
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)

情報科学
「コンピュータ・アルゴリズ
ムと数学」

教授
新森　修一

事前相談
により調整

コンピュータの処理手順や計算方法である「アル
ゴリズム」についての話です。アルゴリズムの数
学的な評価方法やデータの整列アルゴリズムなど
を具体的に紹介します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

数学
准教授
伊藤　　稔

事前相談
により調整

「階乗べき a (a+1) (a+2) … (a+n-1) のおもし
ろさ」という題目で累乗（べき）に似た概念であ
る階乗べきの解説をする。通常のべきはa × a
× … × a （a の n 個の積）というものだが、
階乗べきは a × (a+1) × (a+2) × … ×
(a+n-1) と定める。この階乗べきはいろいろ良い
性質を持ち、離散的な枠組みにおいては通常のべ
き以上の活躍をする。

多項式の
微分積
分、数列
を学習し
た生徒

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
□ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
□ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(黒板 )

数学
講師
青山　　究

事前相談
により調整

パズルで学ぼう 全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

数学
講師
青山　　究

事前相談
により調整

無限の不思議な話 全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
□ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
□ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(黒板 )

数学
講師
青山　　究

事前相談
により調整

パラドックスの話 全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
□ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
□ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(黒板 )

数学
講師
青山　　究

事前相談
により調整

数学的帰納法の話 全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
□ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
□ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(黒板 )

数学
講師
青山　　究

事前相談
により調整

論理の話 全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
□ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
□ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(黒板 )

［物理科学科］

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）

物質と電子の関わり
教授
藤井　伸平

事前相談
により調整

物質の様々な性質はその中にある電子の様子（状
態）を知ることにより説明できます。物質がきれ
いな色をもつ、磁石にくっつく、電気を流すな
ど、いくつかの性質と電子の関わりについて解説
したいと思います。

全学年(内
容を調整)

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

コンピュータシミュレーショ
ン

教授
藤井　伸平

事前相談
により調整

最近はコンピュータが身近な存在となり、気軽に
コンピュータシミュレーションを楽しむことがで
きるようになりました。身近な物理現象や簡単に
は実験できない現象を取り上げ、物理的な理解を
深めたいと思います。題材としては、虹、ブラウ
ン運動、ラザフォード散乱などなど。

全学年(内
容を調整)

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

■平成31年度　出前授業提供科目一覧【理学部】

［数理情報科学科］



■平成31年度　出前授業提供科目一覧【理学部】

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)

エントロピーで克服!?物理ア
レルギー!言い訳もできる
「エントロピー」ー使って楽
し物理学ーそっと教えます。

教授
小山　佳一

事前相談
により調整

エントロピーって何だ…？エントロピーって、長
さや質量と同じ物理量だけど、油断するとどんど
ん大きくなっていく、面白くて重要な量なんだ。
自然の流れを教えてくれて、高校で習う「熱力学
第2法則」と関係しているよ。受講生がエントロ
ピーの素になって、鹿大の自然科学講義の一端を
みんなで楽しみましょう。（1年生中心の場合は
中学理科のレベルから話します）

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

結晶と磁場
教授
小山　佳一

事前相談
により調整

結晶が溶けるとヒヤヒヤ、結晶になるとポカポ
カと熱の移動（潜熱）があります。簡単な実験
で、これを体感しながら、高校の教科書「物理
基礎」のレベルから「磁場で物質を制御する」
先端科学まで楽しく学びます。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

低温の世界
-超伝導・超流動-

教授
廣井　政彦

事前相談
により調整

低温では、超伝導、超流動といった普通では考え
られないような不思議な現象が起きることを紹介
します。また、どうしてそのようなことが起こる
かについても考えていきます。可能であれば、液
体窒素を用いた簡単な実験なども行います。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがない場合は持参可能)

素粒子で探る物質のミクロな
性質

教授
廣井　政彦

事前相談
により調整

素粒子の一つであるミュー粒子はあまりなじみの
ないものですが、電子の親戚です。この粒子は火
山の内部を見たり、物質のミクロにみた磁気的性
質を探るのに役立ちます。この授業では素粒子に
ついての知識を簡単にお話し、なぜミュー粒子に
よって物質の磁気的性質について分かるのかを、
私が行った実験の話を交えて、考えていきます。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがない場合は持参可能)

