
注意事項

●日程・授業内容は、変更する場合があります。
●定員になり次第締め切らせていただきますが、定員に
　満たない場合は延長して募集を行います。募集期間の
　延長や人数はホームページを都度ご確認ください。
●開講後のコース変更および受講料は返金できません。
●受講料には消費税が含まれています。
●新型コロナウイルス感染症の状況により、
　各講座が開講できない場合は、受講料を返金します。
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頭脳スポーツ講座頭脳スポーツ講座頭を使って学ぶ頭を使って学ぶ ※締切日以降の募集状況については
 webサイトをご確認ください。

※締切日以降の募集状況については
 webサイトをご確認ください。
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カルチャー講座カルチャー講座楽しく学ぶ楽しく学ぶ

2022年度 10月開講 秋期講座のご案内2022年度 10月開講 秋期講座のご案内

秋の
全30講座

秋の
全30講座

受 講 生 募 集受 講 生 募 集
web申込みはこちらweb申込みはこちら

※募集状況については
 webサイトをご確認ください。

※募集状況については
 webサイトをご確認ください。
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㉒無料将棋体験 駒の動かし方から始める超入門 定員10名

■講師︓寺谷　睦 日本将棋連盟公認将棋指導員
将棋をまったく知らない方のための体験講座です。駒の種類・動か
し方から始めたい人に、将棋の基本的なルールをていねいに説明し
ます。将棋に興味のある方は、子どもから大人まで気軽にご参加く
ださい。
※新規の初心者に限らせていただきます。
※幼児は、保護者の同伴が必要です。

開講日時 10/1（土）10:00～12:00

9/30（金）申込締切日 無料受講料

受付終了受付終了

①はじめよう︕リラックスヨガ 定員15名

■講師︓山内　愛 （大阪商業大学 非常勤講師） 

10/7・14・21、11/4・11・18・25、
12/2・9・16・23、1/13・20・27、2/3（金）

開講日

全米ヨガアライアンス認定インストラクター・健康運動指導士
身体をすみずみまで伸ばしながら呼吸を深め、心身の疲労回
復を促しましょう。ゆっくり進めていきますので、ヨガが初
めての方やシニアの方にも安心してご参加いただけます。
※期間中最大３回まで、午前・午後の時間帯の振替受講が可能です。

※午前・午後、
どちらかのクラス
をお選び下さい。

9:15～10:15
15,000円受講料

時 間
午前クラス

14:45～15:45
15,000円受講料

時 間
午後クラス

全15回

受付終了受付終了

②アンチエイジング♪
　リンパケアストレッチ
■講師︓山城　敦子 予防医学 リンパ健康セラピスト
ストレッチで身体をほぐし、ボディークリームを使っ
たセルフマッサージで全身のリンパケアを楽しんでみ
ませんか︖美容と健康を手軽に日常に取り入れ、免疫
力UP︕が期待できるメニューをご用意しております。
リンパケアで癒しの時間をぜひご体感ください。

10/7・21、11/4・18、
12/2・16、1/13・27（金）
11:45 ～ 12:45

開講日時

12,000円受講料

定員8名
全8回

満員御礼満員御礼

㉘無料囲碁体験 囲碁講座＆囲碁大会（3局打） 定員10名

■講師︓森野　節男 関西棋院棋士九段
一目強くなる囲碁講座。初心者でもOK、指導碁もあります。
囲碁大会には、参加賞があります。気軽にご参加ください。
※新規申し込みの方に限らせていただきます。

開講日時 10/8（土）13:00～15:00

10/7（金）申込締切日 無料受講料

満員御礼満員御礼
㉓無料将棋体験 プロ棋士に挑戦（将棋対局） 定員10名

■講師︓増田　裕司 日本将棋連盟棋士六段
将棋の戦い方を身につけ、もっと強くなりたい方の体験講座です。
“勝つための将棋”をプロ棋士から学んでみませんか。
※新規の上級位者から有段者（四段まで）に限らせていただきます。

開講日時 10/8（土）10:00～12:00

10/7（金）申込締切日 無料受講料

受付終了受付終了

㉗無料囲碁体験 いちから始める囲碁入門 定員10名

■講師︓森野　節男 関西棋院棋士九段
世界70カ国以上で遊ばれている頭脳スポーツ・囲碁を楽しみながら
体験してみませんか。興味がある方は、気軽にご参加ください。入
門の方には九路の紙碁盤セットと入門書のプレゼントがあります。
※新規申し込みの方に限らせていただきます。

