
令和３年度九州大学芸術工学部公開講座案内（高校生向け） 

 
※各公開講座の日程・実施方法・実施内容等については、新型コロナウイルス感染症の状況等、諸般の

事情により、今後変更になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

《環境設計コース開講公開講座》 

05. 高校生のための環境設計公開講座 
高校生を対象に、環境設計の世界に興味を持ってもらうことを目的としています。環境設計コースの教育・研 

究内容を知ってもらうことも意図して、内容は講座と体験ワークショップで構成し、与えられた課題に対し、材 

料を用いた立体構成、もしくはスケッチを行い、参加者全員でディスカッションを行います。 

【実施日時】 令和 3年 8月 1日（日） 14：00～17：00 ※予定 

【実施場所】 九州大学大橋キャンパス  

【募集人員】 高校生 25名 

【受 講 料】 1,000円 

【申込期間】 令和 3年 5月 10日（月）～7月 9日（金） 

 

《インダストリアルデザインコース開講公開講座》 

06. 高校生のためのインダストリアルデザインコースのデザイン講座 （演習編）  
高校生を対象に、インダストリアルデザインコースの教育・研究内容を知ってもらえるよう「高校生のためのイ 

ンダストリアルデザインコースのデザイン講座 (演習編)」を開講します。インダストリアルデザインコースの人 

間工学・クリエイティブデザインの２分野の「紹介」（約 15 分×2分野）と総合的にインダストリアルデザインコ 

ースを知っていただくための「インダストリアルデザインワークショップ（約２時間）」を行います。その他、質問 

などの時間も設けます。 

【実施日時】 令和 3年 8月 22日（日） 13：00～17：00  

【実施場所】 九州大学大橋キャンパス  

【募集人員】 高校生 25名 

【受 講 料】 1,000円 

【申込期間】 令和 3年 5月 10日（月）～7月 30日（金） 

 

07. 高校生のためのインダストリアルデザインコースのデザイン講座（研究編） 
高校生を対象に、インダストリアルデザインコースの教育・研究内容を知ってもらえるよう「高校生のためのイ 

ンダストリアルデザインコースのデザイン講座(研究編)」を開講します。インダストリアルデザインコースの人 

間工学・クリエイティブデザインの２分野の「紹介」（約 15 分×2分野）とインダストリアルデザインコースの 

施設を使った模擬実験を体験してもらいます（約２時間）。その他、質問などの時間も設けます。 

【実施日時】 令和 3年 10月 24日（日） 13：00～17：00 

【実施場所】 九州大学大橋キャンパス 

【募集人員】 高校生 15名 

【受 講 料】 1,000円 

【申込期間】 令和 3年 9月 1日（水）～10月 1日（金） 

 

 

 

 

 

 

 



《未来構想デザインコース開講公開講座》 

08. 未来構想デザインコースの紹介 
  2020年にスタートした「未来構想デザインコース」の講義や研究の魅力を紹介します。 

【実施日時】 令和 3年 6月 19日（土） 13:00～15:00 ※オンライン（ZOOM）にて開催 

【募集人員】 高校生・一般 人数制限なし（最大 500名） 

【受 講 料】 無料 

【申込期間】 令和 3年 5月 10日（月）～ 

【申し込み方法】申込フォームにより申し込み 

URL：https://zoom.us/webinar/register/WN_bWRTFWDuSh-LyM6flZr4Nw 

 

09. 高校生のための「未来構想デザイン」講座 （アート＆サイエンスカフェ編）  
 高校生を対象に、「未来構想デザインコース」の研究内容を知ってもらえるよう「高校生のための未来構

想デザイン講座(アート＆サイエンスカフェ編)」を開講します。未来構想デザインの数名の教員が、それぞ

れの研究分野の魅力をやさしく解説します。オンラインでの開講ですが、カフェにいるように飲み物片手に

お気軽にご参加ください。 

【実施日時】 令和 3年 8月 7日(土) 14:00～16:00 ※オンライン（ZOOM）にて開催 

【募集人員】 高校生 30名程度 

【受 講 料】 無料 

【申込期間】 令和 3年 5月 10日（月）～8月 6日(金) 

【申し込み方法】登録サイトより申し込み 

 URL：https://bit.ly/3tUjybJ 

 

14. 高校生のための「未来構想デザイン」講座 探究編 （追加開催決定） 
  高校生を対象に，「未来構想デザインコース」の教育・研究内容を知ってもらえるよう「高校生のための

