
（平成22年2月26日　現在） ※出前授業：教育機関で行い、授業形態研修的な物の開催は技術援助で

形態 活動名 対象 場所 講師名

4月 26日 参加・出展・協力 佐世保高専ちびっ子広場 第32回「たびら春まつり」参加者約300名（主に児童・生徒） 平戸市田平支所
渡辺哲也、山崎隆志、
森晴樹、久保川洋幸、熊井悠城

5月 30日 参加・出展・協力 佐世保高専ちびっ子広場 第25回新茶まつり「世知原じげもん市」参加者約250名（〃） 世知原交流広場イベント会場
澤田彰、森晴樹、茂木貴之
久保川洋幸、熊井悠城

6月 7日 参加・出展・協力 ロボット教室（1/全3回） 佐世保市内の小学4年生-中学生　20名 児童文化館　2Ｆ 熊井悠城
21日 参加・出展・協力 ロボット教室（2/全3回） 佐世保市内の小学4年生-中学生　20名 児童文化館　2Ｆ 熊井悠城
27日 参加・出展・協力 ロボット教室（3/全3回） 佐世保市内の小学4年生-中学生　20名 児童文化館　2Ｆ 熊井悠城
27日 出前授業 出前授業 佐々町立口石小学4年生　90名 口石小学校　体育館 森晴樹

7月 1日 技術援助 「中学校・技術」研修講師 佐世保市内中学校教員 佐世保市教育センター 澤田彰、森晴樹
25日 公開講座 パソコンを使ったロボット工作 近郊地域の中学生（その他興味のある方）　25名 本校　情報処理センター 電子制御工学科教員（担当：志久修）
27日 一般教養講座 頭の体操：ディベート入門講座 近郊地域の一般、中高生　30名 本校　視聴覚教室 一般科目教員（担当：上田真梨子）
27日 出前授業 おもしろ理科実験教室 天神小学校　全学年　50名 天神小学校　体育館 重松利信

27日 技術援助
長崎県教育委員会
「平成21年度先端技術者短期内地留学
生」　27日～31日

県立諫早商業高等学校 本校　電子制御工学科棟 川下智幸、坂口彰浩、前田貴信

28日 公開講座
中学生のための「きて、みて、さわっ
て！メカの世界」

近郊地域の中学生　24名 本校　多目的教室ほか 機械工学科教員（担当：原要一郎）

28日 技術援助
JST理数系教員指導力向上研修
「理科好きの子ども達を育てるための教
員研修講座」

佐世保市内中学校教員　40名 本校　物理実験室 森保仁、原久之

29日 公開講座
レゴ・マインドストームで探査ロボットを
作ろう！

近郊地域の小5－中学生　20名 本校　電子工学実験室 電気電子工学科教員（担当：三橋和彦）

29日 公開講座 おもしろ化学実験 近郊地域の小5－中学生　20名 本校　物質工学科棟 物質工学科（担当：下野次男）

8月 6日 技術援助
JST理数系教員指導力向上研修
「理科好きの子ども達を育てるための教
員研修講座」

佐世保市内中学校教員　40名 本校　物理実験室 越地尚宏（久留米高専）、森保仁

7日 公開講座 自由研究応援講座 近郊地域の小4－中学2年生　20名 本校　多目的教室ほか 技術室職員（担当：久保川）

7日 技術援助
JST理数系教員指導力向上研修
「理科好きの子ども達を育てるための教
員研修講座」

佐世保市内中学校教員　40名 本校　物理実験室 越地尚宏（久留米高専）、森保仁

8日 出前授業 夏休み子ども科学教室 佐世保市内の小3-中学生　20名 児童文化館　2Ｆ 原久之、大渕寛

8日 一般教養講座
日本近代文学と映画-「こころ」を読む/
観る

近郊地域の一般　20名 本校　多目的教室 一般科目教員（担当：中野和典）

10日 一般教養講座
親子おもしろ工作教室　くるくる回るおも
ちゃを作ろう

佐世保市内の小学生と保護者　16組 本校　物理実験室 一般科目教員（担当：森保仁）

１1日 技術援助
長崎県教育委員会
「平成21年度ものづくり技術伝習研修」

長崎県内の工業高校教員 本校　電子制御工学科棟 川下智幸

12日 技術援助
長崎県教育委員会
「平成21年度ものづくり技術伝習研修」

長崎県内の工業高校教員 本校　電子制御工学科棟 川下智幸

20日 出前授業 夏休み子ども科学教室 佐世保市内の小3-中学生　20名 児童文化館　2Ｆ 三橋和彦
20日 出前授業 サマースクール 佐世保市内の小4-中学生　50名 佐世保市吉井地区生涯学習センター 森保仁、前田貴信
20日 一般教養講座 英語ディベート入門講座 佐世保市内の高校生以上の学生、英語教員　30名 本校　視聴覚教室 一般科目教員（担当：上田真梨子）

24日 参加・出展・協力
市教育センター
「おもしろ簡単理科実験」

佐世保市内中学校教員　40名 本校　化学実験室 須田淳一郎、山北久枝

25日 参加・出展・協力
市教育センター
「おもしろ簡単理科実験」

佐世保市内中学校教員　40名 本校　化学実験室 須田淳一郎、山北久枝

27日 出前授業 出前授業 佐世保市の幼児、小学生とその保護者　60名 おはし幼稚園 澤田彰

9月 6日 参加・出展・協力 ものづくり技術大公開 in かもめ広場 長崎地区　小中学生 長崎駅前　かもめ広場
電子制御工学科教員（担当：前田貴信）、
渡辺哲也、城野祐生、山崎隆志

