平成

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

誰でも楽しい、リサイクルアート
「にんげん」を科学する実験施設
親子でチャレンジ！
手作りゲームプログラミング

20組

だんだんラボ ワークショップ

「新たな価値創造・芸術工学のあるくらし」
2018年、芸術工学部は創立50周年を迎えます。

30組
10組

つくろう！森のお土産

10組

・ ・ ・

づ く り

20組

10組

10組

（各回子ども10 名、同伴者除く）

Cool Earth & Cool Veg
竹炭をつくろう！

芸 術 工 学 50 周 年

ゆるキャラと遊ぼう

記 念 イベ ント

芸工アート & サイエンスカフェ

Geiko 50th Anniversary Events

昭和 50 年代の大橋
〜8 ミリフィルム
すげぇ！
アニメ・CG

多次元ライブ！

ここだけ
伊藤高志の世界

MISAKI
〜楽への誘い〜

ジャズすき
ライブ

28

火祭

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

芸工50年の歴史
多次元デザイン実験棟 1 階ロビー
10:00〜20:00

29

噴水のまわりに大橋のお店が並びます！

大橋商店連合会

ブリトー、わたがし、ジュース、コーラ、ラムネ、ウーロン茶 等

大橋シティボウル

ミニボウリング（景品あり）

からあげ専門店うまから

からあげ、お弁当、お茶

SUNRISE

焼きそば、フランク、ジュース

ファミリーマート
福岡大橋二丁目店

焼きとり

まつりや

たこ焼き、お茶、ジュース

和食たかもと

カツサンド、ソフトドリンク350ml 缶、ウーロン茶、オレンジジュース

Factotum一ツ星紅茶堂

スコーン、シフォンケーキ、アイスティー

とりのや

お弁当、からあげ、炭火焼、お茶

30

50周年記念ポスター展
2 号館 2 階ロビー
10:00〜20:00

31

芸術工学 50 周年を応援する
ヴィジュアルデザインを学ぶ学生、
社会で活躍する卒業生たちの
ポスター作品を展示します。

32

34

トーク& ディスカッション

音の〇〇を語ろう！

〜音響設計学科の50 年とこれから〜

インフォメーション

（カセサート大学講師、建築家、タイ）
西澤 俊理氏（Nishizawa Architects、ベトナム）
百枝 優 氏（百枝優建築設計事務所 /MYAO）

33

5 号館 3 階 531 教室

木綿 達史氏（KOO-KI 代表取締役・ディレクター）
山下 良平氏（画家・イラストレーター）
中村 俊介氏（しくみデザイン代表取締役）
竹内 泰人氏（コマドリスト：コマ撮り映像作家）
谷口 崇氏（アニメ・イラスト作家）
山元 隼一氏（アニメーション作家）

トーク& ディスカッション

原点は工業設計学科 。そして今。
ー卒業生を招いてー

35

31
32

トーク & ディスカッション
音の〇〇を語ろう！〜音響設計学科の50年とこれから〜
トーク & ディスカッション
クリエイターズ・がちトーク「映像コンテンツの未来像」

