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令和２年度鹿児島県立短期大学ミニ講義内容 

【文学科】 

文１ 伊勢物語と絵 専攻 日本語日本文学 担当教員名 木戸 裕子 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

伊勢物語の中から，高校の古文の時間でも扱われる章段を

選び，章段の解釈がどのように絵画として表現されるのか，

解釈と絵の関係を大学図書館などのＷＥＢ上で公開されて

いる本を使って考えます。 

授業時間 随時 

備  考  

文２ 百人一首をくずし字で読もう 専攻 日本語日本文学 担当教員名 木戸 裕子 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

 江戸時代までの日本人は「くずし字（変体仮名）」を使っ

て読み書きをしていました。現代の日本人にも親しまれてい

る百人一首を題材に「くずし字」の読み方にチャレンジしま

す。 

授業時間 随時 

備  考  

文３ 漢代人の心と音楽 専攻 日本語日本文学 担当教員名 土肥 克己 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

中国の漢代（前206～後 220）の人々は天がさまざま

なものを通して人に合図を送っていると考え，そこか

ら天意を読み取ろうとした。人の心にも天の合図が込

められていて，それは歌や音楽という形で表面にあら

われてくる。その様子を紹介したい。 

授業時間 随時 

備  考 

文４ アジア草原地帯の歴史 専攻 日本語日本文学 担当教員名 土肥 克己 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

モンゴル高原から中央アジアにかけての内陸アジア

には広大な草原地帯が広がる。そこでは古くからモン

ゴル系，トルコ系，イラン系の民族が興亡をくり広げ

てきた。現在の環境や生活にも触れながら，草原地帯

の歴史と文化を紹介したい。 

授業時間 随時 

備  考 

文５ 中国語に親しむ 専攻 日本語日本文学 担当教員名 楊 虹 

開設期間 後期 

講義 

内容 

中国語で簡単な自己紹介をしたり，ゲームをしたり

することによって，近くて遠い国と言われる中国の文

化やことばに触れます。外国語を通して,日本語や日本

文化を見直すきっかけを作ります。 

授業時間 随時 

備  考  

文６ 大学で学ぶ文学  専攻 日本語日本文学 担当教員名 竹本 寛秋 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

「文学なんて学ぶ必要がない」最近よく聞く言葉で

す。本当にそうでしょうか。ではなぜ、今まで長い間

、文学は学ばれて来たのでしょうか。今は必要のない

学問になってしまったのでしょうか。大学では、どの

ように文学を学ぶのか紹介しながら、文学を学ぶ意味

について考えます。 

授業時間 随時 

備  考  

文７ 小説を直筆原稿で読んでみよう 専攻 日本語日本文学 担当教員名 竹本 寛秋 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

 昔の文学作品は、原稿用紙に手書きで書かれていました。

この講義では日本近代の名作を、作家自身が書いた直筆原稿

で読んでみます。作家の書く文字の特徴はもちろん、原稿に

はさまざまな秘密が隠されています。筆記具、添削、編集…

今ほど出版・印刷が簡単ではなかった時代、活字ではわから

ない名作の秘密を紹介します。 

授業時間 随時 

備  考 

プロジェクターとスクリーン

を使用します。 

文８ 比較文学的アプローチ 

    －『リア王』と『乱』－ 
専攻 英語英文学 担当教員名 轟 義昭 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

比較文学の新しい視点「文学と映画」に着目します。具体

的には，イギリスの劇作家ウィリアム・シェイクスピアの『

リア王』と巨匠黒澤明監督の『乱』を取り上げ，共通点と相

違点に着目して比較文学研究の面白さを解説します。 

授業時間 随時 

備  考 

講義はパソコンを使用。 

プロジェクター，スクリーン

が必要です。 
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文９ イギリス文学入門 

    －映画のなかの英詩－ 
専攻 英語英文学 担当教員名 轟 義昭 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

