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陽春の候を迎え、皆さま方におかれましてはますますご健勝のこととお慶

び申し上げます。

本学では、本学の教育・研究・医療を通して得られた成果を「教育プログラ
ム」として市民の皆さまへ提供し、生涯学習や人生設計に役立てていただき
たく、公開講座「福岡大学市民カレッジ」を開講しております。毎年多くの方が
この講座で学ばれ、好評を博しております。2021年度の福岡大学市民カ
レッジ春季開講講座案内をお送りいたしますので、ご高覧のうえ、受講をご
検討くださいますようお願い申し上げます。

なお、これまで、コロナ禍においても、「できることを進める」という方針の
もとに、講座の開講に尽力してきましたが、2020年度（前年度）は、安全確
保および感染拡大防止の観点から、やむをえず講座を中止としました。がっ
かりされた方も多かったと思っており、大変心苦しく思っています。2021年
度に開講される講座が、皆さま方の生涯学習の一助となれば幸甚です。

福岡大学エクステンションセンター長
北坂 尚洋

福岡大学市民カレッジ春季開講講座のご案内
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お申込方法のご案内
講座申込みから受講までの流れ

1
受講
申込み

2
受講料
払込み

3
受講案内
郵送

4
受講

2 受講料の払込方法 （当日徴収講座、無料講座を除きます）

電話で受講申し込み後、郵便局で受講料を払込んでください。
同封の払込取扱票または郵便局備え付けの払込取扱票に下記の必要事項を
ご記入ください。

【払込先】
口座記号・番号：01720 - 5 - 96936 
加入者名：福岡大学エクステンションセンター

【必要事項】※この払込取扱票は受講申込書を兼ねますので、正確にご記入ください。
①講座名 ②受付番号（電話での申込み時にお伝えする番号です）
③受講者名（フリガナ） ④生年月日 ⑤性別
⑥学籍番号（本学在学生・卒業生の方のみ）
⑦払込金額（複数お申し込みの場合は、合計した金額で払込んでください）

⑧受講者名と払込依頼人が異なる場合は注意して記入してください。

3 受講案内のお届け（郵送）
受講料の入金確認後（当日徴収講座、無料講座を除く）、開講日の10日前までに受講案内を
お送りいたします。届かない場合は、エクステンションセンターまでご連絡ください。

4 受講開始
開講日初日は、受講案内に従って会場にお越しください。

1 お申込み方法：申込専用電話で受け付けます。

申込専用電話 （092）871-6728
※受付時間9:00～17:00 土・日・祝日休み
【受付開始】

先着順一般向け講座：4月5日（月）9:00～
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■受付開始日

4月5日（月）9:00から申込専用電話で受け付けます。

■問合せ

福岡大学エクステンションセンター
〒814-0180福岡市城南区七隈八丁目19番1号
TEL：092-871-6631（内線4622）

FAX：092-871-6726（問い合わせのみ、申し込みには使用できません。(聴覚障がいの方を除く)）

【先着順】一般向け講座

■申込時には、名前、住所、生年月日等の個人に関する情報をご提供いただきます。ご
提供いただきました個人情報は､本学個人情報保護規程により適切かつ厳重に管理い
たします。また､これらは講座の企画､管理､運営ならびに講座開講等本学からのご案内
に利用することがあります。

■受付開始日は電話が大変混みあいます。電話回線を増設して対応しておりますが、電
話がつながるまでに時間がかかる場合があります。ご迷惑をおかけしますが、悪しから
ずご了承ください。

■講座を受講する際にご自身の心身等の状態により特別な配慮や支援が必要な方は、
受講申し込みの際に必ずお申し出ください。可能かつ合理的な範囲で対応いたします。

■講座実施における新型コロナウイル
ス感染症の予防および拡大防止に関
する注意事項
■２０２１年度福岡大学市民カレッジ春季講座は、２０２１年３月現在、対面で開講する予
定で準備しています。開講する場合は感染予防対策を徹底することとしますが、状況に
よりＷＥＢ会議システム（Webex）を使用した、オンラインでの開催になる場合がありま
す。また、講座によっては中止または延期になる場合があります。予めご承知おきくだ
さい。
なお、受講料払い込み後に講座が中止になる場合や日程変更により受講できなくなる
場合は払い込まれた受講料は返金いたします。
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【受講規約】福岡大学市民カレッジ        

