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大学の
特 色

学 科 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、半世紀前に、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。

九州大学 芸術
工学部

◉大学概要
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◉講座概要

8月8日（木）、 8月9日（金）
13時～15時、15時～17時の計4回実施

九州大学大橋キャンパス
工作工房２階

お子さま一人あたり500円

レーザーカッターで
オリジナルスタンプを作ろう！
自分の手書きの絵をスタンプにし
てみませんか？手書きの絵をもと
にレーザーカッターで切断・彫刻
し、オリジナルのスタンプを作り
ます。
また、持ち手の部分も木材で作
成してもらいます。

各回親子７組程度
（応募多数の場合は抽選）

講座名
②

講座
内容

日時

場所

定員

参加費

・担当者メールアドレス：
　3ddesign.input.output@gmail.com
・受付期間：
　7月22日（月）～8月４日（日）
・申し込み：Google form
（https://forms.gle/ygD2DVLnuvG
　8vsrTA）による予約。下のQRコード
　から参加人数、保護者
　氏名、メールアドレス、
　参加時間帯を記入
　してください。

《問い合わせ先・受付期間・申し込み方法》

Kyushu University, Ohashi Campus, Block 2 Level 2
(九州大学大橋キャンパス ２号館２階)

12 groups. 1 group = 1 child or 2 children
 (age 7-12)and parents, maximum 4 persons.

12組まで。1組あたり1～2名の子供
（7～12歳）と保護者。最大4名まで。
　(if there are more than 12 groups, then a lucky 
  draw will be done to select participants)
　(応募多数の場合は抽選)

Free(無料)

PET.ART: Recycling PET bottle artdesign workshop series

This workshop will share 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。)

講座名
①
講座
内容

日時

場所

定員

参加費

・担当者メールアドレス：
　designworkshop.ku@gmail.com
・受付期間：6月10日（月）～6月25日（火）
　 Between 10 June and 25 June
・申し込み：For registration, please complete google 　
　 form:https://goo.gl/McctFR

（上のグーグルフォーム
　 または右のQRコード
　　からお申し込みください。)

《問い合わせ先・受付期間・申し込み方法》

＜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
●電話番号：092-553-4429
●FAX番号：092-553-4593

Time: 9am to 12pm (3Hrs)
７月１３日（土）
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