
【ペン字】　本科、研究科は月3回、師範はペン字1・3、競書はペン字2・3が在籍クラスです。

クラス 時間 講師 クラス 時間 講師 クラス 時間 講師 クラス 時間 講師

07/01 金 ペン字1 18：30～20：30 岡田

ペン字1 10：00～12：00 大平 ペン字専攻1 13：00～15：00 依田 ペン字1 15：45～17：45 依田

ペン字1 13：15～15：15 鈴木(静) ペン字1 16：00～18：00 大岡

ペン字1 13：45～15：45 大岡

07/03 日 ペン字1 10：30～12：30 和田山

07/05 火 ペン字1 19：00～21：00 和田山

07/06 水 ペン字1 10：00～12：00 瀬間 ペン字1 13：00～15：00 大岡

07/07 木 ペン字1 15：30～17：30 岡田 ペン字1 18：30～20：30 依田

07/08 金 ペン字2 18：30～20：30 岡田

ペン字2 10：00～12：00 大平 ペン字2 13：15～15：15 鈴木(静) ペン字2 16：00～18：00 大岡

ペン字2 13：45～15：45 大岡

07/10 日 ペン字2 10：30～12：30 和田山

07/12 火 ペン字2 19：00～21：00 和田山

ペン字2 10：00～12：00 瀬間 ペン字専攻1 13：00～15：00 依田

ペン字2 13：00～15：00 大岡

07/14 木 ペン字2 15：30～17：30 岡田 ペン字2 18：30～20：30 依田

07/15 金 ペン字3 18：30～20：30 岡田

ペン字3 10：00～12：00 大平 ペン字専攻2 13：00～15：00 依田 ペン字2 15：45～17：45 依田

ペン字3 13：15～15：15 鈴木(静) ペン字3 16：00～18：00 大岡

ペン字3 13：45～15：45 大岡

07/17 日 ペン字3 10：30～12：30 和田山

07/19 火 ペン字3 19：00～21：00 和田山

ペン字3 10：00～12：00 瀬間 ペン字専攻2 13：00～15：00 依田

ペン字3 13：00～15：00 大岡

07/21 木 ペン字3 15：30～17：30 岡田 ペン字3 18：30～20：30 依田

注意

・無断欠席された日のお振替は承りません。お振替は月内に限り承ります。前日の18時までにご連絡をお願いいたします。

・ご休学は前月中に申請をお願いいたします。

・都合により、授業日程や講師に変更が出る場合がございます。誠に恐れ入りますが、予めご了承ください。

2022年07月

朝 昼 夕 夜
日付 曜日

07/02 土

07/09 土

07/13 水

07/16 土

07/20 水



クラス 時間 講師 クラス 時間 講師 クラス 時間 講師 クラス 時間 講師

08/02 火 ペン字1 19：00～21：00 和田山

08/03 水 ペン字1 10：00～12：00 瀬間 ペン字1 13：00～15：00 大岡

08/04 木 ペン字1 15：30～17：30 岡田 ペン字1 18：30～20：30 依田

08/05 金 ペン字1 18：30～20：30 岡田

ペン字1 10：00～12：00 大平 ペン字専攻1 13：00～15：00 依田 ペン字1 15：45～17：45 依田

ペン字1 13：15～15：15 鈴木(静) ペン字1 16：00～18：00 大岡

ペン字1 13：45～15：45 大岡

08/07 日 ペン字1 10：30～12：30 和田山

08/09 火 ペン字2 19：00～21：00 和田山

ペン字2 10：00～12：00 瀬間 ペン字専攻1 13：00～15：00 依田

ペン字2 13：00～15：00 大岡

08/12 金 ペン字2 18：30～20：30 岡田

ペン字3 10：00～12：00 瀬間 ペン字専攻2 13：00～15：00 依田

ペン字3 13：00～15：00 大岡

08/18 木 ペン字2 15：30～17：30 岡田 ペン字2 18：30～20：30 依田

08/19 金 ペン字3 18：30～20：30 岡田

ペン字2 10：00～12：00 大平 ペン字専攻2 13：00～15：00 依田 ペン字2 15：45～17：45 依田

ペン字2 13：15～15：15 鈴木(静) ペン字2 16：00～18：00 大岡

ペン字2 13：45～15：45 大岡

08/21 日 ペン字2 10：30～12：30 和田山

08/23 火 ペン字3 19：00～21：00 和田山

08/25 木 ペン字3 15：30～17：30 岡田 ペン字3 18：30～20：30 依田

ペン字3 10：00～12：00 大平 ペン字3 13：15～15：15 鈴木(静) ペン字3 16：00～18：00 大岡

ペン字3 13：45～15：45 大岡

08/28 日 ペン字3 10：30～12：30 和田山

クラス 時間 講師 クラス 時間 講師 クラス 時間 講師 クラス 時間 講師

09/01 木 ペン字1 15：30～17：30 岡田 ペン字1 18：30～20：30 依田

09/02 金 ペン字1 18：30～20：30 岡田

ペン字1 10：00～12：00 大平 ペン字専攻1 13：00～15：00 依田 ペン字1 15：45～17：45 依田

ペン字1 13：15～15：15 鈴木(静) ペン字1 16：00～18：00 大岡

ペン字1 13：45～15：45 大岡

09/04 日 ペン字1 10：30～12：30 和田山

09/06 火 ペン字1 19：00～21：00 和田山

09/07 水 ペン字1 10：00～12：00 瀬間 ペン字1 13：00～15：00 大岡

09/08 木 ペン字2 15：30～17：30 岡田 ペン字2 18：30～20：30 依田

09/09 金 ペン字2 18：30～20：30 岡田

ペン字2 10：00～12：00 大平 ペン字2 13：15～15：15 鈴木(静) ペン字2 16：00～18：00 大岡

ペン字2 13：45～15：45 大岡

09/11 日 ペン字2 10：30～12：30 和田山

09/13 火 ペン字2 19：00～21：00 和田山

ペン字2 10：00～12：00 瀬間 ペン字専攻1 13：00～15：00 依田

ペン字2 13：00～15：00 大岡

09/15 木 ペン字3 15：30～17：30 岡田 ペン字3 18：30～20：30 依田

09/16 金 ペン字3 18：30～20：30 岡田

ペン字3 10：00～12：00 大平 ペン字専攻2 13：00～15：00 依田 ペン字2 15：45～17：45 依田

ペン字3 13：15～15：15 鈴木(静) ペン字3 16：00～18：00 大岡

ペン字3 13：45～15：45 大岡

09/18 日 ペン字3 10：30～12：30 和田山

09/20 火 ペン字3 19：00～21：00 和田山

ペン字3 10：00～12：00 瀬間 ペン字専攻2 13：00～15：00 依田

ペン字3 13：00～15：00 大岡

朝 昼 夕 夜

2022年08月

朝 昼 夕 夜
日付 曜日

日付 曜日

2022年09月

08/06 土

08/10 水

08/17 水

08/20 土

08/27 土

09/17 土

09/21 水

09/03 土

09/10 土

09/14 水