開講日時 10/8（土）10:00～12:00

10/7（金）申込締切日 無料受講料

受付終了受付終了

③座ってタップ︕
　腰掛タップダンスⓇ

つまづき、転倒防止にピッタリの
健康維持法。リズミカルな曲に合
わせて楽しくレッスン。筋力アッ
プ・脳トレにも効果的︕座ってす
るので、転倒の心配ナシ。

10/17・24、
11/7・14・21・28（月）
11:00 ～ 12:00

開講日時

9,000円受講料

■講師︓安達　幸恵 腰掛タップダンスⓇ公式インストラクター

定員15名
全6回

受付終了受付終了

㉔入門～初級 定員10名

■講師︓寺谷　睦 日本将棋連盟公認将棋指導員
初心者から級位者の方や、もう一度しっかり将棋
を覚えたい方が対象です。駒の動かし方から初歩
の指し方まで、受講者それぞれのレベルに応じて
講義と指導対局を行います。
※有段者はレベルアップを受講してください。

開講日時 10/15、11/5、12/3・17、1/7（土）10:00～12:00

10/14（金）申込締切日 6,500円受講料

受付終了受付終了
㉕レベルアップ 定員10名

■講師︓増田　裕司 日本将棋連盟棋士六段
初段から四段を目指す級位者以上の方が対象です。
受講者の目標に沿って、定跡の講義と実践に取り組
みます。普段なかなか指す機会がない方、もう一段
上の棋力の伸びを感じたい方は、ぜひ受講してみて
ください。

開講日時 10/27、11/10・17・24、12/1・8・15・22
1/12・19（木）18:30～20:30
10/26（水）申込締切日 16,000円受講料

受付終了受付終了
㉖アマトップ選手による将棋講座 定員8名

■講師︓古作　登 大阪商業大学 アミューズメント産業研究所主任研究員
アマ級位者から五段以上を目指す人
プロの最新棋譜の大盤解説と多面指しの指導対局を行います。アマ
級位者から五段以上を目指す人まで、レベルに応じて学んでいける
内容です。

開講日時 11/1・8・15（火）18:30～20:00

10/31（月）申込締切日 5,000円受講料

受付終了受付終了

㉙入門～初級 定員10名

■講師︓森野　節男 関西棋院棋士九段
初心者の方や囲碁の基本知識を持っている方が対象です。ルールや
楽しむために必要な知識を丁寧に指導します。入門の方には九路の
紙碁盤セットと入門書のプレゼントがあります。最後には段級の認
定も行います。

開講日時 11/5・12、12/3・10・17・24
1/21・28、2/4・18（土）10:00～12:00
11/4（金）申込締切日 10,000円受講料

受付終了受付終了
㉚レベルアップ 定員10名

■講師︓森野　節男 関西棋院棋士九段
上級位者から有段者が対象です。プロ棋士に
よる実践解説、対局を通して棋力アップを実
感していただける事でしょう。また、インス
トラクター認定証を発行し、入門教室を開講
するための支援などの特典が与えられます。
最後には段級の認定も行います。
開講日時 11/5・12、12/3・10・17・24

1/21・28、2/4・18（土）13:00～15:00
11/4（金）申込締切日 18,000円受講料

受付終了受付終了



⑯はじめての朗読

10/12・26、11/9、12/14（水）開講日時

6,000円受講料
10:30 ～ 12:00

■講師︓三岡　康明 日本朗読会話連盟主宰
朗読とは、その作品を理解し、最も良い形で音声表現する
ことをいいます。その時、あなたはどんな声で本を読みま
すか︖力んだ声で読みますか︖それとも、笑顔で読みます
か︖上手に読むより、本を、楽しく読みたい講座です。

定員15名
全4回
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⑭朗読～聲に戀する～

10/5・12・19・26、11/2・9・16、開講日時

15,000円受講料
12/7・14・21（水）13:45 ～ 15:45

「燈下親しむの候、読書の秋ですね」と手紙の書き出し。
秋は読書の季節であることに異論はありませんが、春も、
夏も、冬も、読書の季節でありたいのです。本を、楽しく
声に出して読み、作品の世界に浸り、本との一期一会を大
切にしたいのです。

