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

● 趣　旨 
　我が国は、科学技術の振興により、豊かな国民生活や社会経済の発展
及び産業競争力の強化を実現する「科学技術創造立国」を目指しています。 
　しかしながら、昨今、青少年をはじめとする国民の「科学技術離れ」「理
科離れ」が指摘されています。その一因として、科学技術が高度化、複
雑化し、わかりづらいものとなったことが考えられます。 
　サイエンスキャンプは、ライフサイエンス分野、情報通信分野、環境
分野、ナノテクノロジー・材料分野、宇宙・海洋などのフロンティア分野、
エネルギー分野など先進的なテーマに取り組んでいる公的試験研究機関
を会場とした科学技術体験合宿プログラムです。全国の高等学校、中等
教育学校後期課程または高等専門学校の1～3年生を対象として、6～30名
の規模で3～4日間かけて講義・実験・実習等をおこないます。 
　次の世代を担う若者が、先進的な研究施設や実験装置が活用されてい
る研究現場等で、第一線の研究者、技術者等から直接講義や実習を受け
ることにより、科学的に調べる能力、科学的なものの見方や考え方、科
学技術の基本原理を体得できるようにし、科学技術に対する興味・関心
を高め、知的好奇心や探究心を育てることをねらいとしています。研究
者とじかに接することで、研究に取り組む姿勢なども学びとることがで
きるでしょう。また、必要に応じて学校教育の現場で日頃高校生等の指
導をされている教職員の方々にご協力頂き、アドバイス等を頂いており
ます。 
　サイエンスキャンプには日本各地から同じ興味を持った科学好きの仲
間が集まります。今までの参加者の多くが3～4日間という短い期間ながら、
研究所という環境の中で仲間とさまざまな体験を重ね、刺激をうけ、自
分の未来への希望、求めている夢の実現に向けての第一歩を歩みだして
います。 
　このサイエンスキャンプの体験を通して、高校生の皆さんが科学技術
をより身近に感じ、科学に対する興味や探究心をより一層深め、さらに
この事業をとおして、研究機関が皆様にとって身近なものになることを
願っております。 

● 応募資格 
応募締切時点で、高等学校、中等教育学校後期課程、
または高等専門学校（1～3年生）に在籍する生徒。 

● 後　援（申請中） 
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 

● 応募方法および締切日 
　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16年6月28日（月）＜必着＞までにお送り下さい。 

● 選考方法および決定等 
（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となります。 
（３）選考結果は平成16年7月中旬に本人に通知します。

また、参加者には「参加証」と、集合場所への経路・
持ち物・生活ルール等の詳細を明記した「参加のし
おり」をお送りします。 

（４）参加者には保護者承認書、健康調査・問診票等の書類
を提出していただきます。 

（５）サイエンスキャンプ参加中の事故に備えて、参加者の
皆様には国内旅行傷害保険にご加入いただくことにし
ております。 

● 主催および受入協力機関 
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、情報通信研究機構〔小金井
本部〕、国立科学博物館、物質・材料研究機構、防災
科学技術研究所、放射線医学総合研究所、理化学研究所、
宇宙航空研究開発機構〔筑波宇宙センター、航空宇宙技術
研究センター、角田宇宙推進技術センター〕、海洋研究
開発機構、農業・生物系特定産業技術研究機構〔中央農業
総合研究センター北陸研究センター、果樹研究所、花き
研究所、畜産草地研究所、動物衛生研究所〕、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、
北海道センター・地質調査総合センター、中部センター〕、
港湾空港技術研究所、国立環境研究所地球環境研究セン
ター、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構 

● 応募要項請求先・応募先 
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/　 
E-mail：camp@jsf.or.jp

応募締切日：2004年6月28日（月）＜必着＞ 
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国土交通省　気象庁 

 気象研究所 募集人数：10名 
●会期：2004年7月28日（水）午後1時～30日（金）午後3時 

●会場：気象研究所（茨城県つくば市） 
　　　　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。 

独立行政法人 
防災科学技術研究所 募集人数：15名 
●会期：2004年7月26日（月）午後1時30分～28日（水）午後2時 

●会場：防災科学技術研究所（茨城県つくば市） 
　　　　URL：http：//www.bosai.go.jp/ 

●プログラム（予定）： 

独立行政法人 
情報通信機構 小金井本部 募集人数：2コースで12名 
●会期：2004年8月4日（水）午後1時30分～6日（金）午後3時 

●会場：情報通信研究機構 小金井本部（東京都小金井市） 
　　　　URL：http：//www.nict.go.jp 

●プログラム（予定）： 
A.「レーザーによる原子の周波数測定」コース 

量子力学、量子物理学は半導体、レーザー、超伝導などの新技術をもたらしま
した。現在では時間の基準も地球の自転より正確な原子固有の振動によって定
められています。原子にレーザーを照射してその不思議な性質の一端を覗き量
子的な固有の周波数を測ってみましょう。 

B.「衛星遠隔操作実験体験」コース 
私たちは宇宙空間で人工衛星の修理や不要な衛星の投棄などの世話をす
るシステムの研究に関連して、カメラを搭載した非常に小さな衛星、マ
イクロラブサット1号機を使い実験を行っています。人工衛星の仕組み
や軌道を知り、衛星に搭載されたカメラにコマンドを送ってあなただけ
の地球の写真をとってみませんか。（一部内容変更することあり） 

