


場所：2号館１階行政情報プラザなど

牛さんから何ができ
るのかなー？

黒糖かち割体験、さとうきび収
穫機(ﾊｰﾍﾞｽﾀ)の展示もあるよ！

バター作り体験、畜産業
の紹介があるよ！

学ぼう。「水」のこと、
「むら」のこと

もみすり体験、農山漁村体
験の映像を見てみよう！

島野菜の名前あてクイズに挑戦！

場所：1号館２階大会議室

簡単なプログラミングで、ロボット
を動かし、迷路をクリアしよう！

「紅型」手染め体験！

世界で一つのオリジナル
トートバックをつくろう！

シャーベットアイス
を体験しよう！

新鮮な魚が届くまでを
学ぶよ！

場所：2号館10階会議室
ペットボドルエコライト
工作に挑戦！

エネルギーについて
学ぼう！

場所：2号館10階会議室
クイズ・体験を通してエネ
ルギー・省エネを学ぼう！

みなと や くうこう
について学ぼう！

場所：2号館１階AB会議室

紙飛行機作り、船の塗り絵、コン
クリートの液状化現象の実験！

災害時に、はたらく車！

場所：西駐車場（屋外）
災害現場で働く車を見て
みよう！

バリアフリーって
何だろう？

場所：２号館入口、玄関ホール
体験してみよう！
バリアフリー教室

サポカー大集合

場所：西側駐車場
最新鋭の地球に優しい
車が見れるよ！

自動車の安全を
学ぼう

場所：２号館1階AB会議室
自動車アセスメントって
何だろう?
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局長室へようこそ！1

場所：2号館６階局長室など
局長室訪問。１日子ども局長
になって意見交換しよう！

2 お財布の中身、
知っていますか？

どこから来たの？

食べたお米、牛肉はどこ
で育ったのかな？

森と海からのおくりもの

場所：１号館２階大会議室

森と海について学ぶよ！

知っている？沖縄
の農業

場所：１号館２階大会議室

統計データから、沖縄の
農業を学ぼう！

ワクワク！モグモグ！
けんぞう君と一緒に”食
べる”を学ぼう！

場所：2号館１階行政情報プラザなど

ロボットプログ
ラミング体験

楽しく知ろう電気
メーター

場所：２号館１階行政情報プラザ場所：１号館２階大会議室

場所：１号館２階大会議室

場所：１号館２階大会議室

プログラム ①～㉒

場所：１号館２階大会議室

来て、見て、食べて、
学ぼう！沖縄の農産物

場所：2号館10階会議室

クイズで学ぼう！
リサイクル♪
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場所：２号館10階会議室

事前
申込

7

「日本村」の予算
をつくろう！

１億円 体験コーナー

場所：２号館10階会議室場所：２号館10階会議室

6 98

14

国夏休みの宿題にぴったり！
事前
申込

このマークがついているプロ
グラムには、事前申込の内容
が含まれています。

事前
申込

事前
申込

事前
申込

事前
申込

事前
申込

都合により、プログラムが変更する
こともあります。

事前
申込

リサイクルについて、クイズ
に挑戦！

事前
申込

？
？
？

？？？？



プログラム一覧(予定)

