
Ｎｏ 学　　科　　名 部　門 授業タイトル 受講可能人数実施希望時期 対象学年 費用
（材料費　等）

本校責任者 備考および要望
（授業場所、準備してほしいもの　等）

1 食農ビジネス科 草花 フラワーアレンジを楽しもう！ ２０名まで 年中 小学～中学 なし 冨満真紀 ・水道がある教室

2 食農ビジネス科 野菜 野菜の作り方！
２０名まで
（全体の人数
制限有り）

年中 小学～中学 なし 井上貴浩
年度当初に作物を指定していただけると、
準備しやすいです。

3 食農ビジネス科 食品加工 小麦の不思議 ２０名まで 年中
小学5年生
以上

なし 古荘久輝
水道の使える部屋（理科室、家庭科室）
一人ひとつボウル必要

4 工業技術科 電気系
モータがなぜ回るのか、仕組みを知ろ
う

20名以下 年中 全 なし 加藤幸司

5 工業技術科 電気系 電子ホタルをつくろう 20名以下 年中 小学生 なし 加藤幸司

6 工業技術科 機械系 ブーメランはなぜもどってくる？ ４０名まで 年中 全 なし 足立泰彦
各自、はさみとホッチキスを準備。
教室で作成後、グラウンドで飛ばします。
雨が降れば体育館を利用します。

7 工業技術科 機械系 動くおもちゃをつくろう 20名以下 年中 全 なし 足立泰彦

8 工業技術科 土木系 ドローンを飛ばしてみよう
5人1組
3組まで

年中 全学年 なし
西川大地
菅原恵史

天井の高い部屋、できれば体育館

9 福祉科 高齢者になるってどういうこと？ 要相談 年中 全学年 なし
分藤千花
堀田琴絵

体操服

10 福祉科
美しい言葉・手話で表現してみよ
う！！

要相談 年中 全学年 なし
後藤遥
麻生真美

11 総合学科 家庭 小物作りをしよう！ １０名以下 年中 中学生
＊一人あたり２００円程
度

古居聡子
五十川智恵

・裁縫道具を準備してください。

12 総合学科 商業 ワードでポスターを作ろう！ ２０名以内 年中 中学生 なし 徳永陽一
人数分のWordがインストールされたパソコ
ンを準備してください。

13 総合学科
「虹」の時
間・「未来」
の時間

ＳＨＡプロジェクト～佐伯～ ２０名以内 年中 全 なし
羽田野明美
木本美絵

14 総合学科
「虹」の時
間・「未来」
の時間

ＳＨＡプロジェクト～佐伯～ ２０名以内 年中 全 なし
羽田野明美
木本美絵

☆材料や機材の準備の関係で、１講座あたりの対象人数は20名程度までを考えていますが、複数の講座を組み合わせることで40名程度のクラスにも対応します。ご相談下さい。

Ｎｏ 学　　科　　名 部　門 授業タイトル 内容のまとまり（学習指導要領） 実施希望時期 費用
（材料費　等）

本校責任者 備考および要望
（授業場所、準備してほしいもの　等）

15 食農ビジネス科 草花 手軽で簡単！ベビーリーフを栽培しよ
う！

Ｃ　生物育成に関する技術（２） 年中 なし 冨満真紀 ・１．５リットルのペットボトルが必要
・水道がある教室

16 食農ビジネス科 野菜 プランターでつくる葉菜類の栽培 Ｃ　生物育成に関する技術（２）

○プランターを利用した葉菜類（ホウレンソウ・レタスなど）
に適した栽培環境をつくり、植え付け作業を体験します。
○植え付けから収穫までの管理作業計画や方法につい
て学びます。

年中 なし 井上貴浩 年度当初に作物を指定（相談）していただ
けると、準備しやすいです。

17 食農ビジネス科 果樹 果物の糖度調査 Ｃ　生物育成に関する技術（１）
○屈折糖度計による果物の糖度の計測体験をします。
○複数の果物の糖度を計測し糖度の比較をします。

