
前期・後期 合わせて6カ月のカリキュラム ウクレレの楽しさを

初心者クラス（入会金不要） すべての人に！

ウクレレスクール
奇数月募集！ ★小豆畑（あずはた）先生クラス（毎月1-3週・土曜日）

偶数月募集！ ★鈴木舞里（まり）先生クラス（毎月2-4週・土曜日）

各週13:30～　15:15～　17:00～

ウクレレは、「はじめての楽器」として最適な楽器です。
弾き語りやソロ演奏、グループによるアンサンブルなど様々な演奏が楽しめ、ハワイアンに限らず、
ポップスやジャズ、ロック、クラシック、歌謡曲など音楽のジャンルも問いません。
KIWAYAウクレレスクールでは、はじめてウクレレを手にする方から中級者・上級者の方まで、様々
なニーズにお応えする幅広いコースをラインナップしております。

キワヤウクレレスクールの初心者クラスを対象とした基本となるクラス。各期３カ月間・毎月２回ずつの全６回×前後期の２期（計６カ
月・12回）のレッスンを通して、チューニングや弦の押さえ方などの基礎からはじめ、コード弾きからTAB譜を使用したメロディ弾きの
基本までを学ぶコースです。各60分のレッスンに、さらに30分のフォローアップタイムがあり、質問や復習ができます。
※募集は各時間帯別に６カ月毎。※途中入会はできません。 ※ご見学時間は20分程度となります。

