
平成３０年度九州大学オープンキャンパス学部企画：伊都キャンパス ＜アクセスマップ> ＜伊都キャンパス>

８月４日（土）〔共創学部／理学部／工学部／農学部〕

学部等 実施内容 受付時間 実施時間 実施会場 参加にあたっての留意事項等

◎共創学部紹介 伊都キャンパスセンター1号館3,4階

　共創学部に関する概要説明、入試概要説明、質疑応答

◎模擬授業A（文系テーマ），B（理系テーマ），C（英語テーマ） 11:00～ 伊都キャンパスセンター1号館3,4階

  模擬授業の受講、質疑応答

◎共創学部紹介 12:45～ 13:00～14:00 伊都キャンパスセンター1号館3,4階

　共創学部に関する概要説明、入試概要説明、質疑応答

◎模擬授業A（文系テーマ），B（理系テーマ），D（協働学習体験）
　模擬授業の受講、質疑応答

14:00～ 14:15～15:00（模擬授業A,B）
14:15～15:45（模擬授業D）

伊都キャンパスセンター1号館3,4階 〇参加受付は先着順になります。
〇模擬授業Dは体験授業のため、可能な限り途中参加・途中退室す
ることのないようお願いします。

◎先生・学生に聞いてみよう！ 随時（10:00～）

　大学生活や大学での学びのことなど、気になることを共創学部の先生・学生が
個別にお答えします。

◎物理学科 ○各学科紹介の詳細は，　　　　を参照。

　ポスターによる研究紹介 9:30～10:00 センター2号館2309，2310室前廊下

　物理学科紹介 10:00～10:40 センター2号館2307，2308室

　ショート・トーク 10:40～12:00 センター2号館2307，2308室

　物理学科インフォメーションルーム 12:00～15:30 12:00～15:30 センター2号館2310室

　研究室，大型実験施設ツアー 13:15～ 13:30～15:30 （集合場所）センター2号館2307室

◎化学科

　化学科長挨拶/化学科紹介 10:00～10:30 センター2号館2403，2404講義室

　講演「福島第一原発災害でおきた環境・廃炉問題に挑む環境科学」 10:30～11:20 センター2号館2403，2404講義室

　化学科の入試について
11:20～11:50 センター2号館2403，2404講義室

　ポスター展示 12:00～ 12:00～15:00 ウエスト1号館C-408，C-409会議室

　研究室訪問 13:00～ 13:00～15:30 ウエスト1号館A，B 棟

◎地球惑星科学科

第1部）10:00～10:20

第2部）12:20～12:40

第1部）10:20～10:50

第2部）12:40～13:10

第1部）10:50～11:20

第2部）13:10～13:40

1回目）10:20～11:50

2回目）12:00～13:30

3回目）13:50～15:20

第1部）10:20～11:50

第2部）13:50～15:20

◎数学科

　研究院長挨拶 10:00～10:20 ウエスト1号館D-413（IMIオーディトリアム）・D-414
（IMIコンファレンスルーム）

　模擬講義・模擬セミナー①（模擬講義，模擬セミナーを数件開催） （60分講義）10:30～11:30
（90分講義）10:30～12:00

ウエスト1号館D-207～D-209・D-313・C-501～C-
502・D-413(IMIオーディトリアム)・講義棟302

　数学インフォメーションルーム 1) 10:30～
2) 13:00～

1) 10:30～12:00
2) 13:00～15:00

ウエスト1号館D-314

理

学

部

（60分講義）13:00～14:00

9:30～
受付）センター2号館
2309，2310室前

　地球惑星科学科紹介

　講演「探査とシミュレーションで見る惑星の大気」

　講演「地震を測って地球の中をのぞく」

　ビデオ上映（各研究室紹介）

　パネル展示・実演，標本・観測装置の展示

　模擬講義・模擬セミナー②（模擬講義，模擬セミナーを数件開催）

9:30～10:00
受付）センター2号館
2403，2404講義室

ウエスト1号館D-207～D-209・D-313・C-501～C-
502・D-413(IMIオーディトリアム)・講義棟302

9:30～10:00
受付）ウエスト1号館C棟
2階メインエントランス

12:30～12:55(参加登録)

