
総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通
省、環境省
北海道教育委員会、青森県教育委員会、岩手県教育委員会、
宮城県教育委員会、秋田県教育委員会、山形県教育委員会、
福島県教育委員会、茨城県教育委員会、栃木県教育委員会、
群馬県教育委員会、埼玉県教育委員会、千葉県教育委員会、
東京都教育委員会、神奈川県教育委員会、新潟県教育委員会、
富山県教育委員会、石川県教育委員会、福井県教育委員会、
山梨県教育委員会、長野県教育委員会、岐阜県教育委員会、
静岡県教育委員会、愛知県教育委員会、三重県教育委員会、
滋賀県教育委員会、京都府教育委員会、大阪府教育委員会、
兵庫県教育委員会、奈良県教育委員会、和歌山県教育委員会、
鳥取県教育委員会、島根県教育委員会、岡山県教育委員会、
広島県教育委員会、山口県教育委員会、徳島県教育委員会、
香川県教育委員会、愛媛県教育委員会、高知県教育委員会、
福岡県教育委員会、佐賀県教育委員会、長崎県教育委員会、
熊本県教育委員会、大分県教育委員会、宮崎県教育委員会、
鹿児島県教育委員会、沖縄県教育委員会
全国高等学校長協会、国立高等専門学校協会

（１）学年・平成１５年５月２７日現在、高等学校または高
等専門学校（１～３年）に在籍する生徒。

（２）その他

（１）主催者および受入協力機関が各会場ごとに選考を行い、
参加者を決定します。

（２）参加費8,000円（保険料等実費の一部に充当します）
なお、自宅と会場間の交通費は自己負担になります。

（３）通知　選考結果は平成15年7月中旬に本人に通知し
ます。また、参加者には別途詳細をご連絡します。

財団法人　日本科学技術振興財団
（受入協力機関）
気象研究所、通信総合研究所 関西先端研究センター、
国立科学博物館、物質・材料研究機構、防災科学技術研
究所、航空宇宙技術研究所、航空宇宙技術研究所 角田宇
宙推進技術研究所、放射線医学総合研究所、農業技術研
究機構 中央農業総合研究センター、農業技術研究機構
作物研究所、農業技術研究機構 果樹研究所、農業技術
研究機構 畜産草地研究所、農業技術研究機構 九州沖縄
農業研究センター、農業生物資源研究所、農業環境技術
研究所、農業工学研究所、森林総合研究所、産業技術総
合研究所 つくばセンター、産業技術総合研究所 北海道
センター・地質調査総合センター、産業技術総合研究所
中部センター、港湾空港技術研究所、国立環境研究所、
日本原子力研究所、理化学研究所、核燃料サイクル開発
機構、宇宙開発事業団、海洋科学技術センター

応募者は「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、
（財）日本科学技術振興財団サイエンスキャンプ事務局
に平成１５年６月３０日（月）＜必着＞までにお送り下
さい。
なお、参加者に決定した場合は、さらに健康問診表
（アンケート）を提出していただきます。

財団法人日本科学技術振興財団　振興部内
サイエンスキャンプ事務局
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2番1号
TEL：03-3212-2454 FAX：03-3212-8449・0014
URL：http://ppd.jsf.or.jp/camp/index.html
E-mail：camp@jsf.or.jp

◎応募締切：2003年6月30日（月）〈必着〉

近年、科学技術への関心の低下傾向が指摘され、特にその
傾向の著しい「青少年の理工系離れ」が社会の耳目を集めて
おります。
わが国が科学技術創造立国を掲げ、創造的な分野で世界に
貢献していくためには、豊かな科学的素養を持った青少年を
育てていくことが急務であり、科学技術学習機会の充実が求
められています。
創造性豊かな青少年を育てていくには、一人一人の関心に
応じた質の高い、多様な科学技術体験学習の機会を提供し、
若者の心に芽ぶいた感動や興味等の感性を大事にし、創造的
探求心に育てていくことが大事です。
サイエンスキャンプは研究機関の持つ学習資源としてのポ
テンシャルを最大限に活用した「創造的科学技術体験合宿プ
ログラム」です。
研究の現場を知り、日頃経験したことのない最先端の研究
装置で身の回りのことを調べてみることなどにより、参加者
が日常生活の中にある「不思議」を発見し、科学技術をより身
近なものと感じられるようになることを狙いとしています。
科学技術に関心を抱く高校生等が、普段会う機会のない優
れた科学者に直接話しを聞き、指導を受けることにより、科
学的なものの見方を養うとともに、若い研究者と何でも自由
に話し合える機会を設け、研究者になった動機、研究してい
る中で見つけた感動、科学の素晴らしさについて直接聞く機
会を設けたいと考えています。
また、学校や学年、地域を越えて、科学の好きな友達と合宿
生活をすることも青少年の心身の育成の上で効果的と思われ
ます。必要に応じ、学校教育の現場で日頃高校生の指導をされ
ている教育実践者の協力を得つつ、青少年にとって魅力的な
科学技術体験学習の環境を築き上げて行きたいと存じます。
さらに、この事業を通して研究機関が一般の人にとって一
層身近なものになることを願っております。

■ 趣　　旨 ■

夏休みに高校生が最先端の研究施設で直接実習を受けられる
2泊3日の科学技術体験合宿プログラム

■ 応募資格 ■

■ 応募方法 ■

■ 選考方法および決定等 ■

■ 主催および受入協力機関 ■

■ 後　援（申請中）■

■ 応募要項請求先・応募先 ■

日本原子力研究所 募集人数：15人

会期：2003年8月19日（火）午後1時～ 21日（木）午後3時
会場：日本原子力研究所　東海研究所

〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地4
日本原子力研究所　那珂研究所
〒311-0193 茨城県那珂郡那珂町向山801番地1
URL：http://www.jaeri.go.jp/

プログラム（予定）：
（1）透明人間も真っ青！？
（2）放射線は身近な存在
（3）マジックハンドでなんでもキャッチ
（4）光の不思議
（5）磁石の不思議
（6）原子炉ってなあに？

理化学研究所 募集人数：3コースで9人

会期：2003年7月23日（水）午後1時～ 25日（金）午後3時
会場：理化学研究所

〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1
URL：http://www.riken.go.jp/

プログラム（予定）：
A．「細胞をつくる構造とタンパク質の動きを観察しよう」コース　3人

B．「高温超伝導体を自作して完全反磁性の性質を調べよう」コース　3人

C．「エコマテリアルを用いて有機太陽電池を作ろう」コース　3人

核燃料サイクル開発機構 募集人数：10人

会期：2003年8月5日（火）午後1時15分～ 7日（木）午後3時

会場：核燃料サイクル開発機構　大洗工学センター
〒311-1393 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002
URL：http://www.jnc.go.jp/index.html

