
平成２８年度　地域交流活動等一覧

【公開講座・一般教養講座】　

実施日 時間 形態 名称 会場 対象 募集人数 申込み 受講人数 実施学科

1 7月23日 9：00～15:00 公開講座 おもしろ化学実験　“カガクって何？～のぞいてみよう！不思議な世界～ 佐世保工業高等専門学校 小学５年生から中学生 40 62 42 物質工学科

2 7月23日 10：00～12:00 一般教養講座 氷がにょきにょき 佐世保工業高等専門学校 小学３年生から中学３年生 24（親子12組） 32 27 一般科目

3 7月24日 9：00～15:30 公開講座 小・中学生のための「ものづくりメカの世界へ　ようこそ！」 佐世保工業高等専門学校 小学５年生から中学生 32 46 30 機械工学科

4 8月10日 14：00～16：00 一般教養講座 親子おもしろ工作教室　「手作りの楽器ををつくろう！」 佐世保工業高等専門学校 小学３年生以上の子とその保護者 32（親子16組） 25 26 一般科目

5 8月18日 10：00～16：30 公開講座 キミはバレーボールがどれくらい上手？？～センサを作って測ってみよう～ 佐世保工業高等専門学校 小学５年生から中学生 20 33 23 電子制御工学科

6 8月22日 10：00～15：00 公開講座 楽しい電気電子工作 佐世保工業高等専門学校 小学５年生から中学生 20 25 19 電気電子工学科

7 8月26日 9：30～15：30 公開講座 小型二足歩行ロボットを作ろう 佐世保工業高等専門学校 中学生 24 30 19 電子制御工学科

8 12月23日 9：30～16：00 公開講座 乾電池で雷を！？～五感を刺激するプラズマ科学～ 佐世保工業高等専門学校 小学５年生から中学生 20 24 18 電気電子工学科

【参加出展】　

実施日 依頼日 形態 名称 会場 対象

1 6月18日 3月29日 参加・出展 させぼ男女共同参画セミナー「理系女子セミナー」 佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」創作室 小学校低学年

2 6月19日 4月7日 参加・出展 九十九島水族館ワークショップ 九十九島水族館 小学生

3 7月16日 7月5日 参加・出展 海洋産業フェスタ in Nagasaki 長﨑県美術館近く、三角広場ヨコ浮桟橋付近 小学生から高校生

4 7月24日 5月6日 参加・出展 佐々町神田子ども会育成会 神田集会所 小学１年生から６年生と保護者

5 7月24日 6月13日 参加・出展 夏休み子ども科学教室「ロボット教室」 佐世保市少年科学館 小学３年生から中学３年生

6 8月6日 5月20日 参加・出展 江迎地区公民館「サマースクール」 江迎地区公民館　１階講座室 小学４年生から中学３年生と保護者

7 8月7日 6月3日 参加・出展 上橋川内子供会 上橋川内公民館 小学１年生から中学３年生

8 8月10日 5月24日 参加・出展 大村湾ウォッチング 寺島 小学生

9 8月12日 6月13日 参加・出展 夏休み子ども科学教室「イライラ棒をつくってあそぼう！」 佐世保市少年科学館 小学３年生から中学３年生

10 8月12日 7月2日 参加・出展 平戸市田平町中央公民館　出前授業 田平町中央公民館　大ホール 小学生

11 8月18日 6月9日 参加・出展 日宇地区公民館「夏休み親子ふれあい教室」 日宇地区公民館 小学生

12 8月21日～8月24日 5月18日 参加・出展 第５回させぼ海洋探検隊　in　高島 高島漁業体験館、高島番岳、海浜公園キャンプ　など 小学４年生から小学６年生

13 8月22日～8月23日 5月19日 参加・出展 有田町婦人の家「放課後児童クラブ」 有田、有田中部、曲川、大山小学校「放課後児童クラブ」教室 小学１年生から小学６年生