年中 なし 森武信 ・水道がある教室

18 工業技術科 電気系 ＬＥＧＯ　ＣＡＲ
（プログラムによる計測制御）

Ｄ　情報に関する技術（３）

○ＬＥＧＯ　ＣＡＲにライントレース上を走らせたり、障害物
を回避して走行させるためのプログラムの考え方を学び
ます。
○実際にプログラムを作成してLEGO　CARに転送し、目
的通りに走行するか試します。

10月中旬以降 特になし 加藤幸司

技術室や理科室が望ましい。できればライ
ントレースを作ってみても面白いと思う。1
枚は豊南高校にあります。パソコン・プロ
ジェクタ

19 工業技術科 電気系 点滅回路をつくろう
Ｂ　エネルギー変換に関する技術
（２）

○点滅回路をはんだづけをして作製します。
11月中旬以降 単３電池(1.5V)30個 加藤幸司

教室でも可能。
パソコン・プロジェクタ

20 工業技術科 機械系 機械の仕組みと保守点検 Ｂ　エネルギー変換に関する技術
（１）

○生徒にとって身近な自転車を例に、回転運動を伝える
しくみや、回転速度と回転力の関係について学びます。
○自転車の保守点検の方法の学習をとおして、機械を安
全に利用するための保守点検の必要性について理解し
ます。

年中 特になし 足立泰彦
・自転車（受講者が所有する自転車）5名
に1台。
・自転車を入れることのできる作業場。

21 工業技術科 土木系 模型製作 Ａ　材料と加工に関する技術（１） 年中 特になし 西川大地
菅原恵史

生徒が準備するもの
　定規・カッターナイフ・鉛筆
中学校が準備するもの
　作業のできる教室

○ペットボトルを利用して、ベビーリーフに適した栽培環境をつくり、種まきを体験し
ます。
○植え付けから収穫までの管理作業計画や方法について学びます。

授業内容

○東京スカイツリーなどにも用いられているトラス構造の特徴について、基本的な知
識を学びます。
○木材を使用して、トラス構造のブリッジを作製し、トラス構造を形成することで、強
度が増すことを体感します。

○高齢者の疑似体験をして、高齢者の気持ちを理解したり、介護の方法やコミュニケーション
の方法を学びましょう！！

○手話は聴覚障がい者の方とコミュニケーションを取るための大切な言語です。手話で、自己
紹介したり、基本的なあいさつができるようになりましょう

〇自分の好きなものや興味関心のあるものをデザイン化し、缶バッジを作成します。

令和２年度　出前授業一覧表

【中学校「技術・家庭」対応】

【総合的な学習の時間等対応】

大分県立佐伯豊南高等学校

授業内容

○ドリンク・パン・スイーツなど、佐伯の特産を活かした商品開発を考えます。商品開発（高校生
とコラボ）、みなさんのアイデアで商品化を目指します！

〇ワードを使って、簡単なポスターの作成方法について学びます。

○普段の生活で使える簡単な小物を、手縫いで製作します。

○小型ドローンの操作を体験します。

○身近な材料で、動くおもちゃを製作します。
○おもちゃの動きの特徴と、そのしくみについて考えます。

○厚紙を使ってブーメランをつくり、形の違いによる飛び方の違いを確かめます。
○ブーメランが戻ってくるのか、そのしくみについて考えます。

○季節のフラワーアレンジを体験します。
○季節の花の名前・特徴の紹介や、花の切り方を学びます。

○野菜（トマト・ナス・ピーマン・ホウレンソウ・人参等）の育て方について学びます。
○希望により、栽培に適した土つくりや肥料の説明もします。

○小麦団子を水中でもみながらデンプンを洗いながしグルテンを取り出します。
○取り出したグルテンの様子やグルテン率による味の違いを確認してみます。

○クリップを使った簡易モータを作って、実際に回してみます。
○モータがなぜ回るのか、そのしくみについて考えます。

○電子工作用ボードで点滅器を作製し、電子工作の楽しさを体験します。