受講申し込みについて  

1. 福岡大学市民カレッジ（公開講座）の受講を希望する方は、受講規約に同意のうえ、講座ごとに指定された申込方法

でお申し込みください。 

2. 申し込み時に、名前、住所、生年月日等の個人に関する情報をご提供ください。ご提供なく受講することはできませ

ん。 

3. ご提供いただいた個人に関する情報は利用者情報として登録します。この有効期間は最後に受講した年度より 2 年間

とします。その間一度もご利用のない場合には期間経過後利用者情報を削除いたします。 

4. 申し込みは先着順（一部の講座を除く）で受け付け、定員に達し次第、キャンセル待ちとなります。キャンセル待ち

の方には、受講が可能になった場合にのみご連絡いたします。 

5. 申し込み後、申し込み時に指定された方法、期限までに受講料を納入してください。受講料の納入をもって受講申し

込み手続きが完了します。ただし、無料講座、当日現金で受講料を徴収する講座を除きます。納入の際に必要な手数

料は受講者ご自身でご負担ください。受講者負担の受講料納入に必要な手数料はいかなる場合にも返金できません。 

6. 受講料の納入が確認できない場合、申し込みは原則キャンセルされたものとみなします。ただし、無料講座、当日現

金で受講料を徴収する講座を除きます。 

7. 受講料納入の確認後（無料講座、当日現金で受講料を徴収する講座を除く）、講座開始日の 10 日前までに受講案内（受

講証を発行する講座は受講証も含む）をお送りいたします。届かない場合はエクステンションセンターまでご連絡く

ださい。 

8. 申し込みが一定数に達しない場合は、講座の中止・延期をする場合があります。その場合、講座開始日の 10 日前まで

に文書または電話により申込者に連絡いたします。 

受講料・申し込みのキャンセル・受講講座の変更について 

1. 受講料（税込）は講座および受講者区分によって異なります。各講座案内をご覧ください。本学教職員・卒業生・他

大学生の方で受講者区分による受講料の適用を受けようとする場合（受講者区分による受講料設定がある講座のみ）

は該当する資格を証明する書類等の提示または提出が必要です。 

2. 受講料には、特に明示した場合を除き、講座実施費、教材費、実習費、テキスト代、保険料、（本学から本学以外の会

場への）交通費、宿泊費（宿泊を伴う講座のみ）などを含みます。 

3. 下記のような場合を除き、納入された受講料は返金できません。 

① 講座の開講が中止となった場合 

② 講座開講日の 8 日前までに、キャンセル手続きを行った場合 

4. 申し込みのキャンセルは講座開講日の 8 日前までに書面にて手続きをしてください。このキャンセルに伴う返金手数

料は受講者がご負担ください。受講料から返金手数料を差し引いた差額を返金いたします。 

5. 講座開講日の 7 日前から前日までに申し出たキャンセルについては所定の解約手数料を申し受けます。 

キャンセルの申し出日 解約手数料 

講座開講日の 7 日前から前日まで 受講料の 50％ 

6. 受講料が 1500 円未満の講座については、本規約の他の規定にかかわらず、受講料納入後のキャンセルに伴う返金はで

きません。 

7. 講座開講日以後のキャンセル、受講講座の変更および受講料の返金はできません。 

8. 受講料納入後に受講講座を変更する場合には、それに伴って生じる受講料の差額を清算いたします。清算後、受講者

へ差額の返金がある場合の返金手数料は受講者がご負担ください。 

【注意】キャンセルの受け付けは本センター業務日のみです。業務日以外の日は受け付けられません。4.の返金を伴うキャンセルの

申し出日および 5.の解約手数料が発生するキャンセルの申し出日が休日等本センターの休業日に当たる場合はそれ以前の直近の業務

日までにキャンセル手続きを済ませてください。 

講座の休講・補講・代講について 

1. 講師の都合や事故、災害などによっては、休講、中止、延期、時間短縮や別の講師による代講となることがあります。 

2. やむを得ず休講する場合は原則として補講を行います。なお、補講の曜日･時間が通常の講座の時間帯と異なる場合が

あります。 

3. 休講が事前に判明している場合には講座内にて予告いたします。予告せずに緊急に休講する場合は、電話連絡するこ

とがありますので、確実な連絡先（電話番号）を登録してください。 

4. 休講および補講の際の受講料の返金はできません。また、休講および補講の際に生じた交通費等の損害は補償いたし

かねますのでご了承ください。 

5. 講座の開講状況はエクステンションセンターWeb サイト https://webex.fukuoka-u.ac.jp に情報を掲載いたしますので、

事前にご確認ください。 
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受講上の注意について 