独立行政法人 
放射線医学総合研究所 募集人数：20名 
●会期：2004年8月17日（火）午後1時～20日（金）午後0時 

●会場：放射線医学総合研究所（千葉県千葉市） 
　　　　URL：http：//www.nirs.go.jp/ 

●プログラム（予定）： 
「放射線の利用とその基礎」というテーマを掲げ、放射線の利用について、
基礎的なことから、医療に関する最先端の内容を学んでいただきます。 
■講義と実習【放射線の基礎】 
■講義と実習【放射線被ばくとは?】 
■講義と実習【DNA・遺伝子（遺伝子で犯人探し）】 
■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!】 
 

独立行政法人 

 国立科学博物館 募集人数：3コースで30名 
●会期：動物（Ａ）コース　2004年8月2日（月） 午後1時 ～ 4日（水） 午後3時 
　　　　植物（Ｂ）コース　2004年8月13日（金）午後0時 ～ 15日（日） 午後5時 
　　　　地学（Ｃ）コース　2004年8月23日（月）午後1時 ～ 25日（水） 午後2時30分 

●会場：Ａ．国立科学博物館 新宿分館研修研究館2F実習室 
　　　　　　屋外（フィールド）築地市場・葛西臨海水族園 
　　　　Ｂ．富士社会教育センター 
　　　　　　屋外（フィールド）富士山南面の森と植物 
　　　　Ｃ．フォッサマグナミュージアム 
　　　　　　屋外（フィールド）新潟県糸魚川市・青海町周辺地域 
　　　　URL：http：//www.kahaku.go.jp/ 

●プログラム（予定）： 
A.「魚類形態学入門-魚類の分類と進化」コース 

魚類は分類に関して未知の部分がたくさん残っている脊髄動物です。陸
上生物には見られない独特の形態も持っています。魚類の形態や分類に
関する基礎知識を学術標本、生きている姿や生鮮標本から学び、形態の
持つ意味を考えてみましょう。 

B.「富士山の森と植物」コース 
1. 富士山南面の自然林と人工林を比較観察して森のあり方を考え、自然

林で菌類を採集する 
2. 森に生えるイケマ（ガガイモ科）を採集し、その花と自然林で採集し

た菌類を観察する 
3. 富士山の高山植物を観察し、富士山を例に自然の風景について考える。 

C.「ヒスイの観察」コース 
世界3大ヒスイの産地で日本のヒスイ文化の発祥地である糸魚川周辺地
域で、ヒスイの観察をします。ヒスイの産状を中心にそれらの岩石学的
鉱物学的特徴を観察し、成因を考えてみます。 

独立行政法人 
理化学研究所 募集人数：3コースで9名 
●会期：2004年7月28日（水）午後0時～30日（金）午後3時10分 

●会場：理化学研究所（埼玉県和光市） 
　　　　URL：http：//www.riken.jp/ 

●プログラム（予定）： 

独立行政法人 
宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター 募集人数：30名 
●会期：2004年7月26日（月）午後1時～28日（水）午後2時30分 

●会場：宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター（茨城県つくば市） 
　　　　URL：http：//www.jaxa.jp/ 

●プログラム（予定）： 

独立行政法人 
物質・材料研究機構 募集人数：15名 
●会期：2004年7月28日（水）午後1時30分～30日（金）午後3時 

●会場：物質・材料研究機構（茨城県つくば市） 
　　　　URL：http：//www.nims.go.jp/ 

●プログラム（予定）： 
「構造材料、セラミックスの講義」 
自動車、橋、高層ビルなど、身近な構造材料の大切さや、電気を流さないと思われがちのセラミックスには金属よ
り電気を良く流す、光を出すなどさまざまな性質があり、どのような構造や組成から導かれているかを学びます。 
「強度測定、研磨、ダイヤやガラス作りの実習」 
引張試験機で強度特性を調べ、構造物や機械の寿命や性能を判断します。材料の断面を鏡面に仕上げる研
磨技術を学びながら、材料の表面にエッチング処理をし、光学顕微鏡で普段見られない材料の組織を観察します。
走査型電子顕微鏡でミクロの物質を観察します。石炭がダイヤモンドになるような高圧力の原理や合成方法を
学んだりガラス作りに挑戦します。また、単結晶の育成を体験し、原理や合成方法を学びます。 

独立行政法人 
宇宙航空研究開発機構 航空宇宙技術研究センター 募集人数：20名 
●会期：2004年8月3日（火）午後1時～5日（木）午後3時30分 

●会場：宇宙航空研究開発機構 航空宇宙技術研究センター（東京都調布市） 
　　　　URL：http：//www.jaxa.jp 

●プログラム（予定）： 

（1）自然災害についての過去・現在・未来 
災害調査の経験などに基づいた、自然災害
の実態と防災のあり方について解説します。 

（2）大気の流れと渦 
簡易型竜巻発生装置の工作を中心とし
て「渦」として見える大気現象を解説します。 

（3）自然災害をミニチュアで再現 
地盤液状化現象・なだれなど大規模な自然
災害現象を簡単な実験で再現します。 

（4）ベイズの定理と地震予知 
統計学で有名な“ベイズの定理"を紹介し、
地震予知の的中率について考えてみます。 

（5）うごめくマグマを捉える 
火山の下のマグマが上昇するしくみ、観測
手法、さらにそれらの最新の成果を紹介します。 

（6）雨はどんなふうに地面へしみこんで行くの? 
土の中の水分量を測る道具を作り実験を行います。 

A.「細胞に遺伝子を入れて働かせよう」コース 
私たちの細胞の中心には核があり、その中には遺伝
子の本体であるDNAがあります。個々の細胞では数
万種類の遺伝子が主に蛋白質を作って働いています。
マウスやヒトの培養細胞にいろいろな方法で遺伝子
を入れて、その働きを観察しましょう。 

