
募集要項請求先・応募先

国立大学法人　新潟大学 
脳研究所 

パイオニア株式会社 
総合研究所 

清水建設株式会社 
技術研究所 

日本電子株式会社 
応用研究センター 

株式会社日立製作所 
日立研究所 

鹿島建設株式会社 
技術研究所 

味の素株式会社 
ライフサイエンス研究所 

株式会社東芝 
研究開発センター 

東京電力株式会社 
技術開発センター 

株式会社リコー 
中央研究所 

富士ゼロックス株式会社 
研究本部 

日本電信電話株式会社 
横須賀研究開発センタ 

神奈川工科大学 
工学部 

関西大学　工学部 

国立大学法人　京都大学 
フィールド科学教育研究センター 
舞鶴水産実験所 

核燃料サイクル開発機構 
敦賀本部　国際技術センター 

大阪工業大学　工学部 
応用化学科 

国立大学法人 
鹿屋体育大学　体育学部 

浜松ホトニクス株式会社 
豊岡製作所・中央研究所 

東レ株式会社 
地球環境研究所 

松下電器産業株式会社 
電池研究所 

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。

財団法人日本科学技術振興財団

応募者は「参加申込書」に必要事項を記入の上、（財）日
本科学技術振興財団サイエンスキャンプ事務局に応募
締切日必着にて送付して下さい。

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。

（1）「参加申込書」にもとづいて、各プログラムの会場又は日本
科学技術振興財団が選考を行い、参加者を決定します。

（2）選考結果は2005年2月下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、自宅と会
場間の交通費は自己負担となります。

（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。
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2005年2月16日（水）＜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

2005年2月下旬選考結果通知日

文部科学省

主　催

スプリング・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、エネルギー分野などの先進的な研究テーマに取り組み、様々な最先端の研究成果や研究施設・実験装
置等を有する大学・公的研究機関・民間企業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年生等が参加して、6名～15名の規模で3日間かけて日
頃触れる機会のない研究現場での講義・実験・実習を行います。
会場では、大学、公的研究機関および民間企業の最先端の実験施設・実験装置・設備などを活用し、第一

線で活躍する研究者・技術者から直接指導していただけます。参加した皆さんは、各プログラム内容を体験
するだけでなく、科学技術の最前線をかいま見ることができます。また、研究者等とじかに接することで、科学
的なものの見方や考え方、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。
今回のスプリング・サイエンスキャンプでは、大学・公的研究機関・民間企業の協力のもと、研究者等が皆

さんに期待を込めて、それぞれの会場に特有なテーマですばらしいプログラムを用意してくださいました。是
非たくさんの皆さんが参加されることを期待しています。

2005年3月開催　/ 応募締切日 2005年2月16日（水）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

募集人数：12名

大阪工業大学 工学部 応用化学科 2005年3月23日（水）午後5時～25日（金）午後3時　2泊3日

体験しよう！！光化学

募集人数：12名

関西大学　工学部 2005年3月24日（木）午後0時30分～26日（土）午後1時30分　2泊3日

光で科学する！～光で探る先端技術～

募集人数：12名

国立大学法人 鹿屋体育大学 体育学部 2005年3月19日（土）午後3時～21日（月・祝）午後0時30分　2泊3日

スポーツ科学の最前線 ～From Gene to Gold～

募集人数：8名

神奈川工科大学　工学部 2005年3月28日（月）午後0時30分～30日（水）午後3時　2泊3日

｢マイコン制御ロボットをつくろう｣

住所：神奈川県厚木市下荻野1030／交通案内：小田急線「本厚木駅」からバス約20分「神奈川工科
大学」バス停下車／URLhttp://www.kanagawa-it.ac.jp/

プログラム：みなさんの身近な存在になりつつあるロボット。ロボットはどのように周り
に様子を見出し、行動しているのでしょう。
このキャンプでは玩具ロボットやシステム玩具を基本教材として、ロボットセンサーの仕

