
平成29年度　地域交流活動等一覧（実施日順）

【公開講座・一般教養講座】　※「一般市民向け」学内公開イベント

実施日 時間 形態 名称 会場 対象 募集人数 申込み 受講人数 実施学科

1 7月22日(土) 9：00～15：30 公開講座 小・中学生のための「ものづくりメカの世界」体験ツアー！ 佐世保工業高等専門学校 小学5年生～中学生 32 55 29 機械工学科

2 7月22日(土) 9：30～15：30 公開講座 小型二足歩行ロボットを作ろう 佐世保工業高等専門学校 中学生 20 41 20 電子制御工学科

3 7月22日(土) 9：00～15：00 公開講座 おもしろ化学実験～体験しよう！不思議な化学の世界～ 佐世保工業高等専門学校 小学5年生～中学生 40 74 43 物質工学科

4 8月10日(木) 14：00～16：00 一般教養講座 親子おもしろ工作教室「ペットボトルでミニ水族館をつくろう！」 佐世保工業高等専門学校 小学生とその保護者 親子16組 33 37 一般科目

5 8月22日(火) 10：00～15：00 公開講座 楽しい電気電子工作 佐世保工業高等専門学校 小学5、6年生及び中学生 20 26 20 電気電子工学科

6 8月26日(土) 10：00～16：00 公開講座 電気ってなあに～生まれてから使われるまで～ 佐世保工業高等専門学校 小学5、6年生及び中学生 40 40 35 電気電子工学科

7 8月26日(土) 10：00～12：00 一般教養講座 氷がにょきにょき 佐世保工業高等専門学校 小学3年生～中学3年生 親子12組 21 26 一般科目

8 12月16日(土) 10：00～17：00 公開講座 未知なる力、“パルスパワー”を学ぼう！－高電圧工学とプラズマ科学― 佐世保工業高等専門学校 中学生 20 19 15 電気電子工学科

【参加出展】　※「一般市民向け」学外開催イベント

実施日 依頼日 形態 名称 会場 対象

1 6月18日 4月17日 参加・出展 九十九島水族館海きらら「ワークショップ」 九十九島水族館海きらら2階あまもば前広場 幼児以上 久保川洋幸

2 7月24日 5月24日 参加・出展 佐世保市立鹿町地区公民館　出前授業 鹿町地区公民会　2回集会室 小学生～中学生 森晴樹

3 8月6日 4月17日 参加・出展 夏休み子ども科学教室「ロボット教室」 佐世保市少年科学館 小学3年生～中学3年生 白石博伸

4 8月7日 4月13日 参加・出展 有田町婦人の家「放課後児童クラブ」有田中部小学校 有田中部小学校 小学生 森晴樹

5 8月7日 4月13日 参加・出展 有田町婦人の家「放課後児童クラブ」有田小学校 有田小学校 小学生 森晴樹

6 8月8日 4月13日 参加・出展 有田町婦人の家「放課後児童クラブ」有田曲川小学校 有田曲川小学校 小学生 森晴樹

7 8月8日 4月13日 参加・出展 有田町婦人の家「放課後児童クラブ」有田大山小学校 有田大山小学校 小学生 森晴樹

8 8月8日 6月8日 参加・出展 佐世保市立九十九地区公民館　出前授業 佐世保市九十九地区公民館講座室１ 小学生 茂木貴之

9 8月9日 4月20日 参加・出展 佐世保市立西地区公民館　出前授業 佐世保市立西地区公民館 小学生
横山温和
山北久枝

10 8月10日 5月17日 参加・出展 有田町社会福祉協議会　出前授業 南川良原公民館 小学1～4年生 森晴樹

11 8月17日 8月4日 参加・出展 夏休み子ども科学教室「イライラ棒を作って遊ぼう」 佐世保市少年科学館 小学3～中学3年生
森保仁
原久之

12 8月19日 7月21日 参加・出展 日米フレンドリーサークル　出前授業 世知原少年自然の家 小学生 長嶋豊

13 8月19日 5月19日 参加・出展 サイエンステクノロジーinきしく 福江島開発総合センター 小学生 槇田論

14 8月22日 4月18日 参加・出展 佐世保市立世知原地区公民館　出前授業 世知原地区公民館大研修室 小学生
横山温和
山北久枝

15 8月22日～25日 4月19日 参加・出展 させぼ海洋探検隊in高島2017 佐世保市高島町 小学4年生～6年生
越村匡博
牧野一成

16 8月25日 6月23日 参加・出展 佐世保市立日宇地区公民館　出前授業 佐世保市日宇地区公民館第１講座室 小学3～6年生
森保仁
原久之

17 9月9日 3月3日 参加・出展 佐世保市中央公民館「佐世保まちなか大学」 佐世保市中央公民館講堂 高校生～一般市民 横山温和

18 9月9日 5月19日 参加・出展 五島市科学技術コミュニケーション活動五島市奥浦地区 福江農業構造改善センター 小学生
前田貴信
猪原武士

19 9月10日 6月13日 参加・出展 佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」　理系女子セミナー
男女共同参画推進センター「スピカ」創作
室