教材「はじめてのソロ・ウクレレ入門」をベースに、どんどん進むことであ
きることなく、楽しくウクレレを弾くことを学びます。

レッスン料：前期・後期各17,600円(税込み）
※別途教材費「はじめてのソロ・ウクレレ入門」キヨシ小林著1,672円(税込み）が
必要です。

各週13:30～　15:30～　17:30～

ポップスからハワイアンまで、読みやすい独自教材を使って初心者にや
さしい行き届いたレッスン。
歌いながら演奏する練習もします。

レッスン料：前期・後期各17,600円(税込み）
※講師作成による初心者向け教材を使用するため、教材費は必要
ありません。

★毎週土曜日11:30～開催！※５週目はお休みです。

●３つのコードでウクレレに親しむ、初心者のための約５０分の体験レッスン。

無料のウクレレレンタルもございます。（要予約）

土曜日の午後にウクレレをはじめよう！
●初心者クラスは２つのクラスがお選びいただけます。

ウクレレでいろんな曲に

チャレンジ！
●ポップスクラス（1-3週 月・火・土曜）

●まり☆マイペースクラス
（第1-3週 水・金曜 第2-4週 木・金・土曜）

●エンジョイ☆どぶゆきStyleクラス（第2-4週 水曜）

●DAICHIソロ初級・中級クラス（第2-4週 水・土曜）

●まり☆ゴールドクラス
（第1-3週 金曜 第2-4週 木・金曜）

●りかの弾き唄いクラス（第1-3週金曜）

●猫之のスローステップクラス

（第1-3週金曜第2-4週木曜）

●親子ウクレレクラス（第2-4週 土曜）

●まり☆フラアイナクラス
（第1-3週木曜 第2-4週 金曜）

●メレフラクラス（第1-3週 金曜）

●フラソングクラス（第2-4週 火曜）

●ジャズ・ウクレレ・クラス（第1-3週火曜）

●DAICHIソロ上級者クラス（第2-4週土曜）

●森ソロクラス（第1-3週 月・木曜 第2-4週 火・木曜）

※モリソロクラスは、年１回の募集となります。

上級者

クラス

初心者

クラス

KIWAYA

ハワイアン

クラス

キワヤウクレレスクール事務局

03-5926-3583

Mail : school@kiwaya.com

ご見学随時

募集中！

お問い合わせ

火～金/15:30～19:30 土曜日/11:00～18:00

日・祝日・月曜日休み 各月第５週め休み

－注意事項－
※各クラスとも、事前にご見学されることをおすすめします。見学は無料ですので、お気軽にスクール事務局までご相談ください。見

学の時間は30分(初心者クラスは20分）程度とさせていただいております。

特に初心者クラスなど長期のレッスン料がかかるものもありますので、事前にご自分に合ったクラスか見極めるためにもお勧めしており

ます。

※ご見学のみですので、楽器は必要ありません。

※ご見学時のレッスン内容の録音・録画、写真撮影は固くお断りさせていただきます。

※講師の都合により各クラスの日時が変更になる場合があります。祝日などによって日時が変更になる場合があります。

※入会を希望されるクラスの担当講師、また曜日や時間帯によっては、定員の都合上お入りいただけない場合があります。ご了解く

ださい。

キワヤショップでの商品ご購入の際に提示価格より

さらにご本人様に限り5%割引にてお買い求めいただけます！

※一部（特別価格、セール品、委託販売品など）対象外となる商品もございます。

お取り寄せやオーダーも可能ですので、ショップ担当にご確認ください。

生徒様特典

店内商品５％割引！

※キワヤウクレレスクールのレッスンは、すべてグループレッスンとなっています。

※すべて60分のレッスン。レッスン料は月６,０５０円（税込み）となります。※一部クラスを除く。

※入会の際に、入会金5,500（税込み）がかかります。キワヤウクレレスクールのレッスン料は銀行引き落とし方式になります。
※どのクラスも事前のご見学が可能です。（30分間）クラスの雰囲気やレッスン内容は様々ですので、気になるクラスがある方は、お気軽にスクール

事務局までお問い合わせください。※ご見学のみですので、楽器は必要ありません。

※ご見学時のレッスン内容の録音・録画、写真撮影は固くお断りさせていただきます。

ソロ＆

弾き語り

クラス

新たな

テクニックを

身につけよう！

ウクレレといえば

ハワイアンだよね！



★さまざまなポップス曲を、ソロ演奏で楽しもう！

第１・３週 月・火・土曜日

月曜日18:30、19:30 火曜日18:30、19:30 土曜日12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:30

★レベルに合わせて、ソロにチャレンジ！

第２・４週 土曜日

土曜日 初級14:30、中級16:00、

★シニア向けの、ゆっくりウクレレクラス！

第１・３週 金曜日

第２・４週 木・金曜日

木曜日 13:00 1-3金曜日 15:30 2-4金曜日 14:30

★ハワイアンをより楽しく、身近に感じよう！

まり☆

フラアイナクラス

第１・３週 木曜日

第２・４週 金曜日

★ハワイアン＆ポップスの、よくばりクラス！

第１・３週 金曜日

金曜日 19:00

★ウクレレを弾きながら、フラソングを歌おう♪

第２・４週 火曜日

火曜日 19:00

★ソロテクニックに磨きをかける！

第１・３週 月・木曜日

第２・４週 火・木曜日

すべて 19:00より２時間。

月謝は12,100円(税込み)となります。

★自分なりのアドリブ・ソロ演奏が出来るようになる！

第１・３週 火曜日
火曜日20:30 ※お休みの場合ポップスクラスへのお振替が可能です。

★ウクレレをつかって、親子で音楽を学ぶクラス♪

第２・４週 土曜日

ハワイアンクラス

ポップスの様々なジャンルのソロ演奏にチャレンジしたい

方におすすめ。中・上級者の方でもご受講いただけます。

レッスンの進行に慣れていただくため、初級者はまずは土

曜日12:00クラス入会をご検討ください。

ソロ＆弾き語りクラス

近代ポップス、ジャズやクラシック等を講師の独自スタイ

ルにアレンジ。３カ月で１曲のペースで、表現方法や指使

いを濃密に学びます。

DAICHIソロ

初級・中級クラス

キヨシ小林

ポップスクラス

まり☆

ゴールドクラス

シニアの方を対象にした、弾き語り中心のクラス。簡単な

ソロ弾きやアンサンブルにもチャレンジ！ ご年配の方に

おなじみの曲が中心なので、気兼ねなくご参加いただけま

す。

西里慶

フラソングクラス

イントロのフレーズなど簡単なメロディ弾きを交えながら、

スタンダードから最新のフラソングを歌って学ぶクラスで

す。

松本ノボル

メレフラクラス

フラソングを中心に、ポップスやフォークソング等を歌い

ながらの伴奏を学びます。またソロ演奏等にも挑戦します。

(レッスンお休みの場合の振替はございません。）

キヨシ小林

ジャズ・ウクレレ・

クラス

ジャズ、ボサノバ、ハワイアン、ポップスなどスタン

ダード曲を中心に演奏（音やリズムを）にひと工夫!