プログラム（予定）：
（1）OECウォッチング　

～原子炉運転から冷却材ナトリウムまで～

（2）液体金属ナトリウムの流れをシミュレーション
～数値計算で流れを最適化しよう～

（3）熱特性評価と電子顕微鏡によるミクロ観察　
～身近な物を詳しく知ろう～

宇宙開発事業団 募集人数：30人

会期：2003年8月4日（月）午後1時～ 6日（水）午後2時30分

会場：宇宙開発事業団　筑波宇宙センター
〒305-8505 茨城県つくば市千現2-1-1
URL：http://www.nasda.go.jp/

プログラム（予定）：
（1）講義：「国際宇宙ステーション」、「ロケット」、「人工衛星」
（2）施設見学：ロケットエンジン、衛星の実物大モデル、国際宇宙ステー

ション日本実験棟「きぼう」の実物大モデル、無重量環境模擬水槽
（プール）、宇宙飛行士を養成するための施設等を見学します。

（3）演習：モデルロケットの製作と打上げ
ロケット用固体燃料を２個使用した２段式モデルロケットを参加者各
自が手作りし、打ち上げます。

海洋科学技術センター 募集人数：24人

開催地MAP

会期：2003年8月4日（月）午前10時30分～ 6日（水）午後3時

会場：海洋科学技術センター　横須賀本部
〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2-15
URL：http://www.jamstec.go.jp/

プログラム（予定）：
（1）深海を探る
①深海6500mの世界　②深海への挑戦　③ROV実習　④深海の生物

（2）水中の世界
①潜水と人間②圧力体験実験（希望者のみ）③体験潜水（希望者のみ）④圧力の驚異

（3）21世紀の地球
①地球環境と地球 ②地球を探る　③深海地球ドリリング計画

独立行政法人
港湾空港技術研究所 募集人数：3コースで10人

会期：2003年7月28日（月）午後1時30分～ 30日（木）午後2時

会場：港湾空港技術研究所
〒239-0826 神奈川県横須賀市長瀬3-1-1
URL：http://www.pari.go.jp/

プログラム（予定）：

独立行政法人
国立環境研究所　落石岬ステーション 募集人数：6人

会期：2003年8月21日（木）午後2時～ 23日（土）午後3時

会場：国立環境研究所　地球環境研究センター
地球環境モニタリングステーション－落石岬
北海道根室市落石西243-2（当施設は通常無人です）
URL：http：//www-cger.nies.go.jp/index-j.html

プログラム（予定）：【地球環境モニタリングの現場から地球温暖化を考える】

二酸化炭素などの温室効果ガスの観測は、人間活動の影響をできるだけ避ける
ために、人里離れた岬の先端や離島で行われています。落石岬は北海道根室半
島の付け根にある小さな岬です。その岬の先端にあるステーションで温室効果
ガス観測の実際を体験するとともに、二酸化炭素濃度の変動に大きく寄与する
植物の光合成能力を野外で調査します。

独立行政法人
産業技術総合研究所　中部センター 募集人数：10人

会期：2003年8月5日（火）午後1時30分～ 7日（木）午後0時30分

会場：産業技術総合研究所　中部センター
〒463-8560 愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266-98
URL：http：//unit.aist.go.jp/chubu/

プログラム（予定）：
1日目・2日目午前中
「ナノの世界」とはどういうものかを紹介し、次にそれを
実際に体験するために、ナノテクノロジーの部品の一つで
あるナノ粒子（クラスター）を作製してもらい、さらにそ
の大きさ、質量をどうやって測るのかということを体験し
ます。大きさの測定には「電子顕微鏡」、質量の測定には
ノーベル化学賞受賞の田中耕一さんが原理を発明された
「MALDI」という方法を用いる予定です。
2日目午後・3日目
ナノテクノロジーの基本となる分子の構造と性質について

勉強します。まずは、「溶ける、溶けない、混じる、混じら
ない？」と題したワークショップを行います。特に、物質
の溶解性や相溶性が分子の構造とどんな関係になっている
のか理解して頂きます。実験では、何層の液体の層がお互
いに混じらないで存在出来るか、自分で何種類かの液体を
混ぜて貰います。そして、分子が似ている、似ていないと
いう分子認識の基本と、「似たもの同士は溶け合う」という
とても素朴だけれど、それでいて含蓄の深い化学の経験則
を実感して頂きます。さらに、それぞれの層に選択的に溶
ける物質を溶かして層に色を付けてもらい、これを万華鏡
で覗いて化学の不思議な世界に触れて貰います。

コースでは「なぜ崩れるのか？」「どうしたら防げるの
か？」ということを実験を通して学んでいきます。

Ｃ．「海の中で工事をしよう」コース　4人
海中工事は、水の抵抗が大きく、濁りで自分の手も
よく見えません。陸上で例えると、暴風雨の中で目
をつぶって作業をするようなものです。本コースで
は、このような環境で用いられる機械のロボット化
について学びます。具体的には、模型ロボットアー
ムの制御の実習、大きな物体の移動装置模型を使っ
た作業を体験します。

Ａ．「波の力を知ろう」コース　3人
海の波は見た目以上に大きな力を持っています。本コー
スでは、実験装置で実際に波を起こしたり、パソコンを
使って波の様子を再現したりして、波の基本的な性質を
理解します。また、防波堤の模型に波を当てて、その力の
大きさを調べます。

Ｂ．「強い地盤を造ろう」コース　3人
家やビルなどを支えている地盤は固くそして丈夫である
と思っていませんか？しかし、地すべりや崖崩れ、地震
などによってもろくも崩れてしまうことがあります。本



独立行政法人
防災科学技術研究所 募集人数：12人

会期：2003年7月30日（水）午後1時30分～ 8月1日（金）午後2時

会場：防災科学技術研究所
〒305-0006 茨城県つくば市天王台３-１
URL：http://www.bosai.go.jp/jindex.html

プログラム（予定）：

（1）自然災害についての過去・現在・未来

（2）雨の地中への浸透と土砂災害の発生

（3）噴火はどうして起こるのか？

（4）地震を知る技術

（5）自然災害をミニチュアで再現

独立行政法人
航空宇宙技術研究所 角田宇宙推進技術研究所 募集人数：8人

会期：2003年8月19日（火）午後1時～ 21日（木）午後3時

会場：航空宇宙技術研究所　角田宇宙推進技術研究所
〒981-1525 宮城県角田市君萱字小金沢１
URL：http://www.nal.go.jp/krc/jpn/index.html