プログラム 内容 時間 場所 申込

1 局長室へようこそ！
・局長室の訪問、写真撮影等
・一日こども局長になって局幹部と意見交換

11：00～11：30
【2号館】
6階局長室、特別会
議室

必要

2 お財布の中身、知っていますか？
・おこづかいゲームやクイズなど。
　「じぶん」のお金について学ぼう！
・対象：小学校１～３年生向け

10：00～11：00
【2号館】
10階会議室

必要

3 「日本村」の予算をつくろう！
・予算編成の疑似体験！
・対象：小学校４～６年生向け
・夏休みの宿題にぴったり！

14：00～15：00
【2号館】
10階会議室

必要

4 １億円体験コーナー ・１億円レプリカを持って触って！重さ体験！ 10：00～16：00
【2号館】
10階会議室

不要

5 来て、見て、食べて、学ぼう！沖縄の農
産物

農産物（沖縄産のいも）・パネルの展示、八島で製造
された黒糖の違い、農業用機械（さとうきび収穫機等)
の展示 等

10：00～16：00
【2号館】
１階行政情報プラザ
（一部、（屋外））正面玄関

不要

6 牛さんから何ができるのかなー？
～バターをつくろう！～

バター作り体験、畜産に関するパネル展示（バター
作り体験のみ要申込）

・体験
11:00～11：50
12:00～12：50
13:00～13：50
14:00～14：50
・体験以外
10：00～16：00

【1号館】
2階大会議室

体験
のみ
必要

7 学ぼう。「水」のこと、「むら」のこと。
お米などのパネル展示、もみすり体験、農山漁村体
験のＤＶＤ上映　等

10：00～16：00
【1号館】
2階大会議室

不要

8 どこから来たの？
食品の移動を追跡できる仕組み事例として、実際に
牛の個体識別番号の検索や、米の動きなど、模型や
パネルなどを使って楽しく学びます。

10：00～16：00
【2号館】
１階行政情報プラザ

不要

9 森と海からのおくりもの 木製品等を活用した森と海のクイズ、パネル展示　等 10：00～16：00
【1号館】
2階大会議室

不要

10 知っている？沖縄の農業
沖縄の農業について、統計データを用いて、簡単な
クイズとグラフ作成で学ぶ。

10：00～16：00
【1号館】
2階大会議室

不要

11
ワクワク！もぐもぐ！
「けんぞう」君といしょに”食べる”を学ぼ
う！

普段私たちが摂取する食事の栄養バランスをチェッ
クする食育SATシステムやコーナーや親子で楽しく
腸内細菌の働きと食事との関係を学ぶヤクルト「ウン
知育教室」を開設します。
また、沖縄の野菜やお魚について楽しく学べるクイズ
コーナーも設けます。

10：00～16：00
【2号館】
1階行政情報プラザ

不要

12 組立てたロボットで、プログラミング体験

プログラミング体験用のロボットを、30分で組み立て
てみよう！
組み立てたロボットに、簡単なプログラミングをするこ
とで、ロボットを動かし、迷路をクリアしよう！

・体験
10：15～11：30
11：30～12：45
12：45～14：00
14：00～15：15

【1号館】
2階大会議室

必要

13
「紅型」手染め体験！
～世界でひとつのオリジナルトートバック
をつくろう！～

沖縄の伝統的工芸品である「琉球びんがた」の染め
体験（トートバック製作）をしてもらい、伝統的工芸品
をより身近に感じてもらう。

・体験
10：30～12：00
13：00～14：30
14：30～16：00

【1号館】
2階大会議室

必要

14 クイズで学ぼう！！リサイクル♪
小型家電のリサイクルについて、クイズや展示を通し
て楽しく学ぶとともに東京オリンピック・パラリンピック
に向けて動いているメダルプロジェクトの紹介を行う。

10:00～16:00
【2号館】
10階会議室

不要



プログラム 内容 時間 場所 申込

15
「楽しく知ろう電気メーター」
電気って、どうやってはかっているの？
　～作ってみようペットボトルエコライト～

電気メーターのはたらきがわかるＤＶＤ上映
電気メーターの展示
電気メーターの動作体験（シミュレーションパネルの
展示）
ペットボトルエコライトこの工作

・工作
10:30～11:30
14:00～15:00
・工作以外
10:00～16:00

【2号館】
10階会議室

工作
のみ
必要

16 エネルギーについて学ぼう！
おうちでできる省エネを、クイズやパネル展示を通し
て学び、自転車発電などで楽しく体験し実感しよう！

10：00～16：00
【2号館】
10階会議室

不要

17 シャーベットアイスを体験しよう！
～新鮮なお魚が届くまで～

水産物を海外輸出する際の鮮度保持について紹
介。
　・なぜ、魚を冷やしておくと鮮度維持が出来るのか
　・過冷却とは　等
見て、触れて、食べて学べる内容。

・体験
10：15～11：00
11：15～12：00
13：30～14：15
14：45～15：30
・体験以外
10：00～16：00

【1号館】
2階大会議室

体験
のみ
必要

18 港（みなと）や空港（くうこう）について学
ぼう！

・港湾や空港に関するパネル展示
・地盤液状化現象の実験、紙飛行機つくり、船の塗り
絵

10：00～16：00
【2号館】
１階AB会議室

不要

19 災害時に、はたらく車！
災害が発生した際に現場に出動し、安全確保及び
復旧作業を行う機械の紹介

10：00～16：00 西駐車場（屋外） 不要

20

21 サポカー大集合

近年、自動ブレーキなどの安全装置を搭載したサポ
カーが多数出ており、より身近に感じてもらうため実
物を展示して紹介する。また、サポカーの試乗体験
を行う。

10：00～15：00 西側駐車場 不要

22 自動車の安全を学ぼう
（自動車事故対策機構沖縄支所）

・自動車アセスメントによる自動車の安全性能評価と
チャイルドシートの安全性能評価等を試験映像、パ
ネル、パンフレット等を使って紹介します。
・ＮＡＳＶＡが行っている自動車事故被害者支援の取
り組みを紹介します。
・プロドライバーが受ける適性診断の体験受診ができ
ます。