1. 受講証（受講証を発行しない場合は受講案内）は、受講の際に必要ですので常時携帯してください。 

2. 講座の受講は受講の申し込み手続きをしたご本人に限ります。他の方が代わって受講することはできません。 

3. 出席は毎回調査いたしますので、ご協力をお願いいたします。 

4. 受講者の都合で欠席した場合や補講に出席できない場合にも受講料の返金はできません。欠席時に配付資料等がある

場合は後日お渡しします。 

5. 本規約を遵守いただけない場合または違反があった場合のほか、講師や他の受講生に迷惑をかける行為や講座の進行

を妨げるような行為を行った場合には、受講をお断りすることがあります。 

6. 学内および講座会場内で、本センターの許可なく、物品、文書等の頒布、販売をすることはできません。 

7. 講座のあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。また、講座の録音、録画、写真撮影等についても原則禁止い

たします。 

8. 開講後、クラスの状況によっては予告した講座内容で進行することができないことがあります。予めご了解ください。 

9. 本学では、講座の受講風景などを撮影し、広報などに利用する場合があります。予めご了承ください。 

10. 受講に際して、健康管理および貴重品等の手荷物の管理は各自が責任をもって行ってください。 

11. 会場へは公共交通機関をご利用ください。（本学から本学以外の会場へ移動する場合を除く） 

12.本学構内への車両の乗り入れはできません。やむを得ず車で来学される場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。 

 

実技･実習等を伴う講座の受講について 

1. 実技･実習等を伴う講座では、受講者を被保険者として保険に加入いたします。 

2. 受講に際し、事故防止のために誓約書を提出してください。 

3. ご自身の健康状態を把握した上で受講してください。講座によっては、健康チェック表や必要に応じて健康診断書を

ご提出いただく場合があります。 

4. 受講中の事故で本学の瑕疵または過失に基づく事故以外については一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 

 

個人情報の保護について 

1. 受講者に提供いただいた個人情報については、本学の個人情報保護規程により適切かつ厳重に管理いたします。  

2. 本学で管理している受講者の個人情報を第三者に開示、譲渡、提供することはありません。但し、受講者の同意があ

る場合、個人を識別特定できない状態に加工した場合、緊急の必要性がある場合、法令に基づき開示を求められた場

合を除きます。 

3. 受講者に提供していただいた個人情報については、講座企画、管理、運営、講座内容の充実ならびに講座や本学での

催し物のご案内に利用することがあります。この目的を超えて利用する必要が生じた場合には、受講者にその利用目

的を事前に連絡いたします。その際ご了承いただけない場合にはその利用を拒むことができます。 

4. 本センターの業務の全部または一部を委託する場合があります。その場合も、委託先との契約等により必要かつ適切

な管理を行います。 

 

著作権等の保護について 

Web サイトおよび講座に関するあらゆる内容については、個人で利用する以外、権利者の許可なく利用することはできま

せん。 

 

問い合わせ先 

★ 福岡大学エクステンションセンター 

〒814-0180 福岡市城南区七隈八丁目 19 番 1 号    TEL：092-871-6728(直通)   FAX：092-871-6726 

窓口業務時間：平日 8:50～20:50  （長期休業・定期試験期間等を除く） 土・日曜日祝日は休み 
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■講師
第1講：星乃 治彦 前福岡大学人文学部教授

第2講：田口 武史 福岡大学人文学部教授

第3講 エレーヌ・ド・グロート 前福岡大学人文学部教授

※オンライン開催の場合は小池美穂福岡大学人文学部講師に変更に
なります。

第4講：太記 祐一 福岡大学工学部教授

■講座内容
ヨーロッパは、地理的、歴史的、文化的にみて、共通の基盤の上に立

つと同時に、きわめて大きな多様性を示す地域です。さまざまな都市と
その歴史に触れることなしに、ヨーロッパを深く知ることはできません。
本講座では、ヨーロッパの街にスポットを当て、その歴史と文化を紹

介します。誰もがその名を知っている都市や、知られざる宝石のような
都市を訪れたかのように、街の歴史、建築、美術、文学を味わってみま
しょう。それはまた、現代の諸問題の背景を考える機会ともなるはずで
す。ヨーロッパを研究対象とする、さまざまな専門領域の教員が、オム
ニバス形式で、国際的かつ学際的にヨーロッパの街と歴史を紹介します。
一般の旅行案内書では捉えがたい街の姿を学びましょう。

