
平成２９年度前期 宮崎大学公開講座

教養講座

裏面もご覧ください

宮崎大学

宮崎大学では、公開講座や青少年の科学教室等を通して、あらゆる世代の多様な要請に応える教育環境を整備し、地域社会の持続的な発展に

貢献することを目的に、生涯学習の推進を図っています。

神話と宮崎

 5/10～

7/12

一般・本学学生（15名）
一般2,000円（各回1,000円）

本学学生無料

【教育学部　教授　山田利博】

【外部講師】 水曜日
午後

330記念交流会館コンベンションルーム
（宮崎大学木花キャンパス）

入門フランス語フランス文化（３）

5/13～
9/16

一般・本学学生（20名）
一般8，２００円（本学学生：無料）

【語学教育センター　准教授　清水まさ志】
土曜日

午前

教育学部棟 1階 L105

（宮崎大学木花キャンパス）

観光客受け入れのための中国語講座

5/15～
7/24

一般・本学学生（20名）
一般3,000円（各回1,000円）

本学学生：無料

【語学教育センター　教授　藤井久美子】
月曜日
夕方

宮崎大学日南デスク
（日南市岩崎3丁目 創客創人センター内）

源氏物語

 5/13～

7/29

高校生以上（20名）

3,000円（各回1,000円）

～梅枝巻を読む～
【教育学部　教授　山田利博】 土曜日

午前
330記念交流会館コンベンションルーム

（宮崎大学木花キャンパス）

 看護学科公開講座

一般・看護職者（各30名）
2,000円（各回1,000円）

【成人・老年看護学講座　教授　柳田俊彦】

【基礎看護学講座　教授　甲斐由紀子】

【成人・老年看護学科　講師　竹山ゆみ子】
医学部総合教育研究棟

（宮崎大学清武キャンパス）

歌う外国語講座
～外国語の響きに触れてみよう～

6/14～
8/23

一般・本学学生（20名）
一般1,000円（本学学生：無料）

【語学教育センター　准教授　胡屋武志】

【語学教育センター　准教授　清水まさ志】

【語学教育センター　教授　藤井久美子】

【語学教育センター　准教授　山本佳代】

【語学教育センター　准教授　金 智賢】

水曜日

夕方
まちなかキャンパス

（宮崎市橘通東3丁目　若草通商店街内）

 朗読で味わいを深める日本文学
～牧水短歌の力動を読む～

7/1
高校生以上（30名）

1,000円

【教育学部　准教授　中村佳文】 土曜日
午後

まちなかキャンパス
（宮崎市橘通東3丁目　若草通商店街内）

 海を知る２０１７
～身近な海の動物に触れ、その神秘性を実感する～

 7/8～

9/16

高校生以上（40名）

無料

【農学部　教授　内田勝久】

【農学部　助教　村瀬敦宣】 土曜日
午後

延岡市社会教育センター
宮崎大学延岡フィールド

「話す」と「書く」とを豊かに

8/5・8/6
小学生以上（１５名）

１,000円

～共生の中で苦手なことを克服する練習～

【教育学部　教授　塚本泰造】 連続
午後

教育学部棟4F L412
（宮崎大学木花キャンパス）

 医学部公開講座　地域医療の最前線
～救急から地域包括ケアの取組みについて

7/22
一般（30名）

無料

【医学部　教授　落合秀信】

【田野病院　教授　近藤千博】 土曜日
午後

まちなかキャンパス
（宮崎市橘通東3丁目　若草通商店街内）

 6/10・7/1

・8/19

土曜日

3

6/10 15:00～16：30 薬物相互作用～身近な薬から食品まで～(成人・老年看護学講座 教授

柳田俊彦)

7/1 10:00～12:00 医療事故に学ぶ医療安全(基礎看護学講座 教授 甲斐由紀子)

8/19 13:30～15:30 「老い」を支えるということ(成人・老年看護学講座 講師 竹山ゆみ子)

6

この講座ではフランス語、ドイツ語、中国語、韓国語、英語を音やアクセント、リズムを実際に

声に出して体験することができます。どの言語も入門レベルを対象としています。
この機会にいろいろな言語に少しずつ触れてみませんか。
歌は苦手・・・という方も、歌詞をリズムに乗せるだけで楽しく参加できます。

 5

私たちにとって海は身近な環境であり、そこには多種多様な海洋動物が生息しています。
様々な海洋動物たちは、実に、不思議でユニークかつ神秘的な生命現象や生態を、長い進

化の過程で築き上げてきました。本講座では、動物の系統進化と発生、背骨を持たない無
脊椎動物や魚類の持つ不思議で神秘的な生命現象や生態について、講義形式でわかりや

すく紹介します。さらに、実際に、ウニの人工授精と発生観察や、海洋動物を実際に手に取
り観察する体験型の講座も開講し、身近な海洋動物の神秘性について学び、実感し、海洋
生態系の多様性について理解を深めていただきます。

1

【「みんなで一緒に考えよう。高齢者救急の問題点」 13：30～15：00】
高齢者の救急搬送件数は増加傾向にあります。もし、自分が年をとってから病気になり救急

搬送を受けた場合、どのような治療を受けたいか、この機会に一緒に“老活”を考えましょ
う。（落合秀信）

【「地域包括ケアとは　−宮崎市立田野病院、さざんか苑での取り組み−」15：15～１６：45】
これまでの取り組みを交えて、急速に進む高齢化への対応策としての地域包括ケアについ
てお話しさせていただきます。（近藤千博）

No.