映画（邦画，洋画）のなかに見られるいくつかの「

英詩」に着目します。大衆文化のなかで些細なことに

興味と疑問を持つことからでもイギリス文学は学習で

きることを解説します。 

授業時間 随時 

備  考 

講義はパソコンを使用。 

プロジェクター，スクリーン

が必要です。 

文10 英単語の構造と作り方 専攻 英語英文学 担当教員名 遠峯 伸一郎 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

英単語はとにかく覚えるしかない，単語力を付ける

のは大変だ，と思っていませんか。この授業では単語

の成り立ちに注目し，その規則性を紹介します。英単

語の世界に見られる規則性をボキャブラリービルディ

ングに役立てましょう。 

授業時間 随時 

備  考 

パソコンを接続できるプロジ

ェクタとスクリーンを使用し

ます。 

文11 コンピュータでスピーキング力

を伸ばそう！ 
専攻 英語英文学 担当教員名 石井 英里子 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

鹿児島県立短期大学には，最新のマルチメディア機

器が導入された語学学習専用のLL教室があります。本

授業では，実際にこの教室にあるコンピュータを使っ

て，県短の学生たちが受講しているスピーキングの授

業の一部を体験してみましょう！ 

授業時間 随時 

備  考 

LL教室が空いている時に限り

ます。機器の都合上，人数制

限（最大40名）があります。

ヘッドセットを使用します。

詳しくはお問い合わせ下さい。

文12 アクティブラーニングで学ぶ英

語コミュニケーション 
専攻 英語英文学 担当教員名 石井 英里子 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

私たちは何のために英語を学ぶのでしょうか。言葉は自

分の意思や考えを相手に伝え，相手の意思や考えを理解

し，他者と共に生きるために欠かせないコミュニケーシ

ョン手段です。あなたが伝えたいことは何ですか。言葉

の本質を見つめ直し，英語で自己表現する楽しさを体験

しましょう。講義は全て英語で行います。 

授業時間 随時 

備  考  

文13 人生100年時代の学び方－これ

から学びはどう変わる？－ 
専攻 英語英文学 担当教員名 石井 英里子 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

その時代において当然のことと考えられている認識

や思想，社会全体の価値観などが革命的にもしくは劇的

に変化することパラダイムシフトと言います。これは科

学史家であるトマス・クーンが科学革命で提唱した「パ

ラダイム」という概念の説明で用いた言葉です。このパ

ラダイムシフトを切り口に，本講義では「教育のパラダ

イムシフト」と「3つの学習観パラダイム（行動主義的

学習観，認知主義的学習観，社会構成主義的学習観）」

について解説します。 

授業時間 随時 

備  考  

文 14 世界文学への誘い 専攻 英語英文学 担当教員名 小林 朋子 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

2 年または 4 年間専門的に大学で文学を学ぶ意義はど

こにあるのでしょうか。本講義では現代日本語で書か

れた「身近な」文学、遠く海を隔てた海外文学、時間

を遡った口承文学などをご紹介しながら、世界へ開か

れた窓としての文学の魅力をお話します。 

授業時間 随時 

備  考 

パソコン、プロジェクター、

スクリーン、ＣＤプレイヤー

を使用します 
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文 15 『この世界の片隅に』から文学を 

