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番号 実施日 形態 活動名 対象 場所 講師名

1 H25.4.28 参加・出展 第３６回たびら春まつり『佐世保高専ちびっこ広場』 （主に児童、生徒），約300名 平戸市役所田平支所一帯 （物質）渡辺、山﨑、越村、野尻  （技術）澤田、里見  （学生）物質4・5年生6名

2 H25.5.25 参加・出展 第２９回新茶まつり世知原じげもん市『佐世保高専ちびっこ広場』 （主に児童、生徒），約200名 世知原交流広場 イベント会場 （技術）澤田彰、里見暢子

3 H25.7.14 参加・出展 させぼボートフェスティバル「夢の船」 近隣の市民 させぼ公園およびさせぼ川河川敷 （制御）重松利信

4
Ｈ25.7.26
　～29

参加・出展 させぼ海洋探検隊　in高島 小学４～６年生の男女　２０名
佐世保市高島町
高島海浜公園と高島漁協体験館

（制御）重松利信

5 H25.9.28 参加・出展 第3回島おこし祭典『どっとこい♪高島』 主に児童を中心とした近隣市民 高島西港　体育館広場 （制御）重松利信

6 H25.12.8 参加・出展 第１４回羽ばたけ児童センターまつり （主に児童、生徒），約200名 山澄児童センター及び山澄地区公民館 （技術）原久之、山北久枝

7 H25.12.15 参加・出展 小中学生のためのものづくり・科学教室「鹿児島高専の日2013」 主に小中学生、約2000名 かごしま県民交流センター （一般）森保仁

8 H26.2.9 参加・出展 佐世保市少年科学館　「サイエンス広場で遊ぼう！」 主に児童を中心とした近隣市民 佐世保市少年科学館 （一般）牧野一成（技術）原・大渕・白石・茂木

計
Ｈ25
7.30、7.31、8.2、8.7、8.8

公開講座 公開講座・一般教養講座（5日程、6講座実施、205名受講） 小学生～中学生 佐世保工業高等専門学校

1 H25.4.29 出前授業 STEMフェア 佐世保米軍基地内の児童・生徒 佐世保米軍基地 （特命）長嶋豊

2 H25.5.5 出前授業 九十九島水族館ワークショップ 小学生と保護者、約200名 九十九島水族館2F　こどもひろば （技術）久保川洋幸、白石博伸、里見暢子

3 H25.6.17 出前授業 伊万里市立滝野中学校　出前授業 小学１年生～中学３年生３５名と保護者・教職員 伊万里市立滝野中学校 （技術）里見暢子

4 H25.6.26 出前授業 佐々町立口石小学校　出前授業 小学４年生８４名と保護者 佐々町立口石小学校 （一般）森保仁（技術）原久之

5 H25.6.29 出前授業 佐世保市花高小学校　出前授業 小学４年生の参加希望者（約100名） 佐世保市立花高小学校 （技術）澤田彰

6 H25.6.29 出前授業 佐世保市少年科学館　「わくわくロボコン体験」 市内小・中学生 佐世保市少年科学館 （制御）前田貴信

7 H25.6.30 出前授業 松浦市上志佐小学校　出前授業 小学４年生１０名と保護者１０名 松浦市上志佐小学校 （物質）長田秀夫

8 H25.7.4 出前授業 佐世保市立清水小学校　出前授業（清水っ子スマイルフェスタ） 小学１～６年生、約３０名 佐世保市立清水小学校 （物質）田中泰彦

9 H25.7.12 出前授業 相浦小学校　高島分校　出前講座 小学１年～６年生 相浦小学校　高島分校 （制御）重松利信

10 H25.7.13 出前授業 有田地区公民館事業「子ども教室」 小学１～６年生　約４０名と保護者 有田地区公民館 （技術）森晴樹

11 H25.7.14 出前授業 させぼボートフェスティバル　出前授業 主に児童を中心とした近隣市民 させぼ公園 （制御）重松利信

12 H25.7.26 出前授業 重尾新町子供会　出前授業 小学１～６年生、約６０名 佐世保市広田地区公民館 （物質）渡辺哲也

13 H25.8.1 出前授業 世知原地区公民館講座「子ども科学館」 小中学生、約２０名 世知原地区公民館 （技術）澤田彰、里見暢子

14 H25.8.3 出前授業 佐世保市少年科学館　夏休みこども科学教室 市内小・中学生 佐世保市少年科学館 （一般）森保仁（技術）原久之