■講義内容

講 月 日
曜
日

担
当 講義内容

1 5 22 土
星
乃

「ベルリン」
ベルリンは、18世紀プロイセン、19世紀帝国創建、ナチ時代、東西分裂、再統一といった歴史を

しょい込んだ街です。街の中心にある王宮から西に延びるのが、「ウンター・デン・リンデン通り」。
その突き当りが有名なブランデンブルク門になります。通り沿いにベルリンの歴史を端的に物語る建
物が集中しているので、この通りをゆっくり歩きながら、目まぐるしく展開するその歴史を紐解いて
みましょう。

2 6 5 土
田
口

世界遺産の古都「クヴェートリンブルク」
最初のドイツ王ハインリヒ１世の居城が置かれたことから、ドイツ発祥の地とも呼ばれるクヴェー

トリンブルクは、1300棟もの木組みの家が連なり、まさしくドイツといった風情が漂っています。日
本ではあまり知られていないこの美しい古都を1000年前の歴史とともに紹介します。この町に生まれ、
各分野で画期的な業績を残した（しかし半ば忘れ去られた）偉人たちにも触れます。

3

6 12 土

ド
・
グ
ロ
ー
ト

ブリュージュに次ぐベルギーのもう一つの真珠 「ガン/ゲント（Gand/Gent）」
講師が子どもの時を過ごした町、東フランドル地方のガンについて、思い出を交えながら、この街

に残るさまざまな時代の名残、面影を紹介します。ケルト古代に歴史を遡るこの町の二つの言語、多
様な建築、絵画、文学を巡りながら、フランス・ブルゴーニュからフランドル地方に至る、エスカル
ゴとカルボナード（ビーフ煮込み）の旅にも触れます。

オンライン開
催に変更す
る場合

小
池

都市「リヨン」と印刷業
フランス南東部に位置するリヨン市はパリ市に続く第二の都市です。今日では、絹織物や美食の町として知られ

ていますが、イタリア国境からも近く、かつてはいろいろなものが流通する、ヨーロッパにおける一大商業都市で
した。特に、15・16世紀には「本の街」と呼ばれるくらい印刷業が盛んになります。この時代を中心に、印刷や
書物刊行の歴史を紐解きながら、リヨンの町の魅力に迫ります。

4 6 26 土
太
記

「アテネ」
西洋文明の源流ギリシャを代表するポリス、アテーナイの名残を求め、現代のアテネを訪れましょ

う。有名なパルテノン神殿の立つアクロポリスを中心に、いにしえから旅人の心を捉えてやまない
ヨーロッパ最古の都市を紹介します。古代のアゴラやケラメイコスの遺跡はもとより、風の塔や皇帝
ハドリアヌスの図書館などのローマ時代の作品、そしてビザンツ時代の教会や近現代の美術館まで、
気の向くままさまよっていきます。

ヨーロッパの街と歴史をたどる
開講期間 5/22(土)～6/26(土) 4回

曜日・時間 土曜日 13:30～15:00

対象・定員 一般・学生 100人

会場 福岡大学

受講料
一般：2,000円 （４講）
大学生：1,000円（４講、開講初日徴
収）

受付・
申込方法

先着順
5ページの申込方法参照

※新型コロナウイルス感染症の影響により、ＷＥＢ会
議システム（Webex）を使用した、オンラインでの開
催になる場合があります。そのため、講師・講義内容
など一部変更になる場合があります。予めご承知お
きください。

2021年度福岡大学市民カレッジ
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■講師
第1講：川島 浩一郎 福岡大学人文学部教授

第2講：山本 大地 福岡大学人文学部教授

第3講：野村 明衣 福岡大学人文学部非常勤講師

■講座内容
言語学とは、「ことばとは何か、ことばはどのように働いているの

か」という問いに答えようとする学問です。現在、世界には数千とも
言われる言語があり、そのそれぞれに独自の音韻や文法の体系があり
ます。語学が苦手でも言語学を通して学ぶと違った側面が見えてくる
かもしれません。
これまでの講座に引き続き、「雑学」というかたちを取りながら、

言語学の基本的な考え方を具体例を通して学びます。各講とも、言語
学の幅広い分野のうちからトピックを取り上げ、言語学の面白さを体
感します。自分の話す言語を客観的に見られるようにしたい方にお勧
めです。

