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ウインター・サイエンスキャンプ
先進的科学技術体験合宿！研究者と会える2泊3日

ウインター・サイエンスキャンプは、先進的な研究テーマに取り組む、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学年等が参加して、8名～30名の規

模で3～4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。

また、若手研究者等との交流は、近い将来の自分の姿を想像する上で参考になると

思います。研究者等になった動機や普段の研究生活の実際など、皆さんの知りたいさ

さいな疑問にもアドバイスをもらうことができるでしょう。

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。これまでの参加者の多くは3～4日間という短い期間ながら、研究開発現場という

環境の中で仲間と様々な体験を重ね、お互いが刺激を受けあっています。参加後には

それぞれが自分の将来への希望、求めている夢の実現に向けての第一歩を踏み出して

います。

今回のウインター・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。

このサイエンスキャンプの体験を通して、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求心をより一層深める機会になる一助となればと願っております。



2

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

が、高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校（1～3学年）等に在籍する生徒を受け

入れ、それぞれの特徴を生かした実習・実験を主体とする科学技術体験学習、研究者・技術

者との対話、参加者同士の交流を行います。

大学（北海道大学大学院 理学研究科、北見工業大学 工学部、東北大学大学院 工学研究科

創造工学センター、山形大学 工学部 機能高分子工学科、筑波大学 工学システム学類、足利

工業大学 総合研究センター、神奈川工科大学 工学部、中部大学 工学部 先進計測研究センタ

ー・工学基礎教室、同志社大学 工学部、大阪府立大学 生命環境科学部 緑地環境科学科、鳥

取大学地域共同研究センター・アドミッションセンター、愛媛大学沿岸環境科学研究センタ

ー、高知大学 海洋コア総合研究センター・遺伝子実験施設）、公的研究機関（独立行政法人

産業技術総合研究所 セルエンジニアリング研究部門）、民間企業（株式会社東芝 研究開発セ

ンター）の15会場が、それぞれ8～30人（計238名）を3～4日間受け入れ実施します。

なお、本事業は文部科学省の委託事業として財団法人 日本科学技術振興財団が実施するも

のです。

文部科学省

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。また、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。

この状況に対処するためには、青少年が科学技術に夢と希望を傾け、科学技術に対する

志向を高める機会の充実が重要です。

ウインター・サイエンスキャンプは、ライフサイエンス、情報通信、ナノテクノロジ

ー・材料、電気・電子、環境・エネルギー、地球科学、ロボット工学等の分野において先

進的な研究テーマに取り組んでいる大学、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（1

～3 学年）等に在籍する生徒を対象として、8～30名の規模で冬休みの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等が活用されている研究現場等に

おいて、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。

1 趣　　　旨

2 サイエンスキャンプ概要

3 主　　　催



プログラム関連分野

物質の科学

（物理学）

雪氷学、

地球環境

物理化学、

流体力学、

生理学

有機化学、

物理

新エネルギー、

地球環境

自然（再生可能）

エネルギー

ロボット工学、エレクトロニクス（電子工学）

電磁波科学、

エネルギー科学、

情報科学

材料科学

自然科学、緑地環境科学、

環境モニタリング・制御、

緑地保全・創成学

風力発電、

自然エネルギー

海洋生態系、地球環境、

微生物学、プランクトン学

生物資源、地球環境

海洋コア：地球科学、

遺　　伝：生物資源）

脳科学、

細胞工学、

蛋白質科学

ロボット技術、

ソフトウェア
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プログラム関連分野
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地球環境

物理化学、

流体力学、

生理学

有機化学、

物理

新エネルギー、

地球環境

自然（再生可能）

エネルギー

ロボット工学、エレクト

ロニクス（電子工学）

電磁波科学、

エネルギー科学、

情報科学

材料科学

自然科学、緑地環境科学、

環境モニタリング・制御、

緑地保全・創成学

風力発電、

自然エネルギー

海洋生態系、地球環境、

微生物学、プランクトン学

生物資源、地球環境

（海洋コア：地球科学、

遺　　伝：生物資源）

脳科学、

細胞工学、

蛋白質科学

ロボット技術、

ソフトウェア

プログラム・会場名

超伝導を作ろう

～高温で見い出された超伝導体の謎～

国立大学法人北海道大学大学院理学研究科

雪と氷の世界を体験しよう

～雪結晶から地球環境まで～

国立大学法人北見工業大学工学部

種々の気体の粘度を測ってみよう

国立大学法人東北大学大学院工学研究科

創造工学センター

有機の光で照らしてみよう～有機ＥＬを作る～

国立大学法人山形大学工学部機能高分子工学科

燃料電池を作って水素から電気を起こそう

国立大学法人筑波大学工学システム学類

知ろう・創ろう自然エネルギー

足利工業大学総合研究センター

マイコン制御ロボットをつくろう

神奈川工科大学工学部

のぞいてみよう！科学技術を支える光の科学

～マイクロ波からγ線まで～

中部大学工学部先進計測研究センター・工学基礎教室

太陽電池と超伝導体を作ってみよう

同志社大学工学部

解明しよう！緑と都市環境のメカニズム

公立大学法人大阪府立大学生命環境科学部

緑地環境科学科

体験しよう！風力発電の技術

国立大学法人鳥取大学

地域共同研究センター・アドミッションセンター

生命の海を科学する～海洋のミクロ生態系～

国立大学法人愛媛大学沿岸環境科学研究センター

科学の力で地球の未来を探る～遺伝子資源と地球環境～

国立大学法人高知大学

海洋コア総合研究センター・遺伝子実験施設

生きていることと生きること～遺伝子の世界と脳の世界～

独立行政法人産業技術総合研究所

セルエンジニアリング研究部門

次世代ホームロボットを動かしてみよう

株式会社東芝研究開発センター

募集人数 会　期

16名 2005年12月24日（土）

～12月26日（月）

15名 2006年1月6日（金）

～1月8日（日）

10名 2006年1月4日（水）

～1月6日（金）

12名 2005年12月26日（月）

～12月28日（水）

24名 2006年1月5日（木）

～1月７日（土）

30名 2006年1月6日（金）

～1月9日（月・祝）

8名 2006年1月6日（金）

～1月8日（日）

16名 2005年12月26日（月）

～12月28日（水）

2コースで 2005年12月26日（月）

24名（各12名） ～12月28日（水）

10名 2005年12月26日（月）

～12月28日（水）

20名 2005年12月24日（土）

～12月26日（月）

15名 2005年12月24日（土）

～12月26日（月）

2コースで 2005年12月23日（金・祝）

20名(各10名） ～12月25日（日）

10名 2006年1月4日（水）

～1月6日（金）

8名 2005年12月26日（月）

～12月28日（水）

4 プログラム、会場および募集人数、会期
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応募者は「参加申込書」に必要事項を記入の上、財団法人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。

（１）「参加申込書」にもとづいて、各プログラムの会場又はサイエンスキャンプ事務局が

選考を行い、参加者を決定します。

（２）応募倍率の高い会場の選考にあたっては、過去に参加経験のない方を優先して選考す

る場合があります。

（３）選考結果は2005年12月上旬に応募者本人宛に通知します。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

担になります。

（５）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。

原則としてサイエンスキャンプ事務局員１名、事務局でお願いした高等学校理科教諭１

名が、集合から解散まで、参加者を引率します。

高等学校理科教諭は、参加者が充実したキャンプを送れるようにアドバイザーとして高

校生等には理解の難しい学術用語や専門知識の解説、その日の体験活動のまとめ、キャン

プ最終日に参加者による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有する日本科学技術振

興財団職員がサイエンスキャンプ事務局員として、高等学校理科教諭、会場担当者と連携

しながらキャンプの運営を行い、参加者をサポートします。

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学年）

等に在籍する生徒。ただし、サイエンスキャンプに参加できる回数は最大３回までとします。

5 応募資格

6 応募方法および締切日

7 選考方法および決定等

8 参加者引率

応募締切日 2005年11月16日（水）＜必着＞

選考結果通知日 2005年12月上旬
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財団法人日本科学技術振興財団振興事業部内

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

Webサイト：http://ppd.jsf.or.jp/camp/

E-mail ： camp＠jsf.or.jp

国立大学法人北海道大学／国立大学法人北見工業大学／国立大学法人東北大学／

国立大学法人山形大学／国立大学法人筑波大学／足利工業大学／神奈川工科大学／

中部大学／同志社大学／公立大学法人大阪府立大学／国立大学法人鳥取大学／

国立大学法人愛媛大学／国立大学法人高知大学／独立行政法人産業技術総合研究所／

株式会社東芝

財団法人 日本科学技術振興財団

神奈川工科大学 
工学部（18頁） 

株式会社東芝 
研究開発センター（34頁） 

国立大学法人 
北海道大学大学院 
理学研究科（6頁） 

足利工業大学 
総合研究センター（16頁） 

国立大学法人 
筑波大学 
工学システム学類 
（14頁） 

国立大学法人  
山形大学 工学部 
機能高分子工学科（12頁） 

中部大学　工学部 
先進計測研究センター ・工学基礎教室（20頁） 

国立大学法人 
東北大学大学院 
工学研究科（10頁） 

同志社大学 
工学部 
（22頁） 

国立大学法人 
北見工業大学 
工学部（8頁） 

公立大学法人 
大阪府立大学 
生命環境科学部 
緑地環境科学科 
（24頁） 

国立大学法人 鳥取大学 
地域共同研究センター・ 
アドミッションセンター 
（26頁） 

国立大学法人 高知大学 
海洋コア総合研究センター・ 
遺伝子実験施設（30頁） 

国立大学法人 愛媛大学 
沿岸環境科学 
研究センター（28頁） 

独立行政法人  
産業技術総合研究所 
セルエンジニアリング研究部門 
（32頁） 

※（ ）は掲載頁です。 

9 協　力

10 実施運営機関

11 応募先・問い合わせ先

開催地マップ
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物質の科学（物理学）

会　場
国立大学法人　北海道大学大学院　理学研究科
札幌市北区北十条西８丁目
http://www.hokudai.ac.jp/science/

宿　舎（引率者も同宿）
ホテルサンルート札幌　
北海道札幌市北区北七条西1-1-22

募集人数：16名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

超伝導を作ろう
～高温で見い出された超伝導体の謎 ～

国立大学法人　北海道大学大学院　理学研究科

豊かで独創的な科学的思考は、日本の将来を支える土台です。電気抵抗がゼロになる超伝導。なぜでしょう？

本プログラムでは、高温超伝導をひとりひとり作製し、簡単な超伝導の実験をします。

オランダのカマリン・オンネスが初めて超伝導を発見したのは、－269℃という極低温でした。1911年のことです。

ところが1986年、スイスのベドノルツとミュラーが理論上ありえない高温（－238℃）で超伝導になる物質を発見

したのです。驚くべき事に、その翌年、チュー（アメリカ）がより高い（－180℃）超伝導体を見つけ、世界中の科学

者の一大競争が始まりました。その解明は現代物性物理学最大の難関。チャレンジングなテーマですが、まだ解明され

ていません。強力磁石、送電、微弱磁場センサ、超高速デバイスへの応用が期待されます。室温で超伝導になれば世界

が変わります。あなたも「マイ超伝導体」を作ってみませんか？

会期：2005年12月24日(土)午後5時～12月26日(月)午後2時30分　2泊3日

これまでの常識を打ち破り、
100Kも高い温度で見い出され
た超伝導体。しかもそれは、
予想もしなかった酸化物でし
た。本キャンプでは、高温超
伝導体をひとりひとり作製し、
簡単な超伝導の実験をします。
科学実験を通し、最近のトピ
ックスに触れます。（1）高温
超伝導の発見や最近の発展に
ついての特別講演、（2）薬品
の調合、焼成し、高温超伝導
体を作製、それを用いた電気
抵抗、マイスナー効果の実験