組み、ロボット制御の基礎を学習し、自律型マイコン制御ロボットを考察します。みなさん
のアイデアをもとにロボット製作を行います。

募集人数：8名

国立大学法人　新潟大学　脳研究所 2005年3月28日（月）午後0時30分～30日（水）午前11時　2泊3日

脳を見る、知る、調べる

募集人数：15名

国立大学法人 京都大学フィールド科学教育研究センター舞鶴水産実験所 2005年3月19日（土）午後2時30分～21日（月・祝）午後1時30分　2泊3日

魚類生態学入門コース ～魚の子供達に焦点を当てて～

住所：新潟県新潟市旭町通り1-757／交通案内：「新潟駅」より路線バス約15分「旭町2番町」バス停
下車／URLhttp://brain.bri.niigata-u.ac.jp/bri_nu/map/index.html

プログラム：本プログラムは、新潟大学脳研究所で職員や大学院生達が取り組んでいる
研究の一端に触れ、現代の脳研究が到達している地点とそこでの問題点を学んでもらうこ
とを目的に計画しました。ヒトの脳を実際に見ることや、この臓器が我々の心の場所である
ことを知ってもらいます。さらに、現在世界の先端でおこなわれている脳研究に参加しても
らい、研究の面白さや難しさなどを体感してもらいます。

住所：京都府舞鶴市長浜無番地／交通案内：JR舞鶴線「東舞鶴駅」下車、タクシー約5分／
URLhttp://fserc.kais.kyoto-u.ac.jp/

プログラム：日本人が大好物にしているスズキやヒラメなどの沿岸魚類の多くは初春
に産卵し、その子供達である稚魚はごく浅い沿岸域を成育場として育ちます。この時期
の生き残りによって資源量が決まると言っても過言ではありません。このプログラムで
は、実際に調査船を使って海でこれらの稚魚を採集し、稚魚だけでなくその餌となるプ
ランクトンや稚魚を食べてしまう捕食者の種類を調べます。また、スズキの稚魚を用い
て、胃の内容物、生まれてからの日齢、成長速度などを分析し、魚類生態学入門コース
を体験します。

住所：大阪府大阪市旭区大宮5丁目16-1／交通案内：大阪市営地下鉄谷町線「千林大宮駅」下車、徒歩
約15分／URLhttp://www.oit.ac.jp/chem/

プログラム：20世紀は「電子の時代」と呼ばれていました。それに対して、21世紀は
「光の時代」になるだろうと言われています。化学の世界でも同じように光は注目され、
その活躍の場は増え続けています。
今回のサイエンスキャンプでは、化学の世界における光の重要性を認識してもらうた

めに企画しました。光を利用した化学というと馴染がないような気がしますが、案外身
近なところで見られるものですよ。さあ、光を使って化学してみませんか。

住所：大阪府吹田市山手町3-3-35／交通案内：阪急千里線「関大前駅」下車、徒歩約15分／
URLhttp://www.kansai-u.ac.jp/Fc_eng/index.htm

プログラム：私たちは、私たちに見える光、感じる光、まったく感じることが出来ない光
と、多くの光（電磁波）と一緒に生活をしています。これらの光は多くのことに応用され、私
たちの暮らしを支えています。科学技術においても、光（電磁波）そのものを研究する分野
からそれを用いて先端的な技術の開発・研究を進めている分野もあります。光（電磁波）は
先端技術において非常に重要なツールとなっています。今回はいろいろな工学分野でいろ
いろな光を用いた実験を行っていただき、関連した講義を通して、楽しみながら「光（電磁
波）」に興味を持っていただくことを目指しています。

住所：鹿児島県鹿屋市白水町1番地／交通案内：「鹿児島空港」より路線バス約1時間40分「鹿屋バスセンター」
バス停下車、路線バス約20分、「白水町体育大学前」バス停下車、徒歩約３分／URLhttp://www.nifs-k.ac.jp