講 月 日
曜
日

担
当 講義内容

1 6 12 土
川
島

ソシュール入門
本講では、ジュネーブ出身の言語学者であるフェルディナン・ド・ソシュール (Ferdinand de 

Saussure : 1857-1913) の業績とその影響について概観します。ソシュールは傑出した印欧比較文法
学者であっただけでなく、後の構造主義言語学にも大きな影響を与えました。ソシュールを通して、
現代言語学の成り立ち (とくにフランス語学) を考察します。

2 6 26 土
山
本

上司にタメ口？フランス語の話し相手を指す言葉の話
敬語をうまく使うのは、 日本語母語話者にとってさえも難しいものです。フランス語にも相手との

関係に応じて使い分けるのが難しい言葉が存在します。それは話し相手を指す言葉です。この講義で
は、フランス語に存在する二つの二人称代名詞がどのように使い分けられているか、そして難しさは
どこからくるのかを日本語とも比較しながらお話しします。フランス語の知識は全く必要ありません。

3 7 3 土
野
村

ポライトネスとしての呼びかけ語 —スペイン語の例を中心に—
日常のコミュニケーションを円滑に実現するためには、会話の効率性だけでなく、会話の自然さを

担う要素も欠かせません。その1つが対人配慮であり、Brown & Levinsonによるポライトネス理論
は、その言語手段について扱っています。この講義では、ポライトネス理論を理解するために重要な
FTA（フェイス侵害行為）と、ポライトネス理論では扱われていないFFA（フェイス追従行為）につ
いて説明し、どちらの行為にも用いられるスペイン語の呼びかけ語の例を紹介します。

ことばの雑学
開講期間 6/12（土）～7/3（土） 3回

曜日・時間 土曜日 10:00～11:30

対象・定員

一般・学生 50人程度
※言語学など知識はとくに必要ない。外国語
に言及することがあるので、英文法のごく一
般的な知識があることが望ましい。

会場 福岡大学

受講料 1,500円

受付・
申込方法

先着順
5ページの申込方法参照

※新型コロナウイルス感染症の影響により、ＷＥＢ会議
システム（Webex）を使用した、オンラインでの開催に
なる場合があります。

2021年度福岡大学市民カレッジ
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市民生活と法
消費者と事業者との契約に関する最近の事例をみる

開講日時
5/22（土）
14:00～15：30

対象・定員
一般・学生（中学生以上）

50人程度

会場 福岡大学

受講料 無料

受付・
申込方法

先着順
5ページの申込方法参照

※新型コロナウイルス感染症の影響により、ＷＥＢ会
議システム（Webex）を使用した、オンラインでの開
催になる場合があります。予めご承知おきください。

「福岡大学を知る」シリーズ 福岡大学9学部それぞれの教育・研究に関するトピックを取り上げ、地域の方々に本学の教育・研究・医療への
理解と関心を深めていただくシリーズ企画です。

開講日時
7/３（土）
14:00～15：30

対象・定員
一般・学生（中学生以上）

50人程度

会場 福岡大学

受講料 無料

受付・
申込方法

先着順
5ページの申込方法参照

※新型コロナウイルス感染症の影響により、ＷＥＢ会
議システム（Webex）を使用した、オンラインでの開
催になる場合があります。予めご承知おきください。

2021年度福岡大学市民カレッジ

■講師

柳 景子 福岡大学法学部准教授

■講座内容
民法は一般市民どうしの法律関係を規律する法律で、数ある法律の中で
も特に市民生活に身近な法律などと言われます。法学部でも必修科目とし
て必ず学習する法律ですが、民法が「市民生活に身近」であると実感する
には、実際に具体的な事例を見る必要があるでしょう。そこで、今回は、
一般市民が消費者として事業者と締結する契約、すなわち消費者契約に焦
点を当て、消費者契約に関する最近の裁判所による判決の中から、民法や
その特別法である消費者契約法の適用が問題となる事例を中心に紹介し、
裁判所がどのような判断を下しているのかについて概観します。

■講師

今村 律子 福岡大学スポーツ科学部准教授

見てまねる、観て学ぶ
スポーツ科学を知って、パフォーマンスを向上させよう

■講座内容
「練習ではできるのに、試合になると…」強くなりたい、記録

を出したいと思う選手にとって、誰もが経験することです。選手自
身も指導者も悩むところですが、「メンタルが弱いんだ」といった
一言でこころの仕業だけにしてはいけません。獲得した技術を発揮
するには、自分のパフォーマンスを客観的に分析することが大切で
す。つまり、さまざまな観点から「観るチカラ」が必要になります。
現代は、多くの情報が可視化され、楽しむスポーツから競技力向上
を目指すスポーツまで活用できるさまざまな情報サポートツールが
開発されています。これからは情報収集力と情報処理能力が実力発
揮の手助けとなるでしょう。
本講では、人が「見る」場合の視覚情報の処理システムの観点か

