
福岡工業大学短期大学部福岡工業大学

知らないと損する !? 契約法 講師 / 片岡　雅世　社会環境学部 社会環境学科 准教授

【定員】対面 30 名・オンライン 100 名【受講料】無料　

身近な例をいくつか取り上げながら、契約法に関する基本的な考え方について
お話しします。契約に関するルールを知って、契約トラブルに巻き込まれない
ように予防しましょう。

申込締切：4/6（水）

ラズパイを用いた回路制御プログラミング体験
講師 / 池田　誠　情報工学部　情報通信工学科　准教授

【定員】対面 16 名　【受講料】無料

ラズパイとは英国ラズベリーパイ財団が提供する手のひらサイズのコン
ピュータで、教育・研究等の様々な分野で活用されています。
参加条件：C 言語のプログラミングを体験された方で、中学校で学習した直列・
並列回路の知識がある方。
会場：C 棟 2 階 C23 実験室

申込締切：

在学生のための教養講座
エクステンションセンターでは、本学教員の知見をわかりやすく紹介する「FIT 講座」や興味のあるテーマについて一日で学べる教養講座を用意。
授業の空き時間や土曜日に気になる講座があれば、ぜひ受講してみませんか？

は対面講座コード はオンライン講座コード

本学教員の日頃の教育・研究活動を生かして、情報・環境・モノづくり領域にお
ける先進的、あるいは社会の関心が高いテーマについて、わかりやすく紹介する
講座です。専門知識がなくても、自分の所属学科でなくても受講できます。

学生の「専門知識だけでなく、教養も身につけたい」といった要望に沿った講座を用意。一日だけの学びが、視野を広げ、知識を深めるきっかけになるかもしれません。

社会に出てから必要とされる基礎的な知識・スキルを学ぶ講座です。単なる知
識の伝達ではなく、ワークを交えながら進めていくスタイルなので、しっかり
と身につきます。内定が決まったら、いち早くチャレンジしてみませんか？

消化器系疾患による内科対応と外科対応

講師 / 木下 展克　福岡和白病院 消化器内科部長
　　　藤家 雅志　福岡和白病院 消化器外科医長

4/23（土）13：00 ～ 14：30

【定員】対面 30 名・オンライン 100 名　【受講料】500 円

食道・胃・腸などの消化器は日本の死因第一位の悪性新生物の疾患部位の上位を占めています。
この講座では、消化器疾患とはどのようなものがあるのか ?　消化器がんの種類や症状、治療方
法等に関して内科・外科の観点から皆様にお話しします。

申込締切：
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待ったなし！地球温暖化対策
講師 / 福岡県環境保全課

7/2( 土 )13：30 ～ 15：00

【定員】対面 30 名・オンライン 100 名　【受講料】無料

地球温暖化は世界的な問題であると同時に、私たちの日常生活にも大きな影響を及ぼします。毎年
の猛暑や大雨など、異常気象を感じたことがある人も多いのではないでしょうか？
この講座では、地球温暖化問題の現状と、福岡県の取組（家庭向け・事業所向け）について、分か
りやすく説明します。また、家庭でできる省エネ活動についてもご紹介します。

申込締切：

22S222

22S220

4/16( 土 )（土）13：30 ～ 15：00

21F009

22S003

21F003

8/27( 土 )13：00 ～ 16：10(10 分休憩含む )22S018

DX 入門
講師 / 宋　宇　情報工学部　システムマネジメント学科　教授

【定員】対面 30 名・オンライン 100 名　【受講料】無料

 DX (Digital Transformation) とは、「進化した IT を普及させることで人々の生活をよ
り良いものにしていく変革」を表す概念です。具体的に DX とはどんなものか？ DX
によってビジネスや我々の日常生活はどのように変化するか？日本や世界での DX の
現状や問題は？などについてわかりやすく解説します。