8

教科書にそってフランス語を最初歩から学びます。フランス語の発音と文法の仕組みを理
解し、簡単な会話ができるようになることを目指します。また語学だけでなく、それぞれの

回にテーマを設け、フランス（語圏）の文化を様々な角度から紹介し、毎日の暮らしを豊かに
するヒントを考えていきます。

教科書は昨年度の終わりから始まりますが、初めての方でも大丈夫です。

6

油津港に寄港するクルーズ船などを利用して宮崎を訪れる中国語を話す観光客が増えて
います。受け入れのために必要な中国語を勉強しましょう。中国語、といっても中国と台湾

では少し違いがあります。おもてなしのためには、こうした違いにも気を付けたいですね。
そこで、講座の中では、中国語だけでなく文化の違いなどについても紹介します。

講座名
【講師】

期間
曜日

時間帯
回数

対象（定員）
受講料

開催場所
内容

3

宮崎県は、古事記や日本書紀に描かれた日本発祥にまつわる日向神話の舞台であり、歴史

ロマンをほうふつさせる神話や伝承、それにちなんだ伝統 文化やゆかりの地などが県内
各地に数多く残されています。

古事記になじみが深い宮崎に住む私たちだからこそリアルに楽しめる話もたくさんありま
す。

7

約10年にわたって読み進めてきた「玉鬘十帖」も、無事前年度で読み終えたので、受講者の

希望も入れ、本年度はその次の巻・梅枝を読みます。
最後に大どんでん返しがあった玉鬘十帖、源氏の栄華に翳りが見え出す若菜巻に挟まれ、

梅枝巻は光源氏の一人娘・明石姫君が入内するということで、一見何も起こらない平和な
巻と見えるが、実は水面下で変化が起こっており、その機微を読み取ります。

1

今年度（前期）は、宮崎が生んだ国民的歌人・若山牧水の短歌に焦点を当ててその力動性を
味わうとともに、音読と朗読について牧水が生きた明治時代の状況を踏まえてご紹介しま
す。

ぜひ牧水短歌をご一緒に朗読し、宮崎の自然の素晴らしさなどをことばの力で再発見しま
しょう。

2

この講座では、人前で話すのが苦手だ、なかなか思うように作文ができない、という難問

を少しでも解きほぐすことがねらいです。以下の２つをテーマにしています。少しでも克服
できた実感を得ていただければ幸いです。

①見知らぬ他者の中でも安心して表現と伝達ができる（紹介など）
②いきなり題が出されても、限られた時間内に原稿用紙1枚以上書ける（主張など）
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体験講座

夏休み講座

宮崎大学 産学・地域連携センター
〒８８９－２１９２ 宮崎県宮崎市学園木花台西１－１

電話 ：0985-58-7188

ＦＡＸ ：0985-58-7793

URL:http://www.miyazaki-u.ac.jp/

Ｅ-mail：m-chiiki@of.miyazaki-u.ac.jp

受付時間：10:00～16:00（土日・祝日は除く）

お申込・お問い合わせ先

宮崎大学公開講座 検 索

宮崎大学ホームページで講座の詳細を閲覧することができます。

（QRコードからの閲覧も可能です）

裏面もご覧ください

※後期（10月～3月）の公開講座は７月以降にご案内いたします。

※講座日程、時間、講座実施場所などが変更となる場合もございますので、予めご了承ください。

 林業体験基礎講座
～林業作業の基礎を学び安全な作業を体験、学習し

よう！～

6/11・9/10
高校生以上（10名）

無料

【農学部　技術専門職員　黒木義一】
終日

日曜日

農学部田野フィールド

（宮崎大学木花キャンパス）

2

国内には国土面積の約70％の森林があり、宮崎県は九州圏内において鹿児島県と肩を並

べ森林面積の占める割合が高く、林業が盛んに行われており身近な職業でもあるといえま
す。

この講座を通して林業の1年間の作業を体験しながら、森林への興味を深めましょう。

（下刈り実習、伐倒・間伐実習、チェンソー・道具の整備など）

No. 講座名
期間
曜日

時間帯

回数
対象（定員）

受講料

開催場所

内容

1

7/26

住吉フィールド（牧場）公開講座
午前中

水曜日

8/23

午前中

水曜日

7/29・30
高校生（10名）

3,000円

7/29 午後

7/30 終日

工学部D棟2F(D204)

（宮崎大学木花キャンパス）

7/29・30
高校生（10名）

3,000円

7/29 午後

7/30 終日

工学部D棟2F(D202)