B.「霧箱を作って宇宙線を観察しよう」コース 
私たちの回りには宇宙線と呼ばれる粒子がたくさん
降りそそいでいます。この粒子の主な成分は電子の

仲間であるミューオンです。エネルギーが非常に高く
目に見えない宇宙線を、身の回りにある材料で霧箱
を作って観察してみましょう。 

C.「遺伝子の働きと、それを調節する化学物質
の効果を見てみよう」コース 
私たちの体を形づくる細胞の機能は、遺伝子情報を基に作
られる様々な蛋白質によって決まり、その機能は化学物質に
よって調節することも可能です。幾つかの化合物を細胞に
処理し、蛋白質の機能が調節される様子を観察しましょう。 

（1）講義 
2008年以降の完成を目指す国際宇宙
ステーション計画全般や、日本の実験
棟「きぼう」を説明します。また、ロケット、
人工衛星の役割、しくみなどを説明します。 
（2）施設見学 
ロケットエンジン、衛生の実物大モデル、
国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼ

う」の実機および実物大モデルや、無
重力環境模擬水槽（プール）、宇宙飛
行士養成施設等を見学します。 
（3）演習 
ロケット用固体燃料を使用した2段式モ
デルロケットを手作りし、打ち上げます。 

（1）なぜ飛行機は飛ぶの?セミナー 
飛行機が飛ぶ原理を学びましょう。 

（2）航法・誘導・制御技術セミナー 
航空機や宇宙機の飛行経路や機体コントロ
ールに関する技術研究について学びましょう。 

（3）構造・材料技術セミナー 
航空機や宇宙機の材料や機体の構造に関
する技術研究について学びましょう。 

（4）空気力学セミナー　 
CFD（計算流体力学）技術や風洞技術につ
いて学びましょう。 

（5）エンジン技術セミナー　 
航空機エンジンの技術開発について学びましょう。 

（6）プロジェクトセミナー　 
研究開発の目的や進め方などについて学び
ましょう。 



独立行政法人 
宇宙航空研究開発機構 角田宇宙推進技術センター 募集人数：20名 
●会期：2004年8月10日（火）午後1時～12日（木）午後3時 

●会場：宇宙航空研究開発機構 角田宇宙推進技術センター（宮城県角田市） 
　　　　URL：http：//www.jaxa.jp 

●プログラム（予定）： 

独立行政法人　農業・生物系特定産業技術研究機構 
動物衛生研究所 募集人数：8名 
●会期：2004年8月18日（水）午後1時～20日（金）午後3時 

●会場：農業・生物系特定産業技術研究機構　動物衛生研究所（茨城県つくば市） 
　　　　URL：http：//niah.naro.affrc.go.jp/index-j.html 

●プログラム（予定）： 
（1）診察の基礎 

牛の心拍、心音、呼吸の測定をしたり、血液細胞の観察をしましょう。
また、直腸検査をしたり、牛や豚の卵巣や子宮の様子を観察しましょう。 

（2）血清診断法や遺伝子操作の基礎 
血液を用いた感染病の診断法や遺伝子操作について学びましょう。 

（3）家畜の病気を診断する 
家畜の病気を病理学的に診断する方法を勉強します。 
病気にかかった家畜の組織を電子顕微鏡で観察し、ウイルスを探します。 

独立行政法人 
海洋研究開発機構 募集人数：24名 
●会期：2004年8月2日（月）午前10時30分～4日（水）午後3時 

●会場：海洋研究開発機構　横須賀本部（神奈川県横須賀市） 
　　　　http：//www.jamstec.go.jp/ 

●プログラム（予定）： 

独立行政法人 
農業生物資源研究所 募集人数：6名 
●会期：2004年8月9日（月）午後2時～11日（水）午後2時 

●会場：農業生物資源研究所（茨城県つくば市） 
　　　　URL：http：//www.nias.affrc.go.jp/ 

●プログラム（予定）： 

独立行政法人　農業・生物系特定産業技術研究機構 
中央農業総合研究センター 北陸研究センター 募集人数：8名 
●会期：2004年8月18日（水）午後1時～20日（金）午後2時30分 

●会場：農業・生物系特定産業技術研究機構　中央農業総合研究センター 北陸研究センター（新潟県上越市） 
　　　　http：//narc.naro.affrc.go.jp/inada/ 

●プログラム（予定）：遺伝子組換え体を作ってみよう 

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名 
●会期：2004年8月18日（水）午後1時～20日（金）午後3時 

●会場：農業環境技術研究所（茨城県つくば市） 
　　　　URL：http：//www.niaes.affrc.go.jp/ 

●プログラム（予定）： 

独立行政法人　農業・生物系特定産業技術研究機構 
果樹研究所／花き研究所 募集人数：12名 
●会期：2004年8月18日（水）午後1時～20日（金）午後2時30分 

●会場：農業・生物系特定産業技術研究機構　果樹研究所／花き研究所（茨城県つくば市） 
　　　　URL：http：//fruit.naro.affrc.go.jp/（果樹研究所）　URL：http：//flower.naro.affrc.go.jp/（花き研究所） 

