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芸工アート＆サイエンスカフェ

ゆるキャラと遊ぼう

親子でチャレンジ！
手作りゲームプログラミング

つくって飛ばそう紙飛行機　

クレヨンをつくろう

体験・競争！
紙で高いタワーをつくろう

だんだんラボ　ワークショップ

シュルレアリスムの絵画遊び

「にんげん」を科学する実験施設

世界の名作住宅模型をつくろう

誰でも楽しい、リサイクルアート
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タイムテーブル および 整理券配布情報

※当日の出品内容及び出店店舗は、変更になる可能性があります。

ブリトー、綿菓子、ジュース、コーラ、ラムネ

唐揚げ弁当、お茶

焼きそば、ソフトドリンク

焼きそば

たこ焼き

ミニボウリング&ゲーム

唐揚げ

小籠包

生フランク

フライドポテト

大橋商店連合会

とりのや

玉屋

キッチンペペロン

なにわ流うまたこ

大橋シティボウル

唐揚げ専門店うまから

包子王

当日限定出店

当日限定出店

噴水のまわりに大橋のお店が並びます！露店一覧

このマークの場所にベビーカー置き場を
設けています。

事務部4階にベビーコーナーを設置しています。
授乳やオムツの交換ができます。

以下の多目的トイレを開放しています。
・1号館 ・3号館 ・5号館 ・7号館 ・体育館
・厚生施設棟 ・多次元デザイン実験棟
・事務部

厚生施設棟1階食堂、5号館1階511教室を
休憩所として開放しています。

喫煙はデザイン基盤センター情報基盤室
裏の喫煙所にてお願いします。

ベビーカー

お手洗い

ご案内

芸術工学部へようこそ！

ベビーコーナー

休憩所

九州大学芸術工学部では、「技術の人間化」

の理念のもと社会的課題の解決を先導する

人材を育成するために、「新たな価値創造・

芸術工学のあるくらし」をスローガンとして

50周年記念事業を進めてまいります。

2018年 （6月予定）の「芸術工学部大公開！」

では、創立50周年記念事業の一環として、

とくべつな企画を検討中です。

特設Webサイトでは、創立50周年記念事業にかかるイベントや支援プロジェクト

等をお知らせしています。ぜひご覧ください。

http://www.gk50.design.kyushu-u.ac.jp/

2018年、芸術工学部は創立50周年を迎えます！

づくり

・・・・

・・・

芸術工学部は、工学や技術に関する科学的な知識、人間や社会に対する深い洞

察、そして創造的な芸術的センスを兼ね備えた高次のデザイナーを養成することを

目的として1968年4月に九州芸術工科大学として開設されました。2003年10月に

九州大学と統合後、九州大学芸術工学部となりました。

芸術工学部には、環境設計学科、工業設計学科、画像設計学科、音響設計学科、

芸術情報設計学科の5学科があり、約900名の学生が在籍しています。また、大学

院芸術工学府には、芸術工学専攻（デザイン人間科学コース、デザイン人間科学国

際コース（博士後期課程）、コミュニケーションデザイン科学コース、環境・遺産デ

ザインコース、コンテンツ・クリエーティブデザイ

ンコース）とデザインストラテジー専攻の2専攻

があり、修士課程に約300名、博士後期課程に

約100名の学生が在籍しています。

多彩な専門分野をもつ教員が、デザインの世界

的な教育研究拠点の構築を目指しています。

　　Facebo
ok ページ

および 特設We
bサイト公開

中！f

九州大学開学記念行事・学内研究室公開

第6回 九州大学 芸術工学部 大公開！

平成29年度

5.202017. ［土］

10:00-17:00
九州大学大橋キャンパス

後援：福岡市、福岡市教育委員会、大橋商店街連盟主催： 芸術工学部201705M2http://www.design.kyushu-u.ac.jp/fushigi/



体験・競争！紙で高いタワーをつくろう
紙を用いた「タワー」づくりを行います。
家族単位の競技とし、限られた時間に
できる限り高いタワーを作った家族が勝ち。 

時 整 小2号館2階プレゼ室

だんだんラボ ワークショップ

時 整 小

障がいのあるアーティストと子供たちが
一緒に絵を描くワークショップです。  

体育館

クレヨンをつくろう
自分の好きなかたちや色のクレヨンをつくって、
好きな絵を描きましょう。
※各回15組限定企画です。
（1組につき1つのクレヨンを作ります。）

時 整 小工作工房３階造形教室

つくって飛ばそう紙飛行機
飛び方を勉強して、自分で作って飛ばします。
上手に作れたら50 ｍくらい飛んでいきます。
※各回15組限定企画です。（紙飛行機の製作
　キットは1組につき1つの配布となります。）

