
Ｈ２５出張講義業績

1 宮城県泉館山高等学校 4月26日 金 人文学部 日本史 足もとはワンダーランド～埋もれた資料から探る日本の歴史～

地域教育文化学部 心理学 高校生のための心理学入門 －さまざまな心理学を体験的に学ぶ—

2 岩手県立水沢高等学校 6月14日 金 大学院理工学研究科 機能高分子工学

大学院教育実践研究科 教育学 先生という仕事

3 宮城県宮城野高等学校 6月1日 土 地域教育文化学部 体育学 体育学・スポーツ学の世界

理学部 天文学 天文学・宇宙物理学の世界（物理学の世界）

医学部 臨床看護学 医学・医療の世界

基盤教育院 歴史学 歴史学の世界

4 福島県立磐城桜が丘高等学校 7月11日 木 地域教育文化学部 異文化交流 第二言語習得研究入門

5 宮城県岩ケ崎高等学校 7月3日 水 地域教育文化学部 異文化交流 漢字と日本文化

6 宮城県仙台南高等学校 7月5日 金 人文学部 認知心理学 心理学の実験って何？

7 山形県立上山明新館高等学校 6月6日 木 人文学部 都市経済 まちづくり・地域づくりの考え方

医学部 地域看護

8 宮城県佐沼高等学校 7月18日 木 地域教育文化学部 食生活学 暑い夏を乗り切るための正しい水分の取り方

10 茨城県立日立第一高等学校 7月1日 月 地域教育文化学部 児童教育 これからの「道徳」の話をしよう

11 青森県立弘前南高等学校 7月4日 木 地域教育文化学部 異文化交流

理学部 生物学科

12 岩手県立盛岡北高等学校 6月20日 木 人文学部 東洋史 モンゴル遊牧民の過去と現在　結び合う家族・地域・自然

13 岩手県立久慈高等学校 9月9日 月 基盤教育院 入試関係 大学入試に向けた小論文指導について

14 岩手県立宮古高等学校 9月25日 水 地域教育文化学部 異文化交流

15 北海学園札幌高等学校 5月28日 火 人文学部 文学 芸術作品を考察するとは：文学をマンガを例に

16 宮城県利府高等学校 7月3日 水 大学院理工学研究科 機械材料・材料力学 先端ソフト&ウエット材料の開発最前線～生体組織から学ぶものづくり～

17 福島県立福島西高等学校 6月12日 水 地域教育文化学部 心理学 発達心理学入門ー赤ちゃんの世界

18 北海道網走南ヶ丘高等学校 8月28日 水 人文学部 東洋史 モンゴル遊牧民の過去と現在　結び合う家族・地域・自然
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19 山形県立山形北高等学校 6月20日 木 地域教育文化学部 音楽 作曲・音楽理論

医学部 看護学科

20 神奈川県立厚木高等学校 5月8日 水 基盤教育院 ガイダンス プレゼンテーション体験講座

21 愛知県立阿久比高等学校 11月7日 木 大学院理工学研究科 バイオ化学工学

23 宮城県泉高等学校 6月26日 水 人文学部 人間文化 足もとはワンダーランド～埋もれた資料から探る日本の歴史～

地域教育文化学部 システム情報 複雑な社会のしくみを知る（社会学入門）

24 山形県立米沢興譲館高等学校 7月11日 木 地域教育文化学部 国語学

理学部 物理学

医学部 臨床看護学

農学部 食料生命環境学

26 秋田県立本荘高等学校 7月11日 木 人文学部 法経政策 非正社員増大の実態と背景

27 福島県立会津学鳳高等学校 10月11日 金 地域教育文化学部 スポーツ文化

大学院理工学研究科 バイオ化学工学

29 福島県立福島東高等学校 7月4日 木 人文学部 刑法学 「犯罪」と「刑罰」入門！

30 山形市立商業高等学校 6月13日 木 地域教育文化学部 異文化交流 国際理解のためのレッスンー若者の夢が創る日韓友好ー

31 羽黒高等学校 7月31日 木 人文学部 社会学 情報化社会におけるデジタル化の諸問題について

32 北越高等学校 9月11日 水 地域教育文化学部 英語 英米文学の世界

大学院理工学研究科 物質化学工学 ケータイも電池なければただのゴミ

33 山形県立山形南高等学校 9月18日 水 人文学部 社会学 ジェンダーから学ぶ社会学

医学部 消化器官疾患

大学院地域教育文化研究科 心理学・哲学

大学院教育実践研究科 教育学

34 北海道岩見沢西高等学校 9月10日 火 理学部 物質化学工学 （大学と職業をかんがえる講和）

35 山形県立天童高等学校 7月18日 木 地域教育文化学部 生活環境科学 私たちの暮らしと社会

農学部 食環境学

36 茨城県立下館第一高等学校 7月31日 水 人文学部 美学・美術史 笑顔の秘密－笑いの美術史－

37 山形県立山形中央高等学校 9月12日 木 地域教育文化学部 スポーツ科学 トレーニング論
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9月18日 木 地域教育文化学部 スポーツ科学 スポーツバイオメカニクス

