
 

令和４年７月２６日 

公益財団法人九州先端科学技術研究所 

AI エンジニアの人材育成を支援するふくおか AI・DX スクールの開講について  

公益財団法人九州先端科学技術研究所（ISIT）では、ＡＩ技術を使い新たなサービスを生

み出すＡＩエンジニアの育成支援を今年も行います。 

今年は、一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）認定資格「G 検定・E 資格」の

取得を目指せるコースにリニューアル。福岡市内に居住もしくは、働いている方は半額で受講

できるお得な講座となっていますので、周知・広報につきまして、ご協力をお願いいたします。 

（問い合わせ先） 
公益財団法人 九州先端科学技術研究所 
オープンイノベーション・ラボ 高野、難波、西依
TEL092-852-3453  FAX092-852-3455

mail：edu@isit.or.jp

市政記者各位 

Institute of Systems, Information Technologies and Nanotechnologies 

ふくおか AI・DX スクール 令和４年度 キックオフセミナー 

「ふくおか AI・DXセミナー」 の開催 

〇日 時 ：令和４年８月２日 (火) １４：３０〜１６：００ オンライン配信 

（１）基調講演 「JDLAの取り組む AI・DX 人材育成」

AIやディープラーニングの技術を活用した DXを推進できる人材育成や

ビジネスへの最新活用事例等について 

講師 （一社）日本ディープラーニング協会 理事 事務局長 岡田隆太朗氏 

（２）講演 「これから求められる AI 技術」

これから求められる最新の AI技術等について紹介

講師 エッジテクノロジー株式会社 技術顧問 巣籠悠輔氏 

（３）研修内容案内

ふくおか AI・DX スクールのご紹介

〇参加方法 (※どなたでもご参加いただけます) 

参加申し込み URL： https://form.run/@ai-training-kickoff-r4 

研修内容 (完全オンライン開催。全国どこからでも受講可能) 

（１）AI 人材育成講座 ビジネス編 初級 （AIプロジェクトを立案・推進できる人材の育成）

実際の AIプロジェクト企画のノウハウを、ワークショップとハンズオンを通して学ぶ講座です。

（２）AI 人材育成講座 ビジネス編 初級＋G 検定対策講座 （G 検定取得を目指す人材の育成）

ビジネス編初級の内容に、G検定対策講座を追加した講座です。

（３）AI 人材育成講座 エンジニア編 基礎 (AI 開発の実務を行える人材の育成)

AI開発をハンズオンで学ぶ初心者向けの研修です。E資格の取得も目指せます。

（４）AI 人材育成講座 エンジニア編 応用 （AI のサービス構築を行える人材の育成）

チームで AIサービス開発を実践する中級者向けの研修です。

詳細については、別添のチラシをご確認ください。

岡田隆太朗 氏 

巣籠悠輔 氏 



多くの企業・自治体で採用されている幅広い講座の運用実績がございます。

日本ディープラーニング協会の認定講座である、エッジテクノロジー株式会社の
講座をカスタマイズして提供します。
各研修は、企業での実績がある日本トップクラスの講師陣が担当します。

担当       髙野、難波、西依
https://www.isit.or.jp/ai_dx_seminars_r�/
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コースにリニューアル！すべての皆様に「学び足し」の機会を！
日本ディープラーニング協会認定資格「G検定・E資格」の取得を目指せる
令和2、3年度に実施し好評いただいた研修を

AI開発の概要とプロジェクトの
進め方を学びたい

Pythonの基礎や機械学習に必要な
数学を学びたい

機械学習やディープラーニングの技術
に対する理解を深めたい

PBL（問題解決型学習）を通じて
AIのサービス構築に必要な工程を
習得したい

日本ディープラーニング協会（JDLA）
が実施するE資格に合格したい

日本ディープラーニング協会（JDLA）
が実施するG検定に合格したい

AIの知識を体系的に学びたい

AIを活用したシステムを導入する
ことになり、発注仕様書を作成で
きるようになりたい

エンジニア編　基礎 エンジニア編　応用

このコースがおすすめ！

ビジネス編 初級　 G検定対策講座

事務局
公益財団法人
九州先端科学技術研究所

研究開発/社会実装・
実証事業

産学官連携による新産
業・新事業創出事業

コンサルティング
事業

情報収集・提供事業 人材育成事業 交流・協力事業

G検定・E資格対策新設G検定・E資格対策新設

公益財団法人九州先端科学技術研究所（ISIT）は福岡市の外郭団体の研究所です。
IT、ナノテクノロジーなどの先端科学技術の研究開発や産学連携等により、地域
における産業の振興と経済社会の発展に寄与しています。近年のIT 関連の取組と
しては、データを活用した社会実証実験や、エンジニアの育成支援などがあります。

