
科目及びテーマ
職　　名
担当教員

授業が
可能な
曜  日

授業内容 対象生徒 授業に必要な機材等
（高校で準備するもの）

身近なパワーエレクトロ
ニクス
～電子回路でエネルギー
の流れをあやつる

准教授
田中　哲郎

事前相談
により調整

高校ではあまり扱わない「電子回路」とこれを
使った「エネルギーの流れの制御技術」（パ
ワーエレクトロニクス）について，身近な電子
機器を材料にして解説します．携帯電話に代表
される電子機器は電気エネルギーで動いてお
り，これらの機器にはエネルギーの流れを制御
して電気をムダなく供給する仕組みが採用され
ています．このエネルギーの流れの制御の基本
的な考え方を，高校の「物理」の範囲で説明し
ます．

全学年
プロジェクター
スクリーン

太陽光発電の現状とこれか
准教授
堀江　雄二

事前相談
により調整

太陽光発電は再生可能エネルギーのなかで，最
も利用が進んでいるものですが，さらに利用を
促進させるには解決すべき課題が山積していま
す。本講義では太陽光発電に対する理解を深め
るとともに，太陽光発電研究の最新の動向を紹
介します。

全学年
プロジェクター
スクリーン

海の波
准教授
柿沼　太郎

事前相談
により調整

海に存在する様々な波に関して、スライド及び
幾つかの簡単な実験装置を用いて説明する。ま
た、海の波と人間との付き合いに関して、防
災、養浜、エネルギー利用、航海や、サーフィ
ン等を通して考える。なお、津波や、高波・高
潮といった、災害に関連する波に特化して、現
地調査並びに数値シミュレーションの結果を踏
まえて説明することも可能である。

全学年
プロジェクター
スクリーン
水道水

コンクリートを悩ます難
病とそのための最新医療
技術

教授
山口　明伸

事前相談
により調整

丈夫で長持ちするはずのコンクリート構造物
が，与えられたはずの寿命を全うできずに早期
に劣化（人間に例えれば病気）してしまう事例
が少なくありません。その原因には，材料や施
工に起因する先天的体質の問題，環境や使用条
件に起因する様々な有害物質やアレルギー反
応，経年的に避けられない老化現象など，様々
です。コンクリート工学の分野における，予
防，診断，治療のための最新技術を紹介しま
す。併せて，実際の診断機器を使った体験学習
も可能です。

全学年
プロジェクター
スクリーン
作業台

丈夫で長持ちする橋やビ
ルを造ろう
－未来の生活を守るため
に今，考えておかなけれ
ばならないこと－

教授
武若　耕司

事前相談
により調整

人々が生活する上では，建物，道路，橋，トン
ネル防波堤等のいわゆる構造物はなくてはなら
ないものである。例えば，建物は，人が住むた
めや仕事をするために，道路，橋，トンネル
は，人や物が行き来するために，そして防波堤
は，津波や高潮から人々の命を守るために，一
生懸命に仕事をしている。しかし，これらの構
造物にも力の限界はある．また，人と同じよう
に歳をとる．東日本大震災の時，防波堤は巨大
な津波に耐えることは出来なかった．また，老
朽化したビル，橋あるいはトンネルがもろくも
壊れて，人命が失われた事例も少なくない．
　本講義では，自然の力に立ち向かい，人々の
生活を長く守ることのできる構造物を造り，維
持していくための研究を紹介する．

全学年

プロジェクター
スクリーン
ﾊﾟｿｺﾝに接続できるｽ
ﾋﾟｰｶｰ（ｽﾋﾟｰｶｰがない
場合は、ご連絡いた
だければ持参しま
す）
＊ﾊﾟｿｺﾝは持参しま
す。

視覚の不思議
～あなたの見ているもの
は本当ですか？～

教授
大塚　作一

事前相談
により調整

「百聞は一見に如かず」とよく言われます。し
かし、人間が実際に見ている世界は、物理的な
世界（光の世界）とは大きく違っていて、脳に
よって作られたものです。このことを色の錯視
や立体視のデモンストレーション等を通じて分
かり易く解説し、体験していただきます。ま
た、このような心理現象が身近にあるテレビや
スマホのディスプレイにどのように応用されて
いるかについてもお話します。これが、工学に
興味を持っていただくきっかけとなることを期
待しております。

全学年
プロジェクター
スクリーン
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基礎神経情報科学
教授
内山　博之

月，金

ニューロンで形成されている神経回路の構造と
機能をわかりやすく解説し，ヒトがどのように
して色々な刺激を知覚できたり，適切に運動で
きるかを理解することを目指す．６０〜９０
分．

高校生
(全学年)