■講師︓三岡　康明 日本朗読会話連盟主宰

⑮朗読～聲に戀する～（特別講座）

1/11・18・25、2/1・8・22、3/1・8・15・22（水）開講日時

15,000円受講料
前半クラス13:45～15:15 後半クラス15:30～17:00

３月の発表会に向けての練習の日々。自身の想像の翼を
大いに拡げ、声を磨き。その豊かな声の表現だけで築
く、「あなたらしい朗読の世界」を目指して。

■講師︓三岡　康明 日本朗読会話連盟主宰

定員15名
全10回

定員15名
全10回

※クラス分けは申込み後に調整します。

満員
御礼
満員
御礼

④味わいのある筆ペン書道

■講師︓てらさわ　ひろみ 書家・デザイン書道作家

筆ペン1本から始められる筆文字
の世界。はじめての方でもきちん
とした作品を作る事ができます。
作品には趣のあるはんこを捺して
仕上げます。講師の手本を参考に
制作しますので、字の苦手な方も
気軽に参加して頂けます。素敵な
作品を一緒につくりましょう。

10/3・17、11/7・21、開講日時

12,800円+教材費3,200円＋筆ペン代500円受講料
12/5・19、1/16・30（月）14:00 ～ 15:30

定員8名
全8回

受付終了受付終了

⑰韓国ドラマをより楽しもう︕
　韓国語超入門
■講師︓白　姫恩 韓国語教材著者・韓国語弁論大会審査員
愛の不時着︕梨泰院クラス︕など韓国ドラマを見て韓国や韓国
語に興味を持った方︕韓国ドラマも楽しめる韓国語や韓国文化
を学んでみませんか︖新版口を鍛える韓国語作文シリーズの人
気著者“情熱白先生”が楽しく明るく韓国語や韓国文化を教えま
す。この機会に皆さんと一緒に学んでみましょう～全く初めて
勉強する方、独学、もしくは、１度勉強したが忘れた方にもお
勧めします。

22,500円+テキスト代1,650円
(テキスト︓オリジナルテキスト)

受講料

10/4・11・18、11/1・8・15、
12/6・13・20、1/10・17・24、
2/7・14・21（火）
10:00 ～ 11:30

開講日時

定員10名
全15回

受付終了受付終了

⑱始めてみよう韓国語
　　［入門～初級］

■講師︓嚴　美鈴 大阪経済法科大学 アジア研究所 客員研究員
韓国語は語順や漢字語など、日本
語と多くの類似性が認められる言
葉です。従って、韓国語は、日本
語を母国語とする学習者にとって
は、非常に学習しやすい言語であ
ると言えます。本講座では、基本
文字の成り立ちを理解し正しい発
音ができるようにします。基本文
型を学び簡単な日常会話ができる
ことを目指します。

10/4・11・18・25、
11/1・8・15・22・29、
12/6・13・20、
1/10・17・24（火）
16:00 ～ 17:30

開講日時

22,500円受講料

定員10名
全15回

受付終了受付終了

英会話 各講座 定員10名

22,500円受講料

10/4・11・18・25、11/1・8・15・22・29、12/6・13・20、
1/10・17・24（火）17:00 ～ 18:30

開講日時

やさしいレベルを卒業し、楽しいクラスへ入れるか不
安な方に適した中間レベルのクラスです。毎週トピッ
クを決め、実践的な会話表現の学習をしています。受
講生の方に楽しい雰囲気で英会話ができる機会を持っ
ていただけるように授業を進めていきます。

⑳さくら日常英会話［初級～］

■講師︓Patrick R. Polen 本学非常勤講師

22,500円+テキスト代2,035円受講料

10/6・13・20・27、11/10・17・24、
12/1・8・15・22、1/12・19・26、2/2（木）
16:20 ～ 17:50

開講日時

英語の基礎、基本表現をもとに
受講者のレベルに応じたコミュ
ニケーション重視の授業を行い
ます。英語学習から随分離れている方、自信がない方
も気軽に受講して下さい。挨拶表現、スポーツについ
てや最近の出来事など、毎週トピックを決め実践的な
会話表現を学習していきます。
テキスト:Top Notch Level 1(3E) Student Book A with workbook

⑲基礎から始める英会話［入門～］

22,500円+テキスト代2,035円受講料

10/7・14・21・28、11/4・11・18・25、12/2・9・16・23、
1/13・20・27（金）17:00 ～ 18:30

開講日時

㉑上級英会話［中級～］
このコースでは授業中に積極的に会話に参加し、基本
的なコミュニケーションの向上を目指します。
テキスト:Top Notch Level 3(3E) Student Book A with workbook

