
鹿児島県立短期大学 平成 23年度 ミニ講義メニュー 
※ミニ講義とは本学教員が本学にて高校生向けにおこなう講義です。 

文学科 
開設期間 番号 講義名 専攻 担当教員 

随時 文１ 伊勢物語と絵 日本語日本文学 木戸 裕子 

後期 文２ 英語の歴史 英語英文学 遠峯伸一郎 

後期 文３ 明治時代の書き言葉 日本語日本文学 土肥 克己 

後期 文４ 漢字へのこだわり 日本語日本文学 土肥 克己 

随時 文５ 比較文学とは？ 英語英文学 中谷彩一郎 

生活科学科 

開設期間 番号 講義名 専攻 担当教員 

随時 生１ 食のパワー ～考えながら食べる～ 食物栄養 有村 恵美 

随時 生２ 栄養士の魅力 食物栄養 有村 恵美 

後期 生３ 心理学とは？ 生活科学 石川満佐育 

後期 生４ よりよい人間関係のために 生活科学 石川満佐育 

後期 生５ 進路選択に向けて 生活科学 石川満佐育 

後期 生６ こころの健康について 生活科学 石川満佐育 

随時 生７ 「食」のスペシャリストになろう 食物栄養 木下 朋美 

随時 生８ 食品の香りや色を作り出す酵素の働き 食物栄養 木下 朋美 

随時 生９ 五感で感じる化学の世界 食物栄養 木下 朋美 
随時 生 10 わたしたちの食生活はどうなっているか 食物栄養 倉元 綾子 
随時 生 11 生活科学（家政学）とはどういう学問か 食物栄養 倉元 綾子 

随時 生 12 カラーコーディネート入門 生活科学 坂上ちえ子 
随時 生 13 情報健康番組のウソ・ホント 食物栄養 多田 司 
随時 生 14 短期大学で生活科学を学ぶとはどういうことか 生活科学 多々良尊子 
随時 生 15 生活のリスクを考える～安全と安心はどう違うのか～ 生活科学 多々良尊子 
随時 生 16 鹿児島の食生活論 食物栄養  山下三香子 
随時 生 17 ダイエットの罠 食物栄養 山下三香子 

商経学科 
開設期間 番号 講義名 専攻 担当教員 

後期 商１ 労働と社会 ―日本とドイツ― 経営情報 朝日吉太郎 

随時 商２ 素顔のインド 経済 内田 昌廣 

随時 商３ 産業心理学入門 経営情報 岡村 俊彦 

随時 商４ インターネットの国際比較 経営情報 岡村 俊彦 

随時 商５ はじめてのパソコンセキュリティ 経営情報 岡村 俊彦 

随時 商６ 確率でみる野球 経営情報 倉重 賢治 

随時 商７ われわれと多国籍企業 経営情報 瀬口 毅士 

随時 商８ 国の魅力と企業の市場戦略 経営情報 瀬口 毅士 

随時 商９ 簿記・会計の歴史について 第二部 宗田 健一 

後期 商 10 アジアは今 第二部 野村 俊郎 

後期 商 11 グローバル化，ＩＴ化，規制緩和は世界をどう変えたか？～ 第二部 野村 俊郎 

随時 商 12 グローバル化と ODA(政府開発援助)  経済 船津  潤 

随時 商 13 財政について 経済 船津  潤 

随時 商 14 法学入門 ～法とは何か～ 第二部 山本 敬生 

随時 商 15 憲法と地方自治 第二部 山本 敬生 

随時 商 16 法学入門～法律家は悪しき隣人？～ 第二部 疋田 京子 



鹿児島県立短期大学 平成 23年度 出張講義メニュー 
※出張講義とは本学教員が高等学校に出張し，おこなう講義です。 

文学科 
開設期間 番号 講義名 専攻 担当教員 

随時 文１ 伊勢物語と絵 日本語日本文学 木戸 裕子 

随時 文２ 源氏物語の親と子 日本語日本文学 木戸 裕子 

後期 文３ 英語の歴史 英語英文学 遠峯伸一郎 

後期 文４ 明治時代の書き言葉 日本語日本文学 土肥 克己 

後期 文５ 漢字へのこだわり 日本語日本文学 土肥 克己 

随時 文６ 比較文学とは？ 英語英文学 中谷彩一郎 

随時 文７ シェイクスピアの作品と黒澤映画 英語英文学 轟 義昭 

随時 文８ 
『カンタベリ物語』における作者 
チョーサーの皮肉と夫婦観 

英語英文学 轟 義昭 

生活科学科 
開設期間 番号 講義名 専攻 担当教員 

随時 生１ 食のパワー ～考えながら食べる～ 食物栄養 有村 恵美 

随時 生２ 栄養士の魅力 食物栄養 有村 恵美 

後期 生３ 心理学とは？ 生活科学 石川満佐育 

後期 生４ よりよい人間関係のために 生活科学 石川満佐育 

後期 生５ 進路選択に向けて 生活科学 石川満佐育 

後期 生６ こころの健康について 生活科学 石川満佐育 

随時 生７ 「食」のスペシャリストになろう 食物栄養 木下 朋美 

随時 生８ 食品の香りや色を作り出す酵素の働き 食物栄養 木下 朋美 

随時 生９ 五感で感じる化学の世界 食物栄養 木下 朋美 

随時 生 10 わたしたちの食生活はどうなっているか 食物栄養 倉元 綾子 

随時 生 11 生活科学（家政学）とはどういう学問か 食物栄養 倉元 綾子 

随時 生 12 カラーストラトジー（色彩戦略）とは？ 生活科学 坂上ちえ子 

随時 生 13 これからの健康長寿を目指して 食物栄養 多田  司 

随時 生 14 短期大学で生活科学を学ぶとはどういうことか 生活科学 多々良尊子 

随時 生 15 生活のリスクを考える－安全と安心はどう違うのか－ 生活科学 多々良尊子 

随時 生 16 鹿児島の食生活論 食物栄養 山下三香子 

随時 生 17 ダイエットの罠 食物栄養 山下三香子 

商経学科 
開設期間 番号 講義名 専攻 担当教員 

後期 商１ 労働と社会 ―日本とドイツ― 経営情報 朝日吉太郎 

後期 商２ 素顔のインド 経済 内田 昌廣 

随時 商３ 産業心理学入門 経営情報 岡村 俊彦 

随時 商４ インターネットの国際比較 経営情報 岡村 俊彦 

随時 商５ はじめてのパソコンセキュリティ 経営情報 岡村 俊彦 

随時 商６ 確率でみる野球 経営情報 倉重 賢治 

随時 商７ ブランド商品の販売・生産戦略 経営情報 瀬口 毅士 

随時 商８ 簿記・会計の歴史について 第二部 宗田 健一 

随時 商９ グローバル化と ODA(政府開発援助) 経済 船津  潤 

随時 商 10 財政について 経済 船津  潤 

随時 商 11 法学入門 ～法とは何か～ 第二部 山本 敬生 

随時 商 12 憲法と地方自治 第二部 山本 敬生 

随時 商 13 法学入門～法律家は悪しき隣人？～ 第二部 疋田 京子 

 