●プログラム（予定）： 

独立行政法人 
農業工学研究所 募集人数：6名 
●会期：2004年8月9日（月）午後1時～11日（水）午後2時 

●会場：農業工学研究所（茨城県つくば市） 
　　　　URL：http：//www.nkk.affrc.go.jp/ 

●プログラム（予定）： 
「農村の資源を学ぶ」をテーマに、農村を取り巻く様々な環境を皆さんの目で見
て実際に触れ、調べてもらいます。また、汚れを取り去るという炭の持つ不思議
な性質、GIS（地理情報システム）やリモートセンシングに関する実習も行います。 

（1）炭が汚れを吸着するしくみを調べよう～炭の良い悪いは何で決まる～ 
（2）人と自然の協働（1）～草花を見て農村の環境を知る～ 
（3）人と自然の協働（2）～環境を守るための農村の手入れの方法を探る～ 
（4）宇宙から地表の情報を探ってみよう!

独立行政法人　農業・生物系特定産業技術研究機構 

 畜産草地研究所 募集人数：12名 
●会期：2004年8月18日（水）午後1時30分～20日（金）午後3時 

●会場：農業・生物系特定産業技術研究機構　畜産草地研究所（茨城県つくば市） 
　　　　http：//nilgs.naro.affrc.go.jp 

●プログラム（予定）： 
「家畜にも人にも自然にも優しい飼い方」コースでは、飼料の組み合わせ
と環境負荷の研究、微生物で水をきれいにする研究、においの強さの測定
法や搾乳機（ミルカー）についての最新技術を体験するとともに、牛など
を直に観察することができます。 
・飼料の組み合わせと環境負荷 
・微生物で水をきれいにする 
・においの強さを数値化してみよう 
・牛にも人にも優しい搾乳機（ミルカー） 

独立行政法人 
森林総合研究所 募集人数：6名 
●会期：2004年8月9日（月）午後1時～11日（水）午後3時 

●会場：森林総合研究所（茨城県つくば市） 
　　　　URL：http：//www.ffpri.affrc.go.jp/index-j.html 

●プログラム（予定）： 

（1）宇宙へのエンジンシステムセミナー 
宇宙ロケットの基礎や軌道、ロケットエンジンやラムジェッ
トエンジンの基礎を学びましょう。 

（2）ロケットエンジンセミナー 
H-　Aロケットの液体酸素・液体水素ロケットエンジン（LE-
5、LE-7）について学びましょう。 

（3）ターボポンプセミナー 
ロケットエンジンの心臓部でもあるターボポンプについて、開
発経緯やキャビテーションと呼ばれる現象などを学びましょう。 

（4）ラムジェットエンジンセミナー 

ラム／スクラムジェットエンジンについて学びましょう。また、
マッハ4の風洞を使った風洞実験やインレットオイルフロー
試験を体験してみましょう。 

（5）数値宇宙エンジンセミナー 
スーパーコンピュータ上に作られた数値宇宙エンジンの計
算方法の仕組みを学び、どんな計算結果が得られるのか
体験してみましょう。 

（6）未来のエンジンセミナー 
繰り返し使用できるロケットエンジンや空気吸い込みエン
ジンの研究について学びましょう。 

（1）深海を探る 
有人潜水船「しんかい6500」のパイロットの体験
談、深海での調査のための機器の開発について
解説し、ROV（小型水中ロボット）による海中観
察や、深海生物の見学を行います。 

（2）水中の世界 
潜水によって起こる身体への影響について解
説し、希望者にのみ圧力体験実験、体験潜水を

します。また、高圧実験水槽の見学を行います。 
（3）21世紀の地球 

地球温暖化など地球環境が及ぼす海洋の影響、
巨大地震のメカニズムや地殻構造調査の方法
などについて紹介します。また、現在建造中の地
球深部探査船「ちきゅう」で海底深くまで掘削す
るという深海地球ドリリング計画を紹介します。 

（1）DNAをイネから取り出す 
イネの葉っぱからDNAを抽出し、
DNAや遺伝子の基本的な性質に
ついての理解を深めます。 

（2）DNAを観察する 
DNAや遺伝子の性質を理解し、ど
のようにDNAを操作し、検出するの
かを実験・観察します。 

（3）遺伝子組換え実験 
遺伝子をどのようにして組換えるか
を講義と実験で体験し、遺伝子組
換え体を実際に作製します。 

（1）いろいろなナシ 
ニホンナシの現在・昔・未来（？）の品種
の果実を実際に収穫し、糖度、pH、食味
などの特性を調査します。 

（2）花に含まれる色素の科学 
花の色は色素だけでは決まりません。実験
を通じて、色素と花色との関係を理解します。 

（3）温度を測ってみよう 

ガラス製温度計やサーモグラフィーなどのさ
まざまな種類の温度計の特徴を理解しな
がら、いろいろな物の温度を測ってみましょう。 

（4）天敵寄生バチの不思議 
害虫にはさまざまな天敵類が巧みな方
法で作用しています。カメムシの天敵で
ある卵寄生バチの産卵行動を観察し、
その仕組みを考えてみましょう。 

A.「木を変える新しい技術を学ぶ」コース 
木を超臨界流体（気体でも液体でも固体でもない状
態）やプラズマ状態（雷）の中に置くとき、どのような
ことが起こり、どのように変わるのかを見て、触って、
学びましょう。 