考える 
専攻 英語英文学 担当教員名 小林 朋子 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

こうの史代のコミックス『この世界の片隅に』は、 

2007 年の発表以来、映画化やテレビドラマ化を経て多

くの読者を獲得し続けています。昭和 18 年から 21 年

を舞台にした主人公すずさんの物語が多くの人に読ま

れるのはなぜでしょうか。本講義では、この作品を糸

口に、記憶・歴史・文学について考えます。 

授業時間 随時 

備  考 

パソコン、プロジェクター、

スクリーン、ＤＶＤプレイヤ

ーを使用します 

文 16 作家の船員、ハーマン・メルヴィル

：歴史の中で最も偉大なアメリカの 

作家の一人の人生と作品の入門 
専攻 英語英文学 担当教員名 ガルシア・アロヨ

ホルヘ 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

このコースは、アメリカの作家ハーマン・メルヴィ

ルの生涯と作品に焦点当てています。さらに、学生が

メルヴィルの重要性を理解できるように、普遍的な文

学における彼の影響についても学びます。 

メルヴィルの人生をまるで冒険映画のように、様々

なマルチメディア要素を使用して関連付けます。 

授業時間 随時 

備  考 

この講義でパソコンを使いま

す。スクリーンとプロジェク

ターが必要です。 

文 17 ポップカルチャーを通して英語 

で話しましょう！ 
専攻 英語英文学 担当教員名 

ガルシア・アロヨ

ホルヘ  

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

 アメリカ大衆文化（ハリウッド映画、コミック、テレビシ

リーズ、文学など）のわかりやすい要素を使用して、英語で

のコミュニケーション能力（語彙、表現の使い方、発音など

）を向上させながら、他のスキルも（イントネーション、論

理的な発話順序など）を学びます。 

授業時間 随時 

備  考 

この講義でパソコンを使用し

ます。スクリーンとプロジェ

クターは必要です。（インタ

ネットアクセスも必要です）

文18 英語学習 成功する人、しない人 専攻 英語英文学 担当教員名 土持 かおり 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

英語学習に成功した人たちには、どのような共通点

があるのでしょうか？ 

学習法についての先行研究及び大学生学習者の学習

履歴の分析に共通してみられる効果的な英語の攻略法

を紹介するとともに、いくつかの聞く・話す力の向上

に役立つ練習法を実際、試します。 

授業時間 随時 

備  考 

LL教室を使用します。 

LL教室が空いている時間に 

対応可能です（40名まで） 

文19 LL授業入門  専攻 英語英文学 担当教員名 土持 かおり 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

本学のLL教室の機器を使いながらスピーキング・リ

スニングの授業演習を体験します。 

英語が苦手という人でも、視聴覚教材を使用した英語

学習に興味を持ちながら、自律的に取り組める演習法

を紹介し、実際に体験してもらいます。 

授業時間 随時 

備  考 

LL教室を使用します。 

LL教室が空いている時間に 

対応可能です（40名まで） 
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【生活科学科】 

生１ 今の食生活で、将来は大丈夫？ 専攻 食物栄養 担当教員名 町田 和恵 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

自分の食生活を振り返り、どのような問題があるのかを

知ることによって、具体的に何ができるのか、どのように

すれば、将来生活習慣病になるリスクを減らせる行動へ繋

がるかを考えます。 

授業時間 随時 

備  考 
プロジェクターとスクリーン

を使用します。 

生２ 食品添加物を体感しよう 専攻 食物栄養 担当教員名 多田 司 

開設期間 前期・後期 
講義 

内容 

普段、何気なく口にしている食品添加物。この食品添加物

のメリット・デメリットについて実験を通して体感してみま

しょう。 

授業時間 随時 

備  考  

 生３ 健康情報のウソ・ホント 専攻 食物栄養 担当教員名 多田 司 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

 最近は健康志向の上昇などから「健康情報」がもては

やされていますが，その内容提示の方法については問

題も多いと思われます。健康情報番組で紹介されてい

るトピック（ダイエットやサプリメントなど）を交え

ながらホントの健康情報について講義します。 

授業時間 随時 

備  考 

生４ 食環境の昔と今 専攻 食物栄養 担当教員名 山下 三香子 

開設期間 前期・後期 
講義 

内容 

日本人の食事の歴史的変遷と災害による食環境の変

化を考え、食の未来を創造する。 
授業時間 随時 

備  考  

生５ 食のパワー －考えながら食べる－ 専攻 食物栄養 担当教員名 有村 恵美 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

毎日の大切な食事を考えながら食べていますか？人間

の寿命は，自分で選択して食べた食事で半分は決まる

とも言われています。自分次第です。食習慣を改善す

ることは難しいものですが，少しだけ考えて食べるだ

けで，体も心も大きく変化し元気になります。食事の

及ぼす影響，効果，食のパワーについて考える。 

授業時間 随時 

備  考 

講義はパソコンを利用。 

プロジェクターとスクリーン

を用意して下さい。 

 生６ 栄養士の魅力 専攻 食物栄養 担当教員名 有村 恵美 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