38 秋田県立横手高等学校 9月12日 木 人文学部 日本文学 はじめての文学（研究）

基盤教育院 社会学 社会の考え方

39 山形県立山形中央高等学校 9月17日 火 地域教育文化学部 生活環境科学 未来の暮らしをデザインしよう

工学部 ガイダンス 数字から見える日本の未来、君の将来

大学院教育実践研究科 物質化学工学 ケータイも電池なければただのゴミ

40 山形県立鶴岡南高等学校 6月25日 水 大学院医学系研究科 脳神経外科学

医学部 看護学 災害と看護

41 山形県立米澤興譲館高等学校 7月11日 木 人文学部 歴史学 私たちと歴史学

42 福島県立安積黎明高等学校 9月5日 火 基盤教育院 小論文指導

43 北海道大麻高等学校 9月12日 木 工学部 入試戦略 数字から見える日本の未来、君の将来

45 岩手県立盛岡第三高等学校 10月9日 水 地域教育文化学部 児童教育

46 宮城県古川高等学校 11月8日 金 医学部 看護学 看護学全般について

47 福島県立安積黎明高等学校 11月6日 水 理学部 物理化学
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48 福島県立橘高等学校 10月28日 月 人文学部 経済学 年金のはなし

10月30日 水 人文学部 文学 ヘルマン・ヘッセ　―ノーベル賞作家の栄光と苦悩

10月30日 水 人文学部 政治学 尖閣諸島について

10月28日 月 理学部 地球環境学 地球のことを考える～地震はなぜ起こる？火山はなぜ噴火する？～

49 福島県立安積黎明高等学校 12月4日 水 理学部 素粒子 理工学　物質と対称性について

50 山形市立商業高等学校 10月24日 木 地域教育文化学部 異文化交流 現代台湾の文化事情

51 岩手県立高田高等学校 10月21日 月 医学部 看護学 看護を学ぶ魅力

52 青森県立青森南高等学校 9月27日 金 理学部 物理学 相対性理論の楽しみ

53 福島県立福島南高等学校 10月10日 木 人文学部 法学 法学　女性の顔は男性の顔よりも価値が高い？～男女平等と労災補償

理学部 素粒子 理工学　物質と対称性について

54 青森県立弘前中央高等学校 10月18日 金 地域教育文化学部 システム情報学 複雑な社会のしくみを知る（社会学入門）

56 山形県立米沢東高等学校 10月22日 火 人文学部 経済学 経済学の視点から考えてみよう

地域教育文化学部 臨床心理学

58 岩手県立盛岡北高等学校 10月19日 土 地域教育文化学部 システム情報学

59 栃木県立矢板東高等学校 10月24日 木 工学部 電気電子工学 技術者になること・工学部に入ること

農学部 食料生命環境学 体にいい食べものは、どんな働きをするのか？－活性酸素と病気・老化ー

60 宮城県宮城第一高等学校 10月4日 金 人文学部 法律学 法律学って、何やるの？

地域教育文化学部 ジェンダー ジェンダーから学ぶ社会学

61 福島県立喜多方高等学校 10月25日 金 人文学部 経済学 お金の経済学

人文学部 法学 グローバル・イシューズと国際連合

地域教育文化学部 臨床心理学

62 茨城県立日立北高等学校 10月3日 木 地域教育文化学部 食環境学 人間栄養学ってなぁに

63 岩手県立千厩高等学校 9月26日 木 人文学部 臨床心理学 はじめての心理学

64 茨城県立中央高等学校 11月6日 水 農学部 食料生命環境学

66 岩手県立花巻北高等学校 9月26日 木 地域教育文化学部 社会教育学

地域教育文化学部 都市計画

地域教育文化学部 体育哲学

地域教育文化学部 数理社会学
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地域教育文化学部 栄養学

67 宮城県多賀城高等学校 11月14日 木 人文学部 法学 法学ー紛争を解決するための公正なるルールを考えてみよう

理学部 物質生命化学

69 秋田県立大曲高等学校 10月30日 水 人文学部 美学・美術史 笑顔の秘密：笑いの美術史

70 宮城県仙台三桜高等学校 10月22日 火 人文学部 法学 法は親をどう決めているか＝法と法の外にあるもの

人文学部 地域構造論 城下町仙台の都市計画

医学部 看護学 社会の要請に応える多様な場で活躍する看護職

農学部 食料生命環境学
食に携わる夢のある仕事で活躍しよう！
～管理栄養士（栄養士）と食品開発者への道～

大学院理工学研究科 材料力学