銀河系地図のできるまで
准教授
中西　裕之

事前相談
により調整

我々の住む銀河系はどのような姿をしているので
しょうか？　私たち天文学者は日本地図・世界地
図ならぬ銀河系地図を作るべく日々観測やその
データ解析をしています。どのようにして銀河系
地図を作り上げていくのかということについて紹
介したいと思います。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがなくても対応可能)

電波で探る宇宙
准教授
中西　裕之

事前相談
により調整

天文学というと光学望遠鏡を使って星を覗いてい
るイメージがあるかもしれません。しかし1930年
に宇宙の電波が検出できるようになってから今日
まで電波天文学は飛躍的な発展をし、宇宙の様々
な諸問題を解決してきました。電波で天体観測す
るとはどんなことなのかということについてお話
したいと思います。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがなくても対応可能)

高校数学と高校物理で読み解
く宇宙

准教授
中西　裕之

事前相談に
より調整

現在分かっている宇宙の姿について、高校で学ぶ
数学や物理をベースにお話ししたいと思います。
日々学校で学んでいる数学や物理が、最先端の科
学でどのように活きてくるのかを垣間みることが
できればと思います。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがなくても対応可能)

星の距離を測る
助教
中川　亜紀治

事前相談

遠く夜空に浮かぶ星たちを相手にする天文学は他
の実験物理や工学と違い研究対象にまったく手を
触れることができません。どのくらい遠くにいる
かすら簡単には分からない。研究に必要な最も基
本的な量、星までの距離をどのように測るのか、
超長基線電波干渉計(VLBI)の説明を交えてお話し
します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )



■平成31年度　出前授業提供科目一覧【理学部】

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)

チコちゃんに叱られる！から
始めるミクロとマクロの科学

准教授
秦　　浩起

事前相談
により調整
土曜日も可

「ねえねえ○○。なんでセーターはあったかい
の？」から始まって，ミクロ（微視的）とマクロ
(巨視的)の２つの世界を行き来しながら，その不
思議について実験も交えつつ学びます。時間が許
せば、顕微鏡で『ブラウン運動』を探してみた
り、私達の『筋肉が動く仕掛け』や応用の世界を
紹介します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがない場合は要相談)

磁石とAI（人工知能）
准教授
秦　　浩起

事前相談
により調整
土曜日も可

磁石に鉄はくっついて，温度を上げるとあれれ…
という物質の世界と脳・神経系，そしてAIの世界
が繋がっていることを実験・体験しつつ紹介しま
す。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがない場合は要相談)

作ろう！見よう！フラクタル
-運動が生み出す不思議な形

准教授
秦　　浩起

事前相談
により調整
土曜日も可

フラクタルとは、円や四角とは違った不思議な性
質をもつ図形です。授業では，フラクタルを物理
実験で作ったり，数理モデルで作ったりしなが
ら，その不思議さと自然現象（結晶成長，海岸
線、放電、流れなど）との繋がりを紹介します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがない場合は要相談)

あなたの知らない？リズムの
世界

准教授
秦　　浩起

事前相談
により調整
土曜日も可

チクタク…時計のリズム，音のリズム，心臓のリ
ズム，風のリズム，地震のリズム，あなたも知っ
てるリズムについて，あなたの知らないリズムの
科学を実験も交えつつ楽しみましょう。最先端の
話もします。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがない場合は要相談)

どろどろ-流体の不思議。猫
も！

准教授
秦　　浩起

事前相談
により調整
土曜日も可

マヨネーズと水飴は，どちらがドロドロ？から始
まって，皆でドロドロを測る方法を考えたりしな
がら，流体の不思議を探ります。人や車の渋滞な
んて話も出てくるかも。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがない場合は要相談)

物理
準結晶　–存在したもうひと
つの結晶のかたち−

准教授
野澤　和生

事前相談に
より調整

約３０年前、それまで信じられてきた物理学・結
晶学の常識を根底から覆す物質が発見されまし
た。２０１１年のノーベル賞受賞対象となった
「準結晶」です。世界的権威に真っ向から否定さ
れたといわれる発見時のエピソードや、黄金比と
も関連するその神秘的な性質を紹介します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

