
令和元年度出前講義一覧
県内中学・高等学校（62件）

高等学校名 実施日 学部 学科 派遣講師名 テーマ
教育学部 学校教育課程 戸ヶ﨑　泰子 インクルーシブ教育システムを考える
工学部 情報システム工学科 坂本　眞人 ＣＧやバーチャル技術など映像技術の展望
農学部 森林緑地環境科学科 原田　栄津子 森林って面白い？きのこって面白い？

教育学部 学校教育課程 湯田　拓史 教育にかかる費用の話
医学部 看護学科 松岡　あやか 他者の日常、健康を支える看護
工学部 機械設計システム工学科 盆子原　康博 振動を抑える・測る・利用する。

農学部 畜産草地科学科 安在　弘樹
放牧生産における草とウシの生態学
―ドローンやGPS、加速度センサを使って草地とウシを観察しよう―

地域資源創成学部 地域資源創成学科 丹生　晃隆
経営学はどのような学問か
―地域との関わりのなかからマネジメントを考える―

工学部 情報システム工学科 油田　健太郎 サイバーセキュリティについて
地域資源創成学部 地域資源創成学科 熊野　稔 まちづくりと都市計画について

宮崎学園中学校･高等学校 6月11日 火 工学部 電子物理工学科 荒井 昌和 中学・高校の理科の知識で理解する半導体、通信、センシングの話
6月13日 木 工学部 環境応用化学科 松本　仁 化学電池について

教育学部 学校教育課程 中村　周作 地理学 学問のロマンを語ろう
医学部 医学科 片岡 寛章 癌

医学部 看護学科 木下 由美子
大学で看護を学ぶということ
宮崎大学医学部看護学科の紹介
がん患者の看護

農学部 植物生産環境科学科 本勝 千歳
農学研究の醍醐味 －地域作物「日向夏」の研究を通した，生産への貢
献と，世界へのチャレンジ－

工学部 環境応用化学科 塩盛 弘一郎 課題研究について
工学部 電子物理工学科 荒井 昌和 フロンティア科の課題研究への助言

地域資源創成学部 地域資源創成学科 近藤 友大 課題研究へのアドバイス
教育学部 学校教育課程 西田 伸 課題研究の進め方
工学部 西岡 賢祐 太陽エネルギーで人類を養う
工学部 電子物理工学科 前田 幸治 研究課題に対するアドバイス
工学部 前田 幸重 課題研究に対するアドバイス

10月17日 木 地域資源創成学部 地域資源創成学科 戸島　信一
激動の社会の中でどう生きるか
ーそれぞれのＳＤＧｓを目指してー

教育学部 学校教育課程 中村　周作 学問としての地理学と地域貢献
医学部 看護学科 相星　裕真 伝え方や考え方のコツ
工学部 情報システム工学科 椋木　雅之 コンピュータに何ができる！？～アルゴリズムから画像認識まで～

地域資源創成学部 地域資源創成学科 丹生　晃隆 地域の強み・弱みから今後の活性化策を考えよう
6月26日 水 地域資源創成学部 地域資源創成学科 金岡　保之 ＩＣＴを活用した宮崎の魅力を国内外に発信する試み
7月10日 水 地域資源創成学部 地域資源創成学科 丹生　晃隆 地域の強み・弱みから今後の活性化策を考えよう
7月10日 水 地域資源創成学部 地域資源創成学科 谷田貝　孝 イノベーションって何だ？

7月24日 水 医学部 医学科 帖佐　悦男
医療・介護関連職で、活躍しよう！
－スポーツ医科学・ロコモティブシンドロームを含めー

11月6日 水 医学部 医学科 小松 弘幸
『世界を視野に、地域に根ざした医師を育てる！』
～医師を目指すみなさんに知ってほしい、宮崎大学が推進する魅力的
な医師養成カリキュラム～

