前月20日までにお申込みください。（一部受付締切りの異なる講座もございます。）
◇ お問合せ先／092-721-1111（内線6781）

講座
コード ライフスタイル 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

K001 フラワーアレンジメント 副島 三煌ほか 第2・4（木）10：30 39,600円

K002 クリエイティブフローラルデザイン 副島 正英 第2（土）13：30 23,100円

K003 井上 博登の
「フラワーアレンジレッスン」 井上 博登 第２・４（火）10：30 39,600円

K004 バラ尽くしの
フラワーアレンジメント 蓼沼 秀香 第1（土）10：30 26,400円

K005 パリスタイルの
フラワーアレンジ入門 朝妻 亜希子 第1（水）10：30 26,070円

K006 Nicolai Bergmann Flower Lesson 山元 大祐 第1（日）10：30 52,800円

K007 Nicolai Bergmann Flower Lesson 山元 大祐 第1（日）13：30 52,800円

K008 Nicolai Bergmann Flower Lesson 山元 大祐 第1（日）16：00 52,800円

K009 プリザーブドフラワー
アレンジレッスン 高橋 美奈子 第3（木）13：30 12,540円

K010 さよなきどりの
ドライフラワーレッスン nao 第3（水）10：30 12,540円

K011 ガーデニングサロン 石井 康子 第2（金）13：30 24,090円

K012 家族をもてなす
ワンランク上の暮らし術 原田 陽子 第3（木）13：30 13,200円

講座
コード 手芸クラフト 講師名 曜日・時間 受講料

（3ヵ月前納）

M020 タティングレース 谷岡 幸子 第1（金）10：30 12,540円

すべての講座の詳細は
「学IWATAYA」
ホームページを
ご覧ください。