栄養士という職業は、多種多様で幅の広い職業であり

、今後ますます必要とされていく職業の１つだと考え

られます。栄養士という仕事の内容・魅力について、

私が管理栄養士として追い続けている食事療法の研究

、慢性腎臓病（CKD）予防事業など具体的に紹介する。

授業時間 随時 

備  考 

講義はパソコンを利用。 

プロジェクターとスクリーン

を用意して下さい。 

生７ 「食」のスペシャリストになろう 専攻 食物栄養 担当教員名 木下 朋美 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

「食」のスペシャリストになるために必要なことはな

んでしょうか？基礎知識・専門知識はもちろんのこと

，机上では得られない専門知識やコミュニケーション

能力など様々なことが求められる。これらを身に付け

るための具体的な方法を示しながら，進路選択や高等

教育機関での学修方法を紹介する。 

授業時間 随時 

備  考 

生８  五感で感じる化学の世界 専攻 食物栄養 担当教員名 木下 朋美 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

｢化学構造式｣と聞くと難しいように感じてしまうかも

しれない。そこで，教科書に書いてある構造式を“頭

で覚える”のではなく，実際に触ってみたり，味覚や

嗅覚を働かせたりすることで，構造式の違いから生じ

る性質の違いを“五感”で理解する。そして，身近な

ものの性質を，化学の目を通して考えてみる。 

授業時間 随時 

備  考 
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生９ 食品の香りや色を作り出す酵素の 

働き 
専攻 食物栄養 担当教員名 木下 朋美 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

緑茶・烏龍茶・紅茶はそれぞれ香りも色も味も全く異

なる。しかし，これらの茶はどれも同じ原料から作る

ことができる。これらの違いは，主に製造過程での酵

素の利用程度の違いにより生じる。ここでは食品加工

学の一例として，酵素の働きや食品工業で酵素がどの

ように利用されているか，茶を例に紹介する。 

授業時間 随時 

備  考 

生10 食生活と健康について 専攻 食物栄養 担当教員名 中熊 美和 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

人はたくさんの物を食べて生きています。 

どのような食生活・食行動が健康に生きることにつ

ながるのかを鹿児島県の現状を踏まえてお話します。 

授業時間 随時 

備  考 
プロジェクターとスクリーン

の準備をお願いします。 

生11 腸活 腸から始まる健康生活  専攻 食物栄養 担当教員名 古川 那由太 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

 私たちの腸内には数百兆個もの細菌が住んでいるた

め、多くの免疫細胞が腸に集結して体を守っています

。そしてこの激戦地で鍛えられた免疫細胞は血液に乗

って全身に運ばれるため、腸内細菌は全身の免疫力に

関与すると言われています。そこで腸内環境を整えて

健康な生活を送るための方法について考えます。 

授業時間 随時 

備  考 
プロジェクターとスクリーン

を使用します。 

生12 まさにミラクル！？味覚を変える食

べ物・飲み物 
専攻 食物栄養 担当教員名 古川 那由太 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

 味覚とは口に含んだものが栄養になるか、毒になるかを判

断する重要な感覚で、旨味、甘味、塩味、酸味、苦味の５種

類存在します。ある植物に含まれる物質には味覚を変化させ

る働きがあるので、実際に味覚の変化を体験しながら味覚に

ついて理解を深めます。 

授業時間 随時 

備  考 

プロジェクターとスクリーン

を使用します。味覚が変化す

るため、昼食前の受講はお勧

めしません。 

生13 洗剤の化学 

－洗濯からシャボン玉まで－ 
専攻 生活科学 担当教員名 井余田 秀美 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

洗剤の主成分は界面活性剤です。界面活性剤水溶液

の働きについて，日常の洗濯や身近なシャボン玉を例

にして説明します。シャボン玉では色の発現や黒膜形

成などを動画でご覧いただきます。 

授業時間 随時 

備  考 

生 14 カラーコーディネート入門 専攻 生活科学 担当教員名 坂上 ちえ子 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