を行います。物理学専攻の教
官4名が指導します。併せて、
物理学専攻の研究室訪問し、
実際にどのように研究が行わ
れているかに触れます。

講演:「なぜ金属,絶縁体になる
のか？─なぜ超伝導に？─」

研究室訪問:液体ヘリウム極低
温の世界､X線で結晶を見る､
STM/AFMで見るミクロの世
界

キャンプの実習内容（予定）
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キャプション

会場の紹介
北海道大学理学部物理学

科で行います。北海道大学

はＪＲ札幌駅から徒歩5分

の所にあります。

開講式等の全体説明は理

学部大講堂、実験は3年生

が実験している物理学学生

実験室で行います。北海道

大学理学部は雪の研究で有名な中谷宇吉郎や磁性研究で知ら

れる茅誠司などを初代教授に迎え、1930年に開設されまし

た。札幌の中心にあり、広大なキャンパスを有しています。

勉強や研究につかれたとき、エルム（楡）の森を散策してリ

フレッシュできます。

研究室の紹介
私たちの物理学科では、私たちが住む自然がどの様な法

則、仕組みで成り立っているか、基本的な研究を行ってい

ます。物理学は、あらゆる科学の基礎となっています。素

粒子から広大な宇宙までを研究の対象としますが、ﾅﾉﾒｰﾄﾙ

(nm)からｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ(cm)のスケールの物質の科学を研究するの

が固体物理学です。物質の多様な性質はどうして、なぜ、

そのようになっているのでしょうか？日夜頭を悩ませてい

ます。物質という手の平にのせることができる小宇宙。あ

なたも一緒に研究してみませんか

入門書の紹介
書　名：トコトンやさしい「超伝導の本」

著者名：下山　淳一

出版社：日刊工業新聞社 価　格：1,470円（税込）

プログラム関連Ｗｅｂサイトの紹介：

http://www.hokudai.ac.jp/science/

交通案内
・ＪＲ「札幌駅」から 徒歩約10分

新千歳空港 

札幌 

南千歳 

北海道大学大学院 
理学研究科 

Ｊ
Ｒ
千
歳
線 

第1日目（12月24日）
17：00～17：30 宿舎で集合受付
19：00～21：00 参加者＆引率者ミーティング　

第2日目（12月25日）
9：00～ 9：30 開講式　
9：30～10：00 スタッフ紹介、実験器具の説明、実験上の注意
10：00～12：30 高温超伝導体の調合、焼成（翌日10時まで）
12：30～13：30 昼食
13：30～17：00 高温超伝導体デモンストレーション実験
17：00～17：30 休憩
17：30～19：30 懇親会（夕食）

第3日目（12月26日）
9：00～10：00 講演「なぜ金属,絶縁体になるのか？

─なぜ超伝導に？─」
10：00～12：00 高温超伝導体の取り出し、マイスナー効果実験
12：00～13：00 昼食
13：00～14：00 研究室訪問、ディスカッション
14：00～14：30 閉講式
14:30 解散

スケジュール（予定）
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開催地

8

雪氷学、地球環境

会　場
国立大学法人 北見工業大学 工学部
北海道北見市公園町165番地
http://www.kitami-it.ac.jp/

宿　舎（引率者も同宿）
北見工業大学 屈斜路研修所
北海道川上郡弟子屈町字美留和1-545

募集人数：15名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

雪と氷の世界を体験しよう
～雪結晶から地球環境まで ～

国立大学法人　北見工業大学　工学部

北海道の冬を体験し、次のような項目について、雪や氷のことを知るとともに、南極の氷から地球環境変動までを考

えます。シャボン玉も凍る冬の大自然の中、合宿しながらあなたも地球環境のことを考えてみませんか？

①氷結晶構造の仕組み、雪結晶の種類と成長条件、②寒冷地に現れる光学現象、③氷結晶薄片作りによる氷の偏光現

象体験、④赤外放射カメラによる表面温度測定、⑤雪の山中にある不思議な緑の空間を訪れる雪山トレッキング体験、

⑥南極越冬体験談と南極の氷からわかる氷期・間氷期の地球環境変動。

会期：2006年1月6日（金）午後2時～1月8日（日）午後1時　2泊3日

屈斜路湖の研修所で2泊3日
の合宿形式で、実験、雪山歩
き、講義を行います。

1. 氷結晶の構造、雪結晶の種
類と成長条件を学びます。

2. 寒冷地に特有な氷晶による
さまざまな大気光学現象の
原理を学びます。

3. 屋外で作成した氷薄片の偏
光観察、雪の結晶レプリカ
を作成し結晶観察を行いま
す。

4. ワカンジキを履いて雪山
（屈斜路湖ポンポン山）を歩

き、雪の中にある不思議な
緑の空間を訪れます。

5. 赤外放射カメラにより、雪
の中の温度、地熱斜面の温
度（ポンポン山、硫黄山）、
湖の温度（屈斜路湖、摩周
湖）を観測します。

6. 南極越冬体験記から、極地
観測の今と南極の氷からわ
かる地球環境変動を学びま
す。

7. シャボン玉を凍らせる実験、
冬の星空観察を行います
（天候に依存します）。

キャンプの実習内容（予定）
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屈斜路湖畔ポンポン山。地熱のために雪が融け、雪山の中に草原地帯が突如現れる。 冬の屈斜路湖畔。温泉で氷が融けた湖畔にはオオハクチョウが遊ぶ。

ドライビングシミュレーターによる体験講義風景講義風景



会場の紹介
北見工業大学は、北海道

網走支庁の中核都市である

北見市に置かれており、北

緯 44 度の高緯度に位置す

る、工科系としては最北の

国立大学法人です。この地

域は、周りに大雪、知床、

阿寒といった国立公園をは

じめとする豊かな自然が広がり、清涼な空気と高い日照率に

恵まれた地域です。北見工業大学は、このような恵まれた自

然環境の中に1960年に設置された北見工業短期大学を母体

とし、現在は、工学部、大学院博士前期課程及び大学院博士

後期課程からなる教育機関に大きく発展してきています。

本学は、「自然と調和するテクノロジーの発展」を基本理

念とし、「人を育て、科学技術を広め、地域に輝き、未来を

築く」魅力ある工科系大学を目指しています。研究面にお

いては、「個性に輝き、知の世紀をリードし、地域特色のあ

る研究」を目標に、寒冷地域において重要となる工学技術

の開発に重点を置くとともに、エネルギー・環境関連技術

開発にも重点を置き、特色ある研究を推進しています。

研究室の紹介
「雪氷研究室」

雪や氷は、水循環や熱的システムの上で地球環境に大変

重要であると同時に、水資源などの面で人間に密接な関わ

りをもっています。その雪・氷について、低温室実験、野

外観測、衛星観測により以下の研究を進めています。［極地

雪氷］南極氷床の質量収支、南極氷コア解析、アラスカ・

シベリア氷河観測、［衛星観測］オホーツク海・極地海域の

海氷分布変動、［雪結晶］南極の雪結晶、［雪氷防災］吹雪、

豪雪、路面凍結など。

入門書の紹介
書　名：南極ってどんなところ？

著者名：国立極地研究所、柴田鉄治、中山由美（他９名）

出版社：朝日新聞社 価　格：1,260円（税込）

書　名：雪と氷の世界 出版社：東海大学出版会

著者名：若濱五郎 価　格：1,890円（税込）

交通案内
・「女満別空港」より空港連絡バス北見行約45分

「工業大学入口」下車 徒歩5分

・ＪＲ「札幌駅」よりＪＲ特急オホーツク約4時間40分

ＪＲ「北見駅」下車路線バス約10分

「工業大学入口」下車 徒歩5分

第1日目（1月6日）
14：00～14：30 集合受付
14：30～15：30 開講式・学内施設見学
15：30～17：30 屈斜路研修所へ移動（バス）
17：30～18：30 夕食
18：30～21：00 基礎講義「雪と氷の世界」、「寒冷地の光学現象」

第2日目（1月7日）
9：00～10：30 硫黄山、摩周湖（バス）にて赤外カメラ観測
10：30～15：00 仁伏温泉ポンポン山探索（徒歩/ワカン着用）

（地熱斜面赤外カメラ観測、山中で昼食）
15：00～17：30 氷の観察（氷薄片偏光観察）

雪の観察（雪結晶レプリカ作成、積雪断面観測）
17：30～18：30 基礎講座「南極の氷たち-南極越冬体験記-」
19：00～21：00 懇親会（夕食）

第3日目（1月8日）
9：00～10：00 基礎講義「南極の氷からわかる地球環境変動」
10：00～11：00 各グループ・レポートまとめ
11：00～12：00 ディスカッション
12：00～12：15 閉講式
12：15～13：00 昼食
13：00 解散

スケジュール（予定）

9
赤外放射カメラによる摩周湖の温度観測

アラスカ・マッコール氷河の赤外温度画像（左）と可視画像（右）



材料調整室（金属顕微鏡）

発表・ディスカッション研究室見学その2研究室見学その1

開催地

10

物理化学、流体力学、生理学

会　場
国立大学法人　東北大学大学院　工学研究科
創造工学センター
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６-６-04
http://www.ip.eng.tohoku.ac.jp

宿　舎（引率者も同宿）
チサンホテル仙台
宮城県仙台市青葉区中央4-8-7

募集人数：10名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

種々の気体の粘度を
測ってみよう
国立大学法人　東北大学大学院　工学研究科　創造工学センター

流体と呼ばれる、水・油・ガス・空気などは、動くときに共通の性質を示します。それは、必ずその動きに抵抗する力、すなわち粘

性が働くことであり、強さの指標は「粘度」と呼ばれています。流体の粘度を知ることは、実は身の回りの生活向上につながります。

例えば、石油を輸送するパイプ内での動きや、機械を動かす潤滑油の動きなどを解析して、装置の性能を向上させることができます。

キャンプでは、気体のアルゴン、二酸化炭素、窒素、酸素、空気が室温・大気圧で示す粘度を、「毛管法」と呼ぶ方法で測定します。

層流・乱流の概念、粘度の概念、ハーゲン・ポアズイユの法則、などを理解してもらいます。測定を通して、気体の種類により粘度

が異なること、液体とけた違いの粘度を示すことなどを実感してもらいます。

圧力単位、水銀気圧計使用法、重力加速度値、気体密度と温度・圧力の関係、液体(水など)の密度と温度の関係、測容器検定法、モ

ル流量の概念、毛管径測定法、せっけん膜流量計使用法なども解説します。

会期：2006年1月4日(水)午後5時～1月6日(金）午後2時　2泊3日

参加者10人は２人１組の５
班に分かれます。

５種類のガスについて、容
器‐圧力調整装置‐毛管‐せ
っけん膜流量計の系列が用意
されます（毛管の上流側／下
流側圧力差を測るためのＵ字
管も毛管前後に接続されます)。
気圧と気温は随時測定します。