液晶プロジェクター

バイオメトリクス個人認
証について

教授
佐藤　公則

事前相談に
より調整

指紋や静脈認証など一般的な個人認証の話か
ら，最近注目されている
生体特徴や個人識別などを講義します．また，
講義の中で，空中での筆記動作や
ＰＩＮコード入力などのデモなども行います．

全学年 プロジェクタ
スクリーン

生物の進化過程を模倣して
准教授
小野　 智司

事前相談によ

生物が何世代もの時間をかけて環境に適用する
よう進化する過程や，鳥や魚な
どの群れが行う集団行動を模倣して，コン
ピュータ上でシミュレーションを行
うことで，航空機の設計や看護師さんの勤務計
画などの難しい現実問題を解く
技術を紹介します．

全学年
プロジェクタとスク
リーンが必要

人に役立つ微生物
教授
橋本　雅仁

事前相談
により調整

細菌、ウイルス等の微生物は、地球上のあらゆ
る場所に生息しており、生物に対して様々な影
響を与えています。本授業では、微生物と人の
関わりについて概説したあと、微生物がどのよ
うに健康の維持に利用されているかを最近の研
究をもとにして説明します。

全学年
プロジェクター
スクリーン

有機-無機ハイブリッド材
料
～有機物と無機物をナノ
レベルで混ぜたらどうな
る？～

准教授
金子　芳郎

事前相談
により調整

 有機-無機ハイブリッド材料とは、有機成分と
無機成分を分子レベル〜ナノレベルで組み合わ
せて得られる材料のことです。
　プラスチックに代表される有機材料は、軽く
て加工性に優れ、柔軟性や耐衝撃性もありま
す。しかし、耐熱性は無機材料に劣ります。一
方、シリカやセラミックなどの無機材料は、耐
久性や耐熱性に優れる反面、重くて衝撃に弱
く、製造コストもプラスチックに比べると高く
なります。有機-無機ハイブリッド材料は、こ
れら両者の長所を取り込み、短所をできるだけ
排除した材料であり、様々な機能材料としての
利用が期待されています。
　これらの材料合成でキーワードとなる“ナ
ノ”の世界の基本から先端機能材料までを丁寧
に解説します。

全学年
プロジェクター
スクリーン

化学産業と流体力学
～無回転シュートからガ
ソリン製造まで、現象に
は必ず理由がある～

教授
甲斐　敬美

事前相談
により調整

まず、流体の性質について学びます。さらに、
サイクロン式掃除機やファンレス扇風機の動き
を実際に見てもらい、流体力学の基礎について
学びます。また、ボールの回転や気象といった
幅広い分野から関連する話題を紹介します。最
後に化学と無縁に思える流体力学が化学産業で
どのように役立っているか、またそのために大
学でどのようなことを勉強するのかといったこ
とについても分かりやすく解説します。最後に
工学部の化学系学科の卒業生が化学産業でどの
ような仕事をするのかといったことも紹介しま
す。

全学年
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
ｽｸﾘｰﾝ

大気の錬金術師
～空気からパンを、空気
からエネルギーを～

教授
甲斐　敬美

事前相談
により調整

現在の農業生産は化学プロセスに支えられてい
ます。その代表例が空気中の窒素からのアンモ
ニア肥料の合成です。高校の化学では平衡の勉
強で出てくる反応ですが、このプロセスが開発
された時代やその大きな意義について、地理、
歴史の話をまじえながら紹介します。また、講
義時間が９０分の場合には、空気の熱を利用し
た冷暖房装置であるヒートポンプについても解
説します。最後に工学部の化学系学科の卒業生
が化学産業でどのような仕事をしているか、ま
たそのために大学でどのようなことを勉強する
のかといったことも分かりやすく解説します。

全学年
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
ｽｸﾘｰﾝ
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鹿児島の資材シラス
-古代ローマ人の知恵を得
てコンクリートとして蘇
る-

教授
武若　耕司

事前相談
により調整

鹿児島県には、900億トンを超えるともいわれ
る大量のシラスが堆積しているが、その台地
は、植物が育たない不毛の台地と呼ばれ、土砂
崩れの原因ともなって厄介者扱いされている。
このように、シラスには負のイメージが強い
が、実は、古代ローマ時代にはシラスと同じよ
うな性質を持つ火山灰が、魔法の建材と呼ばれ
てコロセウム等の建造物にたくさん使われてい
た。本講義では、この古代ローマ人の知恵を得
てシラスを人の役立つ材料として蘇らすべく、
シラスを用いたコンクリートを開発し、丈夫で
長持ちし、しかも環境にやさしいビルや橋を造
るために行っている研究を紹介する。