プログラム（予定）：

（1）宇宙へのエンジンシステムの基礎
（2）ラムジェットエンジン基礎講座
（3）ロケットエンジン基礎講座
（4）ターボポンプ基礎講座
（5）エンジン用数値計算（CFD）基礎講座

独立行政法人
放射線医学総合研究所 募集人数：20人

会期：2003年8月18日（月）午後1時～ 21日（木）正午

会場：放射線医学総合研究所
〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1
URL：http://www.nirs.go.jp

プログラム（予定）：
■講義と実習【放射線の基礎】
■講義と実習【画像診断と放射線の利用】
■実習「放射線を見てみよう！」
■講義と見学【放射線被ばくとは？】
■講義と見学【加速器とマイクロビーム】
■講義【重粒子線の医学利用】

独立行政法人 農業技術研究機構
中央農業総合研究センター 募集人数：8人

会期：2003年8月6日（水）午後1時～ 8日（金）午後2時30分

会場：農業技術研究機構　中央農業総合研究センター
〒305-8666 茨城県つくば市観音台3-1-1
URL：http://narc.naro.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：

独立行政法人 農業技術研究機構
作物研究所 募集人数：8人

会期：2003年8月4日（月）午後1時～ 6日（水）午後3時
会場：農業技術研究機構　作物研究所

〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-18
URL：http://nics.naro.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：
（1）開発中の遺伝子組換えイネ、イネ交配現場、育種圃場を見て品種改良最

前線に入ってみよう
（2）澱粉を調べ、でんぷんと食味の関係を追求してみよう
（3）うどん打ちをし新品種のコムギを試食してみよう
（4）インド型と日本型のコメを食べ比べ、その差異を考えてみよう
（5）虫に強いイネでメンデル遺伝の原理を理解しよう
（6）窒素固定する根粒について見てみよう

独立行政法人 農業技術研究機構
果樹研究所 募集人数：12人

会期：2003年8月6日（水）午後1時～ 8日（金）午後2時30分

会場：農業技術研究機構　果樹研究所
〒305-8605 茨城県つくば市藤本2-1
URL：http://fruit.naro.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：

（1）いろいろなモモ

（2）組織培養をやってみよう

（3）土のはたらきを調べてみよう

（4）果樹の病気とは？　病原菌のあれこれ

独立行政法人 農業技術研究機構
畜産草地研究所 募集人数：2コースで6人

会期：2003年8月6日（水）午後1時～ 8日（金）午後3時

会場：農業生物資源研究所　畜産草地研究所
〒305-0901 茨城県つくば市池ノ台2
URL：http：//nilgs.naro.affrc.go.jp

プログラム（予定）：
A．「家畜繁殖」コース　3人

・牛の生態を知る
・受精卵移植などの繁殖技術についての説明・実習
・精子・卵子及び胚の観察・実習

B．「微生物」コース　3人
・牛の行動を知る
・牛の食べ物とその消化を考える
・牛の第一胃（ルーメン）に住んでいる微生物の観察・実習

独立行政法人
航空宇宙技術研究所 募集人数：20人

独立行政法人 農業技術研究機構
九州沖縄農業研究センター 募集人数：5人

会期：2003年8月5日（火）午後1時～ 7日（木）午後3時

会場：農業技術研究機構　九州沖縄農業研究センター
〒861-1192 熊本県菊池郡西合志町大字須屋2421
URL：http：//konarc.naro.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：
「Livestockと資源循環」をテーマにした体験学習を計画しています。

（1）牧草ってなに？イネも牧草？

（2）牛乳を搾ってバターを作ろう

（3）体外受精と受精卵の操作

（4）バイオマスと堆肥の利用

会期：2003年8月5日（火）午後1時～ 7日（木）午後3時30分

会場：航空宇宙技術研究所
〒182-8522 東京都調布市深大寺東町7-44-1
URL：http://www.nal.go.jp

プログラム（予定）：

（1）なぜ飛行機は飛ぶの？セミナー
（2）航法・誘導・制御技術セミナー
（3）構造・材料技術セミナー
（4）空気力学セミナー
（5）推進技術セミナー
（6）プロジェクトセミナー

会期：Aコース2003年8月 5日（火）午前10時～ 7日（木）午後3時
Bコース2003年8月 5日（火）午後1時～ 7日（木）午後1時
Cコース2003年7月29日（火）午後1時30分～31日（木）午後3時30分

会場：国立科学博物館
A.国立科学博物館新宿分館研修研究館2F実習室
（フィールド）東京都八王子市の高尾山周辺
B.国立中央青年の家
（フィールド）富士山5合目高山帯及び周辺山麓
C.福島県立博物館
（フィールド）福島県只見町布沢及び周辺地域
（実施機関連絡先）
〒110-8718 東京都台東区上野公園7-20
URL：http：//www.kahaku.go.jp/

プログラム（予定）：
A.「土の中の小動物－土壌動物学への入門」コース10人

落ち葉層を含む土壌中にはきわめて多様な動物が生息し、独特の生態系を形成
しています。野外で採集した土壌サンプルから、これらの小動物を分離・抽出
して標本を作製し、それらの名前を調べるという一連の作業を実際に体験する
ことで、その生態系を観察するテクニックを習得します。

B.「富士の自然につつまれて－植物、地衣、粘菌の生態を探る－」コース　10人
富士山は、高さとともに植物の種類の移り変わる様子がよくわかる山として知ら
れています。高山帯の針葉樹林と山麓のブナ林に入り込み、そこに生活する植
物・地衣・粘菌を比較しながら、違いを目で確かめ、肌で感じてみませんか。

C.「化石発掘と化石群による古環境復元」コース10人
新第三紀中新世中ごろ（1,000～1,500万年前）の化石の体験発掘をします。植物
と貝類の化石を中心に、それらの化石群から古環境や古気候を考えてみます。

独立行政法人
国立科学博物館 募集人数：3コースで30人

会期：2003年8月6日（水）午後1時30分～ 8日（金）午後3時

会場：通信総合研究所　関西先端研究センター
〒651-2492 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-2
URL：http://www-karc.crl.go.jp/ja/top.html

プログラム（予定）：
Ａ.「最新鋭の光学顕微鏡が拓くタンパク質の世界」コース　4人

タンパク質が動く様子を見てみよう
生物分子モーターと呼ばれるタンパク質の働きによって、生き物は動くことができます。生物分
子モーターは、ナノメートルサイズの超小型高性能モーターです。この生物分子モーターを細胞
から取り出して、そのダイナミックな動きを最新鋭の光学顕微鏡を使って観察してみましょう。