（宮崎大学木花キャンパス）

7/30
中学生（30名）

1,000円

日曜日

午後

工学部D棟2F(D204)

（宮崎大学木花キャンパス）

8/5
小学生（30名）

1,000円
※保護者同伴可（無料）

土曜日

午後

工学部D棟2F(D204)

（宮崎大学木花キャンパス）

8/6

日曜日

午前

8/12

土曜日

午前

8/6

日曜日

午後

8/12

土曜日

午後

8/6

日曜日

10時～13時

8/20

日曜日

10時～13時

8/7
小学生（12名）

無料

月曜日

午前
農学部住吉フィールド

小学生以下の子どもと保護者（10家族）

無料

農学部木花フィールド
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1

高校生のための実験講座

～半導体結晶を作ろう～
【工学部　教授　吉野賢二】

小学生（10名）

無料

農学部住吉フィールド
農学部の附属施設・住吉フィールド（牧場）で酪農体験！牧場エリアの牛にエサをあげたり、

乳しぼり体験、かわいい子牛への哺乳体験などは牧場ならでは。そして、バター作りにも

チャレンジ！自分で作るバターの味はどんなかな？！～牛とふれあう牧場体験～

【農学部　技術専門職員　野村憲司】 1

小学生（10名）

無料

農学部住吉フィールド

高校生のための実験講座

～太陽光パネルを作ろう～
【工学部　教授　吉野賢二】

No. 講座名

期間

曜日

時間帯

 中学生のためのエネルギー入門

～光触媒の実験をしよう～
【工学部　教授　吉野賢二】

1

クリーンなエネルギーの太陽電池について、種類や原理はもちろんのこと、現状ついても

わかり易く説明します。特に、レアメタル、光触媒についてもご紹介します。

簡単な実験も行いますので、夏休みの自由研究にも活用できるような内容です。

 1

小学生のための太陽電池入門

～光を使った実験をしよう～
【工学部　教授　吉野賢二】

1

エネルギーについての基礎的な事からクリーンエネルギーである太陽電池についての種類

や原理・作製方法などについて説明します。さらに、新しいCIS太陽電池や集光型太陽電池

も紹介します。

集光型太陽電池の見学他、夏休みの自由研究にも活用できるような内容です。

小学生とその保護者（20名）

1,500円

工学部D棟2F(D204)
太陽電池のしくみについて学びます。実験（工作）では、ソーラーカーを作り、太陽光につい

て学びます。

夏休みの親子での思い出づくりや、自由研究の一環として活用できる内容です。

※受講料には材料一人分（ソーラーカー1台分）のみが含まれます。
1

小学生とその保護者（20名）

1,500円

工学部D棟2F(D204)

親子でソーラーカーを作ろう

【工学部　教授　吉野賢二】

 1

小学生・中学生とその保護者（20名）

1,000円

工学部D棟2F(D204)

 1

小学生以下の子どもと保護者（10家族）

無料

農学部木花フィールド

国内で販売されているポップコーンの多くは国外から輸入されたものです。

今回、木花フィールド産のポップコーンを使用してポップコーン作りを体験する講座を実施

します。また食べるだけでなく、近くで栽培されていないポップコーンの栽培方法や成長

の様子を写真で説明しながら農業の楽しさをお伝えします。

※お申込みは、1家族4名様までとさせていただきます。

太陽電池のしくみについて学びます。実験（工作）では、身近なものを使って太陽光

を分光させる道具を作り、太陽光に含まれている色を調べます。

夏休みの親子での思い出づくりや、自由研究の一環として活用できる内容です。

※受講料には材料一人分のみが含まれます。

親子で太陽電池を学ぶ

～太陽の光を見てみよう～

【工学部　教授　吉野賢二】

住吉フィールド（牧場）公開講座
～トラクタに乗って、牧場体験してみよう～

【農学部　技術専門職員　本田直樹】

牧場でトラクタに乗って、農業（畜産）体験をしてみませんか？

牛たちが食べる草を育てるために、牧場には大型のトラクタや機械がたくさんあります。ぜ

ひ乗って、動かしてみてください。そして、牧場で育てた草を牛たちにあげてみてくださ

い。

回数

対象（定員）

受講料

開催場所

内容

2

半導体は、私たちの生活でなくてはならないものです。その半導体を実際に作製し、どのよ

うなものが出来ているかをX線回折等で調べます。

宮崎大学の特色ある研究テーマについてご紹介します。

※受講料には材料一人分のみが含まれます。

 1

2

太陽電池になくてならない透明電極。ガラス基板上に作製したものを太陽光パネルといい

ます。実際に作製し、どのようなものが出来ているかをX線回折、電子顕微鏡などを用いて

調べます。

宮崎大学の特色ある研究テーマについてご紹介します。

※受講料には材料一人分のみが含まれます。

1

小学生・中学生とその保護者（20名）

1,000円

工学部D棟2F(D204)

国産ポップコーン作り体験教室

【農学部　技術職員　兒玉亜侑美】

1