時 整 小7号館1階ワークショップルーム

環境設計学科学生が、授業・演習の優秀作品や、
課外活動として取り組んでいるコンペ等での
入賞作品を展示します。

環境設計ギャラリー

2号館1階ギャラリー、2階ギャラリー（吹き抜け）

誰でも楽しい、リサイクルアート
環境たくみの会（リサイクル･ボランティア･
グループ）が、不用物を使って、楽しい
アートづくりを教えます。

2号館1階製図室 時

世界の名作住宅模型をつくろう
世界の名作住宅の模型を、
キットを用いて1/50スケールでつくります。 

2号館2階プレゼ室 時 整

デザインをかたちにする
3Dデザインシステム
コンピュータでデザインした後は、3Dプリントして
手に取って実感、削って組み立てて製品化。

1号館2階3Dデザイン入出力室

工業設計学科の卒業研究・
卒業生の仕事・先生の研究をみてみよう
工業設計学科の卒業研究・卒業生の仕事・
先生の研究を紹介します。 

1号館2階ロビー、3階ロビー・会議室

「にんげん」を科学する実験施設
さまざまな色の照明や日本で最も熱い・最も
寒い温度の体験、血圧や皮膚の温度など簡単な
生理測定、研究内容・研究成果の紹介もあります。

環境適応研究実験施設 時

研究系の
コンピュータグラフィックス
当研究室で進めてきた理科系の
コンピュータグラフィックス研究を紹介します。

5号館2階521教室

人と協力する
インタラクティブゲーム
体を動かし、人と協力しながら
楽しくプレイできるゲームを展示します。

5号館3階ロビー

360°パノラマ動画
複数台のカメラで360°を同時に撮影した
空中散歩などを擬似的に体験できます。

多次元デザイン実験棟ホール

親子でチャレンジ！
手作りゲームプログラミング
コンピュータゲームは遊ぶよりも作る方が面白い！
親子で協力してコンピュータゲームを作ってしまおう！

時 整 小7号館3階コンピュータ室

昭和50年代の大橋～8ミリフィルム
昭和50年代の大橋駅周辺の様子を
DVDで上映します。

多次元デザイン実験棟1階ロビー

今年10月オープン！
福岡市科学館の見どころを限定公開！
六本松キャンパス跡地にオープンする
科学館について、パネルや実演で紹介します。

多次元デザイン実験棟2階ロビー

ゆるキャラと遊ぼう
毎年恒例になりましたゆるキャラが
今年も子供たちとの楽しい出会いを求めて、
大橋キャンパスにやってきます。

時フライパン広場

芸工アート＆サイエンスカフェ
大橋キャンパスにいるアーティストと
サイエンティストによるトークライブです。

時多次元デザイン実験棟1階ロビー

展示映像アーカイブプロジェクトから
秘蔵映像を公開
1975年沖縄国際海洋博覧会と1988年さいたま
博覧会の３面マルチ映像を公開します。

画像特殊棟2階ビデオスタジオ

アート作品展示
地域コミュニティー活性のためのアート
プロジェクトの記録、アニメーション、
絵画作品を展示します。

印刷実験棟1階

シュルレアリスムの絵画遊び
シュルレアリストが行った絵画の実験を通し、
誰も予想できなかったような、意外な絵を
描いてみましょう。

時印刷実験棟1階

視覚の世界：錯視、色彩実験の体験
多くの錯視現象を紹介します。
錯視を通して、「見る」ということから
デザインを考えてみては？

5号館4階製図室

ゲームを使って問題解決！
シリアスゲームプロジェクト
さまざまな社会問題の解決を主な目的とした、
楽しくプレイできるゲームを実演を通して紹介します。

7号館1階シアタールーム

音積木とデジタル糸電話

音響特殊棟1階残響室

音が出る積木に囲まれて、
少し不思議な音体験をしませんか。

音と音環境のデザイン
音質設計のためのダミーヘッド録音再生装置、
自動車サイン音の研究のための
走行シミュレータなどを公開します。

音響特殊棟2階録音スタジオ

無響室へようこそ
音響学の基本的な実験室である無響室を体験し、
音の性質やひびきの重要性を理解できます。

音響特殊棟3階無響室

音響樽で聴いてみよう
96個のスピーカに囲まれて、
新しいサラウンド体験をしませんか。

3号館1階第2無響室

音声の仕組みを探る

3号館2階322教室

人の声の仕組みを、
簡単な実験を通して体験できます。

※タイムスケジュール及び整理券配布情報については裏面をご参照下さい。
※イベントの内容は予告なく変更になる可能性があります。
※小学生以下のお子様は、保護者同伴の上、ご来場下さい。
※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用下さい。

マークの企画は、時間限定開催です。開催時間をご確認の上お越し下さい。

マークの企画は、参加定員に限りがあります。整理券を配布いたします。

マークの企画は、小学生とその保護者向けの企画です。小
整
時
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※20～24 の企画は「南区こども大学」の講座としても開催しています。
（事務局は南区役所）

視覚とデザインの世界へ！

コンピュータはデザインの相棒です！

親子でつくるからもっと楽しい！

こんなイベントも！

音もデザインなのです！

環境デザインと遊ぶ！

人の幸せをデザインする！

九州大学
 大橋キャ

ンパスMA
P

デザインの世界へ
ようこそ！

ここは九州大学大橋キャンパス。

芸術工学の魅力を大公開！

めくるめくフシギ体験が

あなたを待っている！
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デザイン実験棟

4号館

8号館

体育館

印刷実験棟

デザイン基盤センター
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	中_フシギパンフ20170428mi