各講座 全15回

受付
終了
受付
終了

⑬～「今」 「ここに」 心を置いて、
 　豊かな人生を学ぶ～

■講師︓申　英子 
この講座は、マインドフルネス瞑想のあとに、優れた
テキストを媒体として、受講生が自分と他者とのいい
関係を築き、人生をより良く生きることを学びます。
誰しもが迎える人生の終わりも視野にいれて考え、学
び、自他を愛することを学びましょう。

18,000円受講料

10/5・12・19・26、開講日時
11/2・9・16・30、

米国＆日本ハコミ研究所認定セラピスト
日本スピリチュアルケア学会指導資格

12/7・14・21、

2/1（水）10:30 ～ 12:00

定員8名
全15回

1/11・18・25、

受付終了受付終了

⑧季節の折り紙

■講師︓中里見　順子 東大阪市折り鶴の会 折り紙講師

季節の折り紙で作品作りをしてみま
せんか。折り紙を折ることで、指先
を動かし、脳を活性化させることが
できます。ただ折るだけではなく、
折り紙であっと驚く作品を作ってみ
ませんか︖

10/7・14、開講日時

3,000円+材料費3,000円受講料

11/4・25、

定員8名
全6回

12/9・23（金）13:30 ～ 15:30

受付終了受付終了

⑤パールビーズで作る
　グルーデコⓇ・アクセサリー
■講師︓湊　三貴子 一般社団法人日本グルーデコ協会認定講師

大人気のハンドワークグルーデコⓇを
始めてみませんか。初心者の方にも
楽しんでいただけるような、クリス
タルとパールのセットアップアクセ
サリーを全3コースで。
①クリスタルチャームのパールブレ
スレット②ロンデルのY字ロングネッ
クレス③パールリングを作ります。

10/11・25、11/8・22、開講日時

9,000円+材料費7,000円受講料
12/6・20（火）14:00 ～ 16:00

定員8名
全6回

受付終了受付終了

受付終了受付終了

⑦大人可愛いポーセラーツ

■講師︓東原　エリコ ヴォーグ社 ポーセラーツ認定講師

10/13・27、11/10・24、開講日時

9,000円+材料費4,500円受講料
12/8・22（木）13:00 ～ 15:00

ポーセラーツとはシール感覚で使える転写紙で陶器や
ガラスに簡単に絵付けできる新しいクラフトです。制
作後の作品は食洗機、レンジの使用可能です。

①洋食器セット
②キッズプレート 3 点セット
③インテリア３点セット
　（A ストロベリー、B マリメッコ）
④振袖和柄急須セット

定員8名
全6回

選べるコース ※作品の仕上り状況により、コース追加が可能 ( 材料費別途 )受付終了受付終了

⑫ジャズの世界を知ろう︕ 定員15名

■講師︓桑島　紳二 大阪商業大学 教員（芸術社会学）

ジャズの魅力を楽しく知ろう︕
「そもそもどんなものをジャズと
いうの︖」「ジャンルが多くてや
やこしい︕」ジャズがまったくわ
からない方でも気軽に受けること
ができる講座です。現在でも深く
愛されているジャズの魅力を楽し
く学べます。

10/17・31、11/7・28、開講日時

3,000円受講料
12/5・19（月）15:30 ～ 17:00

全6回

満員御礼満員御礼

⑥はじめての石鹸彫刻
　（ソープカービング）
■講師︓來山　久美子 カービング教室チェンマイ主宰

香りの良いカラフルな石鹸で、インテ
リアやプレゼントにも喜ばれる季節ご
との花を彫ります。使う道具はナイフ
１本だけなので手軽に始められます。
※タイカービング専用ナイフをお持ち
でない方は講座当日に講師よりご購入
願います。（税込1,000円）

10/19、11/16・30、12/21、開講日時

9,000円+材料費980円（ナイフ代別途）受講料
1/11・18（水）15:00 ～ 17:00

定員8名
全6回

受付終了受付終了

⑨丸い LED キャンドルホルダー
　＆フラワーコサージュ
■講師︓LilasMiel (リラミエル) 銀座スタジオエス認定講師

プリザーブドやドライ・アートフラ
ワーを使ってお花の雑貨を作ってみ
ませんか︖LEDキャンドルホルダー
は丸いグラスにお好きな花材を入れ
てジェルを流し込み固めます。フラ
ワーコサージュは、お花やリボン・
レース等を使って普段使いできるお
洒落なコサージュ作りです。