お手洗い

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。

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

33

ベビーコーナー

ベビーカー

35

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。

このマークの場所にベビーカー置き場を

「映像コンテンツの未来像」

忠平 好夫 氏（日本音響エンジニアリング）
原 真人 氏（レコーディング・エンジニア）
藤井 成清 氏（パナソニック補聴器株式会社）他

トーク & ディスカッション

休憩所

トーク& ディスカッション
クリエイターズ・がちトーク

音響特殊棟 2 階録音スタジオ

タイムテーブル

迷子などのお問合せは正門前の総合インフォメーションで承ります。

アジアの若手建築家は
何を考えているのか
2 号館 2 階ギャラリー

磯田 和生 氏（大日本印刷株式会社）
河崎 知子氏（株式会社 W DEPT 代表取締役）
丸尾 奏 氏（株式会社シーアールイー）

ご案内

トーク& ディスカッション

ポーンパット・シリクルラタナ氏

工作工房棟 3 階造形教室

※当日の出店内容及び出店店舗は、変更になる可能性があります。

芸工50年スライドショー
多次元デザイン実験棟 1 階ロビー
10:00〜20:00

芸工50年の歴史を過去の写真で振り
返ります。学園祭やキャンパス風景など
懐かしい写真をお楽しみください。

芸術工学部の50年の歴史を年譜、
様々なトピックを含め紹介します。

15:00

○組 : 抽選券配布時間帯（数字は定員数）
。抽選券は各企画開始時間の30分前より15分間実施会場にて配布します。

露店一覧

大公開

30

年度 九州大学 開 学記念行事 学内 施 設公開

10:00

九州大学
芸術工学部

タイムテーブル および 抽選券配布情報

トーク& ディスカッション

社会とデザインのこれから
5 号館 1 階 512 教室

山口 覚氏（津屋崎ブランチ代表）
木藤 亮太氏（日南市油津商店街テナントミックス

Facebook
ページ
公開中！

サポートマネージャー）
高橋 徹郎氏（前糸島市市議会議員、タレント）
高祖 智明氏（（株）ブライトウェイ代表取締役）

芸術工学 施設公開

15:00

16:00

17:00

18:00

アジアの若手建築家は何を考えているのか

芸術工学部は
今年創立

周年！

記念イベントは裏面をCheck!

& ディスカッション
34 トーク
原点は工業設計学科 。そして今。−卒業生を招いて−

九州大学大橋キャンパス

トーク & ディスカッション

社会とデザインのこれから

設けています。

主催：
201806M2

芸術工学部

後援：福岡市、福岡市教育委員会、大橋商店連合会

親子でつくるからもっと楽しい！

駐輪場

3

4号館

体育館

32
画像特殊棟

厚生施設棟

5
33

デザインの世界へようこそ！

号館

デザ
イ
ン
って

楽し
い

環境デザインと遊ぶ！
環境設計ギャラリー

総合研究棟

1

調湿・脱臭・水質浄化・土壌改良などの
効果のある竹炭を生の竹から作ります。

号館

AED
AED

駐輪場

グラウンド

環境適応
研究実験施設

工作工房棟

事務部

芸術工学
図書館

芸工アート &
サイエンスカフェ

バイク
駐輪場

3号館1階ラウンジ

昭和 50 年代の大橋
〜8ミリフィルム

28 29
グローバル
イノベーション
センター

5号館1 階511教室

多次元
デザイン実験棟

デザイン基盤センター
情報基盤室

世界有数の実験施設で、照明の色や
気温の違い、簡単な生理測定を体験
しませんか。

多次元ライブ！
AED
AED

総合インフォメーション

正門

環境適応研究実験施設

デザインをかたちにする
3Dデザインシステム

時

芸工のパフォーマンス実践の聖地「多次元」にて
現役学生・卒業生による作品の上映やライブ
パフォーマンスを行います。
10:00〜 映像作品上映「すげぇ！芸工歴代アニメーション・CG」
11:00〜 映像作品上映「ここだけ伊藤高志の世界」
13:00〜 神楽を体験する実験ライブ「MISAKI〜楽への誘い〜」
14:15〜 JAZZライブ「ジャズすきもの会ライブ」
多次元デザイン実験棟1階ホール

