
募集要項請求先・応募先

応募締切日時点で、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）等に在籍する生徒。

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2005年6月27日（月）＜必着＞にてお送り下
さい。

募集要項はサイエンスキャンプ事務局にご連絡いただ
き取り寄せるか、ホームページ

http://ppd.jsf.or.jp/camp/をご覧下さい。

応募資格

応募方法および締切日

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、独立行政法人国立高等専門学校機構

後　援
（申請中）

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〔鹿島宇宙通信研究センター〕、国立科学博物館、物質・材料研究機構、防災科学技術研究所、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、作物研究所、果樹研究所、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、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構

主催および受入協力機関

2005年6月27日（月）＜必着＞応募締切日

先進的科学技術体験合宿! 研究者と会える2泊3日

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、昨今我が国では、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。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も、その一
因と考えられます。
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（1～3年生）等に在籍する生徒を対象として、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

で活躍する研究者、技術者等から直接講義や実習を受けることにより、科学技術に対する関心と
創造性、知的好奇心・探究心を一層高める機会を提供します。
本事業は平成7年度から毎年夏休みに実施しており、平成17年度で11年目を迎えました。

2005年7月・8月開催　/ 応募締切日 2005年6月27日（月）

参 加 者 募 集

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
電話：03-3212-2454
FAX：03-3212-0014・03-3212-8449
ホームページ：http://ppd.jsf.or.jp/camp/
E-mail：camp@jsf.or.jp

国土交通省 気象庁　気象研究所
2005年7月27日（水）午後1時～29日（金）午後2時　2泊3日

住所：茨城県つくば市長峰1-1／交通案内：東京駅から約1時間30分／
URL：http://www.mri-jma.go.jp/Welcome-sjis.html

プログラム：「体験!地震の解析と津波予報／地球温暖化の科学」
（1）天気予報の概要
天気予報の概要を説明し、それを支える観測・予報システムの概要を紹介し、関連する
施設を見学します。
（2）地球温暖化
1. 地球温暖化を探る　2. 地球温暖化すると、海の流れはどう変わるのか? 3. 温室効果
ガスによる赤外線の吸収　4. 二酸化炭素の変動を調べる　5. 海の流れを測る方法
（3）地震と津波
時として大きな災害をもたらす地震や津波は、どのような仕組みで発生するのか?昨年
12月のスマトラ沖地震の例を含めて紹介します。また、どうすれば地震の後の津波を予
測できるのか?実際の大地震のデータを使った津波予報の演習を通じて、その仕組みを
確認します。

独立行政法人　情報通信研究機構 鹿島宇宙通信研究センター
2005年8月8日（月）午後2時～10日（水）午後3時　2泊3日

住所：茨城県鹿嶋市平井893-1／交通案内：東京駅から約2時間／
URL：http://www.nict.go.jp/ka/index-j.html

プログラム：「情報通信と宇宙科学を理解するための三つの実験」
（1）世界最小の自作電波望遠鏡で太陽電波を観測
鹿島の直径34mパラボラアンテナは、はるか遠く銀河系外の星からの電波を受信して、電波
望遠鏡として使われています。キャンプでは電波望遠鏡の原理を理解しながらグループで直
径35cmの電波望遠鏡を組み立て、太陽電波を観測することで電波望遠鏡が地球と宇宙の謎
を解き明かす窓であることを体験して頂きます。
（2）群れ人工衛星ロボットによる制御実験
将来の宇宙ミッションでは、それぞれの運動をする衛星が、自動的にニアミスを避けながら群れを保つ必要があ
ります。どのように動かせばよいか人工衛星の運動をまねたマイコンロボットを組んで研究してみましょう。
（3）ディジタル通信の誤り訂正を体験しよう
衛星放送や携帯電話など、ディジタル通信では「誤り訂正」の仕組みが活躍しています。センター
では、数値計算ソフトウェア（MATLAB）を使ってこの仕組みを実際にプログラムし、動画像のデ
ィジタル通信シミュレーションで動作を体験することで、誤り訂正の不思議を楽しみましょう。