プログラム：オリンピックに参加するトップアスリートの記録向上のためには、ナノ・マイ
クロレベルの最先端科学の研究成果がフルに動員され、オリンピックやプロスポーツの舞
台では1／1000秒、1mmを争う究極の闘いが繰り広げられています。本学が実施する「ス
ポーツ科学の最前線～From Gene to Gold～」というプログラムは、人間の身体能力を極
限状態にまで高め、限界に挑戦するスポーツ科学の最先端テクノロジーを紹介し、様々な
講義や実験を通してスポーツのパフォーマンス向上に最先端科学が果たす役割について
理解を深めてもらうことを狙いとしています。さらに、このようなスポーツ科学分野の研究
成果が、一般の人の健康づくりにも広く応用されている事例を紹介し、国民全ての健康の
維持増進にスポーツ科学の研究が大きく貢献している事実を理解してもらうことが大きな
目的の一つです。



募集人数：10名

核燃料サイクル開発機構 敦賀本部 国際技術センター 2005年3月27日（日）午後5時～29日（火）午後3時　2泊3日

意外と身近な放射線とナトリウム

募集人数：8名

味の素株式会社ライフサイエンス研究所 2005年3月24日（木）午後5時～26日（土）午後2時30分　2泊3日

アミノ酸を知ろう！味の科学 ～昆布からグルタミン酸の抽出・
分析＆味の体感～

募集人数：15名

鹿島建設株式会社　技術研究所 2005年3月27日（日）午後5時～29日（火）午後2時　2泊3日

みんなで造る未来の都市 ～超高層ビルを造る技術に触れてみよう～

住所：福井県敦賀市白木1／交通案内：JR北陸本線「敦賀駅」下車、車約40分／
URLhttp://www.jnc.go.jp/zturuga/center/index.html

プログラム：エネルギーの安定供給確保のために、新しい原子炉（高速増殖炉）の開
発と核燃料サイクル技術の開発を進める必要があります。核燃料サイクル開発機構では
FBR（高速増殖炉）を用いた核燃料サイクルの将来展望を切開くための研究開発などを
重点的に進めています。
今回のキャンプでは、私達の身の回りに意外と多く存在する放射線の測定や原子炉の

中で発生した熱を伝えるために利用しているナトリウムについて、その特性を実験や観
察等の実体験を通して学んでもらいます。

住所：神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1／交通案内：京急大師線「鈴木町駅」下車、徒歩約1分／
URLhttp://www.ajinomoto.co.jp/

プログラム：自然界にはタンパク質の構成成分であるアミノ酸が人間の体を含めいた
る所に存在しています。今回、うま味の成分であるアミノ酸のひとつ“グルタミン酸”
を昆布から抽出、精製してアミノ酸が身近に存在していることを体感するとともに、
個々のアミノ酸の性質を利用する事により目的のアミノ酸がどの様に単離できるかを、
アミノ酸分析をとおして学んで頂きます。又、アミノ酸以外のうま味成分との相乗効果
について体感して頂きます。

住所：東京都調布市飛田給2-19-1／交通案内：京王相模原線「京王多摩川駅」下車、徒歩約15分／
URLhttp://www.kajima.co.jp/

プログラム：現在、日本の大都市には数多くの超高層ビルが建設され、その都市ある
いはその地域のランドマークとして皆の注目を集めています。最近では、オフィスビル
だけでなく超高層マンションも建設されるようになり、超高層ビルが生活の場としてさ
らに身近なものになってきています。一方で、このような超高層ビルを建設するために
は数多くの問題があり、それらを解決するために様々な研究が行われてきました。今回
のサイエンスキャンプでは、現在の都市の顔とも言える超高層ビルにスポットを当て、
その高さを支える仕組みや設計に使われている最新技術を紹介します。