役割別に複数スタッフ配置

＜期間中の講義動画⾒放題＞

いつでも復習可能

今⽇の授業は少し難しかった、
メモを取り損ねた、急な会議が
あり参加が遅れたなどの際には
ぜひ動画で復習を。

原則24h以内に返信

期間中はSlackにて質疑応答に対
応します。チャンネルごとの役
割が明確になっているため履歴
が追いやすくなっています。

＜期間中Slackの質問し放題＞

講師

メンター運営

講師、運営、メンターがZoom
やSlackにてリモート参加し、
講義中は常時、質疑応答に対応
します。

＜講義における運営体制＞

※講師を含めて各講義ごとに3名以上の運営体制 ※対⾯講義時にZoomを使い、講義を録画します。 ※運営スタッフ5名以上がSlackに参加



令和３年度【AIデータ分析基礎コース」を受講した皆さまの声 ※Lv�相当の講座

ビジネス編 初級＋G検定対策講座ビジネス編　初級

特徴 前提知識

受講料・総学習時間

応募締切

第 1 期締切

第 2 期締切

「ビジネス編 初級」の内容に
　　G 検定対策講座を追加

G 検定の合格を目指す方

水

水

水

エンジニア編　基礎 エンジニア編　応用 

エンジニア編　基礎

日本ディープラーニング協会が実施するＧ検定(ＡＩジェネラ
リスト検定)合格を目指す講座です。

実際の AI プロジェクト企画のノウハウを、ワークショップと
ハンズオンを通して学ぶ講座です。

・AI開発の概要とプロジェクトの進め方を学ぶ
・ビジネス活用に必要な知識とスキルを付ける
・グループワークによるAI企画体験

・AIの知識を体系的に学ぶ
・G検定合格に必要な知識とスキルを付ける
・出題傾向を分析した予想問題集と解説講義

AI開発については全く未経験でしたが、統計学基礎講座・Python入門・機械学習概論から学ぶことができ、無理なく
学習を進めることができました。事前学習を含めると、かなり学習内容のボリュームがあり、スクールに通っている
くらいの満足感があありました。コースの中には、画像データ処理（上級）など難易度の高い講義もありましたが、
繰り返し演習を行い、理解を深めることができました。

講義では、コーディングを大変わかりやすくご説明いただき、ＡＩについての理解が深まったと感じます。
今年度は、実践型のＡＩ研修に挑戦してみたいと考えています。

２０年前に情報系の大学を卒業しましたが、今回、最新のＡＩプログラミング技術を体系的に学びなおすことができて
大変良い機会になりました。今後は、Ｇ検定・Ｅ資格の取得にもチャレンジしたいと考えています。

※ E資格の受験には、別途修了証明書の発行手数料
（3,000円）と受験料が必要です。

※ G検定の受験には、別途受験料が必要です。

・AIの概要・Pythonコーディングなど基礎から学ぶ
・ハンズオンでディープラーニング実装スキルを習得
・本研修を修了することで、E資格の受験資格を取得可能

+G

A氏（開発者）

B氏（研究者）

C氏（大学生）

AI開発をハンズオンで学ぶ「AI技術」初心者向けの研修です。 チームでAIサービス開発を実践する「AI技術」中級者向けの
研修です。
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１期：8/22, 8/24, 8/31

２期：10/3, 10/5, 10/12

9/2, 9/9, 9/16, 9/30,
10/7, 10/14, /10/21

10/14, 10/21, 10/28 ,
11/4, 11/11, 11/18, 11/25

12/2, 12/16, 1/13, 1/27

１期：8/22, 10/5, 10/7

２期：11/2, 1/18, 1/20

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

ビジネス編 初級
• タイプA（Webinar + e-Learning）
• タイプB（e-Learningのみ）

エンジニア編 応用
• タイプA（Webinar + e-Learning）

ビジネス編 G検定対策講座
• タイプA（Webinar + e-Learning）
• タイプB（e-Learningのみ）

エンジニア編 基礎
• タイプA（Webinar + e-Learning）
• タイプB（e-Learningのみ）

※各講座とも初日は
オリエンテーションのみ

※各講座ともe-Learningは期間中の３か月間

１期：

２期：