各班がそれぞれ１つの系列
の前に立ち、気体流通時の毛
管前後圧力差と流量の関係を

調べ、各班数組のデータを得
てから、別の系列の前に移っ
てデータを取り、最終的にど
の班も系列５種類について測
定を経験します。グラフにデ
ータをプロットするときは、
気体種類の違い、測定中の気
圧と気温の変化を考慮に入れ
ます。グラフとハーゲン・ポ
アズイユ式から気体各種の粘
度を算出します。

キャンプの実習内容（予定）
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会場の紹介
創造工学センターは、創

造性豊かな学生を育てる目

的で、2001年に設置されま

した。創作室、工作室、材

料調整室、化学実験室、情

報処理室、デジタルアトリ

エ、デジタル造形室、など

で成ります。

１年生に、研究の面白さと、発想が現実の形になる喜びを

体験してもらおうと、東北大工学部は「創造工学研修」とい

う科目を、平成８年からスタートさせました。創造工学セン

ターは、研修を実施する場所のひとつとして使われています。

研究室の紹介
創造工学センターの企画・運営は10名の委員構成で実施

していますが、委員である研究者は日頃次のような研究を

行っています。

・超臨界流体の研究

・宇宙電磁推進機の研究

・移動通信アンテナの開発

・放射性核種の物質移動の研究

・セラミックス粉製造の研究

・マイクロ波を使う材料製造の研究

・建築デザインの研究

・マイクロ旋盤の開発

・製錬工程解析の研究

入門書の紹介
書　名：理科年表平成17年

著者名：国立天文台編

出版社：丸善 価　格：1,470円（税込）

参考頁範囲：P.369 ～P.374

プログラム関連Ｗｅｂサイトの紹介：

http://ja.wikipedia.org/wiki/ジャン･ポアズイユ

http://homepage1.nifty.com/kumabox/H-poi.htm

交通案内
・JR「仙台駅」より路線バス約20分「工学部中央」下車

徒歩約2分

←東京 仙台 盛岡→ 

東北新幹線 

東北大学大学院 
工学研究科 

第1日目（1月4日）
17：00～17：30 宿舎で集合受付
19：00～21：00 参加者＆引率者ミーティング　

第2日目（1月5日）
９：00～ ９：25 開講式
９：30～11：40 測定原理・装置・方法の説明

測定
測定結果の確認と整理

11：45～11：55 センター内見学
12：00～12：55 昼食（東北大学生協工学部食堂）
13：00～13：15 講義「粘度とReynolds式」
13：20～14：25 測定

測定結果の確認と整理
14：30～14：40 センター内見学
14：45～17：00 測定

測定結果の確認と整理
17：05～17：15 センター内見学
17：30～19：00 懇親会（創造工学センター展示室）

第3日目（1月6日）
９：00～ ９：15 講義「物質による粘度の違い」
９：20～10：25 測定

測定結果の確認と整理
10：30～10：55 整理・考察・発表準備
11：00～11：55 発表・ディスカッション
12：00～12：55 昼食（東北大学生協工学部食堂）
13：00～13：30 見学（材料科学総合学科山村研究室）
13：35～13：55 閉講式
14：00 解散

スケジュール（予定）
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キャプション キャプション

キャプションキャプションキャプション

開催地

12

有機化学、物理

会　場
国立大学法人 山形大学 工学部 機能高分子工学科
山形県米沢城南4-3-16
http：//ckido8.yz.yamagata-u.ac.jp

宿　舎（引率者も同宿）
ホテルベネックス
山形県米沢市門東町3-2-16

募集人数：12名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

有機の光で照らしてみよう
～有機ELを作る ～

国立大学法人　山形大学　工学部　機能高分子工学科

蛍光性の有機化合物を電気で光らせる装置のことを有機EL素子といいます。有機EL素子は、厚さが1mm以下と極

めて薄く高効率発光する環境に優しい面発光デバイスです。このため次世代の薄型テレビや照明器材への応用が注目さ

れています。今回のキャンプでは、蛍光性の有機化合物をフラスコなどを使って実際に合成し、合成した蛍光材料など

を使って有機EL素子を作製します。つづいて作製した素子に電気を流すことで、その明るさや効率などを測定して蛍光

灯などの既存の光源と比較します。またディスプレイなど実際に応用された製品を見ることにより有機ELの応用につい

て考えます。

会期：2005年12月26日（月）午後5時～12月28日（水）午後3時20分　2泊3日

有機蛍光材料であるアルミニウム錯体（Alq）を合成しま
す。合成したAlqを用いて有機EL素子を真空蒸着機を用い
て作製します。つづいて有機EL素子を直流電源を用いて発
光させ、その明るさや素子の電流効率などを測定します。最
後に有機EL素子の発光機構を考察することや既存の光源な
どと比較することで有機ELの理解を深めてもらいます。

キャンプの実習内容（予定）
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会場の紹介
山形大学工学部は明治43

年に設立された米沢高等工

業学校を前身としており、

現在も旧米沢高等工業学校

本館（国の重要文化財）と

して見学できます。当初か

ら染織科、応用化学科があ

り繊維などの高分子に関す

る研究が活発で、現在も高分子の一大拠点として国内外から

注目を集めています。特に機能高分子工学科ではさまざまな

機能性をもつ高分子の設計や開発を行っており、電子・情報、

自動車、航空、宇宙、さらには医療・福祉までの幅広い分野

の先端産業の要求に応えられるようなキーマテリアルとして

高分子を研究しています。

研究室の紹介
城戸研究室では有機EL素子の研究を10年以上行ってお

り、世界で初めて有機EL白色発光に成功したことも含め、

現在国内のこの分野において中心的存在となっています。

経済産業省・NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機

構）の国家プロジェクト「高効率有機デバイスの開発」も

行っており、最先端の技術、装置を保有しています。有機

EL素子の開発には、有機化学物質の開発や物理的な考察な

どが不可欠なため化学者、物理学者などいろいろな研究者

の集まりとなっています。また日本国内外を問わず世界か

ら研究者が集まっており、極めて国際色豊かな研究室とな

っています。

入門書の紹介
書　名：「有機ELのすべて」

著者名：城戸　淳二

出版社：日本実業出版 価　格：1,680円（税込）

参考頁範囲：第1、2章

交通案内
・JR「東京駅」よりJR山形新幹線　約2時間10分

「米沢駅」下車

路線バス約15分　「山大正門」下車　徒歩約3分

米沢 

山形大学 
工学部機能高分子工学科 
 

Ｊ
Ｒ
東
北
・
山
形
新
幹
線 

↑山形 

↓福島 

路線バス 

第1日目（12月26日）
17：00～17：30 宿舎で集合受付
19：00～21：00 参加者＆引率者ミーティング　

第2日目（12月27日）
9：00～ 9：15 開講式
9：15～ 9：30 実験内容の説明
9：30～10：00 有機蛍光物質の合成
10：00～12：00 有機蛍光物質の光物性解析
12：00～13：00 昼食
13：00～18：30 有機EL素子の作製・評価
18：30～20：00 懇親会（夕食）

第3日目（12月28日）
9：00～12：00 実験のまとめ
12：00～13：00 昼食
13：00～14：00 実験のまとめ
14：00～15：00 ディスカッション
15：00～15：20 閉講式
15：20 解散

スケジュール（予定）
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キャプション キャプション

キャプションキャプションキャプション

開催地

14

新エネルギー、地球環境

会　場
国立大学法人　筑波大学　工学システム学類
茨城県つくば市天王台１丁目１番１号
http://www.esys.tsukuba.ac.jp

宿　舎（引率者も同宿）
トレモントホテル
茨城県つくば市天久保3-19-9

募集人数：24名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

燃料電池を作って
水素から電気を起こそう
国立大学法人　筑波大学　工学システム学類

エネルギーの利用増加による環境問題と資源枯渇問題が懸念されています。これらを解決する技術として水素エネル

ギーや燃料電池が多く期待を集めています。しかし、これらの技術は古くから原理は知られていながら、なぜ今開発が

盛んなのでしょうか？また近い将来に実現させるためにはどんなことを解決していかなければならないのでしょうか？

ここでは基本原理の講義や試作と実験等の実習を通じて、燃料電池の面白さや難しさを学んでみましょう。

さらに最先端の研究開発の状況にも触れることによって、クリーンエネルギー技術全貌に迫ります。

会期：2006年1月5日（木）午後0時30分～1月7日（土）午後2時30分　2泊3日

１．講義
エネルギーと環境問題に関

する現状と将来予測、燃料電
池の仕組みと発電原理、エネ
ルギー工学における水素エネ
ルギー技術の考え方、研究開
発の課題と現状などについて
分かりやすく説明します。

２．実習
実際にいろいろな条件のも

とに燃料電池を試作してみま
す。そして、できあがったも
のに水素を流して様々な条件

で発電特性のデータを取得し、
比較してみましょう。そして、
どうすれば良い特性が得られ
るか考えてみましょう。

３．見学
最先端で行われている実用

化を目指した研究開発の状況
を覗いてみましょう。

キャンプの実習内容（予定）
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キャプション

会場の紹介
筑波大学は筑波研究学園

都市の中核にある総合大学

です。キャンパスは森林公

園を基調とした景観の中に、

変化に富んだ斬新なデザイ

ンの施設が効率的に配置さ

れています。建学の理念に

おいては、国内的にも国際

的にも開かれた大学であることをその基本的性格とすること

を標榜しております。特に工学を始めとする科学的な分野で

は、地の利を活かし近隣の国立および民間の研究機関と有機

的な関係を積極的に築きつつ、研究ならびに教育活動を推進

しています。

今回のサイエンスキャンプは、第三学群工学システム学類

エネルギー工学主専攻が主体となってプログラムを提供して

います。

研究室の紹介
当研究室では『環境調和型エネルギー新技術』を大きな

柱として研究活動を行っています。現在は主に、高電圧技

術の新しい展開や燃料電池を普及するための支援技術を中

心とした研究課題を扱っています。研究内容は幅広く、太

陽光発電を始めとする自然エネルギー利用や放電NOX処理

技術など、エネルギー・環境問題の解決に向け、システム

技術を基本とした研究開発に取り組んでいます。

入門書の紹介
書　名：よくわかる最新燃料電池の基本と動向

著者名：燃料電池NPO法人PEM-DREAM

出版社：秀和システム 価　格：1,680円（税込）

プログラム関連Ｗｅｂサイトの紹介：

http://www.nedo.go.jp/nenryo/denchi/index.html

交通案内
・「秋葉原駅」よりつくばエクスプレス約１時間

「つくば駅」下車　路線バス 約10分

「第三学群棟前」下車　徒歩2分

JR中央線 

つくばエクスプレス 

北千住 つくば 

東京 

秋葉原 

筑波大学 

JR山手線 

浜松町 

東京モノレール 
羽田空港 

品川 

新宿 

第1日目（1月5日）
12：30～13：00 集合受付
13：00～14：30 開講式、オリエンテーション、筑波大学概要説

明、講師紹介
14：30～16：30 基礎講義
16：40～17：30 事前準備
18：00～20：00 懇親会（夕食）

第2日目（1月6日）
9：00～12：00 燃料電池および水素エネルギーに関する

実験研究
12：00～13：00 昼食
13：00～17：00 燃料電池および水素エネルギーに関する

実験研究

第3日目（1月7日）
9：00～11：00 実験結果解析、考察

学内研究施設見学（場所未定）
11：00～12：00 研究レポートとりまとめ
12：00～13：00 昼食
13：00～14：00 研究発表、討論、総評
14：00～14：30 閉講式
14：30 解散