アドリブ演奏に挑戦したり、音楽の知識を深めたりと、

クラス内での合奏を中心にソロ演奏も含め自由に弾くた

めの方法を学ぶクラスです。

森ソロクラス

独自メソッドで、レガート奏法等のテクニックを学びます。

※年１回募集の一年クラスからのご受講が必須となります。

DAICHI

親子ウクレレクラス

土曜日 13:00 月謝は『親子２人1組で』6,050円(税込み)となります。

ウクレレを通じて音楽に親しみ、リズム感や音楽につい

て学ぶ子供向け音楽教室。

対象年齢10～12歳 (レッスンお休みの場合の振替はご

ざいません。)

講師：キヨシ小林

講師：渡辺海智

講師：鈴木舞里

講師：渡辺海智

講師：西里慶 講師：松本ノボル

講師：モリタクジ

講師：キヨシ小林

上級者クラス

★1歩進んだソロスタイルを身につけよう！

第２・４週 土曜日

土曜日 17:30

音楽的な演奏方法（強弱のつけ方や歌い方)や、ウクレレ

ソロのアレンジ方法などステージ映えするテクニックを楽

しく学べるクラスです。

DAICHI

ソロ上級者クラス

講師：渡辺海智

親

子

ク

ラ

ス

★キワヤ史上最もレベルの”あま～い”クラス！

金曜日 11:00

りかの

ゆるり弾き唄いクラス

主にポップスや童謡、3コードを中心とした選曲で、ゆる

やかなレベルアップを目標とする弾いて唄うクラスです。

チューニングやリズムの基礎から始めて、気が付けばいつ

の間にか弾けるようになってるかも！

講師：りか

★ゆったりペースでマスターしよう！

まり☆

マイペースクラス

第１・３週 水・金曜日

第２・４週 木・金・土曜日

水・木・金曜日は各19:00 2-4金曜日17:30 土曜日10:45、12:00

ソロ弾き、弾き語り、ストローク練習などを通してポッ

プスやハワイアン、スタンダードなどの様々なジャンル

の曲を２～３か月１曲のペースでレッスン。基礎力向上

も目指します。 講師：鈴木舞里

★デイジー流でウクレレを楽しもう！

第２・４週 水曜日

水曜日 19:00

エンジョイ☆

どぶゆきStyleクラス

独学で終わっちゃもったいない。弾き語りでもソロでも、

ポップスでもロックでも、バリエーションある課題曲を

「楽しく集うこと」「弾くことが楽しみになる」そんな

指導を心がけています。

講師：デイジー☆どぶゆき

★ゆっくり楽しく、ウクレレを弾く力をつけていこう♪

金曜日 13:30 木曜日 15:00

猫之の

スローステップクラス

演奏力に自信が持てないような方も安心な、初級者向けク

ラスです。簡単なコード進行での弾き語りを中心に、わか

りやすい楽譜でコードチェンジのコツやストロークをレッ

スンしながら、楽しくウクレレを弾きましょう。

講師：鈴木猫之

ハワイ語や英語で歌われている歌詞の意味や曲の背景を学

びながら、ハワイアンソングを楽しく歌うクラスです。

ソロ弾きやコード弾きによる弾き語りなど、様々なアプ

ローチでハワイアンソングを学びます。

講師：鈴木舞里

●1-3木曜日13:00、2-4金曜日13:00

第１・３週 金曜日第１・３週 金曜日

第２・４週 木曜日