B.「緑陰の気候緩和機能を知る：紫外線の
遮断機能に着目」コース 
森林や並木などの緑陰は強い日射しを遮り、気温を

低くしたり、強い雨をしのいだりする機能を持っていま
す。専用の測定器を用いて緑陰の気候緩和を探っ
てみましょう。 

C.「樹木の葉のCO2吸収能力を探る」コース 
森林のCO2を吸収する働きが注目されていますが、
葉が光合成によってCO2をどのくらい吸収するかは、
樹木の種類や環境によって大きく違います。そんな
違いを調べ、樹木の個性にふれましょう。 

A.「アレロパシーによる植物間相互作用を
調べてみよう」コース 
植物から放出される天然の生理活性物質による植
物間の相互作用をアレロパシー、あるいは他感作用
といいます。いろいろな植物のアレロパシー現象を測
定し、農業に役立つ研究について体験してみましょう。 

B.「土の中のイオンの動きを探る」コース 
土の中はさまざまな物質が移動や滞留を繰り返すダ

イナミックな世界です。土に加えられた肥料も、作物
に吸収されなかったものはイオンの形で地下水に達し、
地下水の水質悪化の原因になります。土の中をイオ
ンはどのように移動するのか探ってみましょう。 

C.「植物や土の中の微生物を観察しよう」 
農耕地やその周辺にある植物や土壌には多数の微
生物が住んでいます。そうした微生物をいろいろな方
法で分離・培養して、その性質を調べてみましょう。 

子どもゆめ基金（独立行政法人　国立オリンピック記念青少年総合センター）助成活動 

（1）遺伝資源の大切さ 
ジーンバンクが行っている様々な遺伝資源の
捜索収集・導入・保存・配布などを紹介。 

（2）イネの色々な特徴を調べる 
種子タンパク質など目では見えないイネの
特徴を実験で調べる。 

（3）ゲノムとは何か？ 
「イネの生命の設計図」を明らかにするイ
ネゲノム研究を中心に最近の現状を紹介。 

 

（4）植物からDNAを抽出・解析する 
植物のDNAを抽出し、特定の配列を増幅する
実験をとおしてゲノムに関する理解を深める。 

（5）遺伝子組み換え作物の開発 
農作物の生産にどのようなバイオテクノロジーが用い
られているか、遺伝子組み換え技術などの最先端を紹介。 

（6）遺伝子導入細胞を観る 
有用な遺伝子だけを取り出し、改良しようとする
生物に導入することにより新しい性質を付与する
遺伝子組み換え技術を紹介。 



開催地MAP
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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名 
●会期：2004年8月24日（火）午後1時～26日（木）午後3時 

●会場：産業技術総合研究所 つくばセンター（茨城県つくば市） 
　　　　URL：http：//www.aist.go.jp/ 

●プログラム（予定）： 

独立行政法人　国立環境研究所 
苫小牧フラックスリサーチサイト 募集人数：8名 
●会期：2004年7月27日（火）午後1時～29日（水）午後3時 

●会場：国立環境研究所 苫小牧フラックスリサーチサイト　 
　　　　（北海道苫小牧市丸山 苫小牧国有林内） 
　　　　URL：http：//www-cger.nies.go.jp/index-j.html 

●プログラム（予定）：森林の中で地球温暖化を考えよう 
現在、森林生態系がどの程度、どのように、二酸化炭素を吸収／放出して
いるのか、世界的な規模で観測研究が進められています。苫小牧フラック
スリサーチサイトでは、世界各地で行われる観測研究と連携して、二酸化
炭素の吸収／放出などの様々な森林生態系の機能を観測しています。森林
の中でそれらの観測の実際を体験するとともに、二酸化炭素の大きな吸収
源である植物の光合成・呼吸能力などを調査します。 

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名 
●会期：2004年7月26日（月）午後0時45分～28日（水）午後2時 

●会場：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（北海道札幌市） 
　　　　URL：http：//www.gsj.jp/Hokkaido/hbhome.htm（北海道地質調査連携研究体） 
　　　　URL：http：//unit.aist.go.jp/hokkaido/（北海道センター） 
　　　　URL：http：//www.gsj.jp/HomePageJP.html（地質調査総合センター） 

●プログラム（予定）： 

　 
日本原子力研究所 募集人数：15名 
●会期：2004年8月9日（月）午後1時～12日（木）午後1時30分 

●会場：日本原子力研究所　東海研究所（茨城県那珂郡） 
　　　　日本原子力研究所　那珂研究所（茨城県那珂郡） 
　　　　URL：http：//www.jaeri.go.jp/ 

●プログラム（予定）： 
今回のキャンプでは、機器の操作や簡単な実験を行い、原子力や放射線に対す
る理解を深めたり、未来のエネルギー核融合の研究開発現場の熱気を体験して
もらいます。原子力の歴史から未来まで、そして基礎から応用までを見て、聞
いて、触ってみてください。 
「霧箱を作成して放射線の軌跡を見る」「原子炉の運転をシュミレート」「自
然放射線を調べる」「マニピュレーター（マジックハンド）を操作体験」「産業
に役立つ中性子」「偏光板で光の不思議を体験」「電磁波でロケットが飛ぶ」 

　 
核燃料サイクル開発機構 募集人数：10名 
●会期：2004年8月3日（火）午後1時15分～5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（茨城県東茨城郡） 
　　　　URL：http://www.jnc.go.jp/index.html 