スケジュール（予定）
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キャプション キャプション

キャプションキャプションキャプション

開催地
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自然（再生可能）エネルギー

会　場
足利工業大学　総合研究センター
足利市大前町268－1
http：//www.ashitech.ac.jp/

宿　舎（引率者も同宿）
ニューミヤコホテル別館（予定）
栃木県足利市田中町634

募集人数：30名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

知ろう･創ろう
自然エネルギー

足利工業大学　総合研究センター

21世紀のエネルギーとして環境負荷の小さな自然エネルギーが注目されています。そこで、身近な自然エネルギーに

ついての学習をするとともに、太陽光、風力、バイオマスなど実際のフィールドで見学し、さらにはソーラークッカー、

小型風力発電機など簡単な自然エネルギー利用装置を手作りして、ものづくりの楽しさと自然エネルギーのすばらしさ、

有り難さを実感してもらいます。

会期：2006年1月6日（金）午後5時～1月9日（月・祝）午後2時30分　3泊4日

風力の利用として、小型風
力発電機など簡単な自然エネ
ルギー利用装置を、太陽光の
利用としては、エネルギーを
直接利用して調理を行うソー
ラークッカーを手作りして実
験を行います。作業は、総合
研究センターの講義室におい
て行い、“見て” “触れて”
“測れる”実践的な内容となり
ます。

（概要）
●自然エネルギー利用につい
ての講義（総括、風力、太
陽光、バイオマス）

●「風と光の広場」（足利工業
大学実験フィールド）の見学

●「ソーラークッカー」の製作・
フィールド実験

●「小型風力発電機」の製作・
風洞実験

キャンプの実習内容（予定）
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キャプション

会場の紹介
総合研究センターの紹介
研究活動や技術開発の一層の
充実、地域文化への寄与を全学
的な規模で推進するという目的
のもとに、平成10年6月に足利
工業大学総合研究センターが設
置されました。
本センターは、国・地方公共
団体、民間機関、他大学および
海外の教育・研究機関などと学
内研究者との間に実施される共同研究、学術交流などを推進すると共
に、地域社会との連携、協力を実践する場としての役割を果たし、総
合的・先端的な研究開発に資すること、および地場の文化向上に寄与
することを目的としております。
多数の専門家が、それぞれユニークな研究活動に取り組んでいます。

研究室の紹介
牛山研究室： 足利工業大学の牛山研究室は、 20年以上も前から風
力や太陽光など、 自然エネルギー利用の研究に従事しており、 特に
風力エネルギーの研究はわが国における草分け的存在となっていま
す。その成果は地元のみならず全国各地の企業の風力発電機の開発に
生かされるなど、着実に実績を残しています。
また、開発途上国向けの適正技術の開発も極めてユニークなもので、
わが国においては他大学に例がないことから、 海外からの留学生や
研修生も多く、 国際協力事業団(JICA)や新エネルギー財団(NEF)の海
外からの研修生の見学ルートにもなっています。

中條研究室： 自然エネルギー関連の研究としては、まず各種ソーラ
ークッカーの製作および性能評価を主に行っています。途上国援助用
の木製クッカーやデモンストレーション用の大型クッカー、国内教材
用の熱箱型クッカー、用途に応じて熱箱型から集光型に変形するタイ
プなどの開発を行っています。その他の研究としては風で奏でられる
楽器エオリアンハープの音響解析、風車ブレードに働くジャイロ効果
の影響、風車タワーの振動解析などを手がけています。

入門書の紹介
書　名：やさしい風・風車・風力発電の話
著者名：牛山　泉
出版社：合同出版 価　格：1,470円（税込）

書　名：～太陽でお料理～ソーラークッカー
著者名：クリーンエネルギー利用研究会
出版社：パワー社 価　格：1,680円（税込）

書　名：図解よくわかるバイオエネルギー
著者名：井熊　均
出版社：日刊工業新聞社 価　格：1,680円（税込）

TRONC風力発電ネットワーク：http://www.tronc.co.jp/
Wind Rose：http://homepage1.nifty.com/cubo/wind/
Catch the Wind：
http://www.uchihashi.jp/masaya/wind/index.htm
日本ソーラークッキング協会：
http://www.geocities.jp/jscajp/index.htm
ソーラーエネルギー教育協会：
http://solarenergy.fc2web.com/index.htm
きらぴかホームページ：http://w2.avis.ne.jp/̃amane/

交通案内
・東武伊勢崎線「東武足利市駅」または、JR両毛線
「山前駅」から大学バス約30分
（配車場所　足利市駅・山前駅）

東武 
足利市 

東武伊勢崎線 

JR東北本線 

JR両毛線 

東京 

上野 

JR山手線 

浜松町 

東京モノレール 
羽田空港 

山前 

足利工業大学 
総合研究センター 

小山 

赤羽 

池袋 

久喜 

第1日目（1月6日）
17：00～17：30 宿舎で集合受付
19：00～21：00 参加者＆引率者ミーティング　

第2日目（1月7日）
10：00～10：15 開講式
10：15～10：45 自然エネルギーと風力発電に関する講義
10：45～11：05 太陽熱利用・ソーラークッカーに関する講義
11：05～11：25 バイオマス利用に関する講義
11：25～12：00 トリプルハイブリッド発電システム・風と光の

広場見学
12：00～13：00 昼食
13：00～18：00 ソーラークッカー製作
18：00～19：00 懇親会（夕食）

第3日目（1月8日）
9：30～12：00 ソーラークッカー実験

（設置後は会場担当者が監視）
10：30～12：00 小型風力発電機製作（ブレード製作）
12：00～13：00 昼食
13：00～18：00 小型風力発電機製作（組立・仕上げ）

第4日目（1月9日）
9：30～10：30 風車発電性能試験
10：30～12：00 発表用資料作成

（会場のノートPC使用、PPT等の作成）
＊5班程度に分かれて作業、PPT等は会場担当
が指導

12：00～13：00 昼食
13：00～14：15 発表
14：15～14：30 閉講式
14：30 解散

スケジュール（予定）
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キャプション キャプション

キャプションキャプションキャプション

開催地
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ロボット工学、エレクトロニクス（電子工学）

会　場
神奈川工科大学　工学部
神奈川県厚木市下荻野1030
http://www.kanagawa-it.ac.jp/

宿　舎（引率者も同宿）
厚木アーバンホテル
神奈川県厚木市中町3-14-14

募集人数：8名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

マイコン制御ロボットを
つくろう
神奈川工科大学　工学部

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。

会期：2006年1月6日（金）午後0時30分～1月8日（日）午後3時　2泊3日

実習１）玩具ロボットの分解
によるロボット基本構造の考
察を行います。
数種類の玩具ロボットを例に
ロボット内部の機構（部品）
を考察し、実際に分解作業を
通じてロボットの基本構造を
解析します。

実習２）システム玩具を用い
たロボットの製作
ロボット機構の基礎、センサ
ーによる環境情報の収集およ

び制御プログラムの製作の基
礎を学習します。

実習３）課題テーマに基づく
ロボット製作アイデアを各自
で検討し、システム玩具によ
るロボット製作を行いその製
作したロボットについて検討
します。

キャンプの実習内容（予定）
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キャプション

会場の紹介
会場の神奈川工科大学は、

大手企業の研究機関が集中

するテクノタウン　神奈川

県厚木市にあります。都会

的なアイテムを持ちながら、

少し足を伸ばせば豊かな自

然にも恵まれています。工

学部　機械工学科、電気電

子工学科、応用化学科、システムデザイン工学科、情報ネッ

トワーク工学科、福祉システム工学科と情報学部　情報工学

科、情報ネットワーク工学科、情報メディア学科の2学部8

学科体制で4800人を超える学生がキャンパスで学んでいま

す。教育方針は体験型教育を通してこれからの時代が求める

問題発見型エンジニアの育成であります。

研究室の紹介
光や音をもちいた物理計測、また工業計測への応用を中

心に研究を進めています。また、学生向けのロボットをテ

ーマとして教育システムを検討しています。毎年、システ

ム玩具を応用した高校生向けロボットコンテスト“電子ロ

ボと遊ぶアイデアコンテスト”を運営しています。

入門書の紹介
書　名：おもしろいロボット工学

著者名：門田和雄

出版社：技術評論社 価　格：2,394円（税込）

参考頁範囲：P.100～P.153

交通案内
・「新宿駅」より小田急小田原線、

急行約50分「本厚木駅」下車

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

東京 

新宿 

本厚木 

京急蒲田 

神奈川工科大学 
工学部 

JR中央線 

JR山手線 

小田急小田原線 

京浜急行空港線 

京浜急行本線 

浜松町 

東京モノレール 

羽田空港 

品川 

第1日目（1月6日）
12：30～13：00 集合受付
13：00～13：30 開講式、キャンプガイダンス
13：30～15：00 ロボットとは？
15：00～17：00 ロボット製作実習（1）

ロボットシステム入門
18：00～19：30懇親会（夕食）

第2日目（1月7日）
9：00～10：30 ロボット製作実習（2）

ロボットシステム入門
制御プログラム

10：30～12：00 基礎演習
12：00～13：00 昼食
13：00～17：00 ロボット課題発表　

ロボット製作

第3日目（1月8日）
9：00～13：00 課題ロボット製作（各自で休憩）
13：00～14：00 ロボット発表
14：00～14：30 ロボットの自己分析、ディスカッション
14：30～15：00 閉講式
15：00 解散