Ｂ.「ヒトの脳活動計測の実験」コース 4人（保護者の同意書が必要です。）
磁気共鳴画像という装置を用いると、ヒトの脳の構造と、脳の活動状態の両方を見ることがで
きます。参加者には、視覚刺激や運動等に伴う脳活動計測の実験に実験者及び被験者として参
加してもらい、自分自身の脳の活動を調べるための計測・解析を体験してもらいます。

独立行政法人
通信総合研究所 関西先端研究センター 募集人数：2コースで8人

会期：2003年7月30日（水）午後1時～ 8月1日（金）午後3時

会場：気象庁気象研究所
〒305-0052 茨城県つくば市長峰1-1
URL：http://www.mri-jma.go.jp/Welcome-sjis.html

プログラム（予定）：【地球はいま】
昔から変わらずに、みなさんの生活に密着し、親しまれてきた話題である「天気」、「地震」、
「波浪」・・・。テレビをつければ、「オゾンホール」、「気候変動」、「環境破壊」などなど、
よく耳にすることと思います。これほど身近にありながら、一般的にはあまり理解されてい
ません。そこで、私たちの住んでいる、この地球ではどんなことが起こっているのか、いろ
いろな自然現象（気象、地象、水象）を講義、実験、観測等で理解を深めます。

国土交通省 気象庁
気象研究所 募集人数：10人

学習内容
・構造材料って…なに？
・セラミックスって知ってる？

実習内容
・強度特性を調べよう！
・研磨にチャレンジして材料の組織を
観察してみよう！
・壊れた面を観察しよう！
・ダイヤやガラス作りなどに挑戦してみ
よう！

会期：2003年7月29日（火）午後1時30分～ 31日（木）午後3時

会場：物質・材料研究機構
〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1
URL：http://www.nims.go.jp/

プログラム（予定）：【構造材料とセラミックスを知る特別企画】

独立行政法人
物質・材料研究機構 募集人数：15人

独立行政法人
農業生物資源研究所 募集人数：6人

会期：2003年8月6日（水）午後2時～ 8日（金）午後2時

会場：農業生物資源研究所
〒305-8602 茨城県つくば市観音台2-1-2
URL：http：//www.nias.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：
（1）遺伝資源の大切さ、昆虫からのDNA抽出実験
（2）ネムリユスリカの不思議な生命現象　－水で戻すと生き返る動物組織－
（3）食うか食われないかの昆虫と植物の化学戦争
（4）昆虫をまねたロボット
（5）天敵昆虫を利用して害虫を退治する
（6）新たな生活素材としてのシルクの利用

独立行政法人
産業技術総合研究所　つくばセンター 募集人数：3コースで15人

会期：2003年7月30日（水）午後1時～ 8月1日（金）午後2時30分

会場：産業技術総合研究所　つくばセンター
〒305-8563 つくば市梅園1-1-1
中央第3産業技術総合研究所成果普及部門広報出版部広報室
URL：http：//www.aist.go.jp

プログラム（予定）：
A.「模型スターリングエンジンを作ってみよう」コース　6人

B.「プログラムでハードウェアを作ってみよう」コース　6人

C.「アフリカツメガエルを使って科学しよう」コース　3人

独立行政法人
産業技術総合研究所 北海道センター・地質調査総合センター 募集人数：10人

会期：2003年8月4日（月）午後12時45分～ 6日（水）午後2時

会場：産業技術総合研究所　北海道センター
有珠山周辺、支笏湖周辺、苫小牧市内
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎3階
URL ：http：//www.gsj.jp/Hokkaido/hbhome.htm
URL ：http：//unit.aist.go.jp/hokkaido/
URL ：http：//www.gsj.jp/HomePageJP.html

プログラム（予定）：
（1）北海道センターで行っている最先端の研究内容を紹介します
（2）有珠山や昭和新山で、大地のエネルギーを体験します
（3）野外での地質調査方法を実習します
（4）苫小牧市勇払の天然ガス生産プラントを見学します

会期：2003年8月19日（火）午後1時～ 21日（木）午後3時

会場：農業環境技術研究所
〒305-8604 茨城県つくば市観音台3-1-3
URL：http：//www.niaes.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：

A．「田畑やその周りの昆虫を調べてみよう」コース4人

B.「環境浄化を目指した微生物の遺伝子操作」コース　4人

C.「微量の農薬を簡単に測ってみよう」コース　4人

独立行政法人
農業環境技術研究所 募集人数：3コースで12人

会期：2003年8月6日（水）午後1時～ 8日（金）午後3時
会場：森林総合研究所

〒305-8687 茨城県つくば市松の里1
URL：http：//www.ffpri.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：

独立行政法人
森林総合研究所 募集人数：3コースで12人

会期：2003年8月6日（水）午後2時～ 8日（金）午後2時

会場：農業工学研究所
〒305-8609 茨城県つくば市観音台2-1-6
URL：http://www.nkk.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：

（1）セッションⅠ：
水の流れはどうしたら導けるか？～水は方形の器に従わず！～

（2）セッションⅡ：
農村の水辺環境はいくらか？～水辺の大切さを金額に勘算しよう～

（3）セッションⅢ：
砂と水で川の姿を調べよう！～水と砂の流れがつくるフシギな世界～

独立行政法人
農業工学研究所 募集人数：6人

（3）生き物の「うごき」を探る、「かたち」を創る
ダイナミックな昆虫たちの「動き」を知るための
さまざまな手法（気象解析、捕獲方法、映像の利
用など）を紹介します。また昆虫たちの餌でもあ
りすみかでもある植物の「かたち」の成り立ちを
調べ、その生長について簡単なコンピュータシミ
ュレーションにより理解を深めます。

（1）身体に感じる暑熱をはかる
異なる温・湿度環境にあるガラスハウスに入り、どち
らが好適環境であるかなどを体験し、アメニティの違
いを計算式によって指標化します。

（2）調べてみようイネの「かたち」
実際に水田で育っているイネをくわしく観察して、「か
たち」が持つ意味について考えます。また、籾の付き
方をコンピューターで再現して理解を深めます。

