公開講座受講生は
「九州産業大学美術館」の
入館料が無料になります。

公開講座 2022

☆定員に達した際には、申込を終了いたします。
☆受付完了した方へは各講座の約1週間前までに受講票をお送りします。
講座名

「大人のための健康教室」【全3回】

開催日時

＜第1回＞
6/22（水）15：40～17：10
＜第2回＞
6/29（水）15：40～17：10
＜第3回＞
7/6（水）15：40～17：10

各種講座は裏面に記載

申込方法
《LINE》からお申込み

➀QRコードを読み取り
➁LINE公式アカウントを友達追加
➂「公開講座情報」をタッチ
➃各講座のお申込みフォームをタッチ
➄お申込みフォーム入力
➅送信

《インターネット》からお申込み

➀「九州産業大学 公開講座」
で検索
➁「公開講座等」のサイトをクリック
➂各講座のお申込みフォームをタッチ
➃お申込みフォーム入力
➄送信

2022年5月～2022年8月

《QRコード》からお申込み

➀QRコードを読み取り
➁各講座のお申込みフォームをタッチ
➂お申込みフォーム入力
➃送信

《FAX・E-mail》からお申込み

➀下記の必要事項を記入
❶講座名 ❷氏名（ふりがな） ❸性別
❹生年月日（西暦） ❺郵便番号 ❻住所
❼連絡先（電話番号） ❽職業等
➁送信

※ご記入いただいた個人情報は、公開講座の受付名簿、受講者への連絡、次回の公開講座や大学催事等の
情報提供のために活用いたします。
それ以外の目的には使用いたしません。
※講座によりお申込み期間が異なりますので、
ご注意ください。
※お申し込み後、辞退される場合は必ずご連絡ください。

原則、電話・はがきでのお申込みは受け付けておりません。

問合せ先

九州産業大学

総務部学外連携課

〒���-����

福岡市東区松香台�-�-�

申込期間

5/13（金）11：00～
6/10（金）17：00

会場

大楠アリーナ

対象

一般

定員

20名

受講料

2,000円

講座名

講師

1.身体測定/ストレッチ・ウォーキング
簡単な身体測定を行い、身体の状態を
客観的に捉えましょう。
また、ストレッチやウォーキングなどの
軽運動を行い、心と体をリフレッシュ
しましょう。

健康・スポーツ
科学センター
元嶋 菜美香 講師

2.グラウンドゴルフ
屋外でグラウンドゴルフを楽しみましょう。
※雨天の場合、種目を変更することがあります。

「“eスポーツ”を深く知って体験しよう！」【全3回】

開催日時 <第1回>
7/5（火）16：00～17：30
<第2回>
7/12（火）16：00～17：30
<第3回>
7/19（火）16：00～17：30

講師

1.eスポーツは認知症予防になる！？
①日本のeスポーツの現状を知ろう！
②eスポーツの認知機能への影響は？
③eスポーツ体験1（太鼓の達人）

人間科学部
スポーツ健康科学科
磯貝 浩久 教授
人間科学部
スポーツ健康科学科
萩原 悟一 准教授
人間科学部
スポーツ健康科学科
秋山 大輔 准教授

会場

九州産業大学内

対象

一般

3.eスポーツの未来予想

定員

20名

受講料

2,000円

申込期間 5/13（金）11：00～
6/24（金）17：00

友だち
募集中！

先着順

講座内容

2.eスポーツ研究の最前線
①世界のeスポーツ研究の動向を知ろう！
②eスポーツの脳と感情への影響は？
③eスポーツ体験2（マリオカート）
①eスポーツの未来を知ろう！
②eスポーツとSDGsの関係は？
③eスポーツ体験3（eスポーツとVR）