スケジュール（予定）
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キャプション キャプション

キャプションキャプションキャプション

開催地
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電磁波科学、エネルギー科学、情報科学

会　場
中部大学　工学部　先進計測研究センター・
工学基礎教室　愛知県春日井市松本町1200
http://www.chubu.ac.jp/

宿　舎（引率者も同宿）
春日井中央ホテル
愛知県春日井市中央通1丁目71

募集人数：16名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

のぞいてみよう！科学技術を支える光の科学
～ マイクロ波からγ線まで ～

中部大学　工学部　先進計測研究センター ・工学基礎教室

私達の周りにはいろんな光（電磁波）が満ちあふれています。光は私達にとって欠かせないものです。可視光線を中心に、いろんな光

で何が分かるのか、私達の生活や科学技術にどのように利用しているのか、今後どのように活かそうとしているのかを、身近かな物で工

作実験したり、大学生が使う実験装置で実験したり、最先端研究装置で実験して、体験を通して、光の科学（光の世界）を考えます。

今回は、電磁波（光）の周波数の低いマイクロ波領域からγ線まで、周波数に沿って旅をします。中でも中部大学の先進計測研究セン

ターの赤外・遠赤外レーザー装置は世界最高出力と性能を誇っており、大変珍しい装置です。このレーザーは核融合のための超高温・高

密度のプラズマを測定したり、高エネルギー電子ビームとの相互作用でγ線を発生させて原子核物理研究に使ったり、等の先端研究に使

われています。このレーザーを用いた実験を体験します。いろんな実験をしながら、楽しく研究者と物理や科学技術のロマンについて語

り合いたいと思います。

会期：2005年12月26日（月）午後1時～12月28日（水）午後1時30分　2泊3日

講義と実習（実験、工作）
を組み合わせて行います。内
容はマイクロ波からγ線（一
部宇宙線）までです。特に、
それぞれの光（電磁波）で何
が見えるのか（分かるのか）、
どのような利用方法があるの
かを中心に、体験を通して、
過去から未来に向かって色ん
な角度から考えます。

実験内容：電磁波を知る実験、
光の性質を知る実験、レーザ
ーの仕組みを知る実験、レー
ザー発振実験、レーザーで測
る実験、レーザーで加工する
実験、γ線や宇宙線に関する
実験等

施設見学：（中部大学の先端
研究施設）

・先進計測研究センター（レ
ーザーによる高精度計測研
究、脳神経計測研究、超高
精度加工技術研究）

・生産技術開発センター（Ｘ
線の様な短波長の光に対す
る工学装置のための鏡の研
磨技術研究）

・総合工学研究所（Ｘ線計測
研究等）

キャンプの実習内容（予定）
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キャプション

会場の紹介
中部大学は愛知県春日井

市の高台に位置する、大学
院３研究科、5学部17学科
の総合大学です。工学部は
21世紀における工学のある
べき姿を洞察し、フロント
ランナー時代に相応しい技
術者を育成することを目指
しています。即ち、日本の
生きる道は科学技術のフロントランナーであることと考え、
真に人類の福祉に貢献できる工学も求め、21世紀の社会か
らあてにされる技術者を育てることを使命と考えて教育を行
なっています。そのために創造的実践能力を身につけるため
の具体的な学習・教育目標を設定し、学生一人ひとりが自分
の能力と個性に合わせたキャリア・デザインができるよう、
一学科に複数の教育プログラムを用意しています。特に、工
学部では基礎実験教育に心血を注いでおり、一年次に実験講
義、演習、実習、テーマ実験を有機的に結合させたユニーク
な教育システムできめ細かい指導を行なっている工学基礎実
験と応用実験があり、中部大学工学部教育の特色となってい
ます。また、大学内には先進計測研究センター、総合工学研
究所、生産技術開発センター、フロンティア研究機構等を併
設し、外部の大きな研究所や大学、企業との共同研究も積極
的に推進し、わが国をリードする研究成果をあげています。

研究室の紹介
長年、赤外・遠赤外レーザーとその計測への応用に関す

る研究を行っています。対象としているレーザー波長は
10μm～1mmです。この波長領域は研究開発の大変遅れ、
光と電波の谷間と言われてきました。当研究室では、この
波長帯域のレーザー、検知器、工学材料、計測器、応用に
関する研究を行っており、特に、研究室で開発したレーザ
ー装置は我が国の大きな６研究機関で使われています。特
に、核融合科学研究所、高輝度光科学研究センター、福井
大学遠赤外領域開発研究センター等との共同研究では、多
くの成果を出しています。

入門書の紹介
書　名：電磁波とはなにか－見えない波をみるために－
著者名：後藤尚久
出版社：講談社（ブルーバックス）価　格：861円（税込）
書　名：電気発見物語
～見えないものがどのようにして明らかになったか～
著者名：藤村哲夫
出版社：講談社（ブルーバックス）価　格：945円（税込）

交通案内
・JR｢名古屋駅｣より中央本線約30分｢高蔵寺駅｣下車

路線バス約14分

｢中部大学前｣バス停下車　徒歩約7分

中部大学 
工学部 

JR中央本線 

高蔵寺 

長野 

名古屋 

←京都 東京→ 

JR東海道新幹線 
JR東海道本線 

→
 

第1日目（12月26日）
13：00～13：15 集合受付
13：15～13：30 開講式、オリエンテーション
13：30～15：00 講義1 電磁波の科学、光の科学
15：15～16：30 実験1 電磁波を知る実験、光の性質を知る実験　
16：30～17：00 実験のまとめとディスカッション　
17：30～19：00 懇親会（夕食）
19：20～19：50 宿舎へ移動
20：00～21：30 参加者＆引率者ミーティング　

第2日目（12月27日）
9：00～ 9：30 当日の概要説明
9：30～10：30 講義2 レーザーの科学
10：45～12：00 実験2 レーザーの仕組みを知る実験、可視光

レーザーで測る実験
12：00～13：00 昼食
13：00～14：00 講義3 炭酸ガスレーザー励起の遠赤外レーザー
14：15～15：30 実験3 先進計測研究センターの見学と炭酸ガ

スレーザー励起の遠赤外レーザー実験
15：45～17：15 γ線、宇宙線（高エネルギー光子）に関する

講義と実験
17：15～19：00 懇談会（夕食）
19：20～19：50 宿舎へ移動
20：00～21：30 参加者＆引率者ミーティング

第3日目（12月28日）
9：00～ 9：30 当日の概要説明
9：30～11：00 先進計測研究センター他見学
11：00～12：00 キャンプのまとめとディスカッション
12：00～13：00 昼食
13：00～13：30 閉講式
13：30 解散

スケジュール（予定）
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色素増感型太陽電池の酸化チタン作製用電気泳動装置 色素増感型温式太陽電池の評価風景

酸化亜鉛バリスタ避雷器の劣化機構解明の研究機械的化学反応法による物質合成PCによるデータ処理

開催地
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材料科学

会　場
同志社大学　工学部
京都府京田辺市多々羅都谷1-3
http://engineering.doshisha.ac.jp

宿　舎（引率者も同宿）
ウェルサンピア京都
京都府京田辺市多々羅西平川原39－16

募集人数：2コースで24名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

太陽電池と超伝導体を
作ってみよう
同志社大学　工学部

２つのものづくりのテーマを用意します。１つは酸化物高温超伝導体を作製して、液体窒素で冷却し、超伝導状態で磁石の浮上実験を行うとともに超伝導状態になる温度を

測定します。ねらいとしては、たとえば永久磁石がある一定以上の温度になると磁性を失うように、同じ物質であってもその性質が、温度によって変化することを体験します。

もう一つのテーマは、色素増感型湿式太陽電池です。現在一般に使用されている太陽電池は、主にシリコンなどの半導体を利用したもので、非常に高価であり各家庭で利用

するなどは困難です。しかし、近年考案された色素増感型太陽電池は、材料が安価で理論上同程度の電力が得られることから次世代の太陽電池として注目されています。その

構造は、二枚のガラス電極の間に酸化チタンの薄膜と増感色素、電解液を挟んだサンドイッチ型になっています。電解液を封じていることから湿式といいます。酸化チタン膜

が利用されるのは、光エネルギーを増感色素が吸収し、放出した電子を効率よく電極に伝えるためです。従来、酸化チタンの薄膜は塗布法により作製されますが、大型化する

ことは困難でした。我々が開発した電気泳動法と呼ばれる方法で製作すると、均一で容易に希望の厚みの膜を形成でき、大型化しやすい実用的な方法です。今回は、この次世

代の太陽電池の製作から発電までを実際に体験します。

会期：2005年12月26日（月）午後5時～12月28日（水）午後3時　2泊3日

A.「酸化物高温超伝導体」
コース12名

酸化物高温超伝導体としてポピュラ
ーなものの一つであるＹＢＣＯを作製
します。酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）、
ＢａＯ、ＣｕＯの粉末を適当な配合比
で混合し、加圧成形して錠剤状にして
電気炉で焼成して作製します。できあ
がったものに温度センサを取り付け
て、液体窒素で超伝導体になる温度以
下まで十分冷却し、永久磁石を浮かべ
てみます。もしうまく超伝導体ができ
ていれば２～３ｍｍ以上浮かびます。
温度が上昇すると、超伝導状態が消滅
して、それと同時に磁石が落下します。
その瞬間の温度を測定します。

B.「色素増感型湿式太陽電池」
コース12名

ガラス板にあらかじめ透明な電極
を付けたものを使用し、この電極上
に電気泳動法で酸化チタン膜を付
け、電気炉で焼成します。一方、も
う一枚の透明電極上に鉛筆で炭素を
塗りつけ、この２枚の電極を微小な
隙間をもたせて向かい合わせにし
て、隙間に電解液を含ませて電池が
完成します。

キャンプの実習内容（予定）
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２つのテーマについて、各テーマ４人一組づつ３グループに分
かれて実験をしていただきます。



強誘電体のプラズマによる微細加工

会場の紹介
同志社大学は、京都市内

の京都御苑北側の今出川キ

ャンパスと、京都府南部に

ある京田辺市の京田辺キャ

ンパスの2キャンパスがあ

ります。工学部は京田辺キ

ャンパスにあります。京田

辺キャンパスは広大で、研

究棟、教室棟、食堂、厚生施設棟や各種の運動施設もあり、

恵まれたキャンパスライフをおくることができます。工学部

の各学科の研究室や研究センターは設備が極めて充実してお

り、特色ある研究が行われています。

実験場所：同志社大学京田辺キャンパス　有徳館西1階と3

階の実験室を使用します。1階の実験室は学生実験室で、3

階の実験室は本キャンプの講師の研究室です。

研究室の紹介
研究室の所属学科は工学部電気工学科および電子工学科

です。研究テーマは電気電子材料です。分野としては電子

工学、物理学、材料科学が一緒になったようなものです。

従って研究範囲は非常に広範囲で、いわゆる｢学際分野｣と

呼ばれるものであり、多くの基礎的な知識が身に付きます。

研究室のスタッフは現在指導教授が1名、大学院学生が7名、

学部4年次生（卒業研究登録者）が15名、計23名で構成さ

れています。

研究室のモットーは自分で作って、自分で評価して、自

分で考えてみようということです。物作り・シミュレーシ

ョン・解析・評価・応用までを一貫して自分で行う研究体

制により，自分の研究テーマを深く理解できるようにして

います。また、論文や学会発表の他に、積極的に特許出願

を行うようにもしています。特許出願は知的財産の蓄積に

なり、将来の財産になる非常に重要なことです。

入門書の紹介
書　名：光エネルギー変換有機材料

著者名：金子正夫

出版社：冬樹社 価　格：663円（税込）

書　名：トコトンやさしい超伝導の本

著者名：下山淳一

出版社：日刊工業新聞社 価　格：1,470円（税込）

交通案内
・JR「大阪駅」より大阪環状線 約７分

「京橋駅」乗り換え JR学研都市線 約38分

「同志社前駅」下車 徒歩 約15分

・JR「京都駅」より近鉄京都線 約30分

「興戸駅」下車 徒歩 約15分

大阪 

京橋 

興戸 

東京→ 新大阪 京都 ←博多 

同志社大学 
工学部 

JR東海道新幹線 

JR学研都市線 

同
志
社
前 

大阪環状線 

近
鉄
京
都
線 

第1日目（12月26日）
17：00～17：30 宿舎で集合受付
19：00～21：00 参加者＆引率者ミーティング　

第2日目（12月27日）
10：00～10：30 開講式（講師紹介、参加者自己紹介）
10：30～11：00 ガイダンス（スケジュール、実験法等の説明）
11：00～12：00 実験（両コースとも：薬品の計量・混合）
12：00～13：00 昼食
13：00～16：00 実験