・合成したフェロモンを使ってその効果を
調べます

Cコース．「木の良さと使い方を知る」
・木の種類と材質の特徴を調べます
・住宅などへの木材の使い方とその良さを
考えます
・木の快適性を科学的に調べます

Aコース．「森の中の多様な植物たちを訪ねる」
・森で植生を調査します
・植生の違いと多様性の関係を解析します
・生物の多様性について考えます

Bコース．「昆虫のフェロモンの不思議を探る」
・林に住む昆虫からフェロモンを集めます
・フェロモンの化学構造を推定します



独立行政法人
防災科学技術研究所 募集人数：12人

会期：2003年7月30日（水）午後1時30分～ 8月1日（金）午後2時

会場：防災科学技術研究所
〒305-0006 茨城県つくば市天王台３-１
URL：http://www.bosai.go.jp/jindex.html

プログラム（予定）：

（1）自然災害についての過去・現在・未来

（2）雨の地中への浸透と土砂災害の発生

（3）噴火はどうして起こるのか？

（4）地震を知る技術

（5）自然災害をミニチュアで再現

独立行政法人
航空宇宙技術研究所 角田宇宙推進技術研究所 募集人数：8人

会期：2003年8月19日（火）午後1時～ 21日（木）午後3時

会場：航空宇宙技術研究所　角田宇宙推進技術研究所
〒981-1525 宮城県角田市君萱字小金沢１
URL：http://www.nal.go.jp/krc/jpn/index.html

プログラム（予定）：

（1）宇宙へのエンジンシステムの基礎
（2）ラムジェットエンジン基礎講座
（3）ロケットエンジン基礎講座
（4）ターボポンプ基礎講座
（5）エンジン用数値計算（CFD）基礎講座

独立行政法人
放射線医学総合研究所 募集人数：20人

会期：2003年8月18日（月）午後1時～ 21日（木）正午

会場：放射線医学総合研究所
〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1
URL：http://www.nirs.go.jp

プログラム（予定）：
■講義と実習【放射線の基礎】
■講義と実習【画像診断と放射線の利用】
■実習「放射線を見てみよう！」
■講義と見学【放射線被ばくとは？】
■講義と見学【加速器とマイクロビーム】
■講義【重粒子線の医学利用】

独立行政法人 農業技術研究機構
中央農業総合研究センター 募集人数：8人

会期：2003年8月6日（水）午後1時～ 8日（金）午後2時30分

会場：農業技術研究機構　中央農業総合研究センター
〒305-8666 茨城県つくば市観音台3-1-1
URL：http://narc.naro.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：

独立行政法人 農業技術研究機構
作物研究所 募集人数：8人

会期：2003年8月4日（月）午後1時～ 6日（水）午後3時
会場：農業技術研究機構　作物研究所

〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-18
URL：http://nics.naro.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：
（1）開発中の遺伝子組換えイネ、イネ交配現場、育種圃場を見て品種改良最

前線に入ってみよう
（2）澱粉を調べ、でんぷんと食味の関係を追求してみよう
（3）うどん打ちをし新品種のコムギを試食してみよう
（4）インド型と日本型のコメを食べ比べ、その差異を考えてみよう
（5）虫に強いイネでメンデル遺伝の原理を理解しよう
（6）窒素固定する根粒について見てみよう

独立行政法人 農業技術研究機構
果樹研究所 募集人数：12人

会期：2003年8月6日（水）午後1時～ 8日（金）午後2時30分

会場：農業技術研究機構　果樹研究所
〒305-8605 茨城県つくば市藤本2-1
URL：http://fruit.naro.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：

（1）いろいろなモモ

（2）組織培養をやってみよう

（3）土のはたらきを調べてみよう

（4）果樹の病気とは？　病原菌のあれこれ

独立行政法人 農業技術研究機構
畜産草地研究所 募集人数：2コースで6人

会期：2003年8月6日（水）午後1時～ 8日（金）午後3時

会場：農業生物資源研究所　畜産草地研究所
〒305-0901 茨城県つくば市池ノ台2
URL：http：//nilgs.naro.affrc.go.jp

プログラム（予定）：
A．「家畜繁殖」コース　3人

・牛の生態を知る
・受精卵移植などの繁殖技術についての説明・実習
・精子・卵子及び胚の観察・実習

B．「微生物」コース　3人
・牛の行動を知る
・牛の食べ物とその消化を考える
・牛の第一胃（ルーメン）に住んでいる微生物の観察・実習

独立行政法人
航空宇宙技術研究所 募集人数：20人

独立行政法人 農業技術研究機構
九州沖縄農業研究センター 募集人数：5人

会期：2003年8月5日（火）午後1時～ 7日（木）午後3時

会場：農業技術研究機構　九州沖縄農業研究センター
〒861-1192 熊本県菊池郡西合志町大字須屋2421
URL：http：//konarc.naro.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：
「Livestockと資源循環」をテーマにした体験学習を計画しています。

（1）牧草ってなに？イネも牧草？

（2）牛乳を搾ってバターを作ろう

（3）体外受精と受精卵の操作

（4）バイオマスと堆肥の利用

会期：2003年8月5日（火）午後1時～ 7日（木）午後3時30分

会場：航空宇宙技術研究所
〒182-8522 東京都調布市深大寺東町7-44-1
URL：http://www.nal.go.jp

プログラム（予定）：

（1）なぜ飛行機は飛ぶの？セミナー
（2）航法・誘導・制御技術セミナー
（3）構造・材料技術セミナー
（4）空気力学セミナー
（5）推進技術セミナー
（6）プロジェクトセミナー

会期：Aコース2003年8月 5日（火）午前10時～ 7日（木）午後3時
Bコース2003年8月 5日（火）午後1時～ 7日（木）午後1時
Cコース2003年7月29日（火）午後1時30分～31日（木）午後3時30分

会場：国立科学博物館
A.国立科学博物館新宿分館研修研究館2F実習室
（フィールド）東京都八王子市の高尾山周辺
B.国立中央青年の家
（フィールド）富士山5合目高山帯及び周辺山麓
C.福島県立博物館
（フィールド）福島県只見町布沢及び周辺地域
（実施機関連絡先）
〒110-8718 東京都台東区上野公園7-20
URL：http：//www.kahaku.go.jp/

プログラム（予定）：
A.「土の中の小動物－土壌動物学への入門」コース10人

落ち葉層を含む土壌中にはきわめて多様な動物が生息し、独特の生態系を形成
しています。野外で採集した土壌サンプルから、これらの小動物を分離・抽出
して標本を作製し、それらの名前を調べるという一連の作業を実際に体験する
ことで、その生態系を観察するテクニックを習得します。

B.「富士の自然につつまれて－植物、地衣、粘菌の生態を探る－」コース　10人
富士山は、高さとともに植物の種類の移り変わる様子がよくわかる山として知ら
れています。高山帯の針葉樹林と山麓のブナ林に入り込み、そこに生活する植
物・地衣・粘菌を比較しながら、違いを目で確かめ、肌で感じてみませんか。

C.「化石発掘と化石群による古環境復元」コース10人
新第三紀中新世中ごろ（1,000～1,500万年前）の化石の体験発掘をします。植物
と貝類の化石を中心に、それらの化石群から古環境や古気候を考えてみます。