10:00～16:00
【2号館】
1階AB会議室

不要

※ 都合により、プログラムが変更することもあります。あらかじめご了承ください。

不要
バリアフリーって何だろう？
～体験してみよう！バリアフリー教室～

ノンステップバスを利用したバリアフリー体験を通して
バリアフリーについての理解を深めてもらう。
バリアフリー体験は、車いす・視覚障害・高齢者疑似
体験を行う

10：00～15：00
【2号館】
入口～玄関ホール前



 参加・申込み方法  

１ 自由に参加できるプログラム 

内閣府沖縄総合事務局 那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2 地方合同庁舎 2 号館 

  １階「総合受付」までお越しください。 全体プログラムをお渡しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事前申し込みが必要なプログラム 

メールに以下の①～④事項を必ず記入し、お申し込みください。 

① 保護者(引率者)の氏名、電話番号 

② 参加者情報 参加者(子ども)の氏名、学年、引率者(大人)人数 

③ 第１希望プログラム・開催時間（下記の記号 Ａ～Ｔ より選択） 

④ 第２希望プログラム・開催時間（      〃      ） 

メールアドレス pub@ogb.cao.go.jp 申込期限 7月 22 日(日) 必着 
注１：申し込み多数の場合、先着順とさせていただきます。 

注２：集合時間・場所は、返信メールでお知らせします。 

注３：上記の申込アドレスから返信しますので、受信できるよう設定願います。 

注４：キャンセルする場合、必ずご連絡ください。 

 

  プログラム 記号 時間 定員（引率者含む） 

1.局長室へようこそ！ Ａ 11:00～11:30 20 名 

2.お財布の中身、知っていますか？ 

 （小学校１～３年生向け） 

Ｂ 10:00～11:00 20 名 

3.｢日本村｣の予算をつくろう！ 

（小学校４～６年生向け） 

Ｃ 14:00～15:00 20 名 

※ 駐車スペースに限りがあります。 
ご来場の際には、できる限り公共交通機関を御利用ください。 



  プログラム 記号 時間 定員（引率者含む） 

6.牛さんから何ができるのかなー？ 

～バターをつくろう！～ 

Ｄ 

Ｅ 

Ｆ 

Ｇ 

11:00～11:50 

12:00～12:50 

13:00～13:50 

14:00～14:50 

10 名（引率者除く） 

10 名（  〃  ） 

10 名（  〃  ） 

10 名（  〃  ） 

12.ロボットプログラミング体験 Ｈ 

Ｉ 

Ｊ 

Ｋ 

10:15～11:30 

11:30～12:45 

12:45～14:00 

14:00～15:15 

 6 名（引率者除く） 

 6 名（  〃  ） 

 6 名（  〃  ） 

 6 名（  〃  ） 

13.「紅型」手染め体験！ 

世界でひとつのオリジナルトート 

バックをつくろう！ 

Ｌ 

Ｍ 

Ｎ 

10:30～12:00 

13:00～14:30 

14:30～16:00 

20 名 

20 名 

20 名 

15.「楽しく知ろう電気メーター」 

電気って、どうやってはかってい 

  るの？～作ってみようペットボト 

ルエコライト～ 

 

Ｏ 

Ｐ 

 

11:30～12:30 

14:00～15:00 

 

15 名 

15 名 

17.シャーベットアイスを体験しよ

う！～新鮮なお魚が届くまで～ 

Ｑ 

Ｒ 

Ｓ 

Ｔ 

10:15～11:00 

11:15～12:00 

13:30～14:15 

14:45～15:30 

20 名 

20 名 

20 名 

20 名 

 

※ ｢子ども見学デー｣で取得作成した個人情報は適切に管理し、その業務目的以外 

の用途には利用いたしません。 

 

※ 開催当日の会場の様子や、会場に訪れた方々の様子を撮影し、後日、沖縄総合 

事務局などのホームページや広報誌などに掲載させていただく場合があります。 

あらかじめご了承ください。 


