
06.21[SUN] 9:30 - 15:00

学部キャンパス15-20号館

九州産業大学
http://art.kyusan-u.ac.jp

総合案内 芸術学部アートギャラリー前
9:30-15:00 入学案内配布・卒展図録・学生便覧・時間割他展示
 ※はじめにこちらで受付をお願いします。

進学相談 芸術学部アートギャラリー前
9:30-15:00 美術学科 古本元治・梶原茂正
 デザイン学科 釜堀文孝・井上貢一
 写真映像学科 百瀬俊哉・佐藤慈
 ※学部専任教員による相談窓口です。

実技対策　１５号館１階講義室(会場学科別)
13:00-14:30 美術学科 酒井忠臣 15101
 デザイン学科 安武正剛・田承爀 15102
 写真映像学科 斉藤光範 15103
 ※実技試験の傾向と対策など詳しく説明します。

学内ツアー 芸術学部アートギャラリー前出発
9:30-15:00 15分間隔で出発・所要時間約30分
 
　美術学科 絵画アトリエ・版画室・造形ゼミ室・金属加工室
 木彫アトリエ・染色室・織物室・ロクロ成形室
　デザイン学科 印刷室・MP工房・木工房・写真実習室・製図室
 映像実習室・コンピュータ実習室 
　写真映像学科 画像処理室・スタジオ101・バーチャルスタジオ
 カラー暗室・乾燥室・白黒暗室
　その他 フリーアトリエ・美術館・アートギャラリー

ポートフォリオ展　芸術学部アートギャラリー
9:30-15:00 ポートフォリオ（portfolio）とは、元 は々「紙バサミ」、
 「書類入れ」などを意味する語ですが、芸術系の
 大学では、個人の作品や活動の記録をまとめた
 資料集を意味します。アーティストやデザイナー
 にとっては、作家活動、就職活動の際に、自ら
 の取組実績をPRするための必須のアイテム。この
 展覧会では、実際に学生がPR活動に用いている
 ポートフォリオを展示しています。

美術学科研究室 (50 音順 ) 
井上友子 研究室紹介 15 号館 3階 研究室
宇田川宣人 卒制アトリエ開放 16 号館 5階 1654
梶原茂正 工房開放 18 号館 1階 ロクロ室
菅野靖 作品展示 16 号館 1階 1614　 
 実習授業公開 16 号館 1階 金属加工室 
酒井忠臣 アトリエ開放 16号館5階 1652(2年 )
 アトリエ開放 16号館4階 1646(4年 )
佐藤佳代 作品展示・見学 18 号館 2階 織物室
白井進 卒制アトリエ開放 16 号館 4階 1644
古本元治 卒制アトリエ開放 16 号館 3階 1634
　 版画室公開・展示 19 号館 2階 19201
堀尾紀之 研究室紹介 19 号館 2階 造形ゼミ室
松永洋子 卒制アトリエ開放 16 号館 5階 1655
 アトリエ開放 16号館5階 1651(2年 )
共同展示 選抜作品展 16 号館 1階
 1 年選抜作品展 16 号館 4階廊下
 日本画コース選抜作品展 16 号館 3階廊下
 洋画コース選抜作品展　 16 号館 5階廊下

芸術学部では、入学希望者
の進路希望と教育カリキュ
ラムのミスマッチを未然に
防ぎ、将来イメージを適性
に伝達することを目的に、
オープンキャンパスを実施
しています。
施設の公開、模擬講義、
体験実習など、入学希望者の
ために開催されるイベント
ですが、近年では各研究室
在学生の作品発表の場とし
ても活用されています。

オープンキャンパス

学部事務室 092-673-5700

福岡市東区松香台2-3-1　JR九産大前駅から北門を入ってスグ

美術学科
洋画｜日本画｜造形・彫刻
金属工芸｜陶芸｜染織工芸

デザイン学科
ビジュアル｜空間｜プロダクト

写真映像学科
写真表現｜映像メディア 

Faculty of
Fine Arts

デザイン学科研究室 (50 音順 ) 
青木幹太 作品展示・公開 17 号館 8階 ゼミ室
網本義弘 授業内容展示　 17 号館 7階 ゼミ室
飯高由希雄 作品展示 17 号館 6階 ゼミ室 
井上貢一 作品展示 17 号館 6階 17603
 PC作品展示  15 号館 2階 階段南
落合太郎 作品展示 17 号館 7階 ゼミ室
釜堀文孝 作品展示・公開 17 号館 8階 ゼミ室 
河地知木 作品展示 17 号館 6階 ゼミ室
 作品展示 17 号館 6階 17602
北島己佐吉 作品展示 17 号館 8階 ゼミ室
栗田融 作品展示 17 号館 7階 ゼミ室
車政弘 公開ゼミナール 17 号館 8階 17805
黒岩俊哉 映像作品上映 15 号館 1階 15104
黒江克彦 作品展示 17 号館 6階 ゼミ室
三枝孝司 イラスト展示 17 号館 7階 ゼミ室 
坂本浩 作品展示 17 号館 6階 ゼミ室 
田承爀 作品展示・公開 17 号館 8階 ゼミ室
永崎通久 作品展示 17 号館 6階 ゼミ室 
 工房実習 18 号館 1階 印刷工房
安武正剛 作品展示 17 号館 8階 ゼミ室 

写真映像学科研究室 (50音順)  
石川寛夫 古写真・カメラの展示解説 17号館2階 ゼミ室
斉藤光範 バーチャルスタジオ実演 17号館1階 VR スタジオ
佐藤慈 映像作品展示 17号館4階 エレベータ前
柴田益夫 スライドショー「水中写真」  17号館1階 スタジオ104
星野浩司 バーチャルスタジオ実演 17号館1階 VR スタジオ
百瀬俊哉 ゼミ生作品スライドショー 17号1階 スタジオ102
若松布美子 写真展 17号2階 17201 

open
campus

今後のオープンキャンパス
夏期：  7月26日[SUN] 
秋期：10月18 日[SUN] 

九州産業大学芸術学部

芸術学部


