
平成２３年度　出前講義実績一覧

県内高等学校

高等学校名 学部等 派遣講師名 テーマ

妻 6月1日 (水) 教育文化学部 竹内　元 小学校教育実践を学ぼう～教材解釈（国語・物語文）をしてみよう

妻 6月1日 (水) 工学部 林  幸男 工学部の概要説明

都城西 6月3日 (金) 工学部 西岡賢祐 太陽光発電と未来のエネルギー

宮崎西 6月14日 (火) 医学部 國武孝人 脳とコンピュータをつないで人を助けることができるか

福島 6月17日 (金) 工学部 菊池正憲 つばさのまわりの流れ

五ヶ瀬中等教育 6月18日 (土) 農学部 香川浩彦 ウナギの不思議

五ヶ瀬中等教育 6月18日 (土) 農学部 吉田ナオト 微生物を用いた環境浄化技術

五ヶ瀬中等教育 6月18日 (土) 農学部 榊原陽一 タンパク質と食品機能

五ヶ瀬中等教育 6月23日 (木) 教育文化学部 中林健一 太陽電池と燃料電池の仕組みと作製

小林 6月18日 (土) 教育文化学部 大泉佳広　 私と美術

小林 6月18日 (土) 医学部 安藤一博 睡眠のメカニズムと精神障害

小林 6月18日 (土) 工学部 中西　勉 産業界の動向と「ものづくり」のための技術者

小林 6月18日 (土) 農学部 伊藤  哲 森と生きる／農学部の紹介

日向工業 6月20日 （月） 工学部 村上啓介 宮崎大学工学部の紹介（教育と研究の特色について）

日南 7月2日 (土) 教育文化学部 山田利博 大学風古文の読み方　－枕草子「春はあけぼの」を例として－

日南 7月2日 (土) 医学部 獅々賀英雄 医学部紹介

日南 7月2日 (土) 工学部 吉武哲信 土木工学の紹介 －日南市における土木環境プロジェクトの代表例
－

宮崎北 7月2日 (土) 農学部 保田昌宏 動物比較解剖学入門

都城泉ヶ丘 7月16日 (土) 教育文化学部 藤井憲三 図形のもうひとつの見方

都城泉ヶ丘 7月16日 (土) 医学部 東 サトエ わが国の看護学教育と看護師の資質について

都城泉ヶ丘 7月16日 (土) 農学部 高橋俊浩 食料・環境問題と飼料（エコフィード）の研究

宮崎南 7月22日 (金) 教育文化学部 丸山亜子 ワークルール入門編－「働くこと」と法

宮崎南 7月22日 (金) 工学部 青山智夫 原発からの放射能拡散について

宮崎南 7月25日 (月) 農学部 河原  聡 食品の科学 〜食品の安全とバイオテクノロジー〜

高城 9月10日 (土) 工学部 佐藤  治 環境ロボティクスとは？

延岡星雲 9月15日 (木) 教育文化学部 野中善政 海塩粒子と地球環境

延岡星雲 9月15日 (木) 医学部 白石裕子 青少年のメンタルヘルスについて／看護学科の紹介

延岡星雲 9月15日 (木) 工学部 保田昌宏 21世紀はエネルギーの世紀

延岡星雲 9月15日 (木) 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－

高千穂 9月20日 (火) 医学部 安藤一博 医学部紹介

高千穂 9月20日 (火) 農学部 大野和朗 これからの地球を支える食料生産：環境と生物多様性に優しい持続的農業

五ヶ瀬中等教育 9月22日 (木) 工学部 佐藤  治 自立型ロボットの制御について

五ヶ瀬中等教育 9月22日 (木) 工学部 森  浩二 オーロラと電波流星観測について

宮崎西 10月1日 (土) 教育文化学部 山田利博 学校教育課程は何を学ぶか　－概要からサンプル授業まで－

宮崎西 10月1日 (土) 工学部 中西　勉 「ものづくり」への道－エンジニアリングを学ぶ

宮崎西 10月1日 (土) 工学部 片山徹郎 社会を支えるソフトウェア

宮崎西 10月1日 (土) 工学部 鈴木祥広 最新の水処理技術：泡でよごれた水をきれいに！

宮崎西 10月1日 (土) 農学部 飛佐  学 　草地草原の持つ多面的機能

宮崎大宮 10月1日 (土) 教育文化学部 橋迫和幸 教師に求められる資質と感性

宮崎大宮 10月1日 (土) 工学部 前田幸治 太陽光発電の原理と現状／工学部改組の概要

延岡 10月11日 (火) 農学部 末吉益雄 2010年の宮崎で発生した口蹄疫について

都城西 10月15日 (土) 教育文化学部 戸島信一 男女共同参画社会への道