受付）ウエスト1号館C棟
2階メインエントランス

○高校教諭と理学部教員との懇談会（11:00～12:00）を実
施。詳細は，　　　　を参照。

ウエスト1号館W1-C-201

○女子高校生と女性教員の交流会(12:10～13:00）を実
施。詳細は，　　　　。

センター2号館3階2303講義室

センター2号館3階2303講義室

センター2号館3階2303講義室

9:30～10:00
受付）センター2号館3階
2303講義室

ウエスト1号館W1-B-210，211，212

共
創
学
部

9:45～ 10:00～11:00 ○随時受け付けます。

11:15～12:00 ○参加受付は先着順になります。

○随時受け付けます。

10:00～16:00 伊都キャンパスセンター1号館3,4階

コチラ 

コチラ 

コチラ 

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/campus/ito
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33560/H30itomap.pdf
http://www.bibliobattle.jp/
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33674/H30rigaku2.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33674/H30rigaku2.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33674/H30rigaku2.pdf


平成３０年度九州大学オープンキャンパス学部企画：伊都キャンパス ＜アクセスマップ> ＜伊都キャンパス>

８月４日（土）〔共創学部／理学部／工学部／農学部〕

学部等 実施内容 受付時間 実施時間 実施会場 参加にあたっての留意事項等

◎生物学科

　生物学科紹介 10:00～10:15

　入試説明，入学後の生活の紹介 10:15～10:35

　研究紹介 10:35～11:05

　大学院生，教員による各研究室の紹介

　研究室見学 １回目13:30～14:10 各研究室

２回目14:20～15:00

◎農学部紹介

◎農学部研究室紹介 11:00～

理

学

部

9:30～10:00
受付）センター2号館
2305室

13:00～13:15
受付）ウエスト1号館C棟
2階メインエントランス

11:05～11:50

センター2号館2305，2306室
（2306室は中継）

11:00～随時 椎木講堂内ガレリア等 ○自由参加（オープン形式）
○研究室紹介の詳細は，                                    を参照。

農
学
部

　学部長挨拶／在校生からのメッセージ　（学部生）／在校生からのメッセージ
（大学院生）／質疑応答

9：30～9：45 9:45～10:45 椎木講堂　コンサートホール

「農学部研究室紹介」 

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/campus/ito
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33560/H30itomap.pdf
http://www.bibliobattle.jp/
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33674/H30rigaku2.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33674/H30rigaku2.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33674/H30rigaku2.pdf
http://www.bibliobattle.jp/
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33506/H30nogaku.pdf


＜アクセスマップ> ＜伊都キャンパス>

8月4日（土）〔共創学部／理学部／工学部／農学部〕

学部等 実施内容 受付時間 実施時間 受付会場 参加にあたっての留意事項等

◎案内資料配布 9:00～ 9:00～ 西講義棟横広場

◎建築学科

　建築学科の教育及び研究内容の紹介 ※１ ※１ 総合学習プラザ1階 第5・6講義室

　学生の建築設計演習作品等を展示

　在校生との懇談

◎電気情報工学科

　研究室公開と模擬授業 ※２ ※２

　学科紹介 ウエスト2号館2階 ロビー

　在校生との懇談
ウエスト2号館2階 ロビー及び

ウエスト4号館1階 東側玄関ホール

◎物質科学工学科化学プロセス・生命工学コース

　コース・研究室紹介 ※3 西講義棟３階 第４講義室

　在校生との懇談 随時 ウエスト4号館1階 東側玄関ホール

◎物質科学工学科応用化学コース

　「4つの実験コース」（応化機能クラス）

　「1つの実験コース」（応化分子クラス）

　在校生との懇談 随時 随時

◎物質科学工学科材料科学工学コース

　パネル展示および簡単な実験による研究紹介 別棟EN40前 (鉄鋼リサーチセンター)

　在校生との懇談 別棟EN40 (鉄鋼リサーチセンター)2階セミナー室

◎地球環境工学科建設都市工学コース

　見学ツアー ※４ ウエスト2号館2階 ロビー

　展示
ウエスト2号館3階 318室横スペース及び

ウエスト2号館3階 319室(前通路)

　在校生との懇談
ウエスト2号館2階 ロビー及び

ウエスト4号館1階 東側玄関ホール

随時

随時 随時

※４ 見学ツアーの実施時間

　1)  9:30～10:10（  9:20集合）
　2)10:30～11:10（10:20集合）
　3)11:30～12:10（11:20集合）
　4)13:30～14:10（13:20集合）

随時
随時

平成３０年度九州大学オープンキャンパス学部企画：伊都キャンパス

○9:00以降に「案内資料」配布場所（西講義棟横
広場）にて「案内資料」を受け取り，各学科等にて
受付を行ってください。
○各学科見学内容の詳細は，　　　を参照。