超伝導現象
-高温超伝導体-

准教授
重田　　出

土曜日・
日曜日も可

極低温では、室温とは異なったとても面白い物理
現象が現れます。その一つに、電気抵抗がゼロに
なる超伝導という現象があります。この超伝導現
象とはどのようなものであるか、特に、高温超伝
導体を中心に紹介したいと思います。また、どう
して超伝導という現象が起こるのかについても考
えます。可能であれば、液体窒素を用いた簡単な
実験を行いたいと思います。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )



■平成31年度　出前授業提供科目一覧【理学部】

［生命化学科］

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)

タンパク質を薬にする新しい
バイオ医薬品

教授
伊東　祐二

事前相談
により調整

お薬というと、飲み薬（多くは化学合成された
薬）を思い浮かべる人が多いと思いますが、今、
注目され急速に使用され始めているのが、抗体と
いうタンパク質を使った遺伝子組み換え技術に
よって作られるバイオ医薬品です。抗体は、
元々、私たちの体の中で生体防御機構の免疫反応
にかかわる分子で、相手（抗原、異物）を特異的
に見分け、結合するだけでなく、それらを体から
排除する役割を持ちます。このような抗体を、ガ
ンや自己免疫疾患などの病気の治療薬として利用
するのが抗体医薬品です。講義では、それらがそ
のように開発されているのか、どのように作用す
るのかといったことを、大学での私たちの研究を
紹介しながらお話しします。

1・2年生

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

化学（有機化学）
鏡の国の化学物質　　－右利
きと左利きの化合物－

教授
岡村　浩昭

事前相談
により調整

キラルな化合物の特徴について、簡単な演示実験
を行いつつ解説します。

全学年
（化学を
選択して
いる２年
生以上で
あればな
お良い）

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがない場合は要相談)

遺伝子発現と動物の体づくり
教授
坂井　雅夫

事前相談
により調整

動物の発生は高校の教科書でも出てきますが、近
年の分子生物学の発展と共に、分子のレベルで
様々なことがわかってきています。一方、古典的
な実験発生学からも新しい事はわかってきていま
す。ここでは、主には私の実験材料であるアフリ
カツメガエルの発生を詳しく説明します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

化学（有機化学）
食品と化粧品の有機化学

教授
岡村　浩昭

事前相談
により調整

有機化学の視点から、身近な食品と化粧品を見直
してみましょう。

全学年
（化学を
選択して
いる２年
生以上で
あればな
お良い）

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがない場合は要相談)

生物：生物とリズム
教授
笠井　聖仙

事前相談
により調整

私たちは夜寝て、昼間に活動する。それに対して
マウスやゴキブリは夜行性の動物で、暗くなると
活動する。これらの活動は体の中にある生物時計
が明暗サイクルに同調することでおこります。登
校拒否などは心の問題であるとともに、からだの
なかにあるリズムの乱れが原因となることがあり
ます。この生物リズムについてお話します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

生物：生体の警告系としての
痛み

教授
笠井　聖仙

事前相談
により調整

痛みは不快なものですが、生物にとっては必要な
ものです。針で刺したときの痛み、熱湯に触った
ときの痛みなどは急性痛と言いますが、慢性関節
リウマチや糖尿病などの慢性痛は急性痛とは異な
ります。あまり知られていない痛みの不思議につ
いてお話します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

生物：神経のつくりとはたら
き

教授
笠井　聖仙

事前相談
により調整

素早い行動には神経系などが必要です。そして無
意識の行動にも神経系が関わっています。神経系
を構成する神経細胞の仕組みや自律神経系などの
仕組みを解説します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

生物：身体のつくりと働き
教授
笠井　聖仙

事前相談
により調整

動物の組織や器官の基本的な構造と機能について
お話します。これらを構成する細胞についても解
説します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )
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化学（天然物化学）「海の宝
探し～海洋生物から抗がん剤
を見つける～」

准教授
濵田　季之

事前相談
により調整

皆さん、「海綿」って、見たことありますか？
聞いたことありますか？　海底の岩場に地味に
くっついている海洋無脊椎動物です。海中の厳し
い生態系の中で海洋無脊椎動物はとても弱い立場
です。それら無脊椎動物は、自分の身を守るため
の棘や鎧は持たず、その代わりに外敵の毒となる
ような忌避物質（二次代謝産物）を自ら作って体
内に蓄えています。その二次代謝産物はとても変
わった形や生物活性（薬効や毒性）を持っていま
す。それが人間にとって薬になることが多く、最
近も研究が盛んに行われています。まだ無尽蔵の
海洋生物資源があり、我々の薬になるような二次
代謝産物（お宝）がいっぱい眠っています。この
授業では、このような海のお宝（海洋天然物）の
探索研究の現状をお話しし、大学での研究に興味
を持ってもらえたらという思いで企画しました。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

