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「個人情報の保護に関する事項」について 河合塾グループは、ご記入いただいた個人情報を厳重に取り扱い、適正な個人情報の管理を実施します。

①利用目的
　・円滑なイベントの受付および当日の運営
　・お申し込み手続き、および確認の連絡
　・各種入塾・入会特典の対象履歴確認
　・個人を特定できない方法・形式による統計資料の作
　 成、および各種アンケートなどによる資料作成協力の
　 依頼
　・教材、時間割の送付など授業運営
　・学籍簿の作成や保護者会のご案内などの各種ご連絡
ほかクラス運営（ご入塾の場合）
　なお、ご記入いただいた「カナ氏名」「生年月日」などの
項目を利用して、河合塾グループが主催する講習、模擬
試験、イベントなどへのご参加の履歴情報と結びつけ、
進学や進路選定、および学校生活にお役に立つ情報の
提供をはじめとする河合塾グループからの各種ご案内
をさせていただくこともございます。

②個人情報提供の任意性
　個人情報の提供は任意です。ただし、ご提供いただけない個人情報が
ある場合、前項①利用目的に記載の諸手続きや処理、またサービス提
供などに支障が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。　
③個人情報の訂正・削除
　個人情報の訂正・削除を希望される場合は、その旨お申し出ください。
速やかに必要な手続きをお取りいたします。
④個人情報の共同利用
　「個人情報の取り扱いに関しての契約」を取り交わした河合塾グルー
プ内の法人（教育関連事業を営む学校法人と株式会社）が、河合塾グ
ループからのご案内のため共同利用します。
⑤個人情報の取り扱いの委託
　個人情報の取り扱いの一部または全部を、河合塾グループ内の法人以
外に委託する場合は、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委
託先を選定し、「個人情報の取り扱いに関しての契約」を取り交わすとと
もに適正な管理および監督を行います。

⑥ご自分以外の方の個人情報の提供
　お客様がご自分以外の方の個人情報を河合塾グルｰプに提供
される際には、必ずその方に、個人情報を提供すること、およ
び提供される情報の利用目的についてご説明いただき、その
方の同意を得たうえで、ご提供ください。
⑦個人情報管理責任者　学校法人 河合塾 顧客情報管理部長
⑧個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
　学校法人 河合塾 顧客情報管理部
　フリーダイヤル：0120-735-041
　E-mail：kokyaku@kawai-juku.ac.jp
　受付時間：12：00～18：00（日曜・祝日および12/31～1/3
は受付を行いません。）
※お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせへの
対応のみに利用いたします。
※正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させてい
ただいております。

河合塾 福岡校 案内図

〒810-8619  福岡市中央区渡辺通4-2-11河合塾 福岡校
［受付時間］10：00～20：00（日曜・祝日10：00～18：00）お申し込み・

お問い合わせは

申込方法
窓口申込（福岡校で申し込む場合） インターネット申込（河合塾ホームページで申し込む場合）

0120-198-660 （学）河合塾主催

電話申込（電話で申し込む場合）

下記福岡校フリーダイヤルにてお
申し込みください。

福岡校校舎窓口にて裏面の申込書
をご提出ください。

河合塾ホームページにてお申し込みください。4ケタの講座番号が必要です
のでご注意ください。  河合塾ホームページ www.kawai-juku.ac.jp/

～九大教授が福岡校へやってくる～

第一線で活躍されている、九州大学の教授を河合塾にお招きし、
まさに”今、社会を牽引している学び”を分かりやすく紹介していただきます。
高校までの範囲を超えた、新しい学びの世界を、ぜひ体感してください。
お友達同士はもちろん、保護者の方のみのご参加も歓迎いたします。