全学年

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
ｽｸﾘｰﾝ
ﾊﾟｿｺﾝに接続できるｽ
ﾋﾟｰｶｰ（ｽﾋﾟｰｶｰがない
場合は、ご連絡いた
だければ持参しま
す）
＊ﾊﾟｿｺﾝは持参しま
す。

エコマテリアル
教授
吉田　昌弘

事前相談
により調整

環境を意識した新技術への要求が高まってい
る。新材料開発への期待は、従来の高機能性や
高性能性などのフロンティア性に加え、環境に
優しいエコマテリアルへの大きな広がりを見せ
ている。環境に配慮したエコマテリアルが自動
車産業、IT・エレクトロニクス産業、食品、環
境、エネルギーなどの分野でどのように利用さ
れているかについて紹介する。

全学年 －

粉を知る
～夢をかたちに変えるケ
ミカルエンジニア

准教授
中里　　勉

事前相談
により調整

高校ではあまり触れられることのない「化学」
と「工学」の結びつきについて、「粉」や
「粒」を題材として講義時間に応じて実演また
はDVD教材を視聴をしながら解説します。「固
体を粉にする」ことで工業製品の品質・性能が
どのように左右されるのか、粉を流動化させる
意義等について触れながら、「化学」を産業技
術に変える「工学」の醍醐味とその役割を担う
ケミカルエンジニア（化学工学技術者）の社会
的地位について説明します。

全学年

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
ｽｸﾘｰﾝ
無線LAN環境（ない場
合はﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾙｰﾀを持
参します）

食物残渣からの水素合成
教授
平田好洋

事前相談に
より調整

地球温暖化防止のため、化石燃料から再生可能エ
ネルギーへの転換が世界各国で進められている。
日本で使用されている燃料は、ほとんどが輸入され
た化石燃料である（石油,石炭、天然ガス）。本講義
では、鹿児島県のサツマイモ由来の焼酎の残渣か
ら生産されるバイオガスを使い、瞬時にかつ大量に
水素を合成するシステムについて解説する。水素
はこれからの時代のクリーンエネルギーである。同
時に二酸化炭素を固体炭素と酸素に分解する技術
についても言及する。

全学年
プロジェクター
スクリーン

超音波のチカラ － 混ぜる・
分ける・反応させる

教授
二井　晋

事前相談
により調整

動物が使うことでも知られる超音波は、ものづくりに
も広く使われています。化学を使ったものづくりで
は、液体に超音波を照射して、混合や分離、反応
が行われます。授業では、超音波とは何か、超音波
のはたらき、どんなことができるのか、について説明
し、超音波の持つ力を体験するための簡単な実験
を行います。また、工学部で学ぶ化学が、化学を
使ったものづくりにどのように役立っているか、につ
いても紹介します。

全学年
プロジェクター
スクリーン

セラミックスの化学
准教授
鮫島　宗一郎

事前相談に
より調整

セラミックスは、金属、高分子と並ぶ代表的な工業
材料である。耐熱材料、電子材料、光学材料、生体
材料など幅広い分野で利用されている。身の回りで
使われているセラミックス材料の特徴、機能などを
化学の視点から解説する。

全学年
プロジェクター
スクリーン

“バイオ”を支える工学
准教授
武井　孝行

事前相談
により調整

21世紀はバイオの時代と言われています。では、生
物学のみで十分かというと、そうではありません。生
物学の知識を実社会で役立てるためには工学が必
要になります。本講義では、環境保全や再生医療、
食料生産分野における“バイオ”を支える工学につ
いて説明します。最後に工学部の化学系学科の卒
業生が化学産業でどのような仕事をするのかといっ
たことも紹介します。

全学年
プロジェクター
スクリーン
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小さな泡の不思議
助教
五島　崇

事前相談に
より調整

水の中に浮かぶ小さな泡はファインバブルと呼
ばれ、今後化学産業にて幅広く利用できるので
はないかと期待されています。最近テレビで
も、マイクロバブルシャワーや二酸化炭素のマ
イクロバブルが出る入浴剤などのCMをよく目に
すると思います。授業では、まずわれわれの生
活の中に存在するファインバブルを簡単な装置
を用いて発生させる実験を行い、ファインバブ
ルの性質を体感して学びます。また、将来ファ
インバブルがものづくりでどのように活かして
いけるかについて紹介します。最後に、化学産
業を支えるケミカルエンジニアの社会的役割に
ついて解説します。

全学年
プロジェクター
スクリーン

暮らしを支える分析化学
助教
満塩勝

事前相談
により調整

本格的な科学研究から日頃の暮らしの中まで、
幅広く活躍している学問が分析化学です。本講
義では、そういった分析化学について、実例や
原理を説明し、分析化学を通して化学に親しみ
を持ってもらうことを目的としています。

全学年
プロジェクター
スクリーン