14 8月24日 5月25日 参加・出展 九十九地区公民館「サマースクール」 九十九地区公民館 小学１年生から中学３年生

15 9月24日 6月16日 参加・出展 佐世保まちなか大学 中央公民館講堂 学生から社会人

16 10月15日 6月7日 参加・出展 下本山町子ども会　お楽しみ会 下本山町公民館 小学生

17 10月22日～10月23日 ― 参加・出展 青少年のための科学の祭典2016（第20回長崎大会）やってみんば！サイエンス！ 長崎市科学館 幼児から大人

18 11月4日～11月6日 ― 参加・出展 サイエンスアゴラ2016 東京・お台場地域 一般市民

19 12月4日 8月24日 参加・出展 第１７回羽ばたけ児童センターまつり 山澄児童センター及び山澄地区公民館 小学生

20 12月4日 11月9日 参加・出展 平成２８年度鹿島市『未来に羽ばたく子供育成事業』「ものづくりイベント」 鹿島市民会館 小学生～中学生

21 12月4日 11月29日 参加・出展 九十九島水族館ワークショップ 九十九島水族館２階こどもひろばあまもば前広場 幼児から大人

22 12月10日 10月15日 参加・出展 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 小学生から中学生

23 12月18日 10月17日 参加・出展 佐々町新町ＰＴＡ子供会 佐々町新町集会所 小学生と保護者

24 2月5日 12月28日 参加・出展 サイエンス広場で遊ぼう！ 佐世保市少年科学館 小学生から中学生及び一般市民

【出前授業】

実施日 依頼日 形態 活動名 会場 対象

1 5月26日 5月5日 出前授業 針尾米軍基地内ダービースクール　出前授業 針尾米軍基地内ダービースクール 生徒と保護者

2 6月22日 4月26日 出前授業 佐々町立口石小学校　出前授業 佐々町立口石小学校体育館 小学４年生と保護者

3 7月26日 5月31日 出前授業 佐世保市立花高小学校　出前授業 花高小学校体育館 小学生

4 7月29日 7月7日 出前授業 佐世保市立早岐中学校　出前授業 早岐中学校　技術室 中学生

5 8月3日 6月20日 出前授業 佐世保市立天神小学校　出前授業 天神小学校体育館、運動場 小学生及び教職員、保護者

6 9月8日 7月20日 出前授業 佐世保市立福石小学校　出前授業 福石小学校教室他 小学３年生及び教職員、保護者

7 9月10日 6月6日 出前授業 佐々町立佐々中学校　出前授業 佐々中学校体育館 中学１年生

8 9月13日 5月27日 出前授業 佐世保市立中里中学校　出前授業 佐世保市立中里中学校体育館 中学２年生及び教職員、保護者

9 9月29日 5月25日 出前授業 佐世保市立黒島中学校　出前授業 佐世保市立黒島小・中学校体育館 小学１年生から中学３年生及び教職員、保護者

10 10月7日 6月30日 出前授業 佐々町立佐々小学校　出前授業 佐々小学校体育館 小学３年生と保護者

11 10月21日 7月27日 出前授業 佐世保市立日宇小学校　出前授業 日宇小学校　体育館 小学生と保護者

12 11月9日 8月13日 出前授業 佐世保市立祗園小学校　出前授業 祗園小学校 小学生と保護者

13 11月9日 11月2日 出前授業 川棚町立石木小学校　出前授業 川棚町立石木小学校　教室 小学６年生

14 12月2日 9月30日 出前授業 佐世保市立相浦小学校　出前授業 相浦小学校　体育館 小学生と保護者

15 1月12日 1月5日 出前授業 川棚町立石木小学校　出前授業 川棚町立石木小学校　教室 小学６年生

16 1月16日 6月30日 出前授業 佐世保市立吉井南小学校　出前授業 吉井南小学校 小学２年生

17 2月28日 2月21日 出前授業 川棚町立石木小学校　出前授業 川棚町立石木小学校　教室 小学６年生
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