●プログラム（予定）： 

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：9名 
●会期：2004年8月24日（火）午後1時30分～26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（愛知県名古屋市） 
　　　　URL：http：//unit.aist.go.jp/chubu/ 

●プログラム（予定）： 
近年、地球環境が悪化している現状を皆さんも感じていると思います。この主な原因が二酸化
炭素の大量排出による地球の温暖化であることはご存じの通りです。この二酸化炭素の排出
量は先進材料によって大幅に低減することができます。例えば室内に入る太陽光の量を自在
にコントロールできる「調光ガラス」で冷房負荷、暖房負荷を大幅に軽減することができます。
この「調光ガラス」とはどういうものかを理解し、「真空装置（スパッタリング装置）を用いて薄膜
を堆積することにより色の変わる「調光ガラス」を作製します。その表面を「電子顕微鏡」で観
察し、「エネルギー分散型X線分析装置（EDX）」で薄膜の元素の構成を調べ、電気を使って
調光特性を確認します。そして薄膜を「分光光度計」測定し、色と光の関係を調べます。 

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名 
●会期：2004年7月26日（月）午後1時30分～28日（水）午後2時 

●会場：港湾空港技術研究所（神奈川県横須賀市） 
　　　　URL：http：//www.pari.go.jp/ 

●プログラム（予定）： 
A.「波を知ろう」コース 

大型実験装置がつくる大きな波を観察し、ナウファスと呼ばれる沿岸波浪観測ネ
ットワークや、波を計算するコンピュータを体験し、日本沿岸の波を考えます。 

B.「強い地盤を造ろう」コース 
「なぜ地盤は崩れるのか」「液状化現象とはどのような現象なのか」「どうしたら
液状化現象はどうしたら防げるのか」を実験を通して学びます。 

C.「海で作業するロボットと機械」コース 
ロボットアームや機械の海洋工事、海を汚染する油や化学物質の除去について学びます。 

A.「模型スターリングエンジンを作ってみよう」
コース 
スターリングエンジンは、高温と低温の二
つの温度（温度差）を与えると動く外燃
焼機関の一つで、将来の環境にやさしい
エンジンとして注目されています。熱が機
械的な仕事（動力）に変わる仕組みにつ
いて、模型エンジンを作って体験しましょう。 

B.「超伝導体を作ってみよう―高温超伝導体
の合成と単結晶育成に挑戦―」コース 
超伝導は－250℃以下の低温で生じる
現象ですが、－100℃で生じる高温超伝
導体が発見され、超伝導現象を室温（常
温）で発生できる可能性が高まってきまし
た。また、きれいな単結晶を作る単結晶

成長技術は、青色発光ダイオードの開発
などに大きな役割を果たしました。ここで
は高温超伝導体を自分で作り、それが超
伝導になることを確かめます。さらに結晶
成長装置（iAce）を使って、超伝導体の
単結晶の成長に挑戦します。 

C.「タンパク質の不思議を学ぼう―ミニサイ
ズのタンパク質の設計と合成―」コース 
タンパク質はアミノ酸が特定の配列でつなが
った高分子化合物で、アミノ酸を設計通りに
つなげることと、立体構造を形成することの両
方が実現してはじめてタンパク質と呼べるので
す。ここでは皆さんにオリジナルなミニサイズの
タンパク質を設計してもらい、それを化学的に
合成し、機器によって分析します。 

生物遺伝子、メタンハイドレートなどの先端
研究に触れると共に、これらが生物と地球
の歴史的相互作用の反映であるという切り
口で紹介します。その後、有珠火山周辺で
大地のエネルギーを実際に調査・体験し、
環境に優しい風力発電の現場も見学します。 
（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。（バイオテクノ
ロジー、メタンガスハイドレートなど） 

（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）室蘭市白鳥大橋で風力発電の現場を

見学します。 

高速実験炉「常陽」など大洗工学センター主要施設
の見学のほか、パソコンによる流体のシミュレーション、
電子顕微鏡を使った組織観察などを予定しています。 
（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～ 
高速実験炉「常陽」の運転を模擬体験します。 
また、ナトリウムの性質を実験で確認します。 

（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～ 
高速増殖炉の設計では、目で見ることのでき
ないナトリウムの流れを数値計算によって把

握します。この数値計算法を学習するとともに、
各自でナトリウム流れの最適化計算を実際に
行います。流れの最適化は、みなさんのアイ
デア次第です。 

（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～ 
電子顕微鏡を用いて、身近な物のミクロ観察
をし、熱的特性を特殊な分析装置で調べます。
実際に観察や分析するための試料を作成す
る作業から、分析データの評価レポートづくり
まで行います。 

