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県内高等学校

高等学校名 学部等 派遣講師名 テーマ

五ヶ瀬中等教育 9月9日 (木) 工学部 森　浩二
五ヶ瀬中等教育学校4年生の数理科学Ⅰでおこなうオーロラ・プロ
ジェクトに関して必要になる基礎知識の講義

延岡星雲 9月16日 (木) 教育文化学部 檜山　平

「高校生のための社会学入門」
出前講義開講の頃に話題になっているニュース等、なるべくタイム
リーな話題をとり上げ、それを題材にして社会学の基本的な考え方
をお伝えできればと思います。

延岡星雲 9月16日 (木) 医学部 永瀬つや子 性と生殖に関する健康と権利

延岡星雲 9月16日 (木) 工学部 増田　純雄 ・学科説明　　・環境保全と工学

延岡星雲 9月16日 (木) 農学部 石井康之
地球温暖化と九州・沖縄地域の草地畜産の現状（併せて，宮崎大学
農学部の紹介）

高城高校 9月18日 (土) 工学部 淡野公一 電気電子工学技術による福祉機器の開発

宮崎西 9月21日 (火) 工学部 吉野賢二 太陽光発電の現状と将来

五ヶ瀬中等教育 9月30日 (木) 工学部 佐藤　治
ロボットを動かすしくみ（「フィードバック制御」の説明と，モータ速度
制御プログラムの実習）

高鍋 10月2日 (土) 教育文化学部 恵下　斂 おもしろい理数の世界（つくる、ためす）

高鍋 10月2日 (土) 医学部 安藤一博 精神障害者の処遇の歴史から学ぶ看護の本質

宮崎西 10月2日 (土) 教育文化学部 竹内　元 教育実践は自己のケアからはじまる・小学校の教育実践を学ぼう

宮崎西 10月2日 (土) 医学部 石田　康 意外と知らない医師の仕事（仮題）

宮崎西 10月2日 (土) 医学部 野間口千香穂
子どものがんばりを支える看護　－医療処置に対する子どもの反応
と対処－

宮崎西 10月2日 (土) 工学部 窪寺昌一 光が生み出すエネルギー

宮崎西 10月2日 (土) 工学部 中澤隆雄 環境に配慮した建設材料（エコマテリアル）について

宮崎西 10月2日 (土) 工学部 中西　勉

産業界の動向と「ものづくり」系技術者の育成
産業界の動向を概説するとともに、「ものづくり」系技術者の育成を説
明し、関連する学部学科で学ぶ内容の一部を「専門科目の模擬講
義」で紹介致します。