A.「超伝導体」コース：薬品の混合・錠剤作製・簡易反応・
粉砕・錠剤作製・錠剤の寸法測定・
電気炉で焼成。

B.「太陽電池」コース：電気泳動法による酸化チタン膜の
作製（2～3種類の条件）・X線構造
解析・電気炉で焼成

16：00～17：00実験のまとめ、次の日のガイダンス
17：00～17：30研究室等見学
17：30～19：00懇親会（夕食）

第3日目（12月28日）
9：00～12：00 実験

A.「超伝導体」コース：錠剤の寸法測定・X線構造解析・錠
剤への温度センサの取り付け等。

B.「太陽電池」コース：酸化チタン膜のX線構造解析・電
池の作製

12：00～13：00 昼食
13：00～14：00 実験

A.「超伝導体」コース：超伝導特性の実験。
B.「太陽電池」コース：電灯の光を用い、照度を変化させて

発電量を測定
14：00～14：45 実験のまとめ（研究発表、ディスカッション）
14：45～15：00 閉講式
15：00 解散

スケジュール（予定）
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自然科学、緑地環境科学、環境モニタリング・制御、緑地保全・創成学

会　場
公立大学法人　大阪府立大学　生命環境科学部
緑地環境科学科
大阪府堺市学園町1－1
http：//www.bioenv.osakafu-u.ac.jp/

宿　舎（引率者も同宿）
ホテルサンルート堺
大阪府堺市少林寺町西1－1－1

募集人数：10名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

解明しよう！緑と都市環境
のメカニズム
公立大学法人　大阪府立大学　生命環境科学部　緑地環境科学科

都市において、緑地環境は私たちの豊かな生活を支えるとともに多様な生物を育んでおり、自然と人間活動に深く関

係して形成されてきました。今回のキャンプでは、都市環境を支える緑がどのような機能と役割を果たしているのかを

探ってみたいと考えています。都市の中で緑はどれぐらい温室効果ガスを吸収しているのか、都市環境の変化は緑の成

長やその中で生きる昆虫たちにどのような影響を与えているのか、緑は都市のヒートアイランド現象の緩和にどれくら

い寄与しているのかなど、緑と都市環境のメカニズムの一端を覗きながら、生態学的に健全な都市圏や生活環境の形成

について、私たちと一緒に考えてみませんか。

会期：2005年12月26日（月）午後1時～12月28日（水）午後2時30分　2泊3日

1．緑の光合成の力：温室効果ガスの
吸収能力を明らかにしよう！
植物が光合成によってどれくらい温室
効果ガスを吸収するのかを、赤外線式
ガス分析計を用いた計測方法によって
定量的に評価します。

2．都市気象の変動と樹木の成長：年
輪を覗いて樹木の過去を解明しよう！
樹木の成長は、毎年の気象環境で変
化します。樹木成長量の変動を年輪
幅の測定から評価、変動する気象環
境との関係を考察し、樹木の成長履
歴を明らかにします。

3．都市域の温熱環境を見る：衛星リ
モートセンシングって何？

実際にコンピューターを使って衛星画
像を表示してみましょう。都市の土地
被覆の違いによって衛星に反射される
光の種類は異なります。これを活用し
て都市の緑地の分布を解明し、都市の
温熱環境について考えます。

4．都市環境の変化と様々な緑地環境
に生きる昆虫たち
近年の環境や気候の変化を反映して、
それぞれの環境でみられる昆虫も少し
ずつ変わってきています。昆虫の標本
（実物）や昆虫が生息している環境の
映像をみながら、昆虫の多様性を実感
し昆虫と緑地環境との関わりについて
考えます。

キャンプの実習内容（予定）
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キャプション

会場の紹介
会場の大阪府立大学は大

阪市の南に隣接する堺市に

あります。堺市といえば、

世界最大級の大仙古墳（仁

徳天皇陵）、中世に栄えた日

本最初の自治都市などでそ

の名が知られています。大

阪府立大学は、都市立地型

の大学としてはキャンパスが広く、緑豊かな恵まれた環境の

中に15の学舎と図書館・大ホールや最新鋭設備を備えた研

究施設などが配置されています。今回のキャンプは、生命環

境科学部緑地環境科学科のスタッフが担当します。

研究室の紹介
近年、地球規模での環境破壊が進んでおり、これらの問

題を総合的にとらえ環境を計測・診断し、緑の機能を用い

て環境を修復・創造することが重要な課題となっています。

緑地環境は、我々の豊かな生活を支えるとともに多様な生

物を育んでおり、自然と人間活動に深く関係して形成され

てきました。そこで平成17年度に生態学や環境学、社会科

学を融合させた新しい学問領域として緑地環境科学科が発

足しました。本学科では、生態学的に健全な都市圏や生活

環境、生物多様性を支える緑地に関するさまざまな学問分

野を融合させた新たな応用学を体系的に教育し、都市圏の

持続的発展や循環型社会の構築、生物多様性の保全などに

貢献できる人材を育成しています。

入門書の紹介
書　名：農学から地域環境を考える

著者名：地域環境を考える会　編

出版社：大阪公立大学共同出版会 価 格：2,100円（税込）

プログラム関連Ｗｅｂサイトの紹介：

http：//www.bioenv.osakafu-u.ac.jp/envi/index.html

交通案内
・ＪＲ「大阪駅」より地下鉄御堂筋線 約35分

「なかもず駅」下車 徒歩約25分

地下鉄 
御堂筋線 

南海 
高野線 

大阪府立大学 
生命環境科学部 
緑地環境科学科 

中もず 

三国ヶ丘 

新今宮 

天王寺 

なんば 

白さぎ 

第1日目（12月26日）
13：00～13：30 集合受付
13：30～14：30 開講式、プログラム概要説明、自己紹介
14：30～14：45 休憩
14：45～15：45 講義「都市環境を支える緑の機能と役割」
15：45～16：00 休憩
16：00～18：00 実験・実習「緑の光合成の力：温室効果ガスの

吸収能力を明らかにしよう！」

第2日目（12月27日）
9：30～12：00 実験・実習「都市気象の変動と樹木の成長：

年輪を覗いて樹木の過去を解明しよう！」
12：00～13：00 昼食
13：00～15：00 実験・実習「都市域の温熱環境を見る：

衛星リモートセンシングって何？」
15：00～15：15 休憩
15：15～18：00 見学・講義「都市環境の変化と様々な緑地環境

に生きる昆虫たち」
18：00～19：00懇親会（夕食）

第3日目（12月28日）
9：00～10：00 講義「持続可能な都市環境の形成に向けて」
10：00～10：15 休憩
10：15～12：15 実験・実習のまとめ「考えてみよう！持続可能な

都市環境の形成に向けて」
12：15～13：15 昼食
13：15～14：15 実験結果報告会（実験のまとめと感想）
14：15～14：30 閉講式
14：30 解散

スケジュール（予定）
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風力発電、自然エネルギー

会　場
鳥取大学　地域共同研究センター
鳥取県鳥取市湖山町南４－１０１
http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/

宿　舎（引率者も同宿）
鳥取休養センター　レーク大樹
鳥取県鳥取市金澤6

募集人数：20名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

体験しよう！
風力発電の技術
国立大学法人　鳥取大学　地域共同研究センター・アドミッションセンター

風力発電は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素（CO2）などの環境汚染物質の排出が少ないクリーンなエネルギー

です。現在、我が国では、大規模なウィンド・ファームから住環境に適した小型風車まで、様々な風力発電施設が導入

されています。

今回のサイエンスキャンプでは、風力発電機の構造や発電のしくみ、風車翼の性能などについて、講義・ものづく

り・実験を通して学びます。また、大学内の研究施設や鳥取県内の大型風力発電施設などの見学も実施いたします。

会期：2005年12月24日（土）午後1時30分～12月26日（月）午後2時30分　2泊3日

●小型水平軸風力発電機の発
電機や翼の部分を、自分な
りに工夫して製作してもら
います。次に、学内の大型
風洞施設にて、製作した風
力発電機の発電実験を行い、
どれだけの電力が得られる
かを確認してもらいます。

●コンピュータとプレゼンテー
ションソフト（パワーポイン
ト）を活用して、実験内容
とその結果について整理し
てもらい、発表してもらい
ます。コンピュータの使い
方や、資料スライドの作り
方についても指導します。

●鳥取県内にある大型風力発
電施設を訪れ、風車の大き
さ、風車が回転する様子な
どについて見学し、大型風
車を体感します。また、鳥
取大学乾燥地研究センター
を見学し、世界有数の実験
設備を見学するとともに、
砂漠化が進む乾燥地の現状
と問題、砂漠化対処技術な
どについて勉強します。

キャンプの実習内容（予定）
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キャプション

会場の紹介
鳥取大学は、工学部、医

学部、農学部、地域学部の

4学部とその大学院から構

成されています。本学では、

『知と実践の融合』という教

育理念のもとで、学部生・

大学院生あわせて約 6,000

人、教・職員約1,600人が、

教育研究活動を行っています。一方で、30をこえる海外の

大学や研究機関と学術交流協定を締結しており、国際的な共

同研究活動も活発に展開しています。

研究室の紹介
鳥取大学工学部応用数理工学科の林研究室を紹介します。

本研究室では、地球温暖化防止、砂漠化防止・沙漠緑化

など地球規模の環境問題に対処するために、新エネルギー、

特に風力エネルギーを有効に活用する技術の研究開発を行

っています。代表的な研究テーマは以下のとおりです。

１）静音性・安全性が高く、高効率な先端技術風車の研究

開発

２）沙漠環境に適した風力発電機と、それによって得られ

る電力を用いて大気中の水分を凝縮させる造水装置の

研究開発、ならびにそれらから構成されるシステムの

構築

３）陸上や洋上における風力発電最適地を決定するための

風況観測技術の研究開発

入門書の紹介
書　名：エネルギーと風車

著者名：河村　哲也

出版社名：山海堂　　価　格：1,575円（税込)