独立行政法人宇宙航空研究開発機構　筑波宇宙センター
2005年8月1日（月）午後1時～3日（水）午後2時30分　2泊3日

住所：茨城県つくば市千現2-1-1／交通案内：東京駅から約1時間30分／
URL：http://www.jaxa.jp/

プログラム：「宇宙開発の現場を体験しよう」
（1）講　義
・国際宇宙ステーション　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、その中の日本の実験棟「きぼう」についてわかりやすく説明します。・ロケット
ロケットはなぜ飛ぶか、どんな種類があるかなどをわかりやすく説明します。・人工衛
星　人工衛星の役割、しくみなどをわかりやすく説明します。
（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」
の実機および実物大モデル、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。

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
2005年8月2日（火）午後1時～4日（木）午後3時30分　2泊3日

住所：東京都調布市深大寺東町7-44-1／交通案内：東京駅から約50分／
URL：http://www.jaxa.jp/

プログラム：
「航空宇宙技術の最先端研究を身近に体験してみよう」
（1）なぜ飛行機は飛ぶの?セミナー
（2）飛行安全技術セミナー
（3）航法・誘導・制御技術セミナー
（4）構造・材料技術セミナー
（5）空気力学セミナー
（6）エンジン技術セミナー
（7）プロジェクトセミナー

独立行政法人宇宙航空研究開発機構　角田宇宙センター
2005年8月9日（火）午後1時～11日（木）午後3時　2泊3日

住所：宮城県角田市君萱字小金沢1／交通案内：東京駅から約2時間30分／
URL：http://www.jaxa.jp

プログラム：
「宇宙機用推進システムの最先端研究を身近に体験してみよう」
（1）宇宙へのエンジンシステムセミナー
（2）ロケットエンジンセミナー
（3）ターボポンプセミナー
（4）ラムジェットエンジンセミナー
（5）数値宇宙エンジンセミナー
（6）未来のエンジンセミナー

独立行政法人海洋研究開発機構
2005年7月27日（水）午前10時30分～29日（金）午後3時　2泊3日

住所：神奈川県横須賀市夏島町2-15／交通案内：東京駅から約1時間／
URL：http://www.jamstec.go.jp

プログラム：
（1）海洋を知る
・海を形成するものたち
・海洋生態系　・深海生物　・ROV実習
（2）水中の世界
・深海調査機器の開発　・圧力の驚異　・JAMSTEC内見学　・潜水と人間
・圧力体験実験（希望者のみ）・体験潜水（希望者のみ）
（3）これからの海洋と地球
・地球環境と海洋　・深海地球ドリリング計画　・海洋観測体験
・深海6500mの世界　・地球を探る

独立行政法人農業工学研究所
2005年8月17日（水）午後1時～19日（金）午後2時　2泊3日

住所：茨城県つくば市観音台2-1-6／交通案内：東京駅から約1時間30分／
URL：http://www.nkk.affrc.go.jp/

プログラム：
●水田に学ぼう～お米が世界を救う
（1）セッションⅠ「農業用水と水田の

様々な役割を考えよう」
豊富な水を水田に使う稲作は、環境に優し
く人口の扶養力が高い農法です。水が生み
出す多様な価値を発見して、21世紀の世界
の水問題、食料問題を考えよう。
（2）セッションⅡ「水田を整備して節水

と安定生産を実現しよう」
水田からの漏水がないこと、できる限り均平であ
ることが「節水と生産性向上」の条件です。そこ
で環境に優しい土壌硬化剤を用いた漏水防止技

術、レーザー光線を利用した水田の均平化技術を開発
しました。実際の整備方法を体験してみよう。
●地面の下の変化を探ってみよう
（3）セッションⅢ「地震時に地盤の中でどのよ

うな変化が起こっているのかを理解しよう」
新潟中越地震で大きな被害のあった地盤の液状化
によるパイプラインやマンホールの浮上につい
て、大型振動台によって再現実験を行い、地震時
の安全性と対策について、理解を深めよう。
（4）セッションⅣ