募集人数：10名

清水建設株式会社　技術研究所 2005年3月28日（月）午後0時30分～30日（水）午後0時30分　2泊3日

歴史的な建築の保存ワークショップ

募集人数：10名

東京電力株式会社　技術開発センター 2005年3月28日（月）午後1時～30日（水）午後2時　2泊3日

環境保全と資源・エネルギーについて考えよう

募集人数：2コースで8名

株式会社東芝　研究開発センター 2005年3月22日（火）午後1時30分～24日（木）午後2時30分

地球生態系の保全に向けて ～消えるインクの実験、化学物質で
変化する細胞の観察～

住所：東京都江東区越中島3-4-17／交通案内：JR京葉線「越中島駅」下車、徒歩約10分／
URLhttp://www.shimz.co.jp/corporate_information/sit/

プログラム：街には、超高層ビルや広大な競技場施設などランドマークとなるような
建物が数多くあります。一方で、古くから街の特徴ある景観を形作ってきた歴史的な建
築も残されています。このような歴史的な建築は街をより魅力的なものにするための貴
重な財産です。このワークショップでは、歴史的な建築に隠された技術やこれらを今に
蘇らせるための最新の技術を学びながら、その活かし方を考えます。

住所：神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4番1号／交通案内：JR南武線「尻手駅」下車、徒歩約15分／
URLhttp://www.tepco.co.jp/

プログラム：電気は今や生活に欠かせない必需品で、水力、火力、原子力などの各発
電所で発電し、送電線や配電線を通して、工場や家庭などで、動力や光、熱といったエ
ネルギーに変換して利用しています。
東京電力では、限りある資源を大切にするためなるべく効率的に電力を発電、送電し、
利用する技術の研究を進めるとともに、地球環境保全や資源循環型社会の構築に向けた
研究にも取り組んでおります。
今回のキャンプでは、発電、送電、それぞれの最先端の研究を体験し、理解していた

だくとともに、東京電力の環境問題への取り組みについても理解を深めていただきます。

住所：神奈川県川崎市幸区小向東芝町1／交通案内：JR「川崎駅」下車、路線バス約10分「小向
交番前」バス停下車／URLhttp://www.toshiba.co.jp

プログラム：地球温暖化や資源枯渇、生物の多様性の減少といった環境問題への対応が急務となる
中、東芝は循環型社会の構築に向け様々な取り組みを行っています。今回キャンプでは、環境技術に関し2
つのコースを設けました。Ａコース：「紙資源を大切にする、消えるインクの実験」紙は再生もできますが、イン
クを落とす工程が環境負荷の面で最も大きくなります。そこで東芝の消去可能なインク・トナーe-blueTMの材
料でクレヨンを作って、実際に消してみようというものです。この実験を通じて、森林資源などの地球環境問
題、紙の製紙／再生／廃棄のサイクルにおけるゴミ問題や排出される二酸化炭素の問題を学びます。Ｂコー
ス：「身近な化学物質の有害性を見る細胞実験」生活の中にある化学物質は、生活を豊かにすると同時に
様々な形で人間の身体に”毒物”として影響を与えます。この化学物質のもつ有害性を、細胞の中にあるゲ
ノムの観点から観察しようとするものです。化学物質は人間の身体にとってなぜ有害なのかを考察し、様々
な化学物質に囲まれた現代社会の中で、より安全な化学物質を用いて製品を作る必要性を学びます。

募集人数：6名

東レ株式会社　地球環境研究所 2005年3月28日（月）午後5時～30日（水）午後3時　2泊3日

21世紀の地球環境改善へ～水処理分離膜の技術～

募集人数：9名

日本電子株式会社 応用研究センター 2005年3月28日（月）午後5時～30日（水）午後2時30分　2泊3日

ナノメートルの世界を観る ～ようこそ「電子で観る　
ナノメートルの世界」へ～

募集人数：10名

日本電信電話株式会社 横須賀研究開発センタ 2005年3月28日（月）午後5時～30日（水）午後3時　2泊3日

最新のコミュニケーション環境を体験しよう

住所：地球環境研究所・滋賀県大津市園山3-2-1東レリサーチセンター 研究部門　滋賀県大津市園山3-3-7／交通案内：
JR東海道・山陽本線新「石山駅」下車、徒歩約15分／URLhttp://www.toray.co.jp/ http://www.toray-research.co.jp/