普段は色を意識せずに生活していますが，身の回り

の全てのものはカラーコーディネートされています。

その事例を紹介し，色のもたらす効果やカラーコーデ

ィネートの基本形式を解説します。 

授業時間 随時 

備  考 

生 15 ファッションビジネス入門 専攻 生活科学 担当教員名 坂上 ちえ子 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

 毎日違う服を着たいと私たちが考えるのはなぜでしょう。

ファッション（服）を提供するアパレル産業の仕組みや特徴

を明らかにします。また，着用する消費者側の心理や行動も

分析します。 

授業時間 随時 

備  考 
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生16 アイデアを広げる 

「デザイン思考」とは？ 
専攻 生活科学 担当教員名 北 一浩 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

「デザイン思考」は、多様化する日本に必須の考え

方です。社会問題の解決に必要なのは「専門性による

『改善』」だけでなく、新しい発想を生む「イノベー

ション」が求められています。授業では、その「イノ

ベーション」を生む発想法を紹介し、アイデアの出し

方を学んでいきます。 

授業時間 随時 

備  考 

パソコンとプロジェクターを使

用（プロジェクターとスクリー

ンをご用意ください）

生 17 ストレスってなんだ？ 専攻 生活科学 担当教員名 田中 真理 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

ストレスは万病のもとといわれる時代です。心理学

の立場から，ストレスと病気の関係や効果的なストレ

ス対処法について解説します。 

授業時間 随時 

備  考 
プロジェクターとスクリーン

の準備をお願いします。 

 生 18 認知症について知ろう 専攻 生活科学 担当教員名 田中 真理 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

 ４人に１人が高齢者という超高齢社会に突入したわ

が国で身近になりつつあるテーマの一つが認知症です

。認知症とはどのような病気なのか，予防と介護のヒ

ントについて科学の視点から解説します。 

授業時間 随時 

備  考 
プロジェクターとスクリーン

の準備をお願いします。 

生19 イスラム地域の都市・建築・生活 

文化 
専攻 生活科学 担当教員名 宍戸 克実 

開設期間 後期 

講義

内容

近年は鹿児島を訪れるイスラム教徒の外国人観光客

も増加しています。普段馴染みのない異文化に対する

理解を深めてもらうため，主にトルコ・エジプト・イ

ランの都市や建築，生活文化について紹介します。 

授業時間 随時 

備  考 
プロジェクターとスクリーン

，スピーカーを使用します。

生 20 衣服素材のＱ＆Ａ 

－綿はなぜシワになりやすいの？－
専攻 生活科学 担当教員名 淺海 真弓 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

着用や洗濯によって生じた衣服のシワや縮み、毛玉

などが気になったことはありませんか？これらの問題

の発生のしやすさは、素材によっても異なります。こ

の講義では「綿はなぜシワになりやすいの？」「羊毛

のセーターはなぜ洗濯で縮みやすいの？」といった衣

服素材に関する様々な疑問について、予防法とともに

解説していきます。 

授業時間 随時 

備  考 
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【商経学科】 

商１ 国際関係論入門 学科 商 経 担当教員名 福田 忠弘 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

私たちの生活は,国際社会のできごとと密接に関わっていま

す。国際的な問題をどのように読み解き,考えたらよいのか。

その時々の話題をもとに解説します。 

授業時間 随時 

備  考  

商２ 枕崎のカツオと原耕 学科 商 経 担当教員名 福田 忠弘 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

 鹿児島県枕崎市は,カツオ節生産量日本一を誇ります。そ

の歴史をひもとくと,枕崎のカツオ産業に大きな貢献をした

原耕(はら・こう)という人物に行き当たります。原耕は枕崎

のカツオ産業に何を残したのか。原耕の業績を、現代との関

わりにおいて説明します。 

授業時間 随時 

備  考  

商３ 地域経済論入門 学科 商 経 担当教員名 岡田 登 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