※１ 建築学科の教育及び研究内容の紹介への参加には整
理券が必要となります。下記の時間に、受付会場前にて
整理券を配布いたします。

　1)10:00～10:30　（整理券配布時間   9:30）
　2)11:00～11:30　（整理券配布時間   9:30）
　3)13:30～14:00　（整理券配布時間 11:50）随時 随時 総合学習プラザ1階 第10講義室

工
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
部

9:00～
1)  9:30～10:30
2)11:00～12:00
3)13:00～14:00 西講義棟3階 第3講義室

※２ 詳細は電気情報工学科用オープンキャンパス関
連情報案内ページ
(http://opencampus.eecs.kyushu-u.ac.jp/)
にて案内します。

随時
随時

※３ コース・研究室紹介の実施時間

　1)  9:30～10:20
　2)10:50～11:40
　3)13:00～13:50

コチラ 

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/campus/ito
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33560/H30itomap.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33553/H30kogaku6.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33573/H30kogaku2.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33554/H30kogaku7.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33554/H30kogaku7.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33554/H30kogaku7.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33555/H30kogaku8.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33675/H30kogaku1-2.pdf


＜アクセスマップ> ＜伊都キャンパス>

8月4日（土）〔共創学部／理学部／工学部／農学部〕

学部等 実施内容 受付時間 実施時間 受付会場 参加にあたっての留意事項等

平成３０年度九州大学オープンキャンパス学部企画：伊都キャンパス

◎地球環境工学科船舶海洋システム工学コース

　コース紹介 随時

　国内最大級の大型実験水槽見学ツアー ※５

　海洋環境シミュレーション実験室の見学

　在校生との懇談

◎地球環境工学科地球システム工学コース

　地球システム工学コースの全体紹介

　模擬実験ツアー

　研究内容のポスターによる紹介

　在校生との懇談 ウエスト4号館1階 東側玄関ホール

◎エネルギー科学科

　エネルギー科学科の教育及び研究内容の紹介 総合学習プラザ１階第７講義室

　実演見学 ウェスト2号館７階718室，704室，706室．

　在校生との懇談 ウエスト4号館1階 東側玄関ホール

◎機械航空工学科機械工学コース

　学科・コースの紹介 ※７

　研究室開放による実地デモを交えた最先端の研究紹介
1)  9:50～12:20
2)13:00～14:30

　在校生との懇談 随時

◎機械航空工学科航空宇宙工学コース

「機械航空工学科航空宇宙工学コース紹介」及び
「航空宇宙工学」に関する最新研究紹介

随時入場可 ※８

　低騒音風洞の見学　※９ 随時見学可

　在校生との懇談
1)  9:30～12:00
2)13:00～14:00

ウエスト4号館8階 819号室

◎理系女子のためのキャリアパス講演会

企業等で活躍されている女性エンジニアの方々を講師にお迎え

し、日々の働く様子やプライベートについて語っていただきま

す。

高校生だけでなく、保護者の方もご自由に参加ください。

◎女性教員・女子学生との懇談 随時 随時 ウエスト4号館1階 東側玄関ホール

工
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
部

※８ 随時入場可能ですが、下記の時間帯よりコース
長によるコース紹介を行います。
　1)  9:00～
　2)10:00～
　3)11:00～
　4)13:00～

※９ 随時入場可能ですが、混雑時には入場制限を行
うことがあります。

随時

ウエスト4号館8階 816号室

随時(12:00～) 12:15～13:15 総合学習プラザ2階 大講義室

※６
 教育及び研究内容の紹介
　1)  9:30～　9:40
　2)10:50～11:０0
　3)13:20～13:30
 実演の実施時間
　1)  9:40～10:40
　2)11:00～12:00
　3)13:30～14:30

随時

※７ 学科・コースの紹介の実施時間

　1)  9:30～  9:50
　2)10:30～10:50
　3)13:00～13:20随時 西講義棟２階 第１・２講義室

※５ 水槽見学ツアーの実施時間

　1)  9:10～  9:50
　2)  9:50～10:30
　3)10:30～11:10
　4)11:10～11:50
　5)13:00～13:40
　6)13:40～14:20

随時 ウエスト2号館2階 ロビー

随時

随時
ウエスト2号館2階 ロビー

1)  9:30～10:20
2)10:40～11:30
3)13:00～13:50

随時

※6

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/campus/ito
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33560/H30itomap.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33675/H30kogaku1-2.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33556/H30kogaku9.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33574/H30kogaku3.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33575/H30kogaku4.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33557/H30kogaku10.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33576/H30kogaku5.pdf
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