プログラム：20世紀は石油の時代、21世紀は水の時代と言われています。世界的な水不
足の進行、環境汚染問題の顕著化に伴い、海水の淡水化などによる持続的な水資源の確
保、環境浄化のための下水処理・排水再利用などの技術がクローズアップされています。
東レ株式会社では、地球環境の保全を重要課題として取組んでおり、地球環境研究所を

設立して、水処理分離膜の研究を続けてきました。
今回のサイエンスキャンプでは、実際に実験室で高分子分離膜を作り、その膜の分離性

能や形態観察を、東レリサーチセンターの最先端の分析装置を用いて行い、水処理技術と
地球環境について考えていきます。

住所：東京都昭島市武蔵野三丁目1番2号／交通案内：JR青梅線「中神駅」下車、徒歩約10分／
URLhttp://www.jeol.co.jp

プログラム：小さい物をはっきり見たい、という素朴な要求から出発した顕微鏡の考え方
は、17世紀の光学顕微鏡から20世紀に電子顕微鏡へと発展しました。電子顕微鏡は、光
学顕微鏡では観察不可能な微小な構造を鮮明に観察することができ、私達が想像もつか
ない原子の世界までも追求できる人類の発明した画期的な道具として世界中で活躍してい
ます。原子の世界を観察する基礎にあるものが、まず「物質をナノメートル（1ナノメートル：
10億分の1メートル）のレベルでしっかりと観る」技術です。この「ナノメートルのレベルで観
る」ための装置が透過電子顕微鏡や走査電子顕微鏡です。
今回のキャンプでは、これらの装置の原理や応用を学び、実際に自分でこれらの装置を

操作して様々な試料を観察します。

住所：神奈川県横須賀市光の丘1－1／交通案内：JR「品川駅」より京浜急行約1時間「YRP野比駅」
下車、路線バス約10分「YRP5番」バス停下車／URLhttp://www.ntt.co.jp/cclab

プログラム：インターネットが身近になり、新たなコミュニケーションが私たちの生
活に深く関わってくるようになって、一部の人だけが使えるものから、誰もがより便利
に・やさしく利用できることが求められる時代となりました。
今回のキャンプでは、NTT研究所が取り組んでいる情報通信に関する最新技術を体験

していただき、NTTが提案する時間や距離を超越する「レゾナント（共鳴する）コミュ
ニケーション」を学んでもらいます。

募集人数：6名

パイオニア株式会社 総合研究所 2005年3月23日（水）午後1時～25日（金）午後1時30分　2泊3日

次世代光ディスク技術を学ぼう

募集人数：10名

浜松ホトニクス株式会社 豊岡製作所・中央研究所 2005年3月28日（月）午後5時～30日（水）午後3時　2泊3日

体感！「光」で何が解かり、何ができるのか

募集人数：10名

株式会社日立製作所　日立研究所 2005年3月28日（月）午後5時～30日（水）午後2時　2泊3日

液晶ディスプレイとモーターのモノづくりの面白さを体験しよう

住所：埼玉県鶴ヶ島市富士見6-1-1／交通案内：東武東上線「若葉駅」下車、徒歩約15分／
URLhttp://www.pioneer.co.jp/crdl/org/place.html

プログラム：CDで音楽を楽しんだり、DVDで映画を見たりテレビ番組を録画したりす
るなど光ディスクはすっかり私たちの生活の一部となっています。最近ではさらにハイ
ビジョン番組を楽しむために、Blu-ray Discへと発展してきています。そんな身近な当
たり前のように感じている技術も、実はいろいろな最新テクノロジーを集めたシステム
であることを、(1)レーザ光の特性、(2)ディジタル信号のエラー訂正、(3)DVDドライブ
の分解と内部信号の観察などの各実験を通じて、光ディスクドライブ技術を理解、実感
して頂くことを目的とします。