未来構想デザイン講座(探究編)」を開講します。 

「未来構想デザインコース」の概要や考え方、未来構想デザインコースの”アート＆デザイン”、”社会構

想”、”情報・生物”各分野の「模擬授業」と総合的に「未来構想デザインコース」を経験してもらうための「ワ

ークショップ」を行います。参加希望者には事前課題が出ます。その他、質疑応答の時間をしっかりもうけ

ます。 

【実施日時】 令和 3年 9月 25日（土） 13：00～16：30  

【募集人員】 高校生  10名 

【受 講 料】 無料 

【申込期間】令和 3年 8月 19日（木）～9月 17日（金） 

【申込期間】 登録サイトより申し込み 

 URL：https://q.s.kyushu-u.ac.jp/d7sP-4iU9K/ 

 

10. 高校生のための「未来構想デザイン」講座 実技 （表現・対話編） 
高校生や高校・受験関係者を対象に、「未来構想デザインコース」の教育・研究内容を知っていただけ

るよう「高校生のための未来構想デザイン講座 実技（表現・対話編）」を開講します。 

高校生はもちろん、卒業生・留学生・高校の先生・親御さんもご参加いただけます。 

【実施日時】 令和 3年 11月 13日（土）13:00～17:00 

【開催場所】 九州大学大橋キャンパス（＊状況に応じてオンライン開催する可能性もあります。） 

【募集人員】 高校生 25名 

【受 講 料】 無料 

【申込期間】 令和 3年 5月 10日（月）～令和 3年 10月 29日（金） 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_bWRTFWDuSh-LyM6flZr4Nw
https://bit.ly/3tUjybJ
https://q.s.kyushu-u.ac.jp/d7sP-4iU9K/


《メディアデザインコース開講公開講座》 

11. 高校生のための「フィルム写真撮影と現像」講座 
多くの技術は生活などを便利にするものである。しかし、便利さや効率のために、使われなくなる技術や忘れ 

去られる文化も一方ではある。フィルム写真技術もそのひとつである。そこで、本公開講座では、画像表現メ 

ディアのひとつである白黒フィルム写真を取り上げ、デジタルカメラしか扱ったことがないであろう高校生を対 

象に、その技術を撮影、現像、そして観賞までを実習を通して体験してもらい、フィルム写真に関する知識・ 

技術を習得させる。 

＊フィルムカメラ、フィルム、現像液など、必要物品は大学で用意します。 

【実施日時】 令和 3年 7月 24日（土）～7月 25日（日） 10：30～16：30 （両日とも） 

【実施場所】 九州大学大橋キャンパス  

【募集人員】 高校生 8名 

【受 講 料】 3、000円 

【申込期間】 令和 3年 5月 10日（月）～7月 9日（金） 

 

12. 高校生のための最先端メディアデザインワークショップ 
高校生を対象に、最新のメディアデザインについて演習を交えながら体験的に学習します。具体的には、放 

送局水準の高機能撮影スタジオを利用した映像制作や、AI（人工知能）やデジタルファブリケーション等の最 

新技術を利用したメディアインタラクション演習、心理学的思考法のためのブートキャンプ等、次世代のメディ 

アデザインをわかりやすく学習します。 

【実施日時】 令和 3年 8月 27日（金）～8月 28日（土） 9：00～17：00 （両日とも） 

【実施場所】 九州大学大橋キャンパス 

【募集人員】 高校生 20名 

【受 講 料】 3、000円       

【申込期間】 令和 3年 6月 1日（火）～8月 13日（金） 

 

 

《音響設計コース開講公開講座》 

13. 高校生のための音の実験 
高校生を対象に、音の科学に関する興味と理解を深めてもらうために、実験を主とした講座を開設する。具 

体的には、午前中の入門講義で、基礎的な事項を学習した後、午後に実験を体験する。実験は 3つのテー 

マを体験する。 

【実施日時】 令和 3年 8月 10日（火） 10:00～17：00 ※予定 

【実施場所】 九州大学大橋キャンパス  

【募集人員】 高校生 15名 

【受 講 料】 3、000円       

【申込期間】 令和 3年 5月 10日（月）～7月 21日（水） 

 

 

 

＜オンラインで開催される講座を受講される際の注意＞ 

【申込に際しての注意】 

・ ご家庭などから複数の参加者がある場合も、それぞれお申し込み下さい。 

・ 講座の記録映像やスクリーンショットは、本学の広報等で利用される場合があります。 

・ 接続や設定の確認は予め各自でお願いいたします。 

・ ネットワーク・機器に関わることや接続設定などの質問にはお応えできません。 

・ 講座開催中に発生したトラブルなどにつきましては、各自の責任で対応をお願いいたします。 