地域には都市や農村もあれば観光地もあります。し

かし、何故このような違いが生まれるのでしょうか。

この講義では、どのような理由で地域の特色が生まれ

ているのかを説明し、その特色を生かした地域活性化

の事例も紹介します。 

授業時間 随時 

備  考 
プロジェクターとスクリーン

を使用します。 

商４ 鹿児島の農業と食 学科 商 経 担当教員名 岡田 登 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

農業のグローバル化により、日本農業の生産構造も

急速に変化しております。この講義では、日本におけ

る近年の農業と食の状況を説明し、鹿児島県内を中心

に農業と食による地域活性化の事例も紹介します。 

授業時間 随時 

備  考 
プロジェクターとスクリーン

を使用します。 

商５ 財政について 学科 商 経 担当教員名 船津 潤 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

財政とは何か、財政の役割、財政はどういった原則

に基づいて運営されるべきか、財政を検証する意味と

方法等、財政について考える上で基本的かつ重要な事

柄について出来る限り分かりやすく講義したいと思い

ます。 

授業時間 随時 

備  考  

商６ 地方財政について 学科 商 経 担当教員名 船津 潤 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

 地方自治とは何か、日本の国と地方自治体との関係の

特徴を踏まえて、地方財政に関する基本的な理論や日

本の地方財政制度とその特徴について出来る限り分か

りやすく講義したいと思います。 

授業時間 随時 

備  考  

商７ マクロ経済政策について 専攻 商 経 担当教員名 船津 潤 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

 日本経済などの経済全体をどのように把握すればよ

いのか、財政政策や金融政策は、どのようなメカニズ

ムで、どんな効果をあげると考えられているのか、出

来る限り分かりやすく講義したいと思います。 

授業時間 随時 

備  考  

商８ 日本の経済政策の将来像 専攻 商 経 担当教員名 山口 祐司 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

少子高齢化、技術革新、新型コロナウイルス感染症

。これらは今後10年の社会・経済の進路を決める最も

重要な条件の一部と考えられます。 

バブル崩壊以降現在まで約30年にわたって日本経済

は停滞を脱し切れていません。新型コロナウイルスは

転機をもたらすのでしょうか。そうだとすれば、どの

ような経済のあり方を今後目指していくべきでしょう

か。 

本講義では労働を切り口に日本経済の現状を分析し、

政策による改革の方向性を考えていきます。 

授業時間 随時 

備  考 
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商９ グローバリゼーションのゆくえ 専攻 商 経 担当教員名 山口 祐司 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

2020年は世界経済にとっての大きな転換点となる可

能性があります。ソ連崩壊とともに1990年代以降加速

したグローバリゼーションの流れが、新型コロナウイ

ルス感染症のショックを受けて、一気に反転するかも

しれません。もっとも、反グローバリゼーションの動

きは、トランプ大統領登場に見られるように、近年勢

いを見せつつありました。 

本講義では、私たちの暮らしとも関連づけながらこ

れまでのグローバリゼーションの功罪を整理し、今後

のゆくえを占っていきます。 

授業時間 随時 

備  考 

商 10 産業心理学入門 学科 商 経 担当教員名 岡村 俊彦 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

産業に関係する心理学，それが「産業心理学」です

。道具やシステムの使いやすさを考える，仕事の環境

を整える，職場組織の人間関係を改善する，職場にお

けるメンタルヘルスを考える，販売や広告の心理を考

える，といった内容です。 

授業時間 随時 

備  考 

商 11 インターネットの国際比較 学科 商 経 担当教員名 岡村 俊彦 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

当たり前のように利用しているインターネットも国が変

われば普及率が違うのは当たり前で，その使われ方も経済，

文化などを反映したものとなっています。世界最大のネット

ユーザを有する中国の状況も含め，インターネットの国際比

較を解説します。 

授業時間 随時 

備  考 

商 12 AI,IoT,ビッグデータの三角関係 学科 商 経 担当教員名 岡村 俊彦 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

身近になったAI（人工知能）と最近よく聞くIoT（モノの

インターネット），そこで取り交わされるビッグデータ。こ

れらは甘い三角関係にあります。社会インフラ，ビジネス，

生活にどのように活用され，今後どうなっていくかを，注意

点とともに解説します。 

授業時間 随時 

備  考 

商13 確率でみる野球 学科 商 経 担当教員名 倉重 賢治 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

