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研究概要発表会 

２年生のＳＧＨの探究活動は、７月からは連携協定を

結んだ宮崎大学の先生に協力していただきながら進めて

行くことになります。 

今回は、これに向けて自分達のユニットが考えている

研究目標・研究テーマについて、その背景や目的・方法

を宮崎大学の先生方の前でプレゼンテーションを行い

す。これについて助言をいただくと同時に、今後大学の先

生のどの先生に担当していただくかを、宮崎大学に決め

ていただくことになります。 

まず、全体行事として本校の川上校長が挨拶し、宮崎

大学の水光理事から激励の言葉をいただいた後、宮崎

大学の先生方の紹介がありました。今回の発表会には、

以下の宮崎大学の先生方がご来校されました。 

水光 正仁先生（研究担当理事、農） 

伊達 紫先生（女性活躍・人財育成担当理事 、医） 

兒玉 修先生（教育担当理事、教育） 

伊丹 利明先生（副学長・国際連携センター長、農）  

出口 近士先生 西 和盛先生 

井上 果子先生 土屋 有先生（地域資源学部） 
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Meeting for presenting research projects 

From July, 2nd graders research projects will 
be conducted with the cooperation of the pro-
fessors of Miyazaki University. In January this 
year, Miyazaki University and Miyazaki Omiya 
High School concluded the cooperation agree-
ment. 

  Each group delivered their presentation about 
their theme, objectives, backgrounds and goals 
in front of the professors of Miyazaki University. 
Then the professor who is in charge of the group 
will be decided according to the content of the 
presentations. 

  First, Mr. Kawakami, principal of Omiya High 
School made a speech, and Ms. Suiko, director 
of  Miyazaki  University  delivered a  greeting 
speech. Then, each participant from Miyazaki 
University was introduced. 

Participants: 

Professor Masahito Suiko, Professor Yukari Date, 
Professor Osamu Kodama, Professor Toshiaki 
Itami, Professor Chikashi Deguchi, Professor Ka-
zumori Nishi, Professor Kako Inoue, Professor Yu 
Tsuchiya 
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  研究テーマタイトル（概要発表会時） メンバー 本校担当職員 学部 
助言いただく
宮崎大学の

先生方 

1 六次産業化 有村、後藤、原田 諸冨先生 地 西先生 

2 スポーツキャンプと観光地を結びつけよう 河野（日）、濱田、吉田 鎌田先生 地 吉田先生 

3 ビジネスマン向けの観光振興プラン 大野（倫）、大峯、橋本（太）、藤崎（祐） 鎌田先生 地 土屋先生 

4 本当に必要なゴミ箱の場所 権藤、松永、中村、渡邊 河野先生 地 戸敷先生 

5 
高齢者の事故を減らして安心して住める社会を

つくろう 
藤﨑（彩）、福永、松本 大竹先生 地 出口先生 

6 高齢者が生きがいを見つけられる町宮崎 浅香、大野（真）、宗像 大竹先生 地 桑野先生 

7 宮崎における人口減少の解決法を考える 髙妻、吉野、津曲、長友 大竹先生 地 桑野先生 

8 子育てＵターン 阿部、小川（幸）、酒井 児玉先生 地 芦田先生 

9 ポジティブ集落移転と農村計画 甲斐、曽我部、橋本（康）、清水 児玉先生 地 井上先生 

10 宮崎の女性の社会進出 河野（由）、城戸、樋渡、脇田 児玉先生 地 井上先生 

11 どうすれば思考力が上がるのか？ 赤崎、黒田、桑野 篠田先生 教 吉村先生 

12 色とイメージの関連性について 小川（ひ）、荻原、澁谷、ココ 篠田先生 教 幸先生 

13 精神疾患とセロトニンの関連性 上野、 菊池、森 前田貴先生 医 石田先生 

14 自殺率の改善 上水、桑原、簑毛、渡部 前田貴先生 医 青石先生 

15 ロコモティブシンドロームの予備軍の予防と改善 押川、山下 猪股先生 医 帖佐先生 

16 生活習慣病の予防策の普及 助川、根井、三輪、村社 猪股先生 医 加藤先生 

17 活性炭による硝酸イオンの効率的除去法 奥野、村田（隆）、竹光、橋口 河野先生 工 大榮先生 

18 
微生物の脱窒作用を利用した農業廃水からの

硝酸イオンの除去 
阿萬、高島、松迫、保田 河野先生 工 大榮先生 

19 お茶の香りによるリラックス効果 梯、原口、村田（一） 黒木和・木塲先生 農 山崎先生 

20 
有機農法で作られた野菜と慣行野菜の成分比

較 
齋藤、野中、中城、山本 黒木和・木塲先生 農 榊原先生 

21 スイトピーを長持ちさせるために 上村、下村 黒木和・木塲先生 農 稲葉先生 

22 ブラックバスの出汁作り 大前、木幡、坂本、椎 黒木和・諸冨先生 農 田中先生 

23 県産品の海外輸出 小山田、横尾、岩﨑、佐藤 黒木和・木塲先生 農 榊原先生 

24 宮崎牛の部位別の成分分析 富岡、長友 黒木和・諸冨先生 農 
石田先生・

高橋先生 

各ユニット研究ユニットテーマ・メンバー・担当者一覧 