小学1～4年生
猪原武士
茂木貴之

20 9月16日 8月2日 参加・出展 わんにゃんフェスティバル 豊玉総合運動公園体育館 小学生～一般
（前田貴信)※天候
不良により派遣不可

21 9月23日 4月12日 参加・出展 有田町教育委員会生涯学習課「キッズ・チャレンジ教室」 有田町立曲川小学校体育館 小学生
横山温和
山北久枝

22 10月14日 3月3日 参加・出展 佐世保市中央公民館「佐世保まちなか大学」 佐世保市中央公民館講堂 高校生～一般市民 田中泰彦

23 10月14日～15日 6月6日 参加・出展 青少年のための科学の祭典２０１７（第２１回長崎大会） 長崎市科学館 幼児～大人
茂木貴之、大島多美
子、篠原正典、川崎
仁晴

24 11月23日 9月7日 参加・出展 鹿島市ものづくりの日イベント 鹿島市民会館 小学生、中学生
森晴樹
坂口彰浩

25 12月3日 9月25日 参加・出展 九十九島水族館海きらら　出前授業 九十九島水族館２Fこどもひろばあまもば前広場幼児以上
久保川洋幸
茂木貴之

26 1月13日 9月29日 参加・出展 佐世保市少年科学館　出前授業 佐世保市少年科学館 小学3～小学6年生 前田貴信

27 1月20日 ― 参加・出展 壱岐市科学技術コミュニケーション活動　壱岐市霞翠小学校 霞翠小学校 小学生 槇田論

28 2月3日～4日 ― 参加・出展 サイエンスアゴラin福岡 このロボットがすごい！ 福岡市科学館 幼児～大人
前田貴信、槇田
論、企画係

29 2月10日 12月17日 参加・出展 サイエンス広場で遊ぼう！ 佐世保市少年科学館「星きらり」 小学生～一般
牧野一成、森保
仁、久保川洋幸

                                派遣講師



平成２９年度　地域交流活動等一覧（実施日順）【出前授業】

【出前授業】　※学外教育機関

実施日 依頼日 形態 活動名 会場 対象

1 6月21日 5月11日 出前授業 佐々町立口石小学校　出前授業 佐々町立口石小学校 小学4年生
森保仁
原久之

2 7月8日 5月30日 出前授業 佐々町立佐々中学校　出前授業 佐々町立佐々中学校体育館 中学1年生
森保仁
原久之

3 8月2日 5月24日 出前授業 天神小学校放課後子ども教室 天神小学校放課後子供教室 小学生
久保川洋幸
里見暢子

4 9月2日 5月17日 出前授業 佐賀市立春日小学校　出前授業 佐賀市立春日小学校 小学5年生 森晴樹

5 9月6日 ― 出前授業 島原工業高校　出前授業 島原工業高等学校 高校生 槇田論

6 9月7日 7月3日 出前授業 佐世保市立小佐々小学校　出前授業 小佐々小学校体育館 小学2年生
森保仁
原久之

7 9月7日 7月26日 出前授業 佐世保市立世知原小学校　出前授業 世知原地区公民館 小学1年生
横山温和
山北久枝

8 9月9日 5月19日 出前授業 松浦市立志佐中学校　出前授業 松浦スポーツセンター 中学2年生
森保仁
原久之

9 9月12日 7月12日 出前授業 佐世保市立黒髪小学校　出前授業 黒髪小学校体育館 小学2年生 森晴樹

10 9月16日 8月9日 出前授業 佐世保市立船越小学校　出前授業 船越小学校体育館 小学4年生 森晴樹

11 9月29日 6月12日 出前授業 佐世保市立中里中学校　出前授業 中里中学校体育館 中学2年生
森保仁
原久之

12 10月8日 9月19日 出前授業 とらやま祭り 旧佐護小中学校体育館 小学生～一般 前田貴信

13 10月16日 7月12日 出前授業 佐世保市立日宇小学校　出前授業 日宇小学校体育館 小学4年生
森保仁
原久之

14 10月18日 7月6日 出前授業 佐世保市立針尾小学校　出前授業 針生小学校教室又は体育館 小学3年生
横山温和
山北久枝

15 10月24日 7月6日 出前授業 佐世保市立祇園小学校　出前授業 祇園小学校体育館 小学4年生 森晴樹

16 10月25日 10月11日 出前授業 川棚町立石木小学校担当教諭向けの事前講習会 川棚町立石木小学校 教員 茂木貴之

17 11月11日 9月12日 出前授業 佐世保市立白南風小学校　出前授業 白南風小学校理科室 小学生 山﨑隆志

18 11月27日 9月11日 出前授業 佐世保市立日野小学校　４年生　出前授業 日野小学校体育館 小学4年生
横山温和
山北久枝

19 1月16日 7月20日 出前授業 佐世保市立吉井南小学校　出前授業 吉井南小学校体育館 小学2年生
森保仁
原久之

20 1月23日 12月3日 出前授業 佐世保市立早岐中学校　出前授業 佐世保市立早岐中学校多目的室 中学3年生
猪原武士
大島多美子

21 2月27日 2月19日 出前授業 川棚町立石木小学校 出前授業 川棚町立石木小学校パソコン教室 小学6年生
茂木貴之
白石博伸

                             派遣講師