第1弾 第2弾

憲法とは何かを考える
－－最近の憲法政治を振り返りつつ

10 16［日］［時間］13：00～14：30［会場］河合塾 福岡校

法学部 南野 森 教授

法学部
南野 森 教授

［講演内容］
昨今なにかと話題の憲法。しかし改めて
憲法とは何かと聞かれると、分かってい
るようで分かっていないような気もする
でしょう。ところで、ここ数年の日本政治
は、憲法に関する話題に事欠かなかった
と言えます。そこで、それらをいくつか取
り上げながら、分かりやすく憲法とは何
かをみなさんと一緒に考えてみようと思
います。質問も大歓迎です。

京都市出身。1994年東京大学法学部卒業
後、同大学院、パリ第十大学院を経て、2002
年より九州大学准教授、2014年より同教
授。ＡＫＢ（当時）の内山奈月への憲法講義を
まとめた『憲法主義』（ＰＨＰ研究所）がベス
トセラーに。講演やメディア出演も多数。現
在、ＫＢＣ九州朝日放送「土曜もアサデス。」
にレギュラー出演中。

Profile

10 9［日］［時間］13：00～14：30［会場］河合塾 福岡校

工学研究院 安達 千波矢 教授

［講演内容］
今、有機ELが未来のディスプレーや照明
デバイスとして大きな注目を集めていま
す。九州大学最先端有機光エレクトロニ
クス研究センターでは、最先端の有機分
子の開発に取り組み、画期的な発光材
料の創出に成功しました。無限に広がる
分子設計、新しい光エレクトロニクスへ
の展開、そして、新しい情報表示デバイス
が切り拓く未来社会へご案内します。

1991年九州大学大学院総合理工学研究科
博士後期課程修了。（株）リコー化成品技術
研究所、信州大学繊維学部助手、プリンスト
ン大学、千歳科学技術大学助教授・教授を
経て、2005年より九州大学未来化学創造セ
ンター教授。2010年より九州大学最先端有
機光エレクトロニクス研究センター長・主幹
教授。

Profile

申込制
参加無料

特別講演会

中学生・高校生・保護者様対象

工学研究院
安達 千波矢 教授

Zero to Oneの発想で
未来を切り拓こう
－－無限に広がる新しい分子設計への挑戦と
　　　　　　　　　　革新的な有機ELデバイスの誕生

1059

申込制
参加無料
1060



野竿 陽司18：30～21：0011 22
火

理系数学 ［1473］

九州大学×河合塾 特別講演 クローズアップ九大 申込書
※裏面の「『個人情報の保護に関する事項』について」にご同意いただいたうえでお申し込みください。

キリトリ線

個人情報の取り扱いについて
必ず　 （チェック）を入れてください。
なお、お申し込みにあたっては同意くださることを前提とします。

同意します 同意しません

河合塾記入欄
お客様番号 受付番号受付印 受付日 入力印

第1弾 10/9（日）

申込

1059

講座番号

Zero to Oneの発想で
未来を切り拓こう 憲法とは何かを考える

申込

1060

講座番号

参加無料

学校名

〒 -
- -

□中学 □保護者
□高卒生

年

住所電話番号 生年月日（西暦でご記入ください）

年 月 日

組 番

□高校 年 組 番

漢字氏名 男 女・

フリガナ

　安達研究室では、有機光エレクトロニクスにおける新たな革新的機能材料の創
出、未来社会で活用される新しい光デバイスの創出を目指して研究を推進していま
す。主に有機固体薄膜中における各種励起子（エキシトン）の基礎過程に焦点を当
て、励起一重項･三重項エネルギーレベルの精密制御、放射失活･熱失活過程の制
御、エキシトン拡散過程と励起子間相互作用などを制御することで、有機半導体レ
ーザーなどの新しい光エレクトロニクスデバイスの創製や生体システムの光化学・
電子伝達システムを利用した新しい発光機構デバイスの構築を目指しています。

励起子が失活する際に放出される光を最大限に生か
すことを目標に、新規発光機構や素子構造に焦点を絞
り、励起子のダイナミクス、分子配向による励起子の生
業を可能にする製膜プロセスの開発を行っています。