「地面の下の変化を探ってみよう!」
地面の下の変化は、地面に電流を流し、その流れやすさの違い
から知ることができます。モデル地面の下の変化を探ってみよう。

独立行政法人森林総合研究所
2005年8月17日（水）午後1時～19日（金）午後3時　2泊3日

住所：茨城県つくば市松の里1／交通案内：東京駅から約1時間30分／
URL：http://www.ffpri.affrc.go.jp/index-j.html

プログラム：
A.「紙を白くする技術“漂白"を体験しよう」コース
私たちが普段使っている紙は、木材から調製したパルプというものを原料にして製造さ
れています。パルプは元々ダンボール箱のような褐色をしていますが、これを漂白して
白い紙を作ります。では、実際にどのような薬品を使って漂白し、その時パルプにどの
ような変化が起こるのか、実験して確かめてみましょう。
B.「ミクロな森の生き物を調べよう」コース
森の中にはたくさんの微生物が棲んでいます。樹に病気を起こす悪玉もいれば、枯れた
木を腐さらせて土に戻したり、木の根に共生して樹木の成長を助けたり、自然の中に無
くてはならない種類など実に多様です。大きさや形、それに種類もカビ（糸状菌）、ウ
イルス、線虫など様々です。そんな微生物を一緒に調べてみましょう。

独立行政法人産業技術総合研究所　つくばセンター
2005年8月23日（火）午後1時～25日（木）午後3時　2泊3日

住所：茨城県つくば市梅園1-1-1 つくば中央第2／交通案内：東京駅から約1時間30分／
URL：http://www.aist.go.jp

プログラム：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外燃機関の一つで、高温と低温の二つの温度（熱差）を与えると動き
ます。そのために、将来の環境に優しいエンジンとして注目されています。ここでは模型スタ
ーリングエンジンを組み立てて熱が機械的な仕事（動力）に変わる仕組みを体験します。
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
1968年以降に─100 C゚で生じる高温超伝導体が発見されたことや青色発光ダイオードの開発に代表さ
れるように、材料の単結晶成長技術は科学技術の発展において重要な役割を担っています。このコー
スでは、銅酸化物の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てもらいます。さ
らに、単結晶の成長とはどのようなものかを、最新の機器を使って体験してもらいます。
C.「微生物の正体をつきとめよう」コース
目に見えない生命体である微生物は、現在その正体が知られているものは、全体のわず
か1%程度でしかありません。このコースでは、皆さんの生活環境の中にいる微生物を
持参してもらい、最新の分析機器等を使ってその正体をつきとめます。

募集人数：10名

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
2005年7月25日（月）午後0時45分～27日（水）午後2時　2泊3日

住所：北海道札幌市豊平区月寒東2条17丁目2-1／交通案内：新千歳空港から約1時間30分／
URL：http://unit.aist.go.jp/hokkaido/

プログラム：
「北の大地の現場に出て、地球上の営みを見直そう」
（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）火山観測と防災のための施設を見学します。

趣　旨

（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）選考結果は2005年7月中旬に応募者本人宛で通
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。

（３）参加費8,000円（実費の一部に充当します）
なお、自宅から会場までの交通費は自己負担に
なります。

（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。

選考方法および決定等

募集人数：10名

募集人数：12名

募集人数：30名

募集人数：20名

募集人数：8名

募集人数：24名

募集人数：6名

募集人数：2コースで8名

募集人数：3コースで15名



独立行政法人国立科学博物館
A.2005年8月22日（月）午後1時～24日（水）午後1時　2泊3日　　B.2005年8月2日（火）午後1時～4日（木）午後3時　2泊3日

住所：東京都台東区上野公園7-20／交通案内：A.東京駅から約2時間45分　B.東京駅から約2時間／
URL：http://www.kahaku.go.jp/

プログラム：
A.「海の無脊椎動物-採集と分類」コース
（千葉大学海洋バイオシステム研究センター小湊実験場）
海の底には多様な無脊椎動物たちが底生動物相を展開しています。このコースでは、ド
レッジといわれる採集器具を用いて底生動物を採集し、採れた動物たちがどのような分
類群に属するかを調べ、さらにそれらの類縁関係について勉強します。これらを通して、
博物館が日頃行っている、資料の収集や研究活動の一環を体験します。
B.「陸上植物の研究」コース
（国立科学博物館　筑波実験植物園）
陸上植物は現生の生物の中で最も繁栄しているグループの一つであり、生態系においては
生産者として、また景観構成要素として重要な役割を果たしている。しかし、毎年多数の
新種が発表されるように、その多様性の理解はいまだ十分ではない。コケ植物と種子植物
について、野外での生態観察と室内での講義・実習を通じて植物の多様性研究を体験する。

独立行政法人物質・材料研究機構
2005年7月27日（水）午後1時30分～29日（金）午後3時　2泊3日

住所：茨城県つくば市千現1-2-1／交通案内：東京駅から約1時間20分／
URL：http://www.nims.go.jp/

プログラム：「構造材料とセラミックスを知る特別企画」
（学習内容）
・構造材料って…なに?
自動車、橋、高層ビルなど、身近にありながら意外に気づかない構造材料の大切さを学
習します。
・セラミックスって知ってる?
電気を流さないと思われがちなセラミックスには金属より電気を良く流す物や自ら光を
出す物など、さまざまな性質をもっています。これらの性質がどのような構造や組成か
ら導かれているのかを学びます。
（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!