10/22、11/5（土）開講日時

2,600円＋材料費3,700円受講料
10:30 ～ 12:00

定員8名
全2回

受付終了受付終了

⑩つまみ細工 de
　つくる和モノ雑貨
■講師︓中村　亜紀 ハンドメイドMELK

ハギレやちりめん布を使ってつまみ
細工で作る花の世界。生花だとお手
入れが大変で枯れちゃうけど、つま
み細工で作った花は枯れないし、い
ろんな種類のお花ができます。ま
た、各講座ごとにキーホルダーや
チャーム等、ひとつの作品が出来上
がります。

11/19・26（土）開講日時

6,000円＋材料費2,500円受講料
14:00 ～ 15:30

定員8名
全2回

受付終了受付終了

⑪スパイスを知ろう︕
　　スパイスの魅力を発見 定員15名

■講師︓上川　裕子 ハウス食品 スパイスマスター
実は、普段の生活の中で様々な形
で親しまれているスパイス。「難
しそう」「どんな味になるかわか
らない」と一歩踏み出せない方も
大丈夫︕小さな粒に秘められたた
くさんの魅力をわかりやすくお届
けします。皆さん一緒にスパイス
の世界を知ってみませんか︖

12/20(火) 
14:00～15:00

開講日時

無料受講料
※11/15(火) 満員御礼

各1回

受付終了受付終了



受講
開始

入金確認後、受講申込書
完了通知書を送付します

大　学
受講料・教材費等を
指定口座にお振込みください
★現金の受付は出来ません

受講生

受講生
特典

大阪商業大学図書館
「U-メディアセンター
 GATEWAY」の無料利用
※無料利用期間は、開講初日から2023年3月末までとなります。

開館時間︓平日 8時～22時 / 土 9時～18時
　　　　　日祝 9時～17時半
(大学の授業期間外、行事などで変更になる場合があります。)
※3コマ以上の有料講座を受講している高校生以上の方が対象

受講生
特典

継続して受講される方が新規申込者を
ご紹介いただくと、
図書カード(500円券)1枚を
プレゼント
※3コマ以上の有料講座を受講している方が対象

大阪商業大学在学生とそのご家族（両親・兄弟姉妹）及び卒業生は受講料の割引制度がありますので、
お気軽にお申し出ください。

お申込先︓お申込先︓〒577-8505
大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10 大阪商業大学 総合交流支援課

※この申込書に記入いただきました皆様の個人情報は、安全かつ適切な管理を行います。また、これらの個人情報は、講座のご案内以
外に本学が行う各種行事（公開講座、セミナー、大学祭など）のご案内に利用する場合があります。なお、これらの情報が不要な場合
は右記□欄に✓を付けてください。 □情報提供不要

お申込みの流れ

秋期 カルチャー講座 受講申込書
FAX:06-6785-6133

日程・内容、受講料、
振込先を案内します

大　学

FAX・web・郵送の
いずれかでお申込みください

受講生

フリガナ

氏　名

住　所

職　業

生年月日
（西暦）

連絡先

メール

自 宅

携 帯

FAX

本学学生またはその
保護者・兄弟姉妹

本学卒業生

学籍番号 続 

柄

学科
卒業年

－　　　　　　　　－

－　　　　　　　　－

－　　　　　　　　－

〒

年　 　月　 　日

専業主婦・パート・アルバイト・会社員・自営業・学生(本学・その他)・本学教職員・その他(　　　　　　　　)

太枠は必ずご記入ください。(連絡先欄は日中連絡がとれる連絡先をいずれか1つ以上ご記入願います)