国立環境研究所    地球環境研究センター 
苫小牧フラックスリサーチサイト 

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 

防災科学技術研究所 

農業・生物系特定産業技術研究機構 
果樹研究所／花き研究所 

畜産草地研究所 
農業・生物系特定産業技術研究機構 

農業・生物系特定産業技術研究機構 
動物衛生研究所 

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 
農業・生物系特定産業技術研究機構 

中央農業総合研究センター北陸研究センター 

国立科学博物館 Cコース 

物質・材料研究機構 

宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター 

気象研究所 

宇宙航空研究開発機構、 
角田宇宙推進技術センター 

日本原子力研究所 

核燃料サイクル開発機構 

放射線医学総合研究所 

理化学研究所 

国立科学博物館 Aコース 

海洋研究開発機構 

港湾空港技術研究所 

情報通信研究機構　小金井本部 

国立科学博物館 Bコース 
産業技術総合研究所 中部センター 

宇宙航空研究開発機構 
航空宇宙技術研究センター 



① 開 講 式  

② 講 義  

③ 見 学  

④ 実 験  

⑤ ミーティング 

⑥ 製 作  

⑦ 発 表  

⑧ 閉 講 式  



有人にして6500mを潜ることができ、世界中の海で潜水調査をしている「しんかい6500」の実

物を見たことが一番心に残っています。今一番乗りたい船を前にして、元しんかいパイロッ

トの方から話を聞き、海洋に対する考えがさらに深まりました。将来はしんかいに乗って深

海を見てきたいです。また、僕は技術者となってしんかい6500のような、研究者の人たちを

サポートする精密な調査船を造りたいです。 

（静岡・高校1年生） 

初めて生で牛を見てその大きさと迫力に圧倒されました。搾乳体験では、思っていた以上に

簡単に搾れて、しかも大量に搾れたことにびっくりしました。その時搾った牛乳の濃厚な味

が今でも忘れられません。3日間牛についてじっくり観察や実習ができて、僕にとっては感

動の毎日でした。生物簡係の道に進むぞ、という意欲がより一層高まりました。 

（福井・高校2年生） 

エンジン製作には参加者一人につき一人研究者が付き添ってくれ間違った場合にも早速対処

してもらえました。エンジンが作動しダイオードが発光したときの感動は忘れられません。

一番興味をそそられたのが超伝導体の実験で、なぜ一定の磁力を記憶するのかが不思議でた

まりませんでした。また、施設見学では今まで見たことがない工作機械や開発中のロボット

の説明を受けました。日本の最先端の技術を体験できる場をを学校中に知ってもらいたいです。

（千葉・高専3年生） 

ナノテクノロジーには以前から興味を持っていたのですが、実際は想像を遥かに越えた広大

な世界で唖然としてしまいました。フラーレンの作成・検出の実験では「こんなに綺麗な物

質が組み立てられることもなく、できるのかなあ」と思っていたのですが、実際作ってそれ

を検出したとき、「本当にあるんだ」と、とても感動しました。金ナノ粒子を見ることがで

きたのもとても感動的でした。その他の実験もいろいろ手が込んでいて、とっても楽しかっ

たです。（奈良・高校1年生） 

（スク）ラムジェットエンジンの研究を見たときは、理論段階より少し進んだくらいで、本

格的な研究はまだされていないと思っていたのだが、実際は、風洞実験や燃焼試験まで行わ

れていたのに驚き、「このペースなら2010年ころには、試験飛行しそうだ。」と思った。僕

は液体燃料のエンジン技術者を目指していたが、今回で、「ラムジェットもいいかも」と思

うようになった。（宮城・高専3年生） 

研究所の中にある果樹園でどのようにモモが育てられ、改良されているかを教えていただきまし

た。いろいろなモモの硬度、糖度、PHなどを調べ、たくさんの種類のモモを触ったり、食べた

りして、今まで以上にモモへの興味がわきました。組織培養では、植物ホルモンなどの働きによ

って組織培養を行ったりすることを知りました。このような体験は、僕の学校ではとてもできな

いような事だったのでとても興味をひかれました。僕はもともと農学部に入りたかったのですが、

サイエンスキャンプにきてさらに農業というものに興味がわきました。（愛知・高校1年生） 

地衣や粘菌について学べたことで、より広い視野が得られました。顕微鏡や薬を使った実験

もたいへんおもしろく、あれも見たい、これも見たいと席を離れられませんでした。特にサ

ラチン酸の結晶の美しさは格別で、いつまでも見とれてしまいました。富士山では、植物が

その環境で生きるためにとっている工夫がはっきりと見てとれ、同種の植物でもここまで姿

形を変えてしまうのかと驚きました。「参加できて本当によかった」と思うばかりです。 

（東京・高校2年生） 



コースが分かれている会場は、第１希望、第２希望、第３希望まで、希望するコースのアルファベット 
（Ａ．Ｂ．Ｃ．）に○印をそれぞれ１つ付けて下さい。 

1．参加希望会場 
参加希望会場は、第１希望から第４希望まで記入できます。記入する際、会場名は下の表に 
あるように略称会場名にて記入して下さい。 

2．希望コース（コースが分かれている会場のみ） 

自宅住所、学校住所は、都道府県名から記入して下さい。また、電話番号は参加決定者に電話連絡をと
ることがありますので、連絡のとりやすい番号を記入して下さい。なお、学校の寮等に入っている場合
は、自宅と寮の２つの住所を記入して下さい。 

3．住所（自宅、学校） 

学校名は、正式名称を記入して下さい。都道府県立高校等は、「○○県立」等がもれないようにして下さ
い。また、「学校法人○○学園」などの名称がある場合は、省略せずに記入して下さい。 

4．学校名 

希望するコースのア 
ルファベットに○印 
を付けて下さい。 
希望コースは第3希望 
まで記入できます 
コースがない会場は 
まで記入できます。 

国土交通省 気象庁 気象研究所 気象研究 ― 
情報通信機構 小金井本部 情報通信 A. B. の2コース 
国立科学博物館 国立科学 A.B.C.の3コース 
物質・材料研究機構 物質材料 ― 
防災科学技術研究所 防災科学 ― 
放射線医学総合研究所 放射線医 ― 
理化学研究所 理化学研 A.B.C.の3コース 
宇宙航空研究開発機構  