都城西 10月15日 (土) 教育文化学部 井崎  浩 英語の歌で学ぶニュアンスとコンテクスト

都城西 10月15日 (土) 医学部 竹山ゆみ子 成人・老年看護学について

都城西 10月15日 (土) 工学部 大坪昌久 これからの宮崎のエネルギーについて

都城西 10月15日 (土) 農学部 水光正仁 生命を担うこの身近で不思議な硫酸化

宮崎北 10月22日 (土) 教育文化学部 石川千佳子 美術作品を深読みする

都城泉ヶ丘 11月4日 （金） 医学部 獅々賀英雄 医学部・各学科の紹介

延岡 11月15日 (火) 医学部 獅々賀英雄 医学部・各学科の紹介

高千穂 11月15日 (火) 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

高千穂 11月15日 (火) 工学部 吉武哲信 県内における土木環境系プロジェクトの代表例

実施日
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高千穂 11月15日 (火) 工学部 佐藤  治 環境ロボティクスとは？

日南 11月26日 (土) 教育文化学部 吉田好克 教育文化学部は何を学ぶところか／各課程・コースの紹介

日南 11月26日 (土) 医学部 獅々賀英雄 医学部・各学科の紹介

日南 11月26日 (土) 工学部 廿日出 勇 工学部・各学科の紹介

日南 11月26日 (土) 農学部 松浦大成 農学部・各学科の紹介

宮崎学園 12月1日 (木) 工学部 河村隆介 太陽光・太陽熱エネルギーを活用する宮崎大学の先進的な取り組み

宮崎学園 12月1日 (木) 医学部 大川百合子 看護師の役割／看護学科の紹介

日南 12月3日 (土) 工学部 廣瀬  遵 これからのバイオマス利用技術 

日南 12月3日 (土) 農学部 佐伯雄一 共生窒素固定細菌の生態研究と農業への応用

宮崎北 1月28日 (金) 医学部 伊達  紫 医師に求められるもの　医学部・各学科の紹介

宮崎北 1月28日 (金) 工学部 林  則行 新しい電気の発生から利用まで

県外高等学校

高等学校名 学部等 派遣講師名 テーマ

鹿児島県立鹿屋 6月11日 (土) 教育文化学部 金谷義弘 経済・社会を見る目－東日本震災と復興－

鹿児島県立鹿屋 6月11日 (土) 医学部 獅々賀英雄 医学部紹介

鹿児島県立鹿屋 6月11日 (土) 工学部 大崎明彦 光と原子

鹿児島県立鹿屋 6月11日 (土) 農学部 槐島芳徳 高品質な植物生産を支える機械の役割とは？

熊本県立熊本第二 7月2日 (土) 教育文化学部 竹内　元 小学校の教育実践を学ぼう！－教材解釈（国語）をしてみよう

熊本県立熊本第二 7月2日 (土) 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

鹿児島県立武岡台 7月7日 (木) 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

鹿児島県立加世田 7月22日 (金) 教育文化学部 藤井良宜 教師に必要な資質とは

鹿児島県立鹿児島中央 8月1日 (月) 医学部 獅々賀英雄 医学部・各学科の紹介

鹿児島県立種子島 8月25日 (木) 農学部 芳賀猛 獣医領域における感染症を学ぶ

静岡県立伊豆中央 10月11日 (火) 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

島根県立出雲 10月12日 (水) 農学部 林　雅弘 ミドリムシは地球を救う！

鹿児島県立国分 10月15日 (土) 教育文化学部 木村素子 「障害」ってなんだろう？－ろう者と手話に着目して－

福岡県立城南 10月26日 (水) 農学部 明石  良 遺伝子組換え技術と飼料作物

熊本県立東稜 10月28日 (金) 農学部 末吉益雄 2010年の宮崎で発生した口蹄疫について

鹿児島県立大島 11月2日 (水) 教育文化学部 根岸裕孝 地域マネジメントの意義と実践～「もしドラ」から地域活性化について考える～

大分県立大分上野丘 11月10日 (木) 農学部 平田昌彦 草地・草原の生態

実施日

実施日


