
県内高等学校（５５件）

高等学校名 学部等 派遣講師名 テーマ

1 妻高校 5月28日 (水) 工学部 菅本　和寛 環境に優しい有機化学の確立を目指して
2 妻高校 5月28日 (水) 農学部 石井　康之 宮崎県における畜産新生・グローカル畜産確立への取り組み
3 宮崎南高校 5月31日 (土) 教育文化学部 アダチ徹子 大学における学びについて･言語文化について
4 宮崎北高校 5月31日 (土) 教育文化学部 助川　晃洋 教育学
5 高鍋高校 6月14日 (土) 教育文化学部 椋木　香子 教育改革の動向と求められる教師像
6 福島高校 6月20日 (金) 教育文化学部 大泉　佳広 教育文化学部の紹介
7 福島高校 6月20日 (金) 農学部 狩野　秀之 植物生産環境学科の紹介
8 日向高校 6月21日 (土) 農学部 山本　直之 宮崎県における農畜産業の現状と活性化への課題
9 小林高校 6月21日 (土) 教育文化学部 日高　正博 小中学校における教育実践について
10 小林高校 6月21日 (土) 工学部 佐藤　治 環境ロボティクス学科の研究の特徴と研究内容について
11 小林高校 6月21日 (土) 農学部 田岡　洋介 発酵食品と微生物
12 都城西高校 7月4日 (金) 工学部 福山　敦彦 宮崎から始めるエネルギー改革
13 都城西高校 7月4日 (金) 教育文化学部 金谷　義弘 社会システムに関する内容について
14 高千穂高校 7月8日 (火) 教育文化学部 堀江　さおり 小学校教諭に求められること
15 高千穂高校 7月8日 (火) 工学部 佐藤　　　治 ロボット技術の環境保全への活用について
16 高千穂高校 7月8日 (火) 農学部 石井　康之 宮崎県における畜産新生・グローカル畜産確立への取り組み
17 日南高校 7月12日 (土) 教育文化学部 木村　素子 障害児教育について
18 日向高校 7月19日 (土) 工学部 原田　隆典 地震発生のしくみと自然災害に対する地域の取組み
19 宮崎第一高校 7月23日 (水) 工学部 福山　敦彦 宮崎から始めるエネルギー改革　～宮崎大学太陽光発電プロジェクトの概要～

20 都城農業高校 7月24日 (木) 農学部 北原　豪 ウシの胚（胎子）の成長
21 宮崎西高校 9月19日 (金) 教育文化学部 助川　晃洋 教育学（初等教育）
22 宮崎西高校 9月19日 (金) 医学部 落合　秀信 病院で待っているだけでは救えない命を救うために
23 宮崎西高校 9月19日 (金) 医学部 野間口　千香穂 入院や治療に対する子どもの反応と看護
24 宮崎西高校 9月19日 (金) 工学部 伊達　章 情報ランドへようこそ
25 宮崎西高校 9月19日 (金) 工学部 盆子原　康博 機械や構造物における振動問題の解決に向けて
26 宮崎西高校 9月19日 (金) 工学部 迫田　達也 プラズマ利用に環境浄化とフードビジネスへの挑戦
27 宮崎西高校 9月19日 (金) 農学部 田岡　洋介 微生物を用いた有用物質の生産
28 延岡高校 9月24日 (水) 工学部 森　浩二 衛星観測データを用いた宇宙科学
29 五ヶ瀬中等教育学校 9月25日 (木) 工学部 前田　幸治 電波流星観測機器の利用
30 五ヶ瀬中等教育学校 9月25日 (木) 工学部 森　浩二 オーロラについて
31 宮崎大宮高校 10月4日 (土) 教育文化学部 アダチ　徹子 コミュニケーション能力を育成する外国語活動
32 宮崎大宮高校 10月4日 (土) 医学部 丸山　治彦 医学部における基礎研究　－寄生虫学を例にとって
33 宮崎大宮高校 10月4日 (土) 医学部 東　サトエ これからの看護実践の可能性を広げる看護学教育と研究
34 宮崎大宮高校 10月4日 (土) 工学部 大榮　薫 安全な水をアジアの人たちに届けよう　－宮崎からの国際協力を通して－

35 宮崎大宮高校 10月4日 (土) 農学部 續木　靖浩 動物の生殖制御技術について
36 妻高校 10月9日 (木) 教育文化学部 吉田　好克 言語学や国際社会で必要とされる資質や大学で行われている研究内容