独立行政法人
国立科学博物館 募集人数：3コースで30人

会期：2003年8月6日（水）午後1時30分～ 8日（金）午後3時

会場：通信総合研究所　関西先端研究センター
〒651-2492 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-2
URL：http://www-karc.crl.go.jp/ja/top.html

プログラム（予定）：
Ａ.「最新鋭の光学顕微鏡が拓くタンパク質の世界」コース　4人

タンパク質が動く様子を見てみよう
生物分子モーターと呼ばれるタンパク質の働きによって、生き物は動くことができます。生物分
子モーターは、ナノメートルサイズの超小型高性能モーターです。この生物分子モーターを細胞
から取り出して、そのダイナミックな動きを最新鋭の光学顕微鏡を使って観察してみましょう。

Ｂ.「ヒトの脳活動計測の実験」コース 4人（保護者の同意書が必要です。）
磁気共鳴画像という装置を用いると、ヒトの脳の構造と、脳の活動状態の両方を見ることがで
きます。参加者には、視覚刺激や運動等に伴う脳活動計測の実験に実験者及び被験者として参
加してもらい、自分自身の脳の活動を調べるための計測・解析を体験してもらいます。

独立行政法人
通信総合研究所 関西先端研究センター 募集人数：2コースで8人

会期：2003年7月30日（水）午後1時～ 8月1日（金）午後3時

会場：気象庁気象研究所
〒305-0052 茨城県つくば市長峰1-1
URL：http://www.mri-jma.go.jp/Welcome-sjis.html

プログラム（予定）：【地球はいま】
昔から変わらずに、みなさんの生活に密着し、親しまれてきた話題である「天気」、「地震」、
「波浪」・・・。テレビをつければ、「オゾンホール」、「気候変動」、「環境破壊」などなど、
よく耳にすることと思います。これほど身近にありながら、一般的にはあまり理解されてい
ません。そこで、私たちの住んでいる、この地球ではどんなことが起こっているのか、いろ
いろな自然現象（気象、地象、水象）を講義、実験、観測等で理解を深めます。

国土交通省 気象庁
気象研究所 募集人数：10人

学習内容
・構造材料って…なに？
・セラミックスって知ってる？

実習内容
・強度特性を調べよう！
・研磨にチャレンジして材料の組織を
観察してみよう！
・壊れた面を観察しよう！
・ダイヤやガラス作りなどに挑戦してみ
よう！

会期：2003年7月29日（火）午後1時30分～ 31日（木）午後3時

会場：物質・材料研究機構
〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1
URL：http://www.nims.go.jp/

プログラム（予定）：【構造材料とセラミックスを知る特別企画】

独立行政法人
物質・材料研究機構 募集人数：15人

独立行政法人
農業生物資源研究所 募集人数：6人

会期：2003年8月6日（水）午後2時～ 8日（金）午後2時

会場：農業生物資源研究所
〒305-8602 茨城県つくば市観音台2-1-2
URL：http：//www.nias.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：
（1）遺伝資源の大切さ、昆虫からのDNA抽出実験
（2）ネムリユスリカの不思議な生命現象　－水で戻すと生き返る動物組織－
（3）食うか食われないかの昆虫と植物の化学戦争
（4）昆虫をまねたロボット
（5）天敵昆虫を利用して害虫を退治する
（6）新たな生活素材としてのシルクの利用

独立行政法人
産業技術総合研究所　つくばセンター 募集人数：3コースで15人

会期：2003年7月30日（水）午後1時～ 8月1日（金）午後2時30分

会場：産業技術総合研究所　つくばセンター
〒305-8563 つくば市梅園1-1-1
中央第3産業技術総合研究所成果普及部門広報出版部広報室
URL：http：//www.aist.go.jp

プログラム（予定）：
A.「模型スターリングエンジンを作ってみよう」コース　6人

B.「プログラムでハードウェアを作ってみよう」コース　6人

C.「アフリカツメガエルを使って科学しよう」コース　3人

独立行政法人
産業技術総合研究所 北海道センター・地質調査総合センター 募集人数：10人

会期：2003年8月4日（月）午後12時45分～ 6日（水）午後2時

会場：産業技術総合研究所　北海道センター
有珠山周辺、支笏湖周辺、苫小牧市内
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎3階
URL ：http：//www.gsj.jp/Hokkaido/hbhome.htm
URL ：http：//unit.aist.go.jp/hokkaido/
URL ：http：//www.gsj.jp/HomePageJP.html

プログラム（予定）：
（1）北海道センターで行っている最先端の研究内容を紹介します
（2）有珠山や昭和新山で、大地のエネルギーを体験します
（3）野外での地質調査方法を実習します
（4）苫小牧市勇払の天然ガス生産プラントを見学します

会期：2003年8月19日（火）午後1時～ 21日（木）午後3時

会場：農業環境技術研究所
〒305-8604 茨城県つくば市観音台3-1-3
URL：http：//www.niaes.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：

A．「田畑やその周りの昆虫を調べてみよう」コース4人

B.「環境浄化を目指した微生物の遺伝子操作」コース　4人

C.「微量の農薬を簡単に測ってみよう」コース　4人

独立行政法人
農業環境技術研究所 募集人数：3コースで12人

会期：2003年8月6日（水）午後1時～ 8日（金）午後3時
会場：森林総合研究所

〒305-8687 茨城県つくば市松の里1
URL：http：//www.ffpri.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：

独立行政法人
森林総合研究所 募集人数：3コースで12人

会期：2003年8月6日（水）午後2時～ 8日（金）午後2時

会場：農業工学研究所
〒305-8609 茨城県つくば市観音台2-1-6
URL：http://www.nkk.affrc.go.jp/

プログラム（予定）：

（1）セッションⅠ：
水の流れはどうしたら導けるか？～水は方形の器に従わず！～

（2）セッションⅡ：
農村の水辺環境はいくらか？～水辺の大切さを金額に勘算しよう～

（3）セッションⅢ：
砂と水で川の姿を調べよう！～水と砂の流れがつくるフシギな世界～

独立行政法人
農業工学研究所 募集人数：6人

（3）生き物の「うごき」を探る、「かたち」を創る
ダイナミックな昆虫たちの「動き」を知るための
さまざまな手法（気象解析、捕獲方法、映像の利
用など）を紹介します。また昆虫たちの餌でもあ
りすみかでもある植物の「かたち」の成り立ちを
調べ、その生長について簡単なコンピュータシミ
ュレーションにより理解を深めます。