科目：有機化学入門〜なぜ炭
素なの？〜

助教
鬼束　聡明

事前相談に
より調整

授業内容：有機化合物は炭素を含む化合物であ
り，有機化学では炭素の化学を取り扱います。で
はなぜ炭素だけ特別な存在なのか？ということを
テーマに講義形式で授業を行い，有機化学を学ぶ
面白さや重要性についてお話しいたします。

全学年
（化学を
選択して
いる学年
であれば
なお良
い）

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

生物
ウニの発生生物学

准教授
塔筋　弘章

事前相談
により調整

教科書にも載っているウニの発生について、受精
から変態までを実験手法を交えてお話しします。
ウニは現在、世界中で遺伝子発現研究のモデル生
物の一つとして用いられています。このような研
究についても簡単に解説します。【90分位で簡単
な実習も可能】

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(実習には顕微鏡)

生物
細胞の進化
－原核生物から真核生物へ－

准教授
塔筋　弘章

事前相談
により調整

細胞はおよそ３５億年前に誕生し、原核細胞、真
核細胞、多細胞生物へと複雑化していきました。
多細胞生物では細胞の分業が行われるようになり
ましたが、それと同時に寿命やガンという運命を
受け入れることになりました。この授業では、そ
のような細胞の進化と変化についてお話ししま
す。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

生物
ＤＮＡからわかる環境破壊
（外来種問題）

准教授
塔筋　弘章

事前相談
により調整

外来種とは、外国から日本に入ってきた種で、
2000種以上もいます。また日本から出て行った例
もあります。これらは元からいた生物の生存をお
びやかします。生物の研究では、その種名を正確
に把握しなければなりませんが、実際には難しい
こともあります。その時にはDNAの解析が威力を
発揮します。この授業では、私たちが実際に行っ
ている研究の話（ゴカイのアメリカへの移出の
話）をします。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

生物
DNA鑑定のしくみ

准教授
九町　健一

事前相談
により調整

テレビのニュースやドラマなどにもしばしば登場
するDNA鑑定のしくみについてわかりやすく解説
します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

遺伝子ハンティング ― 新し
い遺伝子を同定する

准教授
九町　健一

事前相談
により調整

生物界には莫大な種類の遺伝子が存在し、その一
部は人間の興味をひきます。例えば病気の原因と
なる遺伝子や、農業生産を高める遺伝子などで
す。この講義では、莫大な数の遺伝子の中から自
分が欲しい遺伝子を同定する方法について説明し
ます。同定の基本的原理の説明に重点を置き、個
別の遺伝子の説明を列挙するようなことはしませ
ん。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

化学
実は面白い、実に面白いタン
パク質

准教授
有馬 一成

事前相談
により調整

私たちの体の中で、水に次いで多い成分であるタ
ンパク質。その役割は多彩で、体にとってはなく
てはならないものですが、意外と知られていない
ことが多いようです。この講義では、主にタンパ
ク質の形と働きについてスポットライトを当て、
タンパク質研究の面白さについて解説します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

化学
驚きの酵素反応

准教授
有馬 一成

事前相談
により調整

私たちの体の中の化学反応は、ほとんど酵素の働
きによると言っても過言ではありません。酵素は
タンパク質でできている触媒で、穏和な条件で反
応を効率よく進行させてます。この講義では、ど
ういった反応が酵素反応なのか、酵素がなければ
どうなるのか、日用品に利用されている酵素反応
などについて解説します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )
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化学
健康食品のウソホント

准教授
有馬 一成

事前相談
により調整

近頃、テレビCMや新聞の折り込み広告で健康食品
について目にすることが多くなりました。健康食
品って何？ いいもの？ 悪いもの？　などの疑問
を解消すべく、昨今の健康食品事情について医薬
品との違いを中心に解説します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

理系一般
理系の文章術

准教授
有馬 一成

事前相談
により調整

人を説得する文章を書くことは文系・理系を問わ
ず重要な技術です。小論文や自己推薦書の作成に
も活かせる、理系ならではの文章を書くコツを紹
介します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