工学部 情報システム工学科 片山　徹郎 社会を支えるソフトウェア

農学部 応用生物科学科 榊原　啓之
私たちはなぜ食事を摂る必要があるのか？
〜食品成分と生体が織りなすコミュニケーション〜

医学部 看護学科 甲斐 由紀子 看護職への道､医学部看護学科で学ぶ意義
工学部 社会環境システム工学科 森田　千尋 構造力学とインフラ構造物（橋梁）の長寿命化について
農学部 応用生物科学科 清　啓自 色々と役立つ微生物と発酵

谷田貝　孝
足立　文美恵

11月14日 木 農学部 応用生物科学科 井上　謙吾 地球にやさしい微生物
教育学部 学校教育課程 西田　伸 課題研究の進め方

教育学部 学校教育課程 塚本　泰造
深く関わり、深く学ぶコツ（日本語の活動から）
　　～「話す」「尋ねる」「書く」～

地域資源創成学部 地域資源創成学科 土屋　有 地域の課題解決に経営学・マーケティング論を活用したら？
教育学部 学校教育課程 中井 靖 特別支援教育を知ろう！
医学部 医学科 上村 幸代 子ども・AYA 世代（思春期・若年成人）のがん治療
医学部 看護学科 金岡 麻希 チーム医療と看護
工学部 電子物理工学科 吉野 賢二 再生可能エネルギーの現状と宮崎大学の取り組み
工学部 電気システム工学科 加来 昌典 人の目には見えない短波長光の発生とその応用技術
農学部 応用生物科学科 河原 聡 「肉を喰らう」ことの意義−肉をとおして農学を語る−
農学部 獣医学科 村上 昇 脳の生理学（思考、記憶、感情、本能など）

教育学部 学校教育課程 八ツ橋 寛子 種子の生存戦略
医学部 佐藤 勇一郎 顕微鏡で考える

医学部 看護学科 田上 博喜
・心を軽くする考え方のコツ
・急いで決めると間違える（認知のかたより）

工学部 社会環境システム工学科 嶋本 寛 よりよい社会の実現を目指した土木計画学
工学部 情報システム工学科 伊達 章 脳とコンピュータ：その背後にある原理
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―

地域資源創成学部 地域資源創成学科 山﨑　有美 食品機能研究と研究キャリア形成について
10月2日 水 工学部 環境応用化学科 塩盛　弘一郎 化学の研究は役に立つ！？
11月13日 水 農学部 応用生物科学科 井上　謙吾 地球にやさしいバイオテクノロジー

農学部 森林緑地環境科学科 竹下　伸一 農業環境工学的視点から世界農業遺産の価値を探る
西　和盛

近藤　友大

宮崎県立宮崎商業高等学校 11月6日 水 地域資源創成学部 地域資源創成学科 谷田貝　孝
宮崎の地域経済を支える企業の取り組み
〜組織論の観点からみる創造性の発揮～