野球の監督は，試合の中で様々な意思決定を行う必要があ

ります。自軍の攻撃中にランナーが出た場合を考えてみまし

ょう。盗塁か送りバンドか，そのまま打たせるのか。どの作

戦を実行するのかは，打席に入っている選手はもちろん，イ

ニングや相手チームとの得点差によっても異なってくるで

しょう。ここでは，これらの作戦の効果を確率の視点から考

えてみましょう。 

授業時間 随時 

備  考 

商14 お見合い問題 学科 商 経 担当教員名 倉重 賢治 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

 あなたは，今から何人かの異性とお見合いをします

。お見合いの相手は順番に現れ，その場で交際を申し

込むかどうかを決めなければなりません。また，一度

断った相手を後から選ぶことはできません｡さて，あな

たは，どのような戦略を取ることによって運命の人と

巡り会う可能性を高くすることができるのか，確率の

視点から考えてみましょう。この問題は，お見合い問

題と呼ばれ，かつて大学教員だった元総理大臣も講演

で使用したことがある話です。 

授業時間 随時 

備  考  
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商15 偏差値について－偏差値が100以上

とかあり得るの？－ 
学科 商 経 担当教員名 倉重 賢治 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

 試験を受けると，その試験の点数だけではなく，偏

差値により評価されるのが一般的です。ここでは，偏

差値教育の是非ではなく，純粋な数学的な意味につい

ての講義を行います。平均点だと偏差値が50になると

いうことはよく知られていますが，なぜ平均点が50に

なるのでしょうか？また偏差値は最大どれくらいの値

になるのか，100を超えることはあり得るのかなど考え

ていきましょう｡ 

授業時間 随時 

備  考 

商 16 マーケティングと「ことば」 学科 商 経 担当教員名 瀬口 毅士 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

マーケティングが成功するか否かは、「ことば」の

使い方にあるといっても過言ではありません。何故、

そしてどのように「ことば」がマーケティングに影響

を与えるのでしょうか。 

 この講義では、「ことば」とは何かという問題から

出発しつつ、マーケティング論の基本的な考え方や我

々の身の周りのマーケティングの世界について解説し

ていきます。 

授業時間 随時 

備  考 

PowerPointが使えるパソコン

、プロジェクター、スクリー

ンを使用します。 

商17 会計クイズで学ぶビジネス戦略 学科 商 経 担当教員名 岡村 雄輝 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

決算書とは、企業の一定期間の活動内容をまとめた

ものですが、手にとった多くの人々が、減価償却費や

貸倒引当金といった専門用語、細かな数字の羅列に閉

口してしまいます。意味内容を想像もできないからで

す。でも、実は決算書にちょっと手を加えるだけで、

誰が読んでも、企業のビジネス戦略が浮かび上がって

くる刺激的な物語になります。パソコンをつくる会社

とそれを販売する電器店のように、業種が異なれば決

算書の内容も全く異なります。また、同じ業種であっ

ても複数の企業を比較すれば、同様のケースが散見さ

れます。本講義では、実在する企業の決算書を使った

クイズから数字に隠されたビジネス戦略に迫り、会計

を学ぶ意義を考えてみたいと思います。 

授業時間 随時 

備  考 

Powerpointを使えるPC、プロ

ジェクター、スクリーンをご

準備ください。 

商18 ゲームで学ぶ経営・会計の基礎 学科 商 経 担当教員名 宗田 健一 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