金の化学（演示実験）
教授
新留 康郎

事前相談
により調整

金や銀の極めて小さい粒子：ナノ粒子は特異な性
質を示すことからバイオセンサーに用いられま
す。本講義ではナノ粒子の調製を実演し、実用例
と最近の研究成果を紹介します。インフルエンザ
検査キットの実演もできます。実験試薬・機器は
一式持ち込みます。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがない場合は要相談)

化学：酵素反応ロケット（実
験付き講義）

教授
新留 康郎

事前相談
により調整

タンパク質の解説と酵素反応についての講義と実
験を行います。プラスティック容器内で過酸化水
素水を分解し、容器の蓋を飛ばします。「ポ
ン！」という音を楽しめます。室内ではビニール
袋内で、屋外なら３、４mは飛び上がります。実
験試薬・機器は一式持ち込みます。安全メガネと
使い捨て白衣をこちらで用意します。使用済み容
器・廃液は回収し持ち帰ります。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがない場合は要相談)

熱の化学（実験付き講義）
教授
新留 康郎

事前相談
により調整

ペットボトルと空気ポンプを使って、断熱膨張や
気化熱について実験します。ヒートポンプについ
て解説し、物質の状態変化と熱の出入りについて
理解を深めてもらいます。実験器具は５セット用
意できます。実験機器は一式持ち込みます。薬品
は用いません。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがない場合は要相談)

錬金術と化学
教授
新留 康郎

事前相談
により調整

錬金術から近代化学成立までの約３０００年道の
りを雑談をたっぷり混ぜながらお話しする「近代
化学入門」です。受験化学への貢献はあまりあり
ません。英語可。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
☑その他(プロジェクター・スクリー
ンがない場合は要相談)

ホタルの光とバイオテクノロ
ジー

助教
加藤　太一郎

事前相談
により調整

初夏の夕暮れ、水辺に漂いはじめる光。この光は
ホタルだ！とすぐに連想できるほど、我々にとっ
て身近で心が惹きつけられる昆虫です。この光る
という現象は、ホタルルシフェラーゼという酵素
タンパク質が、基質であるD-ルシフェリンを化学
変換することで生じます。また最近ではバイオテ
クノロジーを利用して酵素を改変し、発光色を
様々に変化させることも可能です。ではなぜ発光
色を変化させることができるのでしょうか？本講
義ではこの理由を説明しながら、遺伝子操作技術
等バイオテクノロジーの持つ可能性についてお話
します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

動物も植物も同じような方法
で共生細菌を飼いならす

教授
内海俊樹

事前相談
により調整

動物も植物も、細菌と共生することで、大切な栄
養分を得ています。最近、アブラムシもマメ科植
物も、構造と生理活性が、互いによく似たペプチ
ドを持っていることがわかりました。このこと
は、動物も植物も、細菌と共生するために、同じ
ような道具を使っていることを示しています。こ
の新発見について解説します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

人類の未来を支える植物と微
生物の多様な共生

教授
内海俊樹

事前相談
により調整

人類の食糧は、植物なしには生産できないと言っ
ても過言ではありません。では、植物は、水と光
と空気があれば、育つことができるのでしょう
か？実は、植物は、様々な種類の微生物と共生す
ることによって、生育に必須な栄養分を得ている
のです。気がつきにくいけれども、人類にとって
重要な共生関係に目を向けましょう。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )
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生物の形質とメンデルの法則
そしてDNAとの関係

教授
内海俊樹

事前相談
により調整

DNAの構造や転写・翻訳、そして、メンデルの法
則を勉強しても、生物の様々な形質や遺伝の現象
と結びつけて全体像を把握するのは、なかなか困
難です。エンドウの種子の形や子葉の色、あるい
は、ヒトのABO式血液型を例にして、DNAの塩基配
列から表現型までを結びつけて説明します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

植物のヘモグロビン−その驚
きの機能−

教授
内海俊樹

事前相談
により調整

植物は、動物と起源を同じくするヘモグロビンを
持っています。では、植物のヘモグロビンは、ど
のような役割を担っているのでしょうか？最近、
様々な環境ストレスや微生物との共生関係で、植
物のヘモグロビンが重要な役割を担っていること
がわかってきました。植物ヘモグロビンの機能を
強化することで、ストレスに強くなったり、窒素
栄養を効率よく得ることができるようになること
もわかりました。このような植物ヘモグロビンの
驚きの機能について、わかりやすく説明します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