工学研究院 安達 千波矢 教授

※九大入試オープン受験者対象のイベントのため、模試を受験していない方
は受講できません。

※当日は模試の問題・学習の手引きを持参してください。

※事前に問題をお渡しします。イベント実施日までに解答して、当日持参して
ください。
※九大入試オープンを受験されない方も参加できます。

九大入試オープンを受験される方はぜひ受講しよう！ 九大入試オープン受験者だけに贈る模試解説講義

～プレ九大オープン～九大への挑戦
理系数学

数学ⅠAⅡB

物 理

生 物

化 学

戸田 光一郎

大坪 彰

本村 智樹

前田 真

野村 聡

15：00～17：30

15：30～17：30

17：50～19：20

17：50～19：20

19：40～21：10

10 30
日

［1461］

［1462］

［1464］

［1465］

［1463］

九大対策～序章～

英 語
数 学

久我 一博

野竿 陽司

10：30～12：00

15：00～16：30
10 9
日

［1236］

［1237］
物 理
生 物
数学ⅠAⅡB
化 学
英 語

本村 智樹
前田 真
大坪 彰
野村 聡
奥中 規夫

10：30～12：00
10：30～12：00
12：30～14：30
13：00～14：30
14：50～16：50

11 27
日

［1476］
［1477］
［1474］
［1475］
［1503］

九大入試オープン解説講義

高3生対象
河合塾福岡校の九大イベント

2016年度冬期・直前講習 入会金全額免除
2016年度高校グリーンコース 入塾金半額免除参加特典

高2生対象

参加無料
申込制

工学研究院 安達研究室 法学部 南野ゼミ 憲法

有機光エレクトロニクス
　国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を中心とする漠然とした内容が、高校
までの授業で習う日本国憲法の内容だったと思います。そして、憲法の勉強といえ
ば、テストに出そうなことを覚えるだけで、あまり面白くないと感じた人も多いと思
います。
　しかし、南野ゼミでは、もっと深い内容を学びます。例えば、憲法21条は、表現の
自由を保障しています。では、なぜ表現の自由は保障されるのでしょうか。また、政
治的な発言と、友達との何気ない会話とは同じように保障されるのでしょうか。こ
れらの問題に一義的な「答え」はありません。「答えが一つではないから大変…」と
思うかもしれませんが、むしろそこには「答えが一つではない面白さ」があり、南野
ゼミはまさにその「面白さ」を感じることができる空間であると思います。

憲法って何？

10/16（日）
参加無料

ココで差がつく重要なポイントが盛りだくさん！
この秋から九大現役合格の一歩を踏み出そう！

受講を希望する講座の 申込 に○をつけてください

▲

物性・解析グループ

分子エキシトン課程を効率よく制御・利用するため
に、固体薄膜、液体状態、単結晶などの様々な分子の
凝集状態を利用して、高性能な有機EL、太陽電池、ト
ランジスタ、熱電変換デバイスなどを探索しています。

応用デバイスグループ
　南野ゼミでは、毎年夏に、東京研修と、早稲田・
慶応・一橋など他大学とのディベート合宿とが実
施されます。東京研修では、最高裁や国会、霞ヶ関
の省庁、有名法律事務所、そしてマスコミや有名企
業の本社などを訪れますし、国会議員や著名な方
との面会の機会も多く、過去には、河野太郎議員や
福島みずほ議員、ジャーナリストの田原総一朗氏
とお会いした年もあります。ここ数年は毎年、最高
裁判所判事に直接面会していただいています。ま
た、ディベート合宿では、同世代の東京の大学生と
憲法の議論を戦わせ、大コンパも開かれるなど、こ
れまた大変貴重な経験となります。

東京研修、他大学の憲法ゼミとの交流も

用途に合わせて分子設計を行い、得られた分子の基
礎物性を次の材料設計にフィードバックすることで
最適な分子の実現と、構造と物性の相関解明を目指
しています。

分子設計・合成グループ

国会内で枝野幸男議員・辻元清美
議員と懇談

ディベート合宿

覗いてみよう！ 覗いてみよう！

お申し込み・お問い合わせは福岡校まで

第2弾

法学部 南野 森 教授
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