申込締切：

7/2（土）10：30 ～ 12：00
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お申し込み

お問い合わせ先

エクステンションセンター（本部棟 1F）

TEL092-606-7089　Emai l  opencol lege@fit .ac. jp

受講希望者は、土日祝日を除く 9：00 ～ 16：30 にエクステンションセンター「窓口」へお越しください。
ただし、オンライン講座の受講を希望される方は必ず、右のサイトからお申し込みください。
各講座の申込締切は原則として講座の 10 日前です。（定員に達し次第、締め切ります）

エクステンションセンターの講座

●資格支援講座
●教養講座　 ●FIT 講座
　　　　　　 ●1 日・ビジネス講座

22S216

22S214

人生 100 年時代の資産運用 講師 / 福岡銀行　営業統括部

4/28（木）13：00 ～ 14：30

【定員】対面 50 名・オンライン 100 名　【受講料】500 円 申込締切：

お
金
の
は
な
し

楽しむ株式投資
講師 /ＦＦＧ証券　総合営業部

5/26( 木 )14：00 ～ 15：30

【定員】対面 50 名・オンライン 100 名　【受講料】500 円 申込締切：

22S212

22S210

22S208

22S206

コミュニケーションを円滑にする「自己表現力」

講師 / 山本　節子　E.W.L ラーニングプロモーター

5/21( 土 )1 回目／ 9：30 ～ 11：00

　　　　　2 回目／ 11：15 ～ 12：45

【定員】対面 30 名・オンライン 100 名　　【受講料】3,000 円　

なぜ、いつも誤解されるのか？　なぜ、自分の言いたいことが言えないのか ?　
このような悩みは、少しだけ考え方と行動を変えることで解決できるかもしれません。相手に不快な
思いをさせずに自分の考えを表現し、心理的安全性が高いコミュニケーションを図るためのアサー
ションについて学びます。

申込締切：
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新聞社のプロから学ぶ「伝わる文章」

講師 / 高橋淳夫　読売新聞西部本社「新聞のちから」委員会講師
　　　萩原智　　読売新聞西部本社「新聞のちから」委員会講師

1 回目／ 6/11( 土 )13：30 ～ 15：30

2 回目／ 7/9( 土 )13：30 ～ 15：30

読売新聞西部本社「新聞のちから」委員会は、「伝わる文章」を書くための、読解力、質問力、情報
収集力、情報トリアージ、文章力をテーマにした講座を担当します。「誰に何をどう伝えるのか」を
考え、わかりやすく簡潔に「伝える」ための実践講座です。

皆様は株式投資にどのようなイメージをお持ちでしょうか？「難しそう？」「怖そう？」、決してそうで
はありません。投資の考え方をしっかり学べば、株式投資は「身近で」「楽しい」ものです。
この講座では、投資の考え方から株式投資の魅力まで分かりやすくお伝えします。また、株主優待や配
当など株式投資を幅広く学んで頂ける内容です。是非、お気軽にご参加ください。

申込締切：

22S229

22S231

22S231

22S227

22S225

【定員】対面 30 名・オンライン 100 名　

【受講料】4,000 円　原稿添削料 1,000 円 ( 希望者のみ )　

広告から学ぶ、人に伝わる「言葉とデザイン」

講師 / 宮元　健一郎　（株）利助オフィス：クリエイティブディレクター

6/18( 土 )1 回目／ 10：30 ～ 12：00

　　　　　 2回目／13：15～14：45（休憩1時間）

商品や会社を PR するために作られる広告。多くの人に目にとめてもらうために、さまざまなアイ
デアや工夫を込めながら制作されています。今回は「デザイン」と「言葉」に焦点を当て、事例を
見ながら広告制作のコツやヒントを紹介します。

申込締切：【定員】対面 30 名・オンライン 100 名　【受講料】3,000 円　

人生 100 年と呼ばれる時代となりました。
これからの長い人生をより楽しむためにも、お金に長生きしてもらう必要があります。

「資産運用は必要だけど、何から始めていいか分からない方」にも「資産運用を始めてみたけど、これ
で良いのか不安な方」にも多くの方に役立てて頂ける内容です。
人生 100 年時代の資産運用を一緒に学びましょう。
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