住所：豊岡製作所　静岡県磐田郡豊岡村下神増314-5／中央研究所　静岡県浜北市平口5000／交通案内：豊岡製作所・遠州
鉄道「小林駅」下車、タクシー約15分／中央研究所・遠州鉄道「浜北駅」下車、タクシー約20分／URLhttp://www.hpk.co.jp

プログラム：光技術は近代の目覚しい技術開発の進歩を支えてきた基幹技術のひとつ
であると言えます。また、光技術はまだまだ未知の可能性を秘めており、これからも日
本の学術研究・産業界に幅広く貢献していくものと考えられています。
浜松ホトニクスは、人類がこれまで目にしたことのない世界に分け入るツールとして

50年に渡り光科学を追究し、分野を問わず幅広く貢献してきました。
今回のキャンプでは「光」の面白さ、可能性を体感していただきます。

住所：茨城県日立市大みか町七丁目1番1号／交通案内：JR常磐線「大甕駅」下車、徒歩約25分、車
（タクシー）約10分／URLhttp://www.hgrd.hitachi.co.jp/hrl/

プログラム：日立研究所は、広範囲な分野の研究者群を擁し、『創造的な科学技術の研
究を通して社会ニーズに応える』をモットーに、社会・産業インフラを支える総合シス
テムの研究に取り組んでいます。
今回のキャンプでは、私たちの生活の中で毎日接している、液晶ディスプレイとモー

ターの最先端技術をご紹介し、その技術の一端を使って、実際に液晶ディスプレイとモ
ーターを題材に“モノづくり”を体験していただきます。また、研究施設見学を通して、
日立の様々な研究分野を紹介致します。

募集人数：12名

富士ゼロックス株式会社　研究本部 2005年3月22日（火）午後5時～24日（木）午後2時45分　2泊3日

紙を超えマルチメディアで行く！コミュニケーションの未来

募集人数：8名

松下電器産業株式会社　電池研究所 2005年3月23日（水）午後5時～25日（金）午後3時　2泊3日

体験しよう！未来の電池の作り方

募集人数：8名

株式会社リコー　中央研究所 2005年3月27日（日）午後5時～29日（火）午後3時　2泊3日

デジタル・プリンティング・テクノロジーを探る！

住所：神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテクなかい／交通案内：小田急線「秦野駅」下車、
「秦野駅」、「二宮駅」よりシャトルバスあり／URLhttp://www.fujixerox.co.jp/research/

プログラム：文字は意味を伝えるメディア、紙は文字や絵を載せて伝えるメディア、DVD
も大量デジタル情報（映画や音楽など）を伝えるメディア、新聞社やTV局はその機構が情報
を伝えるメディアです。私たちは、多様化するメディアに飲み込まれること無く、それを駆
使してよりよいコミュニケーションを図って行かなければなりません。富士ゼロックスは、
紙メディアへのコピーサービスを提供し始めて以来、私たちのコミュニケーションを支援し
てきたのですが、重要なことはよりよいコミュニケーションであり、いまや、コピーサービス
を超えて広範なコミュニケーション支援の研究を行っています。今回のキャンプでは、いく
つかのメディアに着目し、新しいコミュニケーションの形を体験します。また実際にマルチ
メディアの表現にトライして、メディアとコミュニケーションの関係を深く理解するきっかけ
としていただきます。

住所：大阪府守口市八雲中町3丁目1番1号／交通案内：市営地下鉄谷町線「守口駅」下車、徒歩約
15分／URLhttp://matsushita.co.jp/

プログラム：携帯電話をはじめとするモバイル機器に、今や欠かせない電池。松下電器
では未来に向けたクリーンなエネルギーを生み出す燃料電池の開発に取り組んでいます。
その中でも今回は砂糖電池を紹介します。
生物は食べ物からエネルギーを摂りだしている燃料電池そのもので、その代謝サイクル