（1）身体に感じる暑熱をはかる
異なる温・湿度環境にあるガラスハウスに入り、どち
らが好適環境であるかなどを体験し、アメニティの違
いを計算式によって指標化します。

（2）調べてみようイネの「かたち」
実際に水田で育っているイネをくわしく観察して、「か
たち」が持つ意味について考えます。また、籾の付き
方をコンピューターで再現して理解を深めます。

・合成したフェロモンを使ってその効果を
調べます

Cコース．「木の良さと使い方を知る」
・木の種類と材質の特徴を調べます
・住宅などへの木材の使い方とその良さを
考えます
・木の快適性を科学的に調べます

Aコース．「森の中の多様な植物たちを訪ねる」
・森で植生を調査します
・植生の違いと多様性の関係を解析します
・生物の多様性について考えます

Bコース．「昆虫のフェロモンの不思議を探る」
・林に住む昆虫からフェロモンを集めます
・フェロモンの化学構造を推定します



総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通
省、環境省
北海道教育委員会、青森県教育委員会、岩手県教育委員会、
宮城県教育委員会、秋田県教育委員会、山形県教育委員会、
福島県教育委員会、茨城県教育委員会、栃木県教育委員会、
群馬県教育委員会、埼玉県教育委員会、千葉県教育委員会、
東京都教育委員会、神奈川県教育委員会、新潟県教育委員会、
富山県教育委員会、石川県教育委員会、福井県教育委員会、
山梨県教育委員会、長野県教育委員会、岐阜県教育委員会、
静岡県教育委員会、愛知県教育委員会、三重県教育委員会、
滋賀県教育委員会、京都府教育委員会、大阪府教育委員会、
兵庫県教育委員会、奈良県教育委員会、和歌山県教育委員会、
鳥取県教育委員会、島根県教育委員会、岡山県教育委員会、
広島県教育委員会、山口県教育委員会、徳島県教育委員会、
香川県教育委員会、愛媛県教育委員会、高知県教育委員会、
福岡県教育委員会、佐賀県教育委員会、長崎県教育委員会、
熊本県教育委員会、大分県教育委員会、宮崎県教育委員会、
鹿児島県教育委員会、沖縄県教育委員会
全国高等学校長協会、国立高等専門学校協会

（１）学年・平成１５年５月２７日現在、高等学校または高
等専門学校（１～３年）に在籍する生徒。

（２）その他

（１）主催者および受入協力機関が各会場ごとに選考を行い、
参加者を決定します。

（２）参加費8,000円（保険料等実費の一部に充当します）
なお、自宅と会場間の交通費は自己負担になります。

（３）通知　選考結果は平成15年7月中旬に本人に通知し
ます。また、参加者には別途詳細をご連絡します。

財団法人　日本科学技術振興財団
（受入協力機関）
気象研究所、通信総合研究所 関西先端研究センター、
国立科学博物館、物質・材料研究機構、防災科学技術研
究所、航空宇宙技術研究所、航空宇宙技術研究所 角田宇
宙推進技術研究所、放射線医学総合研究所、農業技術研
究機構 中央農業総合研究センター、農業技術研究機構
作物研究所、農業技術研究機構 果樹研究所、農業技術
研究機構 畜産草地研究所、農業技術研究機構 九州沖縄
農業研究センター、農業生物資源研究所、農業環境技術
研究所、農業工学研究所、森林総合研究所、産業技術総
合研究所 つくばセンター、産業技術総合研究所 北海道
センター・地質調査総合センター、産業技術総合研究所
中部センター、港湾空港技術研究所、国立環境研究所、
日本原子力研究所、理化学研究所、核燃料サイクル開発
機構、宇宙開発事業団、海洋科学技術センター

応募者は「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、
（財）日本科学技術振興財団サイエンスキャンプ事務局
に平成１５年６月３０日（月）＜必着＞までにお送り下
さい。
なお、参加者に決定した場合は、さらに健康問診表
（アンケート）を提出していただきます。

財団法人日本科学技術振興財団　振興部内
サイエンスキャンプ事務局
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2番1号
TEL：03-3212-2454 FAX：03-3212-8449・0014
URL：http://ppd.jsf.or.jp/camp/index.html
E-mail：camp@jsf.or.jp

◎応募締切：2003年6月30日（月）〈必着〉

近年、科学技術への関心の低下傾向が指摘され、特にその
傾向の著しい「青少年の理工系離れ」が社会の耳目を集めて
おります。
わが国が科学技術創造立国を掲げ、創造的な分野で世界に
貢献していくためには、豊かな科学的素養を持った青少年を
育てていくことが急務であり、科学技術学習機会の充実が求
められています。
創造性豊かな青少年を育てていくには、一人一人の関心に
応じた質の高い、多様な科学技術体験学習の機会を提供し、
若者の心に芽ぶいた感動や興味等の感性を大事にし、創造的
探求心に育てていくことが大事です。
サイエンスキャンプは研究機関の持つ学習資源としてのポ
テンシャルを最大限に活用した「創造的科学技術体験合宿プ
ログラム」です。
研究の現場を知り、日頃経験したことのない最先端の研究
装置で身の回りのことを調べてみることなどにより、参加者
が日常生活の中にある「不思議」を発見し、科学技術をより身
近なものと感じられるようになることを狙いとしています。
科学技術に関心を抱く高校生等が、普段会う機会のない優
れた科学者に直接話しを聞き、指導を受けることにより、科
学的なものの見方を養うとともに、若い研究者と何でも自由
に話し合える機会を設け、研究者になった動機、研究してい
る中で見つけた感動、科学の素晴らしさについて直接聞く機
会を設けたいと考えています。
また、学校や学年、地域を越えて、科学の好きな友達と合宿
生活をすることも青少年の心身の育成の上で効果的と思われ
ます。必要に応じ、学校教育の現場で日頃高校生の指導をされ
ている教育実践者の協力を得つつ、青少年にとって魅力的な
科学技術体験学習の環境を築き上げて行きたいと存じます。
さらに、この事業を通して研究機関が一般の人にとって一
層身近なものになることを願っております。

■ 趣　　旨 ■

夏休みに高校生が最先端の研究施設で直接実習を受けられる
2泊3日の科学技術体験合宿プログラム

■ 応募資格 ■

■ 応募方法 ■

■ 選考方法および決定等 ■

■ 主催および受入協力機関 ■

■ 後　援（申請中）■

■ 応募要項請求先・応募先 ■

日本原子力研究所 募集人数：15人

会期：2003年8月19日（火）午後1時～ 21日（木）午後3時
会場：日本原子力研究所　東海研究所

〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地4
日本原子力研究所　那珂研究所
〒311-0193 茨城県那珂郡那珂町向山801番地1
URL：http://www.jaeri.go.jp/