 普通科の高等学校では経営学や簿記・会計を学ぶ機会が少

ないと思います。進学する際，経済学部や経営学部を希望す

る学生もいると思いますので，ゲームを通じて，経営学や会

計学に触れていただくのがこの出張講義の狙いです。 

 現実世界において企業経営の経験が無い場合，会計や簿記

（記帳方法等）を授業で学ぶだけだと，その作業の重要性や

意義を理解しにくいのではないでしょうか。 

 そこで，ゲームを通じて，経営学や会計学を身近に感じて

いただき，その役割や重要性に気が付いていただくことを目

的に講義します。 

 ゲームはいくつか用意いたしておりますので，貴校の講義

時間に応じて，こちらで検討いたします。 

授業時間 随時 

備  考 

Ａ４の紙，折り紙を使用し

ます。クラス全員を数チーム

に分けて，作業をしていただ

きます。 

詳細は，お問い合わせをい

ただいた際にお伝えします。

商19 簿記・会計の歴史について 学科 商 経 担当教員名 宗田 健一 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

簿記・会計は，英語やパソコンと並んで，社会人のビジネ

ススキルとして必須のものとなっています。この講義は，簿

記・会計の歴史（起源）に関して，高等学校で学習する地理

・歴史の授業と関わらせながらお話します。実は，世界史や

現代社会の授業で習う授業内容と簿記・会計は密接にかかわ

っています。簿記・会計に関心を持っていただき，その面白

さに気づいていただくのがこの講義の狙いです。 

なぜ，社会で簿記・会計が必要とされるのかを聞いていた

だき，簿記・会計はもとより学問への関心を高めていただけ

ると幸いです。 

授業時間 随時 

備  考  
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商20 「教育」をめぐる「お仕事」 学科 商 経 担当教員名 田口 康明 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

いじめ・体罰など,話題に事欠かない「教育の現場」。そ

れでも学校の先生になりたい，と志す若者は多い。それでも

イメージは漠としたもの。「教育」的な仕事にはどんなもの

があるのか。教育をめぐる様々な職業・形態を紹介する。 

授業時間 随時 

備  考 

商21 人工知能AIで未来はどう変わるか 学科 商 経 担当教員名 野村 俊郎 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

2016年 2月、人工知能対人間の囲碁対局で人工知能が

4勝 1敗で勝ち越した。人工知能は車の自動運転に応用

され、日本でも2016年から高速道路での自動運転が認

められている。人工知能を搭載したヒト型ロボットも

携帯ショップに行けば１台20万円で手に入る。今後は

工場での応用も進み、無人工場が広がるだろう。今、

人工知能の発達と応用によって私たちの暮らしも仕事

も大きく変わろうとしている。私たちの未来はどうな

るのか考える。 

授業時間 随時 

備  考 

商22 EURO環境規制と自動車の未来 専攻 商 経 担当教員名 野村 俊郎 

開設期間 前期・後期 

講義

内容

鹿児島県は鹿児島市でさえ地下鉄がない。地方では

バスの本数も少なく生活の足として車が欠かせない。

しかし、日本も含めた全世界の環境規制のモデルであ

るEURO環境規制が2021年から厳しくなり、大半の自動

車メーカーが巨額の（数千億円ともいわれる）罰金を

払うことになる。事実上、エンジンが作れなくなる。

他方で、電気自動車は走行距離がエンジンの半分しか

ない。生活に車が欠かせない鹿児島への影響は大きい

。EURO環境規制と自動車の未来について考えたい。 

授業時間 随時 

備  考 

商 23 法学入門：法と文学 学科 商 経 担当教員名 疋田 京子 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

法と文学にどんな関係があるの？と不思議に思うか

もしれません。法とは、どんな事情があろうとも「法

は法だ！」と言えるもので、様々な解釈が可能な文学

とはかけ離れているようにも思えるからです。しかし

実際の裁判を傍聴してみると、法律家には文学を楽し

む素質も必要だなと思えてくるのです。 

授業時間 随時 

備  考 

 商 24 グローバル化時代の民法 学科 商 経 担当教員名 疋田 京子 

開設期間 前期・後期 

講義 

内容 

 私たちの日常生活に一番係る法律である民法は、グローバ

ル化に合わせて大改正されようとしています。民法は契約を

中心とした財産に関するルールと、結婚や親子、相続・扶養

など家族に係るルールの二つの部分からなっていて、特に財

産に関するルールの部分は１２０年ぶりに大改正です。 

授業時間 随時 

備  考 


