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◉大学概要
学 科
大学の
特色

芸術工学部（環境設計学科、工業設計学科、画像設計学科、
音響設計学科、芸術情報設計学科）
芸術工学部は、ちょうど５０年前に、ここ大橋地区で生まれました。芸術工学部で
は、工学や技術のことを学び、人や社会について深く知り、自分の力で新しいものを
作りだす芸術的な感覚を磨きます。そして、新しい技術を実際の人の暮らしに使うと、
どんな良い点や困った点があるか、どうすれば安心して安全に使えるようになるのか
を考えます。人と技術がお互いに良い関係をつくっていけるような、新しいものやしく
みづくりを提案することを目指します。

map

所在地

塩原
那
珂
川

九州大学
大橋キャンパス

アクセス
鹿児島本線

日赤通り
大橋駅

九大大橋
キャンパス入口
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竹下駅

西鉄天神大牟田線

385

大橋駅前

福岡市南区塩原
４丁目９−１

西鉄大橋駅から
徒歩５分
自家用車での来場不可

◉講座概要
講座名
①

PET bottle art
PET.ART: Recycling
design workshop series

講座
内容

This workshop will share with young children
on the possibility of recycling PET bottles to
make them into art sculptures or useful
products that can enhance the beauty of our
living space and as a small effort to make our
environment more sustainable. This workshop
will be conducted in English to create
opprotunities for English conversation and
learning. The workshop also encourage
speaking and learning of English and to create
a multi-lingual learning campus in Ohashi
Campus. Instructors are trained secondary
school teachers teaching design in Singapore.
Students or parents who know a bit of English
are also encouraged to join the workshop.
There will be many hands-on activities, please
enjoy this workshop as a family time.

(ペットボトルを再利用してアート作品を作りま
す。担当する教員は，シンガポールの中学校
でデザインの授業を担当していました。本講
座は英語で行う予定のため、英会話に触れる
機会になります。子供たちや保護者の方が少
し英語がわかる程度であれば楽しめます。手
を動かすワークショップなので、家族の時間
として、一緒に参加しませんか？資料や担当
者の説明もできるだけ日本語で対応します。)

日時
場所
定員

6月１６日（土）9時〜12時
Ohashi Campus, Block 2 Level 2

(大橋キャンパス ２号館２階)
10 groups. 1 group = 1 child or 2 children
(age 7-12)andparents, maximum 4 persons.

(10組。1組あたり1〜2名の子供
（7〜12歳）と保護者。最大4名まで。
)
参加費

Free(無料)

《問い合わせ先・受付期間・申し込み方法》

講座名
②
講座
内容

歩く！海の生き物ロボットづくり
ワークショップ
電池やモーターを使用したカンタ
ンな電子工作で、海の生き物ロ
ボットを作成します。
作品が完成したら、みんなで歩か
せてみましょう！

※電子工作の過程では細かい作業や
危険な工程は予定しておりません。
日時

7月29日（日）

①10時〜12時，②13時〜15時（２回）
場所

定員

大橋キャンパス
7号館１階ワークショップルーム
各回10組程度

（申し込み多数の場合は抽選）
参加費

６００円

《問い合わせ先・受付期間・申し込み方法》

・担当者メールアドレス：
wakuwakucraft@gmail.com
・受付期間：７月16日（月）まで
・申し込み：Google formによる予約。
下のQRコードから参加人数、保護者
氏名、電話番号、メールアドレス、作
成キット数、参加時間
帯を記入してください。

・担当者メールアドレス：
designworkshop.ku@gmail.com
・受付期間：6月１日（金）〜6月10日（日）

(if there are more than 10 groups,then a lucky draw
will be done to select participants)

(申込み多数の場合は抽選。)
・申し込み：For registration,please
form: https://goo.gl/forms/
gC9nWVIVFXkJGoNQ2

complete google

（上のグーグルフォーム
または下のQRコード
からお申し込みください。
)
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◉講座概要
講座名
③

オリジナルストラップを作ろう

講座名
④

講座
内容

自分の手 描きの絵を、木のスト
ラップにしてみませんか。手描き
の絵をもとに、木をレーザーカッ
ターで切断、彫刻し、オリジナル
のストラップを作ります。

講座
内容

日時

８月９日（木）

災害はいつ来るかわかりません。
避難所のこと、非常食のこと、避
難ルートのことなど親子で一緒に
いろいろな経験をしながら勉強し
ていきましょう。
この講座での勉強をいかして、夏
休みの自由研究や普段の生活の
工夫にひろげていってください。

日時

8月10日（金）13時30分〜15時

場所

大橋キャンパス 多次元デザイン実験棟

定員

小学校４〜６年生の親子20組（必

①13時〜15時，②15時〜17時

８月１０日（金）

③13時〜15時，④15時〜17時
（４回）
場所

大橋キャンパス工作工房２階

定員

各回親子５組程度。
（申し込み多数の場合は抽選）

参加費

お子様一人当たり５００円

《問い合わせ先・受付期間・申し込み方法》

・担当者メールアドレス：なし
・受付期間：7月24日(火)10時〜8月6
日(月)
・申し込み：下のURLかQRコードから
必要事項を入力
してください。
https://goo.gl/forms/
16FS4fj5G1kuJ9j72

親子防災“自由研究”講座

ず親１名子１名で参加のこと。兄弟・家族
などの見学は可）（申し込み多数の場合は
抽選）

参加費

無料

《問い合わせ先・受付期間・申し込み方法》

・担当者メールアドレス：
ogata@design.kyushu-u.ac.jp
・受付期間：6月25日(月)〜7月6日(金)
(申込み多数の場合は抽選。
7月9日に、申込者全員に抽選結果を
連絡します。）
・申し込み：申し込み期間内に開設さ
れる九州大学芸術工学部ウエブサイ
ト新着情報の本講座のページからお
申し込みください。
受講が決定した方は、事前のアンケー
トや事前の準備の連絡をさせていた
だきます。

＜事務部問い合わせ先＞
●九州大学芸術工学部
総務課企画・広報係
●FAX 番号：092-553-4593
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