15 H25.8.6 出前授業 九十九地区公民館「親子ふれあい講座」 九十九地区管内の小学生と親 九十九地区公民館 （技術）澤田彰、里見暢子

16 H25.8.9 出前授業 早岐地区公民館「親と子のサマースクール」 早岐地区管内の小学生とその親 早岐地区公民館 （技術）澤田彰、里見暢子

17 H25.8.25 出前授業 有田町下本こどもクラブ　出前授業 小学1～中学3年生約30名 有田町下本　下本こどもクラブ （技術）森晴樹

18 H25.9.8 出前授業 佐世保市立宮小学校　出前授業 小学３年生を中心とした児童・保護者約５０名 佐世保市立宮小学校 （一般）森保仁（技術）原久之

19 H25.9.12 出前授業 大塔小学校放課後子ども教室 小学校全学年約５０名と保護者約１５名 佐世保市立大塔小学校 （一般）森保仁（技術）原久之

20 H25.9.17 出前授業 佐世保市立天神小学校　出前授業 小学2年生51名 佐世保市立天神小学校　体育館 （制御）重松利信

21 H25.10.13 出前授業 させぼパール・シー　出前授業 小学生、２０名 させぼパール・シー　あまもば （技術）久保川洋幸

22 H25.11.9 出前授業 波佐見町立東小学校　出前授業 小学生約４０名と保護者 波佐見町立東小学校体育館 （制御）重松利信

23 H25.11.12 出前授業 佐世保市立早岐小学校　出前授業 小学２年生、１００名 佐世保市立早岐小学校　体育館 （技術）森晴樹

24 H25.11.16 出前授業 佐世保市立白南風小学校　出前授業 小学１～６年生 佐世保市立白南風小学校　理科室 （物質）越村匡博、山﨑隆志

25 H25.11.18 出前授業 佐世保市立日宇小学校　出前授業 小学４年生６８名と保護者 佐世保市立日宇小学校　体育館 （一般）森保仁（技術）原久之

26 H25.11.19 出前授業 佐々町立佐々小学校　出前授業 小学2年生55名と保護者 佐々町立佐々小学校　体育館 （技術）森晴樹

27 H25.12.6 出前授業 佐世保市立小佐世保小学校　出前授業 小学5年生と保護者、計50名 佐世保市立小佐世保小学校　理科室 （技術）茂木・白石・中原・樋口

28 H25.12.9 出前授業 佐世保市立小佐世保小学校　出前授業 小学6年生と保護者、計50名 佐世保市立小佐世保小学校　理科室 （技術）茂木・白石・樋口・山北

29 H25.12.10 出前授業 佐世保市立黒髪小学校　出前授業 4年生90名と保護者 佐世保市立黒髪小学校　体育館 （一般）森保仁（技術）原久之

30 H25.12.11 出前授業 佐世保市立吉井南小学校　出前授業 小学２年生３７名と保護者 佐世保市吉井南小学校 （物質）田中泰彦

31 H25.12.15 出前授業 佐世保市立少年科学館「チャレンジ科学教室」 小学３年生～中学３年生 佐世保市立少年科学館 （技術）白石博伸

32 H25.12.21 出前授業 佐世保市立少年科学館「チャレンジ科学教室」 小学３年生～６年生と保護者 佐世保市立少年科学館 （制御）前田貴信

33 H25.12.22 出前授業 佐世保市東天神町公民館　出前授業 近隣の市民 佐世保市東天神町公民館 （制御）重松利信

34 H26.1.20 出前授業 佐世保市立早岐小学校　出前授業 小学４年生約１００名と保護者 佐世保市立早岐小学校　体育館 （物質）渡辺哲也

35 H26.1.24 出前授業 佐世保市立大久保小学校　出前授業 小学５年生１７名と保護者数名 佐世保市立大久保小学校　理科室 （物質）田中泰彦

36 H26.2.1 出前授業 諫早市立諫早小学校　出前授業 小学４年生約６０名と保護者 諫早市立諫早小学校　体育館 （制御）重松利信

37 H26.2.13 出前授業 長崎県立島原工業高校 工業高校２年生 長崎県立島原工業高校 （制御）坂口彰浩、前田貴信

38 Ｈ26.2.8～9 出前授業 上五島　出前授業 幼児・児童・中学生 新上五島町石油備蓄会館 （制御）槇田・手島・重松・志久・兼田・嶋田・坂口・前田
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