書　名：小型風車活用ガイド　

著者名：松本文雄

出版社名：パワー社　　　　　　価　格：2,100円（税込）

交通案内
・JR「鳥取駅」より山陰本線約10分

「鳥取大学前」下車 徒歩約3分

東京→ 

岡山 姫路 
 

鳥取 

上郡 

鳥取大学前 

←博多 

鳥取大学 
地域共同研究センター・ 
アドミッションセンター 

JR山陽新幹線 

山陰本線 

第1日目（12月24日）
13：00～13：30 集合受付
13：30～14：00 開講式、プログラム概要説明
14：00～15：00 イントロダクション講義

実習に関する事前レクチャー
15：00～17：30 鳥取県内の風力発電施設見学

鳥取大学乾燥地研究センター見学　

第2日目（12月25日）
9：00～12：00 小型風力発電機の製作
12：00～13：00 昼食
13：00～17：00 製作した小型風力発電機を用いた実験
17：30～19：00 懇親会（夕食）

第3日目（12月26日）
9：00～12：00 実験結果の整理
12：00～13：00 昼食
13：00～14：00 実習内容のプレゼンテーション
14：00～14：30 閉講式
14：30 解散

スケジュール（予定）
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プランクトンの摂食観察と解剖の説明を聞く受講生 顕微鏡下での動物プランクトンの解剖

汚染物質の分析機器の説明を聞く受講生バクテリア蛍光顕微鏡写真動物プランクトン（カイアシ類）

開催地
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海洋生態系、地球環境、微生物学、プランクトン学

会　場
国立大学法人　愛媛大学
沿岸環境科学研究センター
愛媛県松山市文京町2-5
http：//www.ehime-u.ac.jp/̃cmes/

宿　舎（引率者も同宿）
国際ホテル松山
愛媛県松山市一番町1-13

募集人数：15名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

生命の海を科学する
～海洋のミクロ生態系 ～

国立大学法人　愛媛大学　沿岸環境科学研究センター

海に住む魚やクジラなどの大きな生物は、植物プランクトンを直接食べることに始まる生食連鎖（捕食連鎖）に支え

られています。また、肉眼では見えないほど小さな微生物は、他の生物が利用できない溶存態の有機物を直接食べるこ

とができます。この微生物はより大きな生物に食べられていって先の捕食食物連鎖につながります。この連鎖はマイク

ロビアルループ（微生物捕食連鎖）といって近年重要視されています。今回のキャンプでは、海水の水質分析、微生物

の観察と定量および微生物を食べる微小プランクトンや動物プランクトンの電子顕微鏡観察や解剖を行い、海水一滴中

の生態系に迫ります。大きな海を支えている小さな生物に着目し、「マイクロビアルループ」および「捕食食物連鎖」に

ついて観察実験をとおして学びます。

会期：2005年12月24日（土）午後0時30分～12月26日（月）午後2時30分　2泊3日

1．講義
沿岸海洋を中心とした環境

科学の最先端の内容を学ぶと
ともに、今回の実験・実習の
内容や地球科学的・環境科学
的意義を広い視野から理解す
るための講義です。

2．水質分析
自動分析計を使用し海水サ

ンプル中の有機物量や栄養塩
の濃度測定を行います。

3．微生物量測定
DNAに特異的に付着する蛍

光色素を使って、蛍光顕微鏡

で海水サンプル中の細菌細胞
数（全菌数）を計数します。
また、海水サンプルを塗布し
た寒天培地の上に生えてくる
細菌数（生菌数）を計数しま
す。

4．プランクトン観察
細菌を食べる微小プランク

トンの顕微鏡観察や、マイク
ロマニピュレータを使った大
型プランクトンの顕微鏡下で
の解剖を行います。

キャンプの実習内容（予定）
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生菌数カウントの準備作業

会場の紹介
沿岸環境科学研究センタ

ーは、海の科学の基本分野

である物理学、化学、生物

学、地質学を基礎とする5

分野により構成されており、

沿岸海域における諸現象や

生態系の仕組みの理解とい

った基礎分野から、持続可

能な水産業の振興、有害化学物質の生態系への蓄積や影響に

関する計測・監視システムの構築といった応用分野まで幅広

い研究を活発に展開しています。平成14年度には21世紀

COEプログラムにも採択され、世界最高水準の研究拠点と

して重点的支援を受けています。

本センターは、愛媛大学城北キャンパス理学部地区の総合

研究棟1（4分野）と総合研究棟2（1分野）にわかれており、

今回のキャンプは総合研究棟2を主会場としで行われます。

研究室の紹介
本センターは、以下の5分野より構成されています。

環境動態解析分野：沿岸海洋物理学を専門とし、潮流や密

度流など沿岸流の実態とその生物生産・海洋汚染機構との

関わりの解明を目指しています。

生態環境計測分野：環境化学を専門とし、環境ホルモン

など生物に悪影響を及ぼす化学物質の生態系における挙動

と毒性影響に関する研究を行っています。

生態系解析分野：海洋微生物学や水生生物学生態学を専

門とし、海洋生態系の中でも特に微生物や動物プランクト

ンなど低次栄養段階における生体高分子などを含む物質循

環過程に関する研究を行っています。

環境影響評価予測分野：海洋地質学や水域生態学を専門

とし、地質調査や海底堆積物の柱状試料解析による古環境

の復元や陸域生態系と沿岸海域生態系との相互作用の解析

などを行っています。

生態環境毒性学分野：環境毒性学を専門としながら、分

子生物学的手法や愛媛大学に整備されつつある生物環境試

料バンク（es-Bank）を活用して、生体内における毒性発現

機序の比較検討を行い、各生物種群の化学汚染物質感受性

特性の解明を目指しています。

入門書の紹介
書　名：海洋のしくみ（入門ビジュアルサイエンスシリーズ）

著者名：東京大学海洋研究所編

出版社名：日本実業出版社　　価　格：1,470円（税込）

交通案内
・JR「松山駅」より伊予鉄道 約15分「赤十字病院前」下車

徒歩5分

東京 新大阪 岡山 

松山 

松山空港 

赤十字 
病院前 

博多 

愛媛大学 
沿岸環境 
科学研究センター 

JR東海道線 

伊予鉄道 

第1日目（12月24日）
12：30～13：00 集合受付
13：00～13：30 開講式、ガイダンス
13：30～14：20 沿岸環境科学の最前線（1）

海洋生態系の基本的仕組みの説明
14：20～15：10 沿岸環境科学の最前線（2）

マイクロビアルループと生食食物連鎖の説明
15：10～16：00 沿岸環境科学の最前線（3）

食物連鎖と生態系汚染の説明
16：00～16：30 沿岸環境科学研究センターの概要説明
16：30～17：00 実験概要説明
17：20～18：00 宿舎へ徒歩で移動
18：00～19：00 夕食
19：30～21：30 参加者＆引率者ミーティング　

第2日目（12月25日）
9：00～10：00 水質分析（TOCおよび栄養塩分析）
10：00～12：00 微生物量測定（DAPI染色全菌数、寒天平板で

の生菌数計数）の準備
12：00～13：00 昼食
13：00～15：00 固定プランクトン試料解剖観察
15：00～17：00 電子顕微鏡によるプランクトン観察
17：00～18：00 観察まとめ
18：00～19：30 懇親会（夕食）
20：00～21：00 参加者＆引率者ミーティング（実験まとめ）

第3日目（12月26日）
9：00～10：00 施設見学（生物環境試料バンク等）
10：00～12：00 生菌数カウント、データ整理、考察
12：00～13：00 昼食
13：00～14：15 レポートまとめ、ディスカッション（発表会）
14：15～14：30 閉講式
14：30 解散

スケジュール（予定）
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実習船による採集 PCR試料の調整

コア試料の観察コア試料の切断微化石の顕微鏡観察

開催地
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生物資源、地球環境（海洋コア：地球科学、遺伝：生物資源）

会　場
国立大学法人 高知大学 海洋コア総合研究センタ
ー・遺伝子実験施設 高知県南国市物部乙200
http：//www.kochi-u.ac.jp/marine-core/
http：//www.rimg.kochi-u.ac.jp/jge.html

宿　舎（引率者も同宿）
ホリデイ・イン高知　高知県南国市明見933

募集人数：2コースで20名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

科学の力で地球の未来を探る
～遺伝子資源と地球環境 ～

国立大学法人　高知大学　海洋コア総合研究センター・遺伝子実験施設

地球環境はこれまでに様々な変動を起こし、生態系を形成し生息する生物も多種多彩です。我々が簡単に触れること

のできない深海底の環境変動の記録を明らかにしたり、我々が普段目にすることのできない生態系の微生物の姿や痕跡

を知ることによって、地球環境と生態系に潜む遺伝子資源について考えてみましょう。本プログラムは、深海底で掘削

された堆積物の柱状試料（コア）の分析を通して地球の環境変動を学ぶ海洋コアコースと、様々な環境にある土壌や生

物試料に生息する微生物や遺伝子を分離して、その生物学的観察と遺伝子の分子生物学的解析によって遺伝子資源につ

いて学ぶ遺伝子資源コースの2つのコースに分かれます。

会期：2005年12月23日（金・祝）午後1時～12月25日（日）午後2時　2泊3日

A.「海洋コア」コース10名
深海底から海洋コアを採取

する方法や深海掘削の概要、
コアを用いた地球環境変動な
どの研究例を学びます。さら
に、海洋コアの観察やX線を
使った内部構造観察を実習し
ます。また、氷河時代の海の
環境を探る手がかりとして、
堆積物中から微小なプランク
トンの化石（微化石）を取り
出して顕微鏡観察を行うとと
もに、それらの酸素同位体比
の測定を行います。

B.「遺伝子資源」コース10名
講義では、生態系に生息す

る様々な微生物とその利用に
ついて学びます。実習では、
土壌や植物、海底泥など様々
な試料から微生物や遺伝子を
分離して、その姿を知ると共
に遺伝子資源の利活用のため
に重要な生物学的、分子生物
学的な基本技術についても学
びます。微生物の単離、DNA
の抽出や増幅、DNAの塩基配
列の解析によって生物種を同
定したり、アミノ酸配列から
予測される遺伝子の同定など、
コンピュータを利用したDNA
データベースの活用法などを
体験します。

キャンプの実習内容（予定）
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クラゲ蛍光タンパク質遺伝子を大腸菌に導入