独立行政法人防災科学技術研究所
2005年7月25日（月）午後1時30分～27日（水）午後2時　2泊3日

住所：茨城県つくば市天王台3-1／交通案内：東京駅から約1時間30分／
URL：http://www.bosai.go.jp

プログラム：「自然災害が発生するメカニズムを学ぼう」
（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）Dr.ナダレンジャーの自然災害実験教室
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。
（3）地震を知る技術
地震計測の様々な技術や地震観測の最前線について紹介し、実験を行います。
（4）火山が噴火するしくみ
火山の下のマグマが上昇するしくみとその観測手法、さらにそれらの最新の成果を、実
験や演習を交えて紹介します。
（5）牛乳パックと空き缶でご飯を炊こう
牛乳パックを燃料にして、空き缶でご飯を炊きます。

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／ 作物研究所
2005年8月8日（月）午後1時～10日（水）午後2時30分　2泊3日

住所：中央農業総合研究センター茨城県つくば市観音台3-1-1／URL：http://narc.naro.affrc.go.jp/
作物研究所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：「農作物の不思議？－遺伝子ナノテクから田園まで－」
1.遺伝子組換えって何? 遺伝子組換え技術とはどのような技術なのか、何ができるの
か、遺伝子やDNAの世界に触れてみて下さい。
2.イネの品種改良　イネの品種改良は、雄しべと雌しべの交配から始まり、10年近い年
月を経て開発される、その流れを感じて下さい。また、世界の様々な種類のお米を食べ
比べ、どんなご飯が美味しいか比べてもらいます。
3.野菜やサツマイモの色や味を分けて調べよう　食べ物に含まれる甘い、苦いなどの味
成分や緑赤黄などの色素、健康に役立つビタミンやポリフェノールなどの機能性物質な
ど、性質の違いを利用して、普段食べている作物の成分を分けながら、身の回りの化学
物質の性質についての知識を深めます。
4.土壌中の生物でナノテク・ワールドを実感する　実は、土の中というのは地上や水中
とは全く違う、ナノテクの法則に支配された世界なのです。土壌線虫がナノテク世界で
生きる様子を観察し、様々な物理現象に触れてもらいます。

独立行政法人放射線医学総合研究所
2005年8月16日（火）午後0時～19日（金）午後2時30分　3泊4日

住所：千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1／交通案内：東京駅から約50分／
URL：http://www.nirs.go.jp

プログラム：「放射線の医学利用に関する研究開発を体験しよう」
（独）放射線医学総合研究所（放医研）は、放射線の人体に与える影響や放射線の医学
利用に関する研究開発を総合的に行う我が国唯一の研究機関です。
放射線は医療などで身近に感じてはいるけれどよくわからない、その放射線のことにつ
いて、参加者に実験や実習を主体に、放射線の基礎的なことから、最先端のがん医療に
関する内容を学んでいただくプログラムを計画しました。
■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】
■講義と見学【加速器とPIXE分析】

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
2005年8月9日（火）午後1時～11日（木）午後2時30分　2泊3日

住所：茨城県つくば市藤本2-1／交通案内：東京駅から約1時間30分／
URL：http://fruit.naro.affrc.go.jp/

プログラム：「果実・樹木とふれあい、果樹研究のおもしろさを体験しよう!」
（1）いろいろなナシ
ニホンナシは古くから我が国で栽培され、さまざまな品種がつくられてきました。現在の品種、昔
の品種、未来（?）の品種など、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）果実の病気とは? ＜病原菌あれこれ＞
果樹にもヒトと同様、様々な病気があって大きな被害を与えています。ナシやモモの病気を
観察し、普段、馴染みのない植物病害を防ぐことの重要性について考えてみましょう。
（3）接ぎ木の科学と実習
果樹は一般に栄養繁殖で増やすものが多く、なかでも、接ぎ木による繁殖が多いです。そこで、
果樹で行われている各種の接ぎ木法を紹介すると共に、その技術に慣れ親しんでもらいます。
（4）くだもののおいしさを科学する
くだものの美味しさに関係する糖や酸について実際に味わってその違いを調査します。また、甘
味・酸味・塩味・渋味・苦味などの味覚識別テストを通じて、おいしさを科学します。