20世紀の欧米ポスター
10/100 展

視覚とデザインの世界へ！
3 面マルチ・
カラオケ映像の特選展

音もデザインなのです！
音声の仕組みを探る

工業設計学科の先生の研究を
紹介します。

３面マルチ映像として制作した「カラオケ
映像」を上映します。学生たちのセンス
あふれる洒脱な作品をご覧ください。

人の声の仕組みを、
簡単な実験を通して体験します。

1号館3 階ロビー、会議室

画 像 特 殊棟 2 階ビデオスタジオ

3号館 2 階322教室

工業設計学科の
卒業研究をみてみよう

時

昭和50年代の大橋駅周辺の様子を
上映します。

8号館

「にんげん」を科学する
時
実験施設

時

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。

AED
AED

2号館1階製図室 および 2号館北側中庭

工業設計学科の先生の
研究をみてみよう

時

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。

噴水

時

環境たくみの会（リサイクル・ボランティア・
グループ）
・福岡市西部3Rステーションが、
不用物を使って、楽しいアートづくりを教えます。

1号館 2 階 3Dデザイン入出力室

こんなイベントも！
ゆるキャラと遊ぼう

6号館

7号館

2号館1階ギャラリー、2階ギャラリー（吹き抜け）

コンピュータでデザインして3Dプリント
した作品を見てみよう、触ってみよう。

Cool Earth & Cool Veg
時
竹炭をつくろう！

フライパン広場

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 。

人の幸せをデザインする！

時抽小

2号館裏の森 (雨天時2号館4階コア）

34
35

つくろう！
森のお土産

大学の木々に囲まれながら樹木の枝や
ドングリで小物を作ります。

号館

31

めくるめくフシギ体験があなたを待っている！

時抽小

体育館

駐輪場

グラウンド

芸術工学の魅力を大公開！

だんだんラボ
ワークショップ

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。

印刷実験棟

フライパン広場

ここは九州大学大橋キャンパス。

誰でも楽しい、
リサイクルアート

号館

音響特殊棟

30

2

環境実験棟

ゲームを使って問題解決！
シリアスゲームプロジェクト

音積木で立体音響体験

インフォメーション

i

休憩所

ベビーコーナー

ベビーカー

お手洗い

喫煙所

通り抜け可

無響室へようこそ

AED

コンピュータはデザインの相棒です！
自分そっくりのアバターを
作ってみよう
AED
AED

アメリカ、ヨーロッパで1945年から
1990年にかけて発表された
名作ポスターの複製展示です。
芸術工学図書館

火祭

時

SF映画やゲームなどに登場するリアルな
キャラクターデザインについて、
デジタル
入力装置を用いて実演します。

学園祭企画、火祭をフライパンで実施します。
火櫓の火は焚きませんが、子どもたち、
卒業生、
在校生、みんなで踊りましょう。

総合研究棟 2 階

フライパン広場

親子でチャレンジ！手作り
ゲームプログラミング 時 抽 小

学生作品アーカイブ展

工 業 設 計 学 科の卒 業 研究を
紹 介します。

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。

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。

コンピュータゲームは遊ぶよりも、作る方が
もっと面白い！親子で協力してコンピュータ
ゲームを作ってしまおう！

卒業研究、修士研究等の学生作品アー
カイブから選定した作品パネル25枚を
展示しています。

1号館 2 階ロビー

7号館1階シアタールーム

音響特殊棟1 階残響室

音響特殊棟 3 階無響室

7号館 3 階コンピュータ室

5号館 2 階、3 階廊下

工業設計学科の
授業作品をみてみよう

視覚の世界：
錯視、
色彩実験の体験

ダミーヘッドとお話ししよう！

音響樽で聴いてみよう

工業設計学科の授業作品を
紹介します。

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？

ダミーヘッドによる特殊な収音装置で、
あたかもその場に居合わせたかのような
臨場感のある音を聞いてみましょう。

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。

1号館 2 階ロビー

5号館 4 階製図室

音響特殊棟 2 階録音スタジオ

3号館1階第2無響室

時 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ください。
抽 マークの企画は、参加定員に限りがあります。当日抽選を行います。
小 マークの企画は、小学生とその保護者向けの企画です。
※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、ご参加ください。

周年記念イベントも開催中！
詳細はウラ面参照（企画番号 28 〜 35 ）

