
平成２７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２８日(火） 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～中学生 32 52 39 機械工学科

2 ７月２８日(火） 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～中学生 20 51 26 電気電子工学科

3 ７月２８日(火） 10：00～15:00 公開講座 写真編集とプログラミング体験 佐世保工業高等専門学校 小学生以上 10 14 17 電子制御工学科

4 ７月２８日(火） 14：00～16:00 一般教養講座 親子おもしろ工作教室　線香花火をつくろう！ 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 24（親子16組） 35 30 一般科目

5 ７月２９日(水） 9:00～15:00 公開講座 おもしろ化学実験 佐世保工業高等専門学校 小学５年生～中学生 40 57 49 物質工学科

6 ８月５日（水） 10：00～12:00 一般教養講座 料理を化学しよう　カルメ焼きとカメレオン焼きそば 佐世保工業高等専門学校 小学６年生～中学３年生 24（親子12組） 12 18 一般科目

【参加出展】　

実施日 依頼日 形態 名称 会場 対象

1 4月19日 2月18日 参加・出展 親子で作ろう、ＬＥＤランプづくり 西海市（電源開発松島火力発電所内） 親子20組

2 6月21日 4月14日 参加・出展 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

3 7月19日 5月1日 参加・出展 させぼボートフェスティバル 佐世保公園 一般市民（家族、知人、友人、同僚等）約100人

4 7月19日 6月20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～中学３年生

5 7月22日 5月7日 参加・出展 大村湾ウォッチング 寺島 小学生150名　保護者（各参加チーム世話人）

6 7月25日～7月28日 4月6日 参加・出展 第4回させぼ海洋探検隊ｉｎ高島 佐世保市高島町 小学4年生～小学6年生男女20名

7 8月2日 参加・出展 九州沖縄の高専サイエンス広場 佐世保市少年科学館 自由参加（対象年齢記載無し）

8 8月3日 6月20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～中学３年生、小学生は保護者同伴

9 8月19日 6月19日 参加・出展 サマースクール 九十九地区公民館講座室 小学生約30名

10 8月23日 参加・出展 サイエンスコミュニケーション 豊玉パールドーム（対馬市） 一般市民

11 9月20日及び10月11日 10月9日 参加・出展 動くレゴロボット！九十九島大冒険！ 九十九島水族館 親子20組

12 11月1日 10月13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２０名（低学年は保護者同伴）

13 11月3日 8月21日 参加・出展 サイエンス・ファイト 佐世保玉屋 一般市民

14 12月5日 参加・出展 やまねこ祭り With サイエンスカフェ 対馬市交流センター 一般市民

15 12月6日 8月17日 参加・出展 第16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年～6年生200名程度、幼児は保護者同伴

16 12月13日 10月13日 参加・出展 権常寺町こども会出前授業 権常寺町公民館 小学１～６年生　30名前後、保護者・役員など　10名前後

17 12月19日 10月29日 参加・出展 チャレンジ科学教室「ザリガニロボット教室」 佐世保市少年科学館 小学３～中学３年生 20名 小学生は保護者同伴
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17 12月19日 10月29日 参加・出展 チャレンジ科学教室「ザリガニロボット教室」 佐世保市少年科学館 小学３～中学３年生　20名、小学生は保護者同伴

18 2月7日 12月26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 小中学生

【出前授業】

実施日 依頼日 形態 活動名 会場 対象

1 6月2日 5月6日 出前授業 化学実験・化学マジック 川棚小学校内 小学生２年生２５名及び保護者

2 6月24日 5月2日 出前授業 親子レクレーション 口石小学校　体育館 小学4年生とその保護者

3 6月28日 5月13日 出前授業 子供達が理科の面白さを感じるような内容の実験 船越小学校体育館 小学4年生22名、1～6年生12名、未就学児6名、保護者24名

4 8月3日 7月15日 出前授業 放課後子供教室においての理科実験 佐世保市立天神小学校 小学１年～6年生60名程度、保護者も数名参加

5 9月1日 5月8日 出前授業 液体窒素を使用した実験や科学マジック 黒髪小学校体育館 小学４年生（児童76名及び保護者）

6 9月8日 6月23日 出前授業 楽しめる実験 福石小学校　家庭科室 小学生約50名

7 9月28日 9月7日 出前授業 宮小学校出前授業  佐世保市立宮小学校体育館 小学2年生12名

8 9月30日 9月25日 出前授業 天神小学校出前授業  佐世保市立天神小学校体育館 小学2年生59名

9 10月1日 8月27日 出前授業 小学1年生レクリエーション 江迎小学校体育館 小学1年生30名とその保護者（計60名）

10 10月7日 9月1日 出前授業 清水っ子スマイルフェスタ 清水小学校家庭科室 小学1年生～6年生 30名　保護者有り（見学）

11 10月22日 10月22日 出前授業 親子レクリエーション 佐世保市立皆瀬小学校工作室 小学1年生約40名　保護者有　担任の先生有

12 10月24日 8月2日 出前授業 中学生ロボットコンテストの指導 早岐中学校　技術室 早岐中学校技術工作部部員22名

13 10月27日 7月3日 出前授業 日宇小学校出前授業 佐世保市立日宇小学校体育館 小学4年生54名と保護者

14 11月2日 8月18日 出前授業 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120名、教職員数名、保護者20名程度

15 11月16日 9月13日 出前授業 小学4年生レクリエーション 早岐小学校体育館 小学4年生107名およびその保護者

16 11月27日 11月27日 出前授業 日野小学校出前授業  佐世保市立日野中学校体育館 小学3年生80名、保護者80名

17 12月2日 12月2日 出前授業 西海市立西彼北小学校出前授業  西海市立西彼北小学校体育館 小学4年生20名、保護者20名

18 12月6日 10月5日 出前授業 相浦小学校出前授業  佐世保市立相浦小学校体育館 小学5年生30～40名

19 12月18日 8月19日 出前授業 三川内中学校出前授業  佐世保市立三川内中学校体育館 中学1年生32名、希望する保護者

20 1月18日 7月19日 出前授業 吉井南小学校出前授業 佐世保市立吉井南小学校体育館 小学2年生41名、保護者ほぼ同数

21 2月4日 10月22日 出前授業 早岐小学校出前授業 早岐小学校 小学１～６年生　５０名前後　その他スタッフ　５,６名
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