
平成27年度生涯学習センター事業実績一覧

開催日程 依頼元 テーマ 講師 人数 場所 対象

項目: 出前授業

2015/06/19 株式会社傳刀組 水から考える 奈良松範 75 株式会社傳刀組 社会人

2015/06/27 茅野市立豊平小学校 小型人型ロボットの実演 市川純章 60 茅野市立豊平小学校 小学生・
保護者

2015/06/27 諏訪市立城北小学校 電子工作・七色に光るスモールランタンを作ろ
う

田邉造 30 諏訪市城北小学校 小学生・
保護者

2015/07/17 埼玉県警察本部 火災に関する講義 須川修身 20 本学 社会人

2015/07/23 下諏訪社中学校 宇宙エレベーターについて 河村洋 20 下諏訪社中学校 中学生

2015/07/24 関東信越税理士会諏訪支部 組織デザインと人材の活用 平尾毅 70 ベルファイン 社会人

2015/07/25 信濃ガス協同組合 光合成に学ぶ太陽光エネルギー利用法 渡邊康之 25 ホテルメトロポリタン長野 社会人

2015/07/28 野沢南高校 WiFiを最大限に生かそう 山口一弘 30 野沢会館 高校生

2015/07/29 茅野警察署 人間エラーの解析 須川修身 40 茅野警察署 社会人

2015/08/11 長野県技術・家庭科教育研
究会

電子工作 田邉造 20 本学 社会人

2015/08/28 ＱＣサークル関東支部長野
地区

人の癖を見抜く学習システム 市川純章 100 テクノプラザおかや 社会人

2015/09/01 茅野市高齢者大学 統計って何だ 奥原正夫 150 本学 高齢者

2015/09/04 長野県シニア大学伊那学部 宇宙へ飛び出す 河村洋 108 伊那市創造館 高齢者

2015/09/06 茅野市立米沢小学校 楽しい科学実験 木村正弘 25 茅野市立米沢小学校 小学生・
保護者

2015/09/11 岡谷市湊公民館いちい学級 何でも動かしてみよう～ロボットを操縦する～ 市川純章 37 本学 高齢者

2015/10/01 赤穂高校 文学から哲学する 関塚正嗣 22 赤穂高校 高校生

2015/10/06 伊那弥生ヶ丘高校 やさしいインターネットのしくみ 松江英明 16 伊那弥生ヶ丘高校 高校生

2015/10/06 伊那弥生ヶ丘高校 月や惑星に働く力と運動 木村正弘 27 伊那弥生ヶ丘高校 高校生

2015/10/08 富士見中学校 触らずにモノを浮かせる磁石の力 成田正敬 20 本学 中学生２
年生

2015/10/22 下諏訪中学校 パーソナルモビリティの開発 星野祐 119 本学 中学生１
年生

2015/10/25 下諏訪町立図書館 電子工作・七色に光るスモールランタンを作ろ
う

田邉造 30 下諏訪町立図書館 小学生

2015/10/30 岡谷西部中学校 パーソナルモビリティの開発 星野祐 36 岡谷西部中学校 中学生３
年生

2015/11/06 株式会社リョウワ 品質管理の基礎講座 奥原正夫 100 株式会社リョウワ 社会人

2015/11/20 伊那地区勤労青少年福祉推
進連絡協議会

アイディアマンになろう 平尾毅 20 信州伊那セミナーハウス 社会人

2015/12/01 東御市学校職員会 アイディアマンになろう 平尾毅 30 東御市中央公民館 社会人

2015/12/04 辰野南小学校 七色に光るスモールランタンを作ろう 田邉造 27 辰野南小学校 小学生４
年生

2015/12/08 飯水学校事務研究会 アイディアマンになろう 平尾毅 12 飯水教育会館 社会人

2015/12/09 長野県シニア大学諏訪学部 リニア磁気浮上のしくみ 大島政英 96 諏訪教育会館 高齢者
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2015/12/09 茅野市高齢者大学地区学部 光合成に学ぶ太陽光エネルギー利用法 渡邊康之 25 泉野地区コミュニティーセン
ター

高齢者

2015/12/23 岡谷市生涯学習活動セン
ター

電子工作 平田幸広 40 イルフプラザ 小学生・
保護者

2016/01/13 長野県福祉大学校 アンケートの設計と解析 奥原正夫 60 長野県福祉大学校 大学生

2016/01/16 諏訪市教育委員会生涯学習
課

急変する中国 五味嗣夫 100 諏訪市文化センター 社会人

2016/01/26 筑北村立聖南中学校 電子工作 平田幸広 22 筑北村立聖南中学校 中学生２
年生

2016/02/23 諏訪市公民館 安心安全を実現するセキュリティー技術 杉田誠 80 諏訪市文化センター 社会人

2016/03/12 中大塩公民館 電子工作・えんぴつで奏でる紙オルガンを作
ろう

田邉造 40 中大塩地区コミュニティセン
ター

小学生

2016/03/18 甲陵中学校 プログラミング入門 星野祐 39 本学 中学校３
年生

2016/03/18 甲陵中学校 炎の不思議 須川修身 39 本学 中学生３
年生
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