プログラム（予定）：
（1）透明人間も真っ青！？
（2）放射線は身近な存在
（3）マジックハンドでなんでもキャッチ
（4）光の不思議
（5）磁石の不思議
（6）原子炉ってなあに？

理化学研究所 募集人数：3コースで9人

会期：2003年7月23日（水）午後1時～ 25日（金）午後3時
会場：理化学研究所

〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1
URL：http://www.riken.go.jp/

プログラム（予定）：
A．「細胞をつくる構造とタンパク質の動きを観察しよう」コース　3人

B．「高温超伝導体を自作して完全反磁性の性質を調べよう」コース　3人

C．「エコマテリアルを用いて有機太陽電池を作ろう」コース　3人

核燃料サイクル開発機構 募集人数：10人

会期：2003年8月5日（火）午後1時15分～ 7日（木）午後3時

会場：核燃料サイクル開発機構　大洗工学センター
〒311-1393 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002
URL：http://www.jnc.go.jp/index.html

プログラム（予定）：
（1）OECウォッチング　

～原子炉運転から冷却材ナトリウムまで～

（2）液体金属ナトリウムの流れをシミュレーション
～数値計算で流れを最適化しよう～

（3）熱特性評価と電子顕微鏡によるミクロ観察　
～身近な物を詳しく知ろう～

宇宙開発事業団 募集人数：30人

会期：2003年8月4日（月）午後1時～ 6日（水）午後2時30分

会場：宇宙開発事業団　筑波宇宙センター
〒305-8505 茨城県つくば市千現2-1-1
URL：http://www.nasda.go.jp/

プログラム（予定）：
（1）講義：「国際宇宙ステーション」、「ロケット」、「人工衛星」
（2）施設見学：ロケットエンジン、衛星の実物大モデル、国際宇宙ステー

ション日本実験棟「きぼう」の実物大モデル、無重量環境模擬水槽
（プール）、宇宙飛行士を養成するための施設等を見学します。

（3）演習：モデルロケットの製作と打上げ
ロケット用固体燃料を２個使用した２段式モデルロケットを参加者各
自が手作りし、打ち上げます。

海洋科学技術センター 募集人数：24人

開催地MAP

会期：2003年8月4日（月）午前10時30分～ 6日（水）午後3時

会場：海洋科学技術センター　横須賀本部
〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2-15
URL：http://www.jamstec.go.jp/

プログラム（予定）：
（1）深海を探る
①深海6500mの世界　②深海への挑戦　③ROV実習　④深海の生物

（2）水中の世界
①潜水と人間②圧力体験実験（希望者のみ）③体験潜水（希望者のみ）④圧力の驚異

（3）21世紀の地球
①地球環境と地球 ②地球を探る　③深海地球ドリリング計画

独立行政法人
港湾空港技術研究所 募集人数：3コースで10人

会期：2003年7月28日（月）午後1時30分～ 30日（木）午後2時

会場：港湾空港技術研究所
〒239-0826 神奈川県横須賀市長瀬3-1-1
URL：http://www.pari.go.jp/

プログラム（予定）：

独立行政法人
国立環境研究所　落石岬ステーション 募集人数：6人

会期：2003年8月21日（木）午後2時～ 23日（土）午後3時

会場：国立環境研究所　地球環境研究センター
地球環境モニタリングステーション－落石岬
北海道根室市落石西243-2（当施設は通常無人です）
URL：http：//www-cger.nies.go.jp/index-j.html

プログラム（予定）：【地球環境モニタリングの現場から地球温暖化を考える】

二酸化炭素などの温室効果ガスの観測は、人間活動の影響をできるだけ避ける
ために、人里離れた岬の先端や離島で行われています。落石岬は北海道根室半
島の付け根にある小さな岬です。その岬の先端にあるステーションで温室効果
ガス観測の実際を体験するとともに、二酸化炭素濃度の変動に大きく寄与する
植物の光合成能力を野外で調査します。

独立行政法人
産業技術総合研究所　中部センター 募集人数：10人

会期：2003年8月5日（火）午後1時30分～ 7日（木）午後0時30分

会場：産業技術総合研究所　中部センター
〒463-8560 愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266-98
URL：http：//unit.aist.go.jp/chubu/

プログラム（予定）：
1日目・2日目午前中
「ナノの世界」とはどういうものかを紹介し、次にそれを
実際に体験するために、ナノテクノロジーの部品の一つで
あるナノ粒子（クラスター）を作製してもらい、さらにそ
の大きさ、質量をどうやって測るのかということを体験し
ます。大きさの測定には「電子顕微鏡」、質量の測定には
ノーベル化学賞受賞の田中耕一さんが原理を発明された
「MALDI」という方法を用いる予定です。
2日目午後・3日目
ナノテクノロジーの基本となる分子の構造と性質について

勉強します。まずは、「溶ける、溶けない、混じる、混じら
ない？」と題したワークショップを行います。特に、物質
の溶解性や相溶性が分子の構造とどんな関係になっている
のか理解して頂きます。実験では、何層の液体の層がお互
いに混じらないで存在出来るか、自分で何種類かの液体を
混ぜて貰います。そして、分子が似ている、似ていないと
いう分子認識の基本と、「似たもの同士は溶け合う」という
とても素朴だけれど、それでいて含蓄の深い化学の経験則
を実感して頂きます。さらに、それぞれの層に選択的に溶
ける物質を溶かして層に色を付けてもらい、これを万華鏡
で覗いて化学の不思議な世界に触れて貰います。

コースでは「なぜ崩れるのか？」「どうしたら防げるの
か？」ということを実験を通して学んでいきます。

Ｃ．「海の中で工事をしよう」コース　4人
海中工事は、水の抵抗が大きく、濁りで自分の手も
よく見えません。陸上で例えると、暴風雨の中で目
をつぶって作業をするようなものです。本コースで
は、このような環境で用いられる機械のロボット化
について学びます。具体的には、模型ロボットアー
ムの制御の実習、大きな物体の移動装置模型を使っ
た作業を体験します。

Ａ．「波の力を知ろう」コース　3人
海の波は見た目以上に大きな力を持っています。本コー
スでは、実験装置で実際に波を起こしたり、パソコンを
使って波の様子を再現したりして、波の基本的な性質を
理解します。また、防波堤の模型に波を当てて、その力の
大きさを調べます。

Ｂ．「強い地盤を造ろう」コース　3人
家やビルなどを支えている地盤は固くそして丈夫である
と思っていませんか？しかし、地すべりや崖崩れ、地震
などによってもろくも崩れてしまうことがあります。本