37 妻高校 10月9日 (木) 医学部 長谷川　珠代 宮崎大学医学部看護学科と看護に求められる人材について
38 妻高校 10月9日 (木) 工学部 古谷　博史 未来の日本とその中の君たち
39 妻高校 10月9日 (木) 農学部 藤掛　一郎 日本林業の発展方向　-林業が日本で最も盛んな宮崎で考える-
40 福島高校 10月24日 (金) 工学部 山森　一人 宮崎大学工学部情報システム工学科の教育プログラム
41 福島高校 10月24日 (金) 教育文化学部 小野　昌彦 これからの初等教育のありかたについて
42 小林高校 10月25日 (土) 医学部 久冨木　庸子 地域医療の現状と課題
43 小林高校 10月25日 (土) 医学部 青石　恵子 地域医療における看護師の役割
44 都城西高校 10月25日 (土) 教育文化学部 アダチ　徹子 英語力をつけるには
45 都城西高校 10月25日 (土) 教育文化学部 根岸　裕孝 文化とネットワークによる地域再生、TPPの影響
46 都城西高校 10月25日 (土) 医学部 甲斐　由紀子 看護師に求められる資質と学び
47 都城西高校 10月25日 (土) 工学部 淡野　公一 生体信号を用いたインターフェースデバイスの開発とナノミスト噴霧器の開発について

48 都城西高校 10月25日 (土) 農学部 明石　良 これからの食料生産を考える　－遺伝資から遺伝子組換え作物まで－

49 宮崎北高校 11月8日 (土) 農学部 松尾　光弘 植物が持つ不思議なチカラ　-植物と化学物質の大きな関係-
50 宮崎南高校 11月15日 (土) 工学部 西岡　憲祐 大学における研究の進め方について
51 延岡高校 11月27日 (木) 医学部 片岡　寛章 「がん」とは何か
52 日南高校 12月6日 (土) 農学部 伊藤　哲 カンボジアSATOYAMAの話　～森を伐ることは是か非か
53 日南高校 12月6日 (土) 工学部 佐藤　治 現代社会におけるロボットの開発・活用
54 宮崎北高校 1月31日 (金) 工学部 穂高　一条 制御工学とその応用
55 宮崎北高校 3月7日 (金) 医学部 矢野　朋実 急性期看護の魅力

実施日

平成２６年度出前講義一覧



県外高等学校（２３件）

高等学校名 学部等 派遣講師名 テーマ

1 熊本県立熊本西高校 6月11日 (水) 農学部 吉田　ナオト 自分で石を作ってその中に閉じこもる細菌の話
2 鹿児島県立鹿屋高校 6月14日 (土) 教育文化学部 西田　伸 理科の教員を目指す生徒向けに科学と生活が繋がる内容
3 鹿児島県立鹿屋高校 6月14日 (土) 医学部 鶴田　来美 地域医療と地域看護　―看護の対象と活動の場―
4 鹿児島県立鹿屋高校 6月14日 (土) 工学部 嶋本　寛 土木分野における交通計画
5 鹿児島県立鹿屋高校 6月14日 (土) 農学部 片本　宏 牛って草だけでどうして大きくなれるの。
6 鹿児島県立松陽高校 7月3日 (木) 教育文化学部 大泉　佳広 作品制作の紹介及び大学案内
7 鹿児島県立加治木高校 7月10日 (木) 教育文化学部 小野　昌彦 学校や教師をとりまく環境について
8 熊本県立人吉高校 7月11日 (金) 農学部 黒木　勝久 生命現象の担い手であるタンパク質を対象とした農学部における研究
9 熊本県立第二高校 7月12日 (土) 教育文化学部 塚本　泰造 教員養成に関する内容について
10 熊本県立第二高校 7月12日 (土) 農学部 山崎　正夫 『生命・食料・環境』をキーワードにした応生の魅力、食品の魅力
11 鹿児島県立川辺高校 8月20日 (水) 教育文化学部 椋木　香子 教育学とはどんな学問か
12 鹿児島県立沖永良部高校 8月28日 (木) 教育文化学部 戸ヶ崎　泰子 特別支援教育について
13 鹿児島玉龍高校 9月18日 (木) 農学部 平井　卓哉 獣医病理学について
14 鹿児島県立志布志高校 9月25日 (木) 教育文化学部 椋木　香子 現在の教育の諸問題、求められる講師像　等
15 鹿児島県立出水高校 9月26日 (金) 農学部 香川　浩彦 ウナギ学　-絶滅危惧種ウナギについて考える-
16 鹿児島県立国分高校 10月18日 (土) 農学部 竹下　伸一 水田が暑さを和らげるしくみ
17 熊本県立東陵高校 10月24日 (金) 教育文化学部 中村　周作 小学校教育、学校教育、地域連携
18 大分県立国東高校 10月27日 (月) 農学部 位田　晴久 農業の将来性について　～これからの生きる道、夢とみる農業の道～
19 福岡県立新宮高校 10月28日 (火) 農学部 西脇　亜也 生物や森林などの環境について
20 鹿児島県立大島高校 11月7日 (金) 教育文化学部 小野　昌彦 教員養成系
21 鹿児島県立甲南高校 11月21日 (金) 教育文化学部 佐藤　正二 子どものメンタルヘルス
22 鹿児島県立甲南高校 11月21日 (金) 教育文化学部 アダチ　徹子 コミュニケーション能力を育成する外国語活動
23 鹿児島県立甲南高校 11月21日 (金) 医学部 青石　恵子 アスリートの肥満判定

◆出前講義実施件数

平成26年度

県内 55

県外 23

計 78

◆県別申込高校数

平成26年度

宮崎県 16

鹿児島県 11

熊本県 4

大分県 1

福岡県 1

計 33

実施日