独立行政法人理化学研究所
2005年7月27日（水）午後1時～29日（金）午後3時　2泊3日

住所：埼玉県和光市広沢2-1／交通案内：東京駅から約1時間／
URL：http://www.riken.jp/

プログラム：
今回のキャンプは世界物理年協賛行事として物理系7コースを特集しました。外国人に
よる英語でのコース（サポート体制あり）もあります。参加者に実際の研究現場で研究
の実体験をして頂き、科学することとは何かを学んで頂くことを企画しました。

A.「アインシュタインの相対性理論の世界をのぞいてみよう」コース
B.「半導体で放射線を捕らえる」コース
C.「Let us make a superconductor」
D.「原子核の磁力を測る ～核スピンをコイルとレーザーで制御・観察してみよう～ 」コース
E.「霧箱を作って宇宙線を観察しよう」コース
F.「イオントラップに荷電粒子を捕集してみよう」コース
G.「超流動を見てみよう」コース

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
2005年8月9日（火）午後1時30分～11日（木）午後3時　2泊3日

住所：茨城県つくば市池の台2／交通案内：東京駅から約1時間30分／
URL：http://nilgs.naro.affrc.go.jp

プログラム：A・Ｂコース合同
・牛の生体を知る（牛の体の仕組み・飼
養管理・搾乳の実習体験）
牛をさわり、体の仕組み、飼養管理（餌の
種類・給餌方法等）や搾乳について体験。
A.「家畜繁殖」コース
・受精卵移植などの繁殖技術についての
説明・実習
牛の直腸に手を入れて、卵巣や子宮を実
際にさわったり、超音波診断装置を用い
て卵巣観察や、妊娠診断（子宮の中の胎
子の観察）。さらに、人工授精や受精卵移
植の見学など。

・牛の精子・卵子及び胚の観察・実習
精子の観察、精子の凍結保存方法や卵巣か
ら卵子を吸引して卵子の観察。
B.「栄養機能」コース
・動物からの組織・血液サンプリング実習
遺伝子発現解析や血液生化学検査のためのサ
ンプル処理として、臓器組織の液体窒素保存、
血液の血しょう分離。
・組織の遺伝子発現解析と血液分析の実習
サンプリング処理した組織からはRNAを抽
出し、PCR装置と電気泳動装置を使って遺
伝子の発現観察、分離した血しょうからは
血液中の抗酸化物質などの測定。

独立行政法人産業技術総合研究所 中部センター
2005年8月23日（火）午後1時30分～25日（木）午後0時30分　2泊3日

住所：名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266-98／交通案内：名古屋駅から約1時間／
URL：http://unit.aist.go.jp/chubu/

プログラム：「セラミックスの先端技術でものづくり－セラミックスが拓く未来－」
（1）セラミックの製造プロセス
セラミックスは自動車の排ガス浄化部品や携帯電話の部品として使用され、我々の生活に不可欠な材料となっ
ています。新しいセラミックスは主に電子・磁気的機能を利用する電子材料系と、優れた耐熱性や耐食性を生
かす構造材料系に分類されます。そしていずれの材料についても、その特性は微細構造や欠陥に影響を左右さ
れやすいことが特徴です。普段あまり目立つことのないセラミックスについてよく知って貰えるよう、セラミ
ックスの特徴を説明した上で、微細構造を決めるプロセスについて実習します。
（2）セラミック燃料電池の試作や発電の体験
私たちは今、新しいクリーンエネルギー時代の、まさに幕開けのところまで来ています。「燃料電池」は水素と空気が反応して
水が出来る時に生じる電気を利用し、車を動かしたり家庭の電力を賄うことが出来る、水以外には何も排出しない理想的なク
リーンエネルギーシステムです。燃料電池の中でも一番発電効率が高く期待されている、セラミック燃料電池（SOFC）の開発
について、現場でじっくり体験して貰おうというものです。セラミックスの優れた性質を学び、SOFCを自分で実際に作ってみ
たり、電子顕微鏡を使ってSOFCをナノやミクロのスケールで観察してそのメカニズムを理解し、発電するところを体験します。