ら、スポーツにおける「観るチカラ」をつけるトレーニングを紹介
します。

「福岡大学を知る」シリーズ 福岡大学9学部それぞれの教育・研究に関するトピックを取り上げ、地域の方々に本学の教育・研究・医療への
理解と関心を深めていただくシリーズ企画です。
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コロナ禍に活かすナイチンゲールの教え
－ナイチンゲール生誕２００年 Ｎursing Now －

開講日時
9/25（土）
14:00～15：30

対象・定員
一般・学生（中学生以上）

50人程度

会場 福岡大学

受講料 無料

受付・
申込方法

先着順
5ページの申込方法参照

※新型コロナウイルス感染症の影響により、ＷＥＢ会議
システム（Webex）を使用した、オンラインでの開催に
なる場合があります。予めご承知おきください。

2021年度福岡大学市民カレッジ

■講座内容
“白衣の天使”と讃えられるナイチンゲールは1820年に生まれ、

昨年が生誕200年でした。ナイチンゲールは、「看護とは、新鮮な空
気、陽光、暖かさ、清潔さ、静かさ、食事内容などを患者の生命力の
消耗を最小にするように整えること」と述べています。つまり、看護
するとは、人の持つ生命力（自然治癒力）が最大限発揮される環境に
整えることであると言っているのです。また、看護は「病気ではなく、
病人をみる」とも言い続け、患者さん一人ひとりに寄り添うことの重
要さを教えています。
本講では、ナイチンゲールの「看護覚え書」をはじめとする書物か

ら、コロナ禍にある今を生き抜く知恵を紹介します。あなたとあなた
の大切な人の生命力の消耗を最少にし、健康に生きるためにナイチン
ゲールの教えに触れてみましょう。

■講師

中嶋 恵美子 福岡大学医学部看護学科教授

「福岡大学を知る」シリーズ 福岡大学9学部それぞれの教育・研究に関するトピックを取り上げ、地域の方々に本学の教育・研究・医療への
理解と関心を深めていただくシリーズ企画です。

9

薬学教育と薬剤師業界の未来
第56回薬学部卒後教育講座

■講座内容
医療技術の高度化、医薬分業の進展等に伴い、高い資質を持

つ薬剤師養成のための薬学教育6年制が開始されて13年が経ち
ました。6年制により実務教育の充実が図られ、学生に対するス
キル教育が重視されています。それに伴って薬剤師の職能は高
度化し、多様化してきています。この「薬学部卒後教育講座」
では、薬学の基礎知識だけでなく、病気の予防・治療などに関
する最新情報を幅広く提供し、薬剤師が自らの資質向上のため
に常に新しい知識と技能を習得し、職能の向上に努めることが
できるように支援しています。
今回は、薬学部教員と臨床現場の経営者を講師として、

「薬学教育と薬剤師業界の未来」をテーマに、薬剤師としての
ミライを考える場を提供します。

開講日時 5/15（土） 14:00～17：20

対象・定員 薬剤師・薬学部卒業生・医療関係者 200人

会場 オンライン開催（Zoom使用）

受講料 500円 ※本学在学生は無料

受付・
申込方法

下記のＱＲコードから申込フォームに
アクセスしてお申し込みください。

※本講座は、｢研修認定薬剤師制度｣に該当する研修会です。薬剤師
受講者には（公財）日本薬剤師研修センターの受講シール(2単位)を
郵送で交付いたします。交付にあたっては、本人確認、受講者名簿作
成に必要な個人情報のご提供（薬剤師免許番号含む）をお願いいた
します。薬剤師免許番号のご提示がない場合、全日程の受講が確認
できない場合は受講シールをお渡しできません。詳細は、日本薬剤師
研修センターWebサイトで「研修受講シールに関する不正行為の防

止について」をご覧ください。詳細は申込の際にご案内します。

後援：一般社団法人 福岡市薬剤師会

第１講：変わった！変わっていく！薬学教育
第２講：人口動態/テクノロジーの進化がもたらす

薬局･薬剤師の未来像

■講師

第1講：山内 淳史 福岡大学薬学部教授

第2講：平野 健二 (株)サンキュードラッグ代表取締役社長




