
平成２６年度　地域交流活動等一覧

【公開講座・一般教養講座】　

番号 実施日 活動名 会場 対象 受講人数 実施学科

1 7月24日 写真編集とプログラミング体験 小学生以上（キーボード入力ができない場合は保護者同伴） 10人 電子制御工学科

2 7月29日 小・中学生のための「ものづくりメカの世界へようこそ！」 小学５年生～中学生 28人 機械工学科

3 7月30日 光り輝くオーロラの動きを再現してみよう！ 小学５年生～中学生 9人 電気電子工学科

4 7月30日 おもしろ化学実験～体験しよう！不思議な化学の世界～ 小学５年生～中学生 33人 物質工学科

5 7月30日 親子おもしろ工作教室 線香花火をつくろう！ 小学３年生以上の子とその保護者 33人 一般科目

6 8月6日 楽しい電気電子工作 小学５年生～中学生 20人 電気電子工学科

7
7月22日～
8月31日

どこでも「ハイキュー」スクール（出前型バレーボール教室） － 小学生・中学生 2組 一般科目

※どこでも「ハイキュー」スクール（出前型バレーボール教室）については、受講人数をカウントしていない

【参加出展】

番号 実施日 活動名 会場 対象

1 4月26日 第３７回たびら春まつり　「佐世保高専・もの作りコーナー」 田平港シーサイドエリア 小中学生

2 5月31日 第３０回新茶まつり世知原じげもん市　「佐世保高専・ちびっ子広場」 世知原交流広場 小学生

3 6月14日 山澄児童センター　「化学あそび」 山澄児童センター 小学１～６年生

4 6月22日 させぼパール・シーワークショップ 九十九島水族館 小学生と保護者

5 7月12日 佐世保区保護司会　「ロボットの実演」 アルカスSASEBO　1F 中高生

6 7月20日 佐世保公園　「させぼボートフェスティバル」 佐世保公園 小学生以上

7 7月25日～28日 させぼ海洋探検隊in高島 高島海浜公園、高島漁協体験館 小学４～６年生

8 7月29日 早岐地区公民館主催講座　「親と子のサマースクール」 早岐地区公民館 小学生と保護者

9 7月30日 広田地区公民館　「サマースクール」 広田地区公民館 親子１２組（小学生）

10 8月1日 FFGものづくり商談会２０１４（出展） 福岡銀行（福岡） 西日本を中心とした地域の企業・行政機関

11 8月1日 佐世保市少年科学館　「夏休み子ども科学教室」 佐世保市少年科学館 親子１２組

12 8月1日 大村湾ウォッチング 寺島（大村市） 小学生

13 8月3日 佐世保市少年科学館　「夏休み子ども科学教室」 佐世保市少年科学館 小中学生

14 8月1日 佐世保市少年科学館 「夏休み子ども科学教室」 佐世保市少年科学館 小学３年生 中学３年生
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14 8月1日 佐世保市少年科学館　「夏休み子ども科学教室」 佐世保市少年科学館 小学３年生～中学３年生

15 8月7日 させぼ競輪場バンク　「国体の火・火起こし教室」 させぼ競輪場バンク 小学４～６年生

16 8月8日 アルカスSASEBO　2Fスピカ　「いろんな“でんき”を見てみよう！」 アルカスSASEBO　2Fスピカ 小学校低学年

17 8月9日 江迎地区公民館　「火起こし体験講座」 江迎地区公民館 子供、保護者、スタッフ

18 8月12日 九十九地区公民館　「親子ふれあい講座」 九十九地区公民館 小学生

19 8月19日 平戸市中部公民館　「ふれあいセンター講座」 平戸市ふれあいセンター 小学１～３年生

20 8月19日 世知原地区公民館　「子ども科学館サマースクール・炬火採火式（火おこし講座）」 世知原小学校 小中学生

21 8月21日 全国高専テクノフォーラム（出展） ウインクあいち（札幌） 全国を中心とした企業・行政機関

22 9月11日、12日 イノベーションジャパン2014（出展） 東京ビッグサイト 全国を中心とした企業・行政機関

23 10月19日 九十九島水族館　海きらら　「LEDを使って海のいきものを工作」 九十九島水族館　海きらら 幼児、小学校低学年

24 11月9日 佐世保四ヶ町商店街（くっけん広場）　「サイエンス・ファイト」 佐世保四ヶ町商店街（くっけん広場） 子供～大人

25 11月15日、16日 長崎市科学館　「青少年のための科学の祭典２０１４　第１８回長崎大会」 長崎市科学館 幼児から大人

26 11月19日、20日 長崎県ものづくりテクノフェア2014　（後援・出展） シーハット大村 長崎県内を中心とした企業・行政機関

27 12月7日 山澄児童センター　「第１５回　羽ばたけ児童センターまつり」 山澄児童センター、山澄地区公民館 小学１～６年生

28 12月20日 佐世保市少年科学館　チャレンジ科学教室 佐世保市少年科学館 小学３～６年生

29 12月20日 佐世保市少年科学館　チャレンジ科学教室 佐世保市少年科学館 小学４～中学３年生

30 1月25日 鹿島市民体育館　「鹿島市ものづくりイベント」 鹿島市民体育館 小中学生

31 2月8日 佐世保市少年科学館「サイエンス広場で遊ぼう！」 佐世保市少年科学館 小中学生
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【出前授業】

番号 実施日 活動名 会場 対象

1 5月21日 米軍針尾住宅内　ダービー小学校　　出前授業　ダービーエレメンタリースクール「科学の夕べ」 米軍針尾住宅内　ダービー小学校 生徒と保護者

2 6月25日 佐々町立口石小学校　出前授業　　　親子レクレーション 佐々町立口石小学校　体育館 小学４年生と保護者

3 6月29日 平戸市立田平東小学校　出前授業　　親子レクレーション 平戸市立田平東小学校　体育館 小学２年生と保護者

4 8月5日 佐世保市立天神小学校　出前授業　　放課後子ども教室 佐世保市立天神小学校　体育館 小学１～６年生

5 8月30日 松浦市立志佐中学校　出前授業 松浦市立志佐中学校 中学２年生

6 9月3日 佐世保市立日野小学校　出前授業　　「日野学」講和 佐世保市立日野小学校　パソコン室 小学６年生と担任

7 9月26日 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」 佐世保市立清水小学校 小学生

8 10月3日 佐世保市立天神小学校　出前授業　　「おもちゃ名人に教えてもらおう」 佐世保市立天神小学校　体育館 小学２年生

9 10月21日 佐世保市立白南風小学校　出前授業　科学マジック 佐世保市立白南風小学校　体育館 小学３年生と保護者

10 10月21日 西海市立西彼北小学校　出前授業 西海市立西彼北小学校　音楽室 小学２年生と保護者

11 11月15日 佐世保市立白南風小学校　出前授業 佐世保市立白南風小学校　理科室 小学１～６年生

12 11月26日 佐世保市立吉井中学校　出前授業　　科学マジック 佐世保市立吉井中学校　体育館 中学１年生と保護者

13 12月2日 佐世保市立日宇小学校　出前授業　　体験する実験 佐世保市立日宇小学校 小学４年生と保護者

14 12月3日 佐世保市立日野小学校　出前授業　　親子レクレーション 佐世保市立日野小学校　体育館 小学３年生と保護者

15 12月5日 川棚町立石木小学校　出前授業 川棚町立石木小学校　体育館 小学３年生と保護者

16 2月25日 佐世保市立早岐小学校　出前授業 佐世保市立早岐小学校 小学１～６年生
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