宮崎県立都城西高等学校

11月16日 土

宮崎県立高千穂高等学校 10月15日 火

宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校

地域資源創成学部 地域資源創成学科 高千穂郷・椎葉山地域の在来作物の利用について

6月13日 木

7月25日 木

7月20日 土

地域資源創成学部 地域資源創成学科 地域資源創成学部の紹介と大学における学びの特徴

7月20日 土

6月8日 土

宮崎県立小林高等学校 6月15日 土

10月12日

宮崎県立宮崎北高等学校 6月8日 土

宮崎県立高鍋農業高等学校

都城工業高等専門学校

木

土

宮崎県立日南高等学校 7月13日 土

10月11日 金

宮崎第一中学高等学校

宮崎県立日向高等学校

宮崎県立宮崎南高等学校

宮崎県立延岡星雲高等学校

宮崎県立宮崎西高等学校 9月26日



県外中学・高等学校（28件）
高等学校名 実施日 学部 学科 派遣講師名 テーマ

熊本県立八代清流高等学校 7月4日 木 農学部 海洋生物環境学科 安田　仁奈
海洋生物の子供の旅路を追いかけて
～インド・太平洋のサンゴ礁の海の旅～

熊本県立人吉高等学校 7月5日 金 工学部 機械設計システム工学科 長瀨 慶紀 機械工学における熱エネルギーの利用について
鹿児島県立加治木高等学校 7月11日 木 農学部 植物生産環境科学科 稲葉　丈人 植物が持つたくましい生命力－環境変化に適応する仕組み－
福岡県立嘉穂高等学校 7月18日 木 農学部 応用生物科学科 黒木　勝久 酵素が調節する食品の機能性に関する話
熊本県立南稜高等学校 7月18日 木 農学部 畜産草地科学科 徳永 忠昭 超音波診断を用いた肉質調査
長崎県立上五島高等学校 7月20日 土 教育学部 学校教育課程 中村 周作 学問としての地理学と地域貢献

7月26日 金 医学部 看護学科 野間口　千香穂 看護学への招待－大学で看護学を学ぶ－
7月25日 木 工学部 電気システム工学科 武居　周 シミュレーションで広がる物理の世界
7月30日 火 農学部 植物生産環境科学科 大野　和朗 生物多様性向上と生態系サービスの強化
7月26日 金 地域資源創成学部 地域資源創成学科 戸島　信一 地域社会学入門―地域社会存続への道―

鹿児島県立国分高等学校 8月21日 水 農学部 畜産草地科学科 續木 靖浩 家畜のあゆみ
鹿児島県立種子島高等学校 8月23日 金 農学部 獣医学科 日髙 勇一 獣医師の役割と動物の病気あれこれ
熊本県立天草高等学校 8月23日 金 医学部 看護学科 吉永 砂織 超高齢社会にある健康の課題と地域看護活動
熊本県立八代高等学校 9月20日 金 教育学部 学校教育課程 境 泉洋 記憶力の強化
鹿児島県立武岡台高等学校 9月21日 土 工学部 環境ロボティクス学科 田村 宏樹 医療・福祉の分野へ応用可能なロボット技術
鹿児島県立伊集院高等学校 9月25日 水 農学部 海洋生物環境学科 宮西　弘 なぜ魚は川や海で生きられるのか？
熊本県立東稜高等学校 9月26日 木 工学部 環境ロボティクス学科 李　根浩 「令和」を支える礎、サービスロボットの最前線‼
大分県立中津北高等学校 10月11日 金 農学部 海洋生物環境学科 村瀬 敦宣 海の環境と生物多様性

熊本県立宇土高等学校 10月11日 金 農学部 植物生産環境科学科 圖師 一文
おいしく食べて健康になれる農産物をつくる
－トマトにストレスを与える？－

福岡県立門司学園高等学校 10月18日 金 教育学部 学校教育課程 大泉 佳広 美術を学んで考えた事
佐賀県立鳥栖高等学校 10月18日 金 農学部 森林緑地環境科学科 光田 靖 森林からの恵を科学する

医学部 医学科 武谷 立 薬理学ってなに？

医学部 看護学科 柳田　俊彦
1. 大学で看護を学ぶということ
2. 薬の作用と副作用

鹿児島県立甲南高等学校 11月8日 金 医学部 看護学科 澤田 浩武 子どもの成長と生活習慣
福岡県立小倉西高等学校 11月12日 火 農学部 森林緑地環境科学科 平田 令子 森林と動物
鹿児島県立錦江湾高等学校 11月12日 火 工学部 社会環境システム工学科 李　春鶴 コンクリートと我々の生活
福岡県立伝習館高等学校 11月13日 水 医学部 看護学科 末次　典恵 看護とは-看護の役割と実践の場所-
熊本県立南稜高等学校 11月15日 金 農学部 獣医学科 北原　豪 牛の繁殖技術を識る～直腸検査と超音波検査～

◆出前講義実施件数（参加可のみ）
平成30年度 平成29年度

県内 66 78
県外 32 26
計 98 104

◆県別申込高校数（参加可のみ）
平成30年度 平成29年度

宮崎県 24 23
鹿児島県 8 9
熊本県 6 8
大分県 3 3
福岡県 3 2
佐賀県 0 0
長崎県 2 0

計 46 4539
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鹿児島県立大島高等学校 10月24日 木

長崎県立佐世保西高等学校