17日 参加・出展・協力
佐々町教育委員会
「さざんか教室」

近郊地域の一般　30名 佐々町公民館 森晴樹

23日 出前授業
JST地域活動支援
「ロボットを作ろう！-ロボット工作教室
in 上五島・有川-」

離島地域にすむ小学生（保護者）、中学生　20名 有川総合文化センター 前田貴信

実施日
H21年度　地域連携活動等一覧（５７件）

http://www.sasebo.ac.jp/old-news/h21/#000512
http://www.sasebo.ac.jp/old-news/h21/#000532
http://www.sasebo.ac.jp/old-news/h21/#000598
http://www.sasebo.ac.jp/old-news/h21/#000592
http://www.sasebo.ac.jp/old-news/h21/#000588
http://www.sasebo.ac.jp/old-news/h21/#000587
http://www.sasebo.ac.jp/old-news/h21/#000595
http://www.sasebo.ac.jp/old-news/h21/#000594
http://www.sasebo.ac.jp/old-news/h21/#000584
http://www.sasebo.ac.jp/old-news/h21/#000569
http://www.sasebo.ac.jp/old-news/h21/#000600
http://www.sasebo.ac.jp/old-news/h21/#000599


（平成22年2月26日　現在） ※出前授業：教育機関で行い、授業形態研修的な物の開催は技術援助で

形態 活動名 対象 場所 講師名実施日
H21年度　地域連携活動等一覧（５７件）

26日 出前授業
JST理数系教員指導力向上研修
「ロボットを作ろう！-ロボット工作教室
in 宇久-」

離島地域にすむ小学生（保護者）、中学生　20名 市立宇久小学校 前田貴信

27日 参加・出展・協力
佐世保商工会議所青年部
「産業展　SASEBO夢市場2009　出前授
業」

県内企業、佐世保市民等 アルカスSASEBO　交流スクエア 森保仁

10
月

4日 出前授業 出前授業 北松浦郡江迎町立猪調小3年　21名 猪調小学校　体育館 久保川洋幸、熊井悠城、森晴樹

20日 参加・出展・協力
長崎県教育庁
「理科支援員等配置事業」

東彼杵町立彼杵小学校 彼杵小学校 森保仁

24日 参加・出展・協力
佐世保パールシー
「九十九島工房」（1/全3回）

「九十九島工房」参加者（各20名） 九十九島水族館　2F特別展コーナー 山崎隆志、澤田彰、森晴樹、熊井悠城

29日 出前授業 出前授業 黒髪小学校　小学5年生88名と保護者90名 黒髪小学校　体育館 渡辺哲也

31日 参加・出展・協力
長崎大会実行委員会
「青少年のための科学の祭典2009」第
13回長崎大会

長崎県内の幼児-大人 長崎市科学館 森保仁、茂木貴之

11
月

1日 参加・出展・協力
長崎大会実行委員会
「青少年のための科学の祭典2009」第
13回長崎大会

長崎県内の幼児-大人 長崎市科学館 森保仁、茂木貴之

7日 出前授業 哲学カフェ 一般市民 長崎市東山手「地球館」 川瀬雅也
14日 出前授業 出前授業 白南風小学校　小1-小6年生　100名 白南風小学校　理科室 森保仁

１2
月

4日 出前授業 出前授業 中里小学校　小学3年生60名と保護者 中里小学校　図工室 久保川洋幸、熊井悠城、

8日 出前授業 出前授業 日宇小学校　小学4年生56名と保護者 日宇小学校　体育館 久保川洋幸、熊井悠城、森晴樹

12日 参加・出展・協力
佐世保パールシー
「九十九島工房」（2/全3回）

「九十九島工房」参加者（各20名） 九十九島水族館　2F特別展コーナー 山崎隆志、澤田彰、森晴樹、熊井悠城

13日 参加・出展・協力
第10回羽ばたけ児童センター祭り　出
前授業

近郊地域からの来場者 山澄地区公民館　4Ｆ工芸室 原久之、大渕寛、中原勝俊

13日 参加・出展・協力 日野小学校放課後子ども教室　出前授 日野小学校生徒と保護者、地域市民　300名 日野小学校　運動場 澤田彰、熊井悠城
13日 出前授業 出前授業 市立知的障害児通園施設すぎのこ園　2-6歳　21名 すぎのこ園 澤田彰
14日 出前授業 出前授業 中里中学校　中学3年生　120名　保護者若干名 中里中学校　体育館 森保仁・福田孝之・原久之
25日 出前授業 出前授業 松浦市立青島小中学校生　30名　保護者若干名 青島住民センター 森晴樹

1月 25日 参加・出展・協力 出前授業と研究協議
松浦市立今福中学校　中学1年生　45名、今福中教員、松浦
市内理科教諭

今福中学校　体育館 森保仁、原久之

25日 出前授業 出前授業 伊万里市立滝野中学校　15名、小学校高学年　8名 滝野中学校 森晴樹

2月 6日 参加・出展・協力
佐世保パールシー
「九十九島工房」（3/全3回）

「九十九島工房」参加者（各20名） 九十九島水族館　2F特別展コーナー 山崎隆志、澤田彰、森晴樹、熊井悠城

14日 参加・出展・協力
佐世保市教育委員会
「サイエンス広場で遊ぼう」

市内の小中学生 市立博物館　島瀬美術センター
三橋和彦、森保仁、森川浩次、原久之、大渕
寛

16日 参加・出展・協力 教材作成のための技法と作成環境の指 市立早岐小学校　教職員 早岐小学校　体育館、視聴覚室 茂木貴之

24日 参加・出展・協力
長崎県教育庁
「理科支援員等配置事業」

諫早市立飯盛東小学校 飯盛東小学校 茂木貴之

3月 6日 参加・出展・協力
佐世保市教育委員会
「親子おもしろ工作教室」

市内の小学3-6年生　16組 佐世保市児童文化館 森保仁、原久之
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