宮崎西 10月2日 (土) 工学部 横道政裕 コンピュータビジョンの基礎

宮崎西 10月2日 (土) 農学部 國武久登 農学を志す若者へのメッセージ

宮崎大宮 10月2日 (土) 教育文化学部 橋迫和幸 「教師に必要な資質と感性」

宮崎大宮 10月2日 (土) 医学部 長田直人 地域医療に活躍できる医師としての資質とは

宮崎大宮 10月2日 (土) 医学部 東　サトエ 地域医療や国際的に活躍できる看護師としての資質とは

宮崎学園 10月8日 (金) 教育文化学部 戸島信一 男女共同参画社会

宮崎学園 10月8日 (金) 医学部 長友みゆき 看護師として必要な資質とは

宮崎学園 10月8日 (金) 農学部 森田哲夫 食糧・環境問題とエコフィード研究

宮崎学園 10月8日 (金) 農学部 林　雅弘 海の恵みを暮らしに生かすマリンバイオサイエンス

都城西 10月16日 (土) 教育文化学部 竹内　元
教育実践は自己のケアからはじまる　－　小学校の教育実践を学ん
でみよう

都城西 10月16日 (土) 教育文化学部 根岸裕孝 口蹄疫の経済的影響と復興

都城西 10月16日 (土) 医学部 長谷川珠代 看護と地域のつながり　ー障がい者保険の視点からー

都城西 10月16日 (土) 工学部 松本寛樹 スイッチトキャパシタ回路について

都城西 10月16日 (土) 農学部 寺尾寛行
学科紹介・作物栽培に関する最近の研究について（水田の有効利
用）

妻 10月21日 (木) 教育文化学部 湯地敏史 教育文化学部で何を学ぶのか？

妻 10月21日 (木) 医学部 大川百合子 ・看護学科の概要について　・基礎看護技術の授業について

妻 10月21日 (木) 工学部 中西　勉
「工学系教育の現状説明と専門科目の講義例」　＊工学系学部で学
ぶ際に重要な「工学系教育の現状」を説明し、「専門科目の講義例」
を模擬講義で実施致します。

福島 10月22日 (金) 医学部 長友みゆき 看護師として必要な資質とは

福島 10月22日 (金) 工学部 山内　誠 ブラックホールの誕生と進化　～観測からわかったこと～

福島 10月22日 (金) 農学部 山本昭洋 バイオ燃料　～油糧作物改良の可能性～

宮崎北 10月23日 (土) 教育文化学部 山田利博 古典の研究はかく進化（深化）する

延岡工業高校 10月26日 (火) 工学部 大島達也 宮崎大学工学部の紹介

都城農業 11月4日 (木) 農学部 竹下伸一 宮崎の農業への気候温暖化の影響

都城泉ヶ丘中学 11月5日 (金) 医学部 國武孝人 脳とコンピューターをつないで人を助けることができるか？

実施日
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都城泉ヶ丘中学 11月9日 (火) 医学部 片岡寛章 細胞の社会：我々の疾病をどのようにとらえるのか

延岡 11月16日 (火) 医学部 丸山治彦
寄生虫と寄生虫学の本当の話（私たちの身近にいる寄生虫と寄生虫
学者（国産は絶滅危惧種）について紹介します。）

高千穂 11月16日 (火) 教育文化学部 檜山　平
社会学から見た親の子に対する承認――『東京都児童虐待白書』を
手がかりに考える――

高千穂 11月16日 (火) 医学部 竹内昌平
生物社会のダイナミクスを探る（生物の増え方やウイルスの拡がり方
について）

高千穂 11月16日 (火) 工学部 塩盛　弘一郎 化学の力で環境に貢献する

高千穂 11月16日 (火) 農学部 山崎正夫 私たちの健康と『あぶら』

五ヶ瀬中等教育 11月25日 (木) 教育文化学部 湯地敏史 未来のエネルギー

日南 12月4日 (土) 工学部 酒井　剛
宮崎大学工学部物質環境化学科における二次電池および燃料電池
の開発研究

都城西高校 12月17日 (金) 農学部 香川浩彦 ウナギの不思議

宮崎北 2月5日 （土） 医学部 小澤周二 人の死とアルコール

宮崎大宮 2月9日 （水） 教育文化学部 北　直泰 「生活に潜む数理」

県外高等学校

高等学校名 学部等 派遣講師名 テーマ

筑紫女学園 6月22日 (火) 副学長 村岡嗣文 宮崎大学の魅力と入試のポイントについて

大分県立大分鶴崎 9月27日 (月) 農学部 長谷川　信美 草食反芻動物と地球環境

鹿児島県立志布志 9月30日 (木) 教育文化学部 アダチ徹子 ことばの窓を開こう

熊本県立東稜 10月29日 (金) 農学部 芳賀　猛
獣医領域における感染症を学ぶ〜BSE・鳥インフルエンザから口蹄
疫まで〜

鹿児島県立国分 11月6日 (土) 教育文化学部 山田利博
小・中・高校教員になるためにはどんな勉強が必要か～国語の先生
を目指す場合を例として～

鹿児島県立国分 11月6日 (土) 農学部 大野和朗 生物多様性維持と環境に優しい食料生産：日本の農業は変わる！

鹿児島県立大島 12月4日 (土) 教育文化学部 根岸裕孝 グローバリゼーションと地域経済

実施日