を応用して電気を取り出そうというのが砂糖電池の基本原理です。
今回のキャンプでは、燃料電池のしくみを学ぶとともに、実際に砂糖電池を作る体験を

通して理解を深めていただきます。

住所：神奈川県横浜市都筑区新栄町16－1／交通案内：横浜市営地下鉄3号線「仲町台駅」下車、徒
歩約8分／URLhttp://www.ricoh.co.jp

プログラム：最近のオフィスではパソコンで絵や文字を編集し、それを紙にプリント
して資料を作ることがあたりまえのことになってきました。さらにその資料をコピーし
たりして使っております。皆さんも学校やコンビニなどでコピーしたことがあると思い
ます。さてそのコピー機やプリンタが、実はセーターなどを脱ぐときにパチパチするい
やな静電気を上手に使って、きれいな画像を作っているということを知っていますか。
今回のキャンプでは、リコーが取り組んでいるデジタル・プリンティング・テクノロジ
ーの先端技術に触れていただき､どのように画像が作られるのか実際に体験していただ
き楽しみながら学んでいただきます。（画像エンジン開発本部）

～きれいな
印刷技術の最前線～



新しいものを知る喜び、 
　　違う場所で出会う友達、 
　　　　そんな体験をしたくて…  

新しいものを知る喜び、 
　　違う場所で出会う友達、 
　　　　そんな体験をしたくて…  

新しいものを知る喜び、 
　　違う場所で出会う友達、 
　　　　そんな体験をしたくて… 

もりだくさんの科学技術体験合宿の 3日間（イメージ） 1Day

2Day

3Day

キャンプスケジュールの一例 

大阪工業大学工学部応用化学科 

高分子って何？  

～プラスチックからタンパク質まで～ 

2004年3月25日～27日 

 
第1日目 
12：30 大学に集合 

13：00～13：30 開講式・プログラム概要説明 

13：30～14：00 自己紹介 

14：00～14：50 講義「高分子とは何？」 

15：10～16：00 実験「たんぱく質とは何？」 

16：15～17：30 実験「簡単なタンパク質を作る」 

18：00～19：30 懇親会 

19：45～21：30 参加者＆引率者ミーティング 

 

 
 
第2日目 

9：00～12：00 実験「プラスチックを作る」

12：00～13：00 昼食

13：00～18：30

　実験「高分子と細胞の関係を調べる」

　実験「高分子と細胞の関係を観察する」

　実験「作ったタンパク質を調べる」

　実験「プラスチックの性質を調べる」

19：00～20：00 夕食

20：00～21：30 参加者＆引率者ミーティング 

 

 
 
第3日目 

9：00～10：30 計算機実験

「タンパク質の構造を調べる」

10：30～12：00 実験のまとめの時間

12：00～13：00 昼食

13：00～14：30 実験結果報告会

（実験のまとめと感想）

14：30～15：00 閉講式

15：00 大学にて解散

プログラムの説明や
指導研究者の紹介、
参加者の自己紹介が
あります。 

はじめに導入講義か
ら入り、研究者がや
さしく科学技術のお
話をします。 

研究所の中をめぐり、
研究現場や研究機器
を見学します。 

技術者の指導を受け
ながら工作機械や道
具を使い、物作りに
挑戦します。 

班毎に活動成果を
発表するために実
験や測定の結果を
まとめます。 

実際の現場に出て、研究
作業を実習します。 

3日間のサイエンス
キャンプ活動の成果
を研究所の方々を前
に発表します 

参加者・引率者ミーティングで、
参加者の自己紹介や体験発表な
どをしながら親睦を深めます。 

研究者の指導のもと
に実験や研究を体験
します。 

コンピュータを用い
て科学的な分析を行
います。 

電子顕微鏡などの最
先端装置を使って観
察します。 

高性能な装置の使い
方の指導を受けなが
ら自分で測定の体験
をします。 

開 講 式  

サイエンスキャンプ
での体験感想を述べ、
最後に修了証が授与
されます。 

閉 講 式  

講　義 
実　験 

見　学 

製　作 

宿舎でのミーティング 

観　察 

コンピュータ  

ま と め  

実　習 

成果発表 

測　定 

（切り取り線）



（切り取り線） 

 