【LINE公式アカウント】はじめました！
友だち追加

で、

公開講座

通知内容（例）

FAX.���-���-����

【駐車場についてのご案内】 ※夏休み期間中・休日を除く
公開講座受講者用の駐車場がございません。
公共交通機関をご利用ください。

講座内容

3.卓球
それぞれのレベルや目的に合わせて、卓球を楽しみましょう。
初心者・経験者は問いません。

TEL.���-���-����

E-mail:gakugairenkei@ml.kyusan-u.ac.jp

先着順

や

イベント

の

最新情報をお届けします！

①公開講座の申込開始の案内
QRコードを
読み取って友達登録！

②新型コロナウィルス感染症や災害等による、公開講座の中止・延期の案内
③学内イベント等の情報を定期的に配信

英語講座

※LINE、QRコード、
インターネットからのお申込みのみ

実施：語学教育研究センター

※インターネット
（語学教育研究センターHP）からのお申込みのみ

講座名
開催日

「夏休みキッズイングリッシュ」【全3回】

講座名

開催日時 6/26（日）
＜午前の部＞9：30～12：00
＜午後の部＞13：30～16：00

先着順

申込期間 6/22（水）9：00～定員になり次第終了
１号館4階

対象

小学１年生～6年生

コース
・時間

●低学年（1・2年生）
●中学年（3・4年生）
●高学年（5・6年生）

定員

各コース10名

受講料

3,000円（教材費・保険料込み）

申込先

語学教育研究センターホームページ

問合せ先

語学教育研究センター
TEL.092-673-5370 E-mail:LL-staﬀ@ml.kyusan-u.ac.jp

親子講座

①9：30～10：20
①9：30～10：20
①9：30～10：20

実施：人間科学部

②10：30～11：20
②10：30～11：20
②10：30～11：20

講座名

子ども教育学科

申込期間 7/1（金）11：00～7/8（金）17：00

◆定員に達した際には、申込を終了いたします。
◆受付完了した方へは各講座の約1週間前までに受講票をお送りします。

「乳幼児と保護者のための公開子育て講座 先着順
－親子で楽しく遊んで一緒に学ぼう－」

開催日時 ＜第1回＞
7/2（土）10：30～11：40
＜第2回＞
7/9（土）10：30～12：00
申込期間 ＜第1回＞
5/13（金）11：00～6/17（金）17：00
＜第2回＞
5/13（金）11：00～6/24（金）17：00
会場

3号館1階

対象

＜第1回＞
1～4歳児親子
<第2回>
5～7歳児親子

定員

受講料

乳児・幼児保育演習室

<第1回>8組 <第2回>14組
※1組につき保護者1名、お子さま1名
（同行するきょうだい児1名まで）
どちらも無料

講座内容
１．子どもの言葉と心を育てる
わらべ歌遊び
①子育て講座「乳幼児にこそ
子どもの言葉と心を育てる
関わりを！」
②お話や絵本の時間
③親子でわらべ歌遊びを体験
しましょう

講座内容

「夏休み子ども図画（絵画）制作教室」【２回完結】

開催日時 ＜第１回＞
8/23（火）9：30～12：30
＜第2回＞
8/24（水）9：30～12：30

※LINE、QRコード、
インターネットからのお申込みのみ

講座名

抽選
講師

「科学が嫌いな子どもは絶対に
いない！」が私の信念です。
理科研究会の学生スタッフの指導の
申込期間 5/27（金）11：00～6/3(金）17：00
もと、実験や観察を通じて子どもの
会場
7号館1階実験室
「なぜ」「どうして」を育て、身近に
対象
小学2年生～6年生（保護者見学可） ある科学の楽しさを伝えたいと思って
います。
定員
午前・午後の部ともに20名
保護者の皆様方も、お子様と一緒に
受講料
無料
お楽しみください。

8/1（月）～8/3（水）

会場

「子ども理科実験教室」

講師

会場

九州産業大学内

対象

小学生のみ（保護者見学可）

定員

15名

受講料

3,000円

人間科学部
子ども教育学科

＜抽選結果＞

清水 陽子 教授

かえさせていただきます。当選者には、

２．光と影の美による遊び環境の創造 人間科学部
ーあかりのありかー
子ども教育学科
①題材童話「こーきの なつの
清水 陽子 教授
えにっき」を黙読する
②親子で話し合い、積み木とLEDを 建築都市工学部
使って作品を作る
住居･インテリア学科
③題材童話を朗読しながら、作品を 諌見 泰彦 准教授
発表・鑑賞する
④保護者向け講話「遊びの中で育つ子どもに
身につけさせたい資質・能力」

当選者の発表は受講票の発送をもって
受講票を7/20（水）までにお送りします。

講座名

夏休みの宿題で出される自由課題
（制作課題）を美術が専門の大学の
先生と一緒に考えながら制作しよう!
これまでと違った発想と制作から、
図画工作がもっと好きになるかも！

申込期間 7/1（金）11：00～7/8（金）17：00
会場

九州産業大学内

対象

小学生のお子さまと保護者の方
（保護者１名、子ども２名まで）

定員

7組

5,000円

＜抽選結果＞
当選者の発表は受講票の
発送をもってかえさせて
いただきます。当選者には、
受講票を6/15（水）までに
お送りします。

抽選
講師
造形短期大学部
成田 鐘哲 講師

１．テーマに対するアイデア・構図・下書き
1日目は、子ども達の自主性を尊重しながら「見せる」ことを
意識したアイデア・構図を一緒に考えます。どのように進め
ていくのかが決まると、びっくりするくらい楽しくなります！
２．制作の完成へ（色付け・修正・描き込み）
1日目で決まった下絵に色を付けていきます。ここからは子
ども達の豊かな感覚や創造力を伸ばしていきましょう。
先生のサポートを受けながら、きっと最後には魅力的な
作品が仕上がるでしょう！

「親子で作る陶芸作品」【2回完結】 親子参加限定

開催日時 ＜第１回＞
8/18（木）9：30～12：30
＜第2回＞
8/25（木）9：30～12：30

受講料

講座内容

生命科学部
生命科学科
平山 智之 准教授
理科研究会

講座内容

抽選
講師

紐づくりという、初心者でも容易に
造形短期大学部
できる技法によって、カップや茶碗等
造形芸術学科
の食器や小物を制作します。
辻嶋 寿憲 教授
第２回目には、釉薬がけをおこないます。
＜抽選結果＞
当選者の発表は受講票の発送をもって
かえさせていただきます。当選者には、
受講票を7/20（水）までにお送りします。