宇宙筑波 ― 
筑波宇宙センター 
宇宙航空研究開発機構  

宇宙調布 ― 
航空宇宙技術研究センター 
宇宙航空研究開発機構 

宇宙角田 ―
 

角田宇宙推進技術センター 
海洋研究開発機構 海洋研究 ― 
農業・生物系特定産業技術研究機構  

中央農北 ―
 

中央農業総合研究センター 北陸研究センター 
農業・生物系特定産業技術研究機構  

果樹研究 ―
 

果樹研究所／花き研究所  
農業・生物系特定産業技術研究機構  

畜産草地 ― 
畜産草地研究所  
農業・生物系特定産業技術研究機構  

動物衛生  ―
 

動物衛生研究所  
農業生物資源研究所  農業生物 ―  
農業環境技術研究所  農業環境 A.B.C.の3コース 
農業工学研究所  農業工学 ―  
森林総合研究所  森林総合 ― 
産業技術総合研究所 つくばセンター 産業つく A.B.C.の3コース 
産業技術総合研究所 北海道センター・ 

産業北海 ― 
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 産業中部 ― 
港湾空港技術研究所 港湾空港 A.B.C.の3コース 
国立環境研究所 地球環境研究センター  

国立環境 ― 
苫小牧フラックスリサーチサイト 
日本原子力研究所 日本原子 ― 
核燃料サイクル開発機構 核燃料サ ― 
 

会　　　場　　　名 申込書に記入する コ　ー　ス 
略称会場名 

サイエンスキャンプ2004参加申込書の記入方法等について 

3

8888 主催および受入協力機関

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、情報通信研究機構〔小金井本部〕、国立科学博物館、物質・材料研究機構、防災科学技術研
究所、放射線医学総合研究所、理化学研究所、宇宙航空研究開発機構〔筑波宇宙センター、航空宇宙技
術研究センター、角田宇宙推進技術センター〕、海洋研究開発機構、農業・生物系特定産業技術研究機構
〔中央農業総合研究センター北陸研究センター、果樹研究所、花き研究所、畜産草地研究所、動物衛生研
究所〕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、北海道センター・地質調査総合センター、中部センター〕港湾空港技術研究所、
国立環境研究所地球環境研究センター、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構

9999 後　援（申請中）

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

11110000 応募先・問い合わせ先

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
ホームページ　http: / /ppd. jsf .or . jp/camp/ Ｅメールアドレス　camp@jsf .or . jp

7777 参加者引率

高校生が充実したキャンプ生活を送れるように、高等学校理科教諭がアドバイザーとして、キャンプ
当日の参加者引率を行います。アドバイザーは、高校生には理解の難しかった学術用語や専門知識の解
説、その日の体験活動のまとめ、最終日に参加者による研究者への発表があるプログラムには発表準備
の支援のほか、生活面でのアドバイスも行います。
また、科学の普及教育、科学技術館の運営など、科学教育の経験を持つ日本科学技術振興財団サイエ

ンスキャンプ事務局員が、会場担当者、アドバイザー（一部会場を除く）と連携しながらキャンプ当日
の運営を行い、参加者をサポートします。



サイエンスキャンプ2004参加申込書 

 

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  ２００４事務局　御中 
募集要項を承諾の上、サイエンスキャンプ２００４に参加申し込みます。 
 

参加希望会場 

 フリガナ フリガナ 

 氏　　名 保護者名 

 生年月日 １９　　年　　　月　　　日　　（年齢　　歳） 性　　別 男　・　女 

   〒　　　― 
 自宅住所 

 
（電話番号）　　　　―　　　　― （ＦＡＸ番号）　　　―　　　　― 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  国公私別（国立、公立、私立、学校法人名等記入）： 

  校名： 学年、クラス：　　年　　組 

　学　　校  住所：〒　　　―　　 

　　　　　　 （電話番号）　　　　―　　　　― （ＦＡＸ番号）　　　―　　　　― 

    サイエンスキャンプに参加申し込みをした動機をお書き下さい。（濃い黒字で、はっきり書いて下さい） 

印 

※　本申込書は必要枚数をコピー（A4サイズ）してお使い下さい。 

科学や技術のサークル活動、自由研究の実績がありましたら具体的にお書き下さい。 

　　　　　　　　　　　　Ａ・Ｂ・Ｃ　　　　  Ａ・Ｂ・Ｃ             Ａ・Ｂ・Ｃ              Ａ・Ｂ・Ｃ  

　　　　　　　　　　　　Ａ・Ｂ・Ｃ　　　　  Ａ・Ｂ・Ｃ             Ａ・Ｂ・Ｃ              Ａ・Ｂ・Ｃ  

  　　　　　　  〒　　　― 
 寮の住所 

 
（電話番号）　　　　―　　　　― （ＦＡＸ番号）　　　―　　　　― 

 

以前に 
参加の有無 

有   ・   無 

以前に 
応募の有無 

有   ・   無 

第１希望 第２希望 第３希望 第４希望 

第１希望コース 

第２希望コース 

　　　　　　　　　　　　Ａ・Ｂ・Ｃ　　　　  Ａ・Ｂ・Ｃ             Ａ・Ｂ・Ｃ              Ａ・Ｂ・Ｃ  第３希望コース 

動
機
は
枠
内
に
記
入
し
て
下
さ
い 

楷
書
で
は
っ
き
り
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て
下
さ
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者
印
は
必
ず
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し
て
下
さ
い 