［地球環境科学科］  

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）

生物または地学
人類進化とその環境

教授
仲谷　英夫

事前相談
により調整

700万年の人類進化とその時代の環境変動をアフ
リカやアジアの実際のフィールド調査や標本の紹
介も含めてお話します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

生物または地学
哺乳類の進化と環境変動

教授
仲谷　英夫

事前相談
により調整

哺乳類の進化は地球の環境変動と関わって進んで
きました。哺乳類の標本を使ってその進化と環境
への適応を紹介します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

生物または地学
恐竜の体のしくみとその進化

教授
仲谷　英夫

事前相談
により調整

恐竜のレプリカを使い恐竜の種類や進化について
紹介し、実際に恐竜の骨格レプリカを用いそのし
くみを勉強します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

生物または地学
中生代海生爬虫類の進化

教授
仲谷　英夫

事前相談
により調整

日本からさまざまな海生爬虫類が発見され、その
起源や絶滅の研究が進んでいることを実際の発掘
や標本をもとに紹介します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

土壌の科学
教授
河野　元治

事前相談
により調整

土壌のもつ様々な機能や役割について解説しま
す。また、放射性物質による土壌汚染のメカニズ
ムについてもわかりやすくお話します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

ゴカイ類の分類と生態
教授
佐藤　正典

事前相談
により調整

釣りの餌としてよく使われる環形動物のゴカイ類
に焦点を当て、種の多様性と主な種の生活様式を
解説する。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

干潟の生きものたち
教授
佐藤　正典

事前相談
により調整

有明海や鹿児島湾などの河口域に見られる干潟生
態系について説明する。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )
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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）

地殻変動論
教授
中尾　　茂

事前相談
により調整

地震・火山噴火・プレート運動による地殻変動に
ついて説明する。また、それらがカーナビでも使
用されてＧＰＳで精度よく測定できることも話
す。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

地球の年齢
准教授
山本　啓司

事前相談
により調整

地球科学の視点から地球の生い立ちについて話
す。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

地球深部のダイナミックな活
動

准教授
小林　励司

事前相談
により調整

どのようにして地球の内部を探っているのか。そ
の方法の簡単な説明と、最新の研究からみる地球
内部のダイナミックな姿を紹介します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

地震と災害
准教授
小林　励司

事前相談
により調整

地震の基礎的知識から、地震災害とその予防につ
いて話します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

震源断層を探る
准教授
小林　励司

事前相談
により調整

地震はどのようにして起こっているのか、そし
て、地震の断層をどのようにして調べているの
か、などを話します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

地球深部探査船「ちきゅう」
の挑戦

助教
北村　有迅

事前相談
により調整

世界最大の科学掘削船である地球深部探査船「ち
きゅう」は、南海トラフの海の底のさらに地下深
くに眠る巨大地震を起こす断層帯を掘削していま
す。地震がどのように起き、断層はどのようにみ
えるのか。海や陸でのフィールドワークによって
明らかになる巨大地震の姿を解説します。「ち
きゅう」による研究成果や船内の様子も分かりや
すく紹介します。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

南極の自然
教授
宮町　宏樹

事前相談
により調整

３回の南極観測隊員の経験を生かし，南極の自然
環境や南極観測隊について紹介します．

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

火山の内部構造と噴火の仕組
み

教授
宮町　宏樹

事前相談
により調整

火山の内部構造と火山噴火の仕組みについて紹介
します．

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )

環境問題と化学  －水銀の環
境挙動－

教授
冨安　卓滋

事前相談
により調整

水俣病で知られる水銀は、実はどこにでもある元
素の一つです。ただし、自然界のレベルを超えて
存在した時に大きな被害を起こし得るものです。
授業では、実際に起こった水銀汚染や自然界にお
ける水銀の動きを解説し、環境問題とどのように
向き合うべきなのか一緒に考えたいと思います。

全学年

□ﾊﾟｿｺﾝ
□ｹｰﾌﾞﾙ(種類:　      )
□OS(種類:           )
☑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
☑ｽｸﾘｰﾝ
□その他(            )


