
福岡工業大学短期大学部福岡工業大学

技術向上と TV 観戦に役立つスポーツボールの飛翔のメカニズムと
心・技・体の基礎的知識

講師 /溝田　武人　福岡工業大学名誉教授　工学博士

【定員】対面 30 名・オンライン 100 名　【受講料】無料

相手があるスポーツでは騙し合いがテーマになります。
なぜ、どのようにボールは軌道変化するのかを知り、技術の向上をはかり、
TV観戦を面白くする着目点や、メンタル面を支配しているのは何なのかにつ
いて話題にします。

申込締切：4/9（金）

命を守る防災〜
いざという時のために、「今」考えよう！ハザードマップの正しい使い方

講師 /森山 聡之　社会環境学部 社会環境学科 教授

【定員】30 名　【受講料】無料

実はハザードマップは「参考にしても信じてはいけない」のです。その正し
い使い方について皆さんに体験していただきながら説明するとともに、本学
で開発したダンボールジオラマとハザードマップのプロジェクションマッピ
ングの紹介（写真）、それに IoT-DRR（IoT による防災）についてお話しします。

申込締切：6/4（金）

5G で私たちの暮らしはどう変わる？

講師 /内田　一徳　福岡工業大学名誉教授　工学博士

【定員】対面 30 名・オンライン 100 名　【受講料】無料

無線工学の基礎について分かりやすく説明します。
また通信・放送・インターネットの関連性の観点から、携帯電話発達の歴史
を解説します。まとめにデジタル化時代における 5Gの可能性と問題点につ
いて述べます。

申込締切：6/25（金）

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。

在学生の皆さんから寄せられた「学修や研究、サークル活動な
どで活用したい」、「就職までに身に付けたい」といった要望に
沿ったスキルアップ講座や教養講座を用意。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。

ストレスとのつきあい方

～日頃から実践できるストレスマネジメント
講師 /宮本　知加子　FD推進機構　特任教員
　　　　　　　　　（公認心理師・臨床心理士）

5/15（土）10：30 ～ 12：00

【定員】30 名　【受講料】無料

ストレスマネジメントとは、ストレスを上手にコントロールする方法
のことです。私たちは、日常にある様々な刺激によって、こころや体
に負荷をかけていることがあります。
そこで、自分のこころが少し軽くなる、日常が過ごしやすくなるヒン
ト（ストレスの原因や対処法）をお話したいと思います。

申込締切：5/7（金）
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笑う門には「福」来る
～笑いで上手にコミュニケーション

講師 /池田 賢治　教養力育成センター　教授

5/15（土）13：00 ～ 14：30

【定員】対面 30 名・オンライン 100 名　【受講料】無料

コミュニケーションって何？ コミュニケーション力ってどんな力？ 
笑いって何？ コミュニケーションと笑いの関係は？ 笑いの効用は？  
など、より良い人間関係、よりよい社会づくりのためのお話しをさせ
ていただきます。

申込締切：5/7（金）

21S009

21S006

ビジネスを成功に導く
目標設定と書くことの重要性

講師 /大賀　博文　株式会社OHG　代表取締役

4/24（土）13：00 ～ 14：30

【定員】20 名　【受講料】1,000 円　【教材費】550 円

目標達成の手段として、「書く」ことが非常に重要視されています。
この講座では、スマホ全盛の時代に「書く」ことの重要性を、立命館
大学ラグビー部・鹿屋体育大学との共同研究の成果をもとにわかりや
すく解説します。
※LMG＝Life Motivation Graph

申込締切：4/16（金）
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IT が苦手な人のための起業・副業セミナー
講師 /北原　修士　株式会社  メモリートレーディングセンター
　　　　　　　　　代表取締役

5/29（土）10：00 ～ 11：30

【定員】対面 30 名・オンライン 100 名　【受講料】1,000 円

これからの時代、IT の活用は避けて通れません。
何を自分で学び、何を人に任せるべきかなど新しいチャレンジに必要
なことをピンポイントでお伝えします。
また歴史教諭の経験を活かし、変わるものと不変なものについてお話
しします。

申込締切：5/21（金）

21S216

21S214

大人の身だしなみ
～ＴＰＯを基本に自分らしいおしゃれを楽しむ

講師 /永井　敬香　株式会社　岩田屋三越　婦人服バイヤー

5/22（土）13：00 ～ 14：00

【定員】対面 30 名・オンライン 100 名　【受講料】500 円

『身のまわりを整えると気持ちがいい』。時代に合わせて少しずつ変化し
ていると言えるＴＰＯ。冠婚葬祭、ビジネス、普段の生活の場でその場
にふさわしいマナーを改めて振り返ります。
今の時代に沿ったニューノーマルのファッションアイテムとしてマスク
コーディネートもご紹介いたします。

申込締切：5/14（金）
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日本語にも英語にも共通することばの不思議

講師 /稲田 俊明　九州大学名誉教授 ( 日本英語学会顧問 )

5/29（土）13：00 ～ 14：30

【定員】対面 20 名・オンライン 100 名　【受講料】1,000 円

日本語と英語に見つかる「ことばの不思議」を、言語学の知見を活か
して謎を解きます。日本語・英語の実例を取り上げ、人間に共通の心
の仕組みを探ります。講座では、なぜ日本語学習者は、日本語の文末
表現が不自然なのか、また、英語学習者は、なぜ英語らしい表現法が
難しいのかも解説します。

申込締切：5/21（金）
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21S224

博多祇園山笠よもやま話　～山にのぼせる、その魅力について

講師 /川原　正孝　株式会社ふくや  代表取締役会長

6/19（土）10：00 ～ 11：30

【定員】対面 30 名・オンライン 100 名　【受講料】500 円

福岡・博多に夏の訪れを告げる祭りと言われる「博多祇園山笠」。そ
の発祥は 780 年前の鎌倉時代に遡ります。発祥から今にいたるまでの
歴史や年間行事、また山笠での決まり事や山笠にかける思い等、生ま
れた年から山笠に参加し続ける” 生粋の山のぼせ” がご紹介します。

申込締切：6/11（金）
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4/17（土）10：30 ～ 12：00
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6/12（土）13：00 ～ 14：3021S024

7/3（土）10：00 ～ 11：30
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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 日講座