71 山形県立新庄北高等学校 10月18日 金 人文学部 経済学 経済学の視点から考えてみよう

人文学部 英語学 一つではない英文法の話

地域教育文化学部 教育学 若者／青年のあいだ－日本の「青年期」誕生とその後－

理学部 地球環境学 地球について考える

医学部 放射線学 がん治療最前線

農学部 食料生命環境学 地球温暖化防止と豊かな森づくり

72 青森県立青森東高等学校 10月10日 木 理学部 物質化学工学

73 栃木県立宇都宮南高等学校 10月24日 木 理学部 地球環境学 南極から探る地球環境

75 栃木県立大田原女子高等学校 10月17日 木 人文学部 経営工学 経営工学入門ー経営学？それとも工学？

78 山形県立酒田西高等学校 10月4日 金 地域教育文化学部 異文化交流

79 福島県立郡山高等学校 11月14日 木 大学院理工学研究科 知能機械学 バーチャルリアリティってなに？

80 新潟県立三条高等学校 12月6日 金 人文学部 言語学 ことばの仕組みを考える―英語と日本語は似ているか

81 沖縄県立読谷高等学校 10月18日 金 基盤教育院

82 宮城県富谷高等学校 11月6日 水 医学部 看護学

83 福島県立郡山高等学校 10月24日 木 人文学部 法経政策学 尖閣問題について

84 山形市立商業高等学校 10月25日 金 人文学部 異文化交流

85 北海道札幌藻岩高等学校 11月1日 金 大学院理工学研究科 食品化学 発砲スチロールを作る技術から米粉100％パンが出来る

86 宮城県石巻高等学校 10月22日 火 人文学部 法律 身だしなみのルールとプライバシー　－長髪・茶髪・ヒゲは許されない？

87 新潟市立万代高等学校 11月15日 金 理学部 動物行動学 動物生態学研究について
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88 静岡県立富士東高等学校 10月23日 水 人文学部 人間文化学 ナスカの地上絵研究の最前線：山形大学ナスカプロジェクトの研究成果

大学院理工学研究科 物質化学工学 有機エレクトロニクスが未来を創る

エンロールメント・マネジメント部

90 山形県立新庄北高等学校 11月11日 月 人文学部 経済学 年金について

理学部 無機化学 今こそ、サイエンス！

ＥＭ部 概要説明 （概要説明）

92 山形県立山形中央高等学校 12月11日 水 人文学部 法・経済学 世界の格差について考える

人文学部 経済学 ドルと円ーおカネの秘密ー

人文学部 法学 日常生活におけるアクシデントと法律

地域教育文化学部 社会調査法

農学部 有機化学

93 山形県立米沢興譲館高等学校 11月2日 土 地域教育文化学部 日本文学 百人一首

94 宮城県泉高等学校 12月6日 金 人文学部 法律 身だしなみのルールとプライバシー　－長髪・茶髪・ヒゲは許されない？

95 山形県立高畠高等学校 12月18日 金 人文学部 ロシア文学 映画とアニメからみるソ連社会

96 山形県立山形中央高等学校 11月26日 火 地域教育文化学部 異文化交流 国際理解のために

97 宮城県石巻西高等学校 3月18日 火 人文学部 法経政策学 経済学の視点から考えてみよう

98 尚志高等学校 12月7日 土 地域教育文化学部 教育学

100 秋田県立大館鳳鳴高等学校 12月18日 水 地域教育文化学部 ヨーロッパ文学

101 宮城県仙台東高等学校 2月13日 木 人文学部 商学

人文学部 経済学

農学部 応用微生物学
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103 山形県立酒田西高等学校 12月12日 木 人文学部 比較文化

理学部 物質化学工学

大学院理工学研究科 知能機械学

農学部 園芸学・造園学

104 宮城県名取北高等学校 3月4日 火 地域教育文化学部 英語学

105 青森県立青森東高等学校(111) 3月28日 金 地域教育文化学部 中国古典文学

地域教育文化学部 英語学

理学部 代数学

106 山形県立米沢東高等学校 3月4日 火 基盤教育院 キャリア教育 社会人基礎力の必要性・プレゼンテーションの仕方

107 酒田南高等学校 3月7日 金 地域教育文化学部 ガイダンス 高校の学習で身につけるべきこと

108 仙台白百合学園高等学校 3月20日 木 地域教育文化学部 英語学 Talking about Japanese and American Cultural Differences