独立行政法人港湾空港技術研究所
2005年7月25日（月）午後1時30分～27日（水）午後2時　2泊3日

住所：神奈川県横須賀市長瀬3-1-1／交通案内：東京駅から約２時間／
URL：http://www.pari.go.jp/

プログラム：Ａ．「津波に備えよう」コース
スマトラ沖地震津波は、インド洋周辺の国々に甚大な被害をもたらしました。日本沿岸も古来から津波
の常襲地域であり、いつこのような津波が来てもおかしくありません。本コースでは、このような津波
の性質を知るとともに、どのように対処すべきか、その最先端の研究に触れていきます。
Ｂ．「強い地盤を造ろう」コース
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
べりや崖崩れによってもろくも崩れてしまったり、地震が原因で液状化という現象がおきて
しまうこともあるのです。本コースでは「なぜ崩れるのか？」「液状化とはどのような現象
なのか？」「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．「海で作業するロボットと機械」コース
ロボットや機械の海洋工事、海を汚染する油の除去について学びます。具体的には、①
ロボットアームの制御の実習、②油を上手にすくってみよう、油のべとべとさを測定し
よう、③消波ブロックの模型を吊り上げようなどです。

独立行政法人国立環境研究所
2005年7月26日（火）午後1時～28日（木）午後3時　2泊3日

住所：茨城県つくば市小野川16-2／交通案内：東京駅から約1時間30分／
URL：http://www.nies.go.jp/

プログラム：「植物の環境浄化能力を考えよう」
人間は便利で豊かな生活を送るために、多くの有機化学物質を使用し、その一部を環境中に排出
しています。それらの多くは環境中で大気や水を介して輸送され、植物や土壌細菌によって吸
収・分解されます。本プログラムでは、このうち植物によって有機化学物質が吸収されていく様
子を観察します。具体的には、実験用として準備した植物に、微量の汚染物質を含む水を与えて、
汚染物質が植物内にどのように取り込まれ、どのように変化するかを追跡します。この実験には、
HPLC（高速液体クロマトグラフィー）という少しレベルの高い技術を使いますが、分析装置の使
い方やその原理も研究者がわかりやすく説明しますのでご安心ください。また、プログラムの後
半は、環境汚染物質が集積する河川敷に出かけて、そこでの植生を観察し（観察のコツを特別に
伝授します）、それぞれの植物が河川敷の生態系の中でどのような役割をしているのかを考えます。
環境中では、様々な化学物質が動き回っていますが、その過程でどのように変化・移動するかを
調べることは、環境を理解するための基本的アプローチです。このキャンプでの経験が、環境問
題を科学的な立場から理解する最初のステップになることを期待しています。

日本原子力研究所
2005年8月8日（月）午後1時～11日（木）午後1時30分　3泊4日

住所：茨城県那珂郡東海村白方白根2番地4／交通案内：東京駅から約2時間／
URL：http://www.jaeri.go.jp/

プログラム：
「原子力エネルギーや放射線利用の研究開発を体験しよう」
（1）透明人間も真っ青！？
（2）原子炉ってなあに？
（3）放射線は身近な存在
（4）マジックハンドでなんでもキャッチ
（5）役立つ中性子
（6）光の不思議
（7）電磁波でロケットが飛ぶ！？　

核燃料サイクル開発機構
2005年8月2日（火）午後1時15分～4日（木）午後3時　2泊3日

住所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002／交通案内：東京駅から約2時間／
URL：http://www.jnc.go.jp/index.html

プログラム：「高速炉研究の最前線を探る！」
①OECウォッチング～原子炉運転から冷却材ナトリウムまで～
大洗工学センター内の主要施設を見学します。高速実験炉「常陽」では原子炉の運転を模擬
体験する他、高速増殖炉の冷却材であるナトリウムの性質を簡単な実験で確認します。
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、目で見ることの出来ないナトリウムの流れを数値計算によって把握し、この結果に基づいて
原子炉設計の見直しを行います。このプログラムでは、流れや熱の基礎式を解くための数値計算法を学習するととも
に、各自のパソコンでナトリウムの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。そのほかにも、数値シミュレーションが原子力以外の分野でどのように活用されているのかを紹介します。
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～
原子炉に使用する鉄鋼材などの組織観察に使われる電子顕微鏡を用いて、普段何気なく見ている身近な物のミクロ観
察をします。また、そうした物の熱的特性（溶けたり、固まったり、昇華したりする温度）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。