URL http://ouc.daishodai.ac.jp/public/culture_lec/

大商大カルチャー 検索
WEB 申込・各講座の詳細はこちら ※締切日以降の募集状況については、

　web サイトをご確認ください。

健康・運動

趣味・教養

 ▢ ①はじめよう︕リラックスヨガ
　　  ▢ 午前 9:15～10:15
　　  ▢ 午後 14:45～15:45

 ▢ ②アンチエイジング♪リンパケアストレッチ

 ▢ ③座ってタップ︕腰掛タップダンスⓇ

 ▢ ④味わいのある筆ペン書道

 ▢ ⑤パールビーズで作るグルーデコⓇ・アクセサリー

 ▢ ⑥はじめての石鹸彫刻（ソープカービング）

 ▢ ⑦大人可愛いポーセラーツ

趣味・教養
 ▢ ⑧季節の折り紙

 ▢ ⑨丸いLEDキャンドルホルダー＆フラワーコサージュ

 ▢ ⑩つまみ細工deつくる和モノ雑貨

 ▢ ⑪スパイスを知ろう︕スパイスの魅力を発見
　　　▢12/20

 ▢ ⑫ジャズの世界を知ろう︕

 ▢ ⑬～「今」「ここに」心を置いて、豊かな人生を学ぶ～

 ▢ ⑭・⑮朗読～聲に戀する～
　　  ▢通常講座
　　  ▢特別講座　※特別講座のみの受講はできません

 ▢ ⑯はじめての朗読

英語・韓国語

 ▢ ⑲基礎から始まる英会話［入門～］
　  →テキスト　▢　要　▢　不要

 ▢ ⑳さくら日常英会話［初級～］

 ▢ ㉑上級英会話［中級～］
　  →テキスト　▢　要　▢　不要

 ▢ ⑰韓国ドラマをより楽しもう︕韓国語超入門

 ▢ ⑱始めてみよう韓国語［入門～初級］



URL http://ouc.daishodai.ac.jp/public/culture_lec/

大商大カルチャー 検索
WEB 申込・各講座の詳細はこちら ※締切日以降の募集状況については、

　web サイトをご確認ください。

受講
開始

入金確認後、受講申込書
完了通知書を送付します

大　学
受講料・教材費等を
指定口座にお振込みください
★現金の受付は出来ません

受講生

受講生
特典

大阪商業大学図書館
「U-メディアセンター
 GATEWAY」の無料利用
※無料利用期間は、開講初日から2023年3月末までとなります。

開館時間︓平日 8時～22時 / 土 9時～18時
　　　　　日祝 9時～17時半
(大学の授業期間外、行事などで変更になる場合があります。)
※3コマ以上の有料講座を受講している高校生以上の方が対象

受講生
特典

継続して受講される方が新規申込者を
ご紹介いただくと、
図書カード(500円券)1枚を
プレゼント
※3コマ以上の有料講座を受講している方が対象

大阪商業大学在学生とそのご家族（両親・兄弟姉妹）及び卒業生は受講料の割引制度がありますので、
お気軽にお申し出ください。

お申込先︓お申込先︓〒577-8505
大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10 大阪商業大学 学術研究事務室

※この申込書に記入いただきました皆様の個人情報は、安全かつ適切な管理を行います。また、これらの個人情報は、講座のご案内以
外に本学が行う各種行事（公開講座、セミナー、大学祭など）のご案内に利用する場合があります。なお、これらの情報が不要な場合
は右記□欄に✓を付けてください。 □情報提供不要

お申込みの流れ

秋期 頭脳スポーツ講座 受講申込書
FAX:06-4306-3035

日程・内容、受講料、
振込先を案内します

大　学

FAX・web・郵送の
いずれかでお申込みください

受講生

フリガナ

氏　名

住　所

職　業

生年月日
（西暦）

連絡先

メール

自 宅

携 帯

FAX

本学学生またはその
保護者・兄弟姉妹

本学卒業生

学籍番号 続 

柄

学科
卒業年

－　　　　　　　　－

－　　　　　　　　－

－　　　　　　　　－

〒

年　 　月　 　日

専業主婦・パート・アルバイト・会社員・自営業・学生(本学・その他)・本学教職員・その他(　　　　　　　　)

太枠は必ずご記入ください。(連絡先欄は日中連絡がとれる連絡先をいずれか1つ以上ご記入願います)

無料体験講座は、新規の方のみ受講できます。今回無料体験講座をご希望の方は新規のお申込みですか︖
□　はい　　□　いいえ

将棋 囲碁

 ▢ ㉒無料将棋体験
　　  駒の動かし方から始める超入門

 ▢ ㉓無料将棋体験
　　  プロ棋士に挑戦（将棋対局）

 ▢ ㉔将棋 入門～初級

 ▢ ㉕将棋 レベルアップ

 ▢ ㉖将棋 アマトップ選手による将棋講座

 ▢ ㉗無料囲碁体験 いちから始める囲碁入門

 ▢ ㉘無料囲碁体験 囲碁講座＆囲碁大会（3 局打）

 ▢ ㉙囲碁 入門～初級

 ▢ ㉚囲碁 レベルアップ