第１希望 第２希望 第３希望 第４希望 

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） 

略称会場名 

スプリング・サイエンスキャンプ参加申込書 
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、スプリング・サイエンスキャンプに参加申し込みます。 

スプリング・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。 

株式会社 東芝のプログラムを希望した場合のコース 

（姓） （名） 

必
ず
保
護
者
の
承
認
と
印
を
お
願
い
し
ま
す
。

参加申込書の記入方法・応募郵送先について
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。例えば、希望会場が第１希望、第２希望のみ
の場合は、第３希望、第４希望は記入しなくてもかまいません。
会場名を記入する際は、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）
コースが分かれている会場は、第1希望、第2希望まで、希望するコースのアルファベット（Ａ，Ｂ）に
○印をそれぞれ１つ付けて下さい。

３．住所（自宅、学校）
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。

４．学校名
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。

プログラム名 会　場　名 コース

マイコン制御ロボットをつくろう
脳を見る、知る、調べる
魚類生態学入門コース
～魚の子供達に焦点を当てて～
体験しよう！！光化学
光で科学する！～光で探る先端技術～
スポーツ科学の最前線～From Gene to Gold～

意外と身近な放射線とナトリウム

アミノ酸を知ろう！味の科学
～昆布からグルタミン酸の抽出・分析＆味の体感～
みんなで造る未来の都市
～超高層ビルを造る技術に触れてみよう～
歴史的な建築の保存ワークショップ
環境保全と資源・エネルギーについて考えよう
地球生態系の保全に向けて～消えるインクの
実験、化学物質で変化する細胞の観察～　
21世紀の地球環境改善へ　水処理分離膜の技術
ナノメートルの世界を観る
～ようこそ電子で観るナノメートルの世界へ～
最新のコミュニケーション環境を体験しよう
次世代光ディスク技術を学ぼう

体感！「光」で何が解かり、何ができるのか

液晶ディスプレイとモーターのモノづくりの
面白さを体験しよう
紙を超えマルチメディアで行く！
コミュニケーションの未来

体験しよう！未来の電池の作り方

デジタル・プリンティング・テクノロジーを探る！
～きれいな印刷技術の最前線～

神奈川工科大学 工学部
国立大学法人 新潟大学 脳研究所
国立大学法人 京都大学 フィールド科学
教育研究センター 舞鶴水産実験所
大阪工業大学 工学部 応用化学科
関西大学 工学部
国立大学法人 鹿屋体育大学 体育学部
核燃料サイクル開発機構
敦賀本部 国際技術センター
味の素株式会社
ライフサイエンス研究所

鹿島建設株式会社 技術研究所

清水建設株式会社 技術研究所
東京電力株式会社 技術開発センター

株式会社東芝 研究開発センター

東レ株式会社 地球環境研究所

日本電子株式会社 応用研究センター

日本電信電話株式会社 横須賀研究開発センタ
パイオニア株式会社 総合研究所
浜松ホトニクス株式会社
豊岡製作所・中央研究所

株式会社日立製作所日立研究所

富士ゼロックス株式会社 研究本部

松下電器産業株式会社
電池研究所

株式会社リコー 中央研究所

－
－
－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－

－
－

－

－

－

－

－

Ａ，Ｂの
2コース

申込書に記入する
略称会場名

神奈川工科大
新潟大

京都大

大阪工業大
関西大
鹿屋体育大

核燃料

味の素

鹿島建設

清水建設
東京電力

東芝

東レ

日本電子

日本電信電話
パイオニア

ホトニクス

日立製作所

ゼロックス

松下電器

リコー