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
2005年8月9日（火）午後1時～11日（木）午後3時　2泊3日

住所：茨城県つくば市観音台3-1-5／交通案内：東京駅から約1時間30分／
URL：http://niah.naro.affrc.go.jp/index-j.html

プログラム：「動物を衛る　ヒトを衛る」
（1）サルモネラの検査
家畜に感染して病気をおこす細菌の一つにサルモネラがあります。豚の糞便からサルモネラを採り検査します。
（2）2コースに分かれての講習・実習
a）血清診断及びマウスの取扱　血液を用い、病気を診断する方法を学びます。マウスへの注射の実
習・解剖を行い、動物実験の一端について学びます。 b）原虫を培養して観察しよう　単細胞生物で
ある原虫には、家畜に感染して病気をおこす種類があります。原虫を人工培養して、形や大きさ、運動
の様子を観察しましょう。
（3）診察の基礎と血液検査
牛の心拍、心音、呼吸の測定をします。また、血液を採取して血球数の測定や血液細胞の観察、生化学検査を行います。
（4）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しょう。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。

募集人数：6名

独立行政法人農業生物資源研究所
2005年8月17日（水）午後2時～19日（金）午後2時　2泊3日

住所：茨城県つくば市観音台2-1-2／交通案内：東京駅から約1時間30分／
URL：http://www.nias.affrc.go.jp/

プログラム：「昆虫を遺伝子の働きから科学する」
昆虫には昆虫独特のさまざまな機能があり、それを支配しているのが、ゲノムに存在し
ている遺伝子です。これらの遺伝子を有効に利用することから、われわれの役に立つ技
術も生まれます。昆虫という生物を遺伝子のレベルで学んでみましょう。
（1）トランスジェニックカイコ　～光るカイコを観察する～　
（2）脱皮ホルモンと成長　～虫を自由に脱皮させる～　
（3）絹フィブロイン～新しい素材「絹スポンジ」を作る～
（4）昆虫のDNA抽出実験　～虫のDNAはヒトと違う?～
（5）カイコゲノムの解読　～カイコの設計図が分かった～

募集人数：2コースで20名

募集人数：15名

募集人数：20名

募集人数：20名

募集人数：7コースで21名

募集人数：8名

募集人数：12名

募集人数：2コースで6名

募集人数：8名

募集人数：6名

募集人数：3コースで10名

募集人数：6名

募集人数：18名

募集人数：10名
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有   ・   無 

以前に 
応募の有無 

以前に 
参加の有無 

有   ・   無 

（濃い黒字で、はっきり書いて下さい） 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。 

（姓） （名） 

サイエンスキャンプ2005参加申込書 
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  事務局　御中 
募集要項を承諾の上、サイエンスキャンプ２００５に参加申し込みます。 
 
参加希望 
略称会場名 

　　　　　　　　　Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ    Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ    Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ    Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ 

　　　　　　　　　Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ    Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ    Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ    Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ 

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・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ    Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ    Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ    Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ 第３希望コース 

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,   D,   E,   F,   G ）に○印をそれぞれ１つ付けて下さい。 

1．参加希望会場名 
参加希望会場名は、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、
自宅と寮の両方の住所、電話番号を記入して下さい。 

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。 
 

国土交通省 気象庁 気象研究所 気象研究 ― 
情報通信研究機構  

情報通信 ― 
鹿島宇宙通信研究センター   
国立科学博物館 国立科学 A,Bの2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,D,E,F,Gの7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  

宇宙航空 ― 
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  

中央農業 ―
 

中央農業総合研究センター／作物研究所 
農業・生物系特定産業技術研究機構  

果樹研究 ―
 

果樹研究所  
農業・生物系特定産業技術研究機構  

畜産草地 A,Bの2コース 
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 ―  
農業工学研究所 農業工学 ― 
森林総合研究所  森林総合 A,Bの2コース  
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 国立環境 ― 
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2005参加申込書の記入方法等について 