会場の紹介
海洋コア総合研究センター

は、海洋コアの総合的な解析

を通して、地球環境変要因の

解明や海洋底資源の基礎研究

を行うことを目的として設立

された全国共同利用研究施設

です。平成15年春に高知大学

物部キャンパス内に新たな大

型研究施設が建設されました。

本センターは、海洋コアの冷

蔵・冷凍保管を始めとし、コ

ア試料を用いた基礎解析から応用研究までを、一貫して行う

ことが可能な研究設備を備える国内唯一の研究機関です。

高知大学遺伝子実験施設は、四国内の遺伝子資源の保存と

育種、遺伝子に関する基礎研究と応用研究の促進、大学生の

みならず社会人や高校生に対する遺伝子組換え実験技術の教

育と訓練を行うと共に、一般市民に対して遺伝子研究の現状

を公開して理解を得ることを目的に、高知大学の学内共同利

用施設として平成5年に四国で最初に設置されました。

研究室の紹介
海洋コア総合研究センター：海洋コア総合研究センターで

は、海洋底や陸上の地質試料（堆積物）を主な研究対象と

し、過去から現在までの地球環境システム変動（気候変動、

古地磁気変動など）の復元・解析、および、海洋底資源

（メタンハイドレート）の分布、生成・分解プロセスなどの

基礎的研究を行っています。

遺伝子実験施設：遺伝子実験施設は、四国内の遺伝子資源

の保存と育種、遺伝子に関する基礎研究および応用研究の

促進を目的として、平成5年に設置されました。現在は、

微生物が生産する様々な酵素の遺伝子クローニングや機能

解析を行うとともに、遺伝子工学的な手法による機能改変

などの研究を中心に行っています。

入門書の紹介
書　名：新・分子生物学入門　ここまでわかった遺伝子のはたらき

著者名：丸山工作

出版社名：講談社ブルーバックス 価格：861円（税込）

書　名：リズミカルな地球の変動

著者名：増田富士雄

出版社名：岩波書店 価格：1,325円（税込）

書　名：地球学入門

著者名：酒井治孝

出版社名：東海大学出版会 価格：2,940円（税込）

交通案内
・JR「岡山駅」より

JR瀬戸大橋線、土讃線特急

約2時間21分「後免駅」下車

路線バス約15分

「高知大学農学部バス停」下車

徒歩約5分

・高知空港より

路線バス約5分

「高知大学農学部バス停」下車

徒歩約5分

高知空港 

坂出 

後免 

岡山 

高知大学 
海洋コア総合研究センター 
・遺伝子実験施設 
 

JR山陽新幹線 

JR土讃線 

Ｊ
Ｒ 

瀬
戸
大
橋
線 

第1日目（12月23日）
A・Bコース共通
13：00～13：30 集合受付
13：30～13：45 開講式、プログラム説明、講師紹介等
17：15～18：00 講義「地球環境科学の現状と展望」
18：00～18：30 宿舎へ移動
18：30～19：30 夕食
A.「海洋コア」コース
13：45～14：30 海洋生物教育研究センターへ移動
14：30～16：30 船で採集
16：30～17：15 遺伝子実験施設へ移動
B.「遺伝子資源」コース
13：45～16：00 農学部キャンパス内で採集
16：00～17：15 遺伝子実験施設で実習（試料処理）
第2日目（12月24日）
A.「海洋コア」コース
9：00～10：00 講義「海洋コア研究最前線（ビデオ鑑賞等）」
10：10～12：00 海洋コアの観察とX線CT解析の実習
12：00～13：00 昼食
13：00～13：40 講義「氷河時代の海をさぐる」
13：50～15：50 微化石の抽出と実体顕微鏡観察・分類
16：00～17：30 質量分析計による酸素同位体比測定の準備
17：30～18：00 質量分析計による酸素同位体比測定の実施
B.「遺伝子資源」コース
9：00～10：00 微生物と遺伝子資源について講義
10：00～12：00 微生物の単離と観察、DNA抽出について
12：00～13：00 昼食
13：00～15：20 微生物や土壌試料からのDNA調製
15：30～16：30 酵素遺伝子とrDNAのPCR
16：30～17：20 遺伝子組換えについて
17：30～18：00 DNAシーケンサーによる塩基配列解析
A・Bコース共通
18：00～19：00 実験のまとめ
19：00～20：30 相互見学と懇親会（夕食）
第3日目（12月25日）
A.「海洋コア」コース
9：00～10：20 微化石の電子顕微鏡観察
10：30～12：00 測定データのまとめと総括
B．「遺伝子資源」コース
9：00～11：00 DNA塩基配列の解読とDNAデータベース
11：00～12：00 データのまとめと総括
A・Bコース共通
12：00～13：00 昼食
13：00～13：40 各コースの実験結果報告、まとめ
13：40～14：00 閉講式
14：00 解散

スケジュール（予定）
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キャプション キャプション

キャプションキャプションキャプション

開催地
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脳科学、細胞工学、蛋白質科学

会　場
独立行政法人　産業技術総合研究所
セルエンジニアリング研究部門
大阪府池田市緑丘1－8－31
http：//unit.aist.go.jp/rice/

宿　舎（引率者も同宿）
マスミ荘　大阪府池田市満寿美町2-28

募集人数：10名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

生きていることと生きること
～遺伝子の世界と脳の世界 ～

独立行政法人 産業技術総合研究所 セルエンジニアリング研究部門

生き物の基本単位は細胞（セル）です。生きていることの本質は、ひとつひとつの細胞の中にあります。さらに、

生き物が意志をもって個性的に生きることの本質は、細胞と細胞、特に脳の神経細胞同士のコミュニケーションにあ

ります。

近年の生命科学の進歩により、私たちはこのような「本質」のしくみを分子という「もの」の集まりと相互作用と

して理解することができるようになってきました。このような知識がどのような研究から生まれてきたのか、講義と

実験を交えて、なるべくわかりやすく紹介します。

会期：2006年1月4日（水）午後1時～1月6日（金）午後1時30分　2泊3日

1．産総研ならびにセルエンジ
ニアリング研究部門の紹介
と見学

2．細胞のかたちと働き、蛋白
質や遺伝子の役割について
の概論（講義と議論）

3．神経細胞の観察（光学顕微
鏡、電子顕微鏡）

4．脳の神経細胞の培養（実
習：組織に触れる、組織を
いじる）

5．神経細胞のコミュニケーシ
ョン（脳細胞の機能の観察、
蛋白質の動き観察）

6．キャンプのまとめ

キャンプの実習内容（予定）
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キャプション

会場の紹介
産業技術総合研究所は、

広く産業に関わる科学技術

について最先端の研究を進

めている研究所です。この

研究所の関西地区にあるセ

ンターが今回の会場です。

ここにあるセルエンジニア

リング研究部門では、細胞

の機能を詳しくしらべ、より長生きできる技術や損なった機

能を回復する技術、細胞を使って環境の変化を検出する技術、

効率的に役立つ物を作りだす方法などを研究しています。

細胞は生命の基本であり、これを理解することができれば、

医療や食料など人間に役立つ技術の発明につながります。細

胞（セル）は、生物学の基本であるとともに産業の基盤でも

あるのです。

研究室の紹介
セルエンジニアリング研究部門には、細胞や組織の仕組

みをいろいろな方法で解析し、産業に応用するために様々

な分野の研究者が集まっています。具体的には、分子生物

学、生化学、生物物理学、細胞生物学、蛋白質工学、物理

化学、情報工学、高分子科学、有機化学、医学、神経生理

学、発生生物学、材料科学などの研究者です。このような

多様な研究者が、お互いに連携して、蛋白質マシーン開発、

神経回路の再接続技術、高性能蛋白質の開発、生体組織の

再生技術、幹細胞の利用技術、細胞操作技術、細胞分化の

評価技術、人工筋肉などの研究を進めています。

入門書の紹介
書名：生命とは何か

著者名：シュレーディンガー

出版社：岩波新書 価　格：693円（税込）

書　名：試験管のなかの生命－細胞研究入門

著者名：岡田節人

出版社：岩波新書 価　格：504円（税込）

書　名：細胞の社会

著者名：岡田節人

出版社：ブルーバックス 価　格：567円（税込）

交通案内
・「大阪駅」から阪急宝塚線約20分「池田駅」下車

徒歩約10分

セルエンジニアリング研究部門 

第1日目（1月4日）
13：00～13：30 集合受付
13：30～14：00 開講式
14：00～15：00 講義1 「生きていること」生命のしくみの概要
15：00～16：30 実験1 蛋白質の電気泳動
16：30～17：30 実験2 ニワトリ胚の観察
17：30～18：00 実験1のデータ整理
18：00～18：30 実験1、2の質疑応答　

第2日目（1月5日）
9：30～10：45 講義2 「生きること」

脳と神経細胞の仕組みの概要
10：45～11：30 実験3 神経細胞の形態観察
11：30～12：00 実験3の質疑応答
12：00～13：00 昼食
13：00～14：00 講義3 神経細胞のシナプスの仕組み
14：00～17：00 実験4 神経細胞の培養
17：00～18：00 実験5 メダカの神経細胞の観察
18：00～18：30 実験4、5の質疑応答
18：30～20：00 懇親会（夕食）

第3日目（1月6日）
9：30～10：15 講義4 神経細胞の微細構造
10：15～11：00 実験6 シナプスの電子顕微鏡観察
11：00～11：30 実験7 軸索内の物質輸送観察
11：30～12：00 実験6、7の質疑応答
12：00～13：00 昼食と全体討議
13：00～13：30 閉講式
13：30 解散

スケジュール（予定）
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愛・地球博でのデモ風景

開催地
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ロボット技術、ソフトウェア

会　場
株式会社東芝　研究開発センター
神奈川県川崎市幸区小向東芝町1
http：//www.toshiba.co.jp

宿　舎（引率者も同宿）
ホテルメッツ川崎
神奈川県川崎市幸区堀川町72-2

募集人数：8名
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学年）等に在籍する生徒

同行引率者
・日本科学技術振興財団
サイエンスキャンプ事務局員1名
・高等学校理科教諭1名

次世代ホームロボットを
動かしてみよう
株式会社東芝　研究開発センター

情報化の進展により社会が高度化、複雑化する中で、人と共存する環境で生活支援を行うロボットが求められていま

す。この中で東芝は、「人の言うことを聞き分ける」、ことのできるホームロボットを開発しました。このプログラムで

は、ホームロボットの持つ様々な機能を組み合わせることによって、オリジナルなホームロボットに育ててみることを

行います。

会期：2005年12月26日（月）午後1時30分～12月28日（水）午後2時30分　2泊3日

ホームロボットをグループに1台貸出します。音声の認識、受
け答え、移動、インターネット経由で得られる情報の検索とその
読上げなどの機能を組み合わせて、各グループオリジナルなホー
ムロボットを作ってください。音声認識の精度の高さやインター
ネットを使った情報収集など、色々な工夫ができると思います。
そして、各グループの作ったホームロボットで、皆さんの家庭で
の新しい使い方を提案してください。

キャンプの実習内容（予定）
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家庭での利用イメージ



会場の紹介
東芝研究開発センターは、

「HumanCentricTechnology」

をビジョンとして掲げ、「驚

きと感動」、「安心・安全・

健康」、「知識」をキーワー

ドに、人と社会に真に豊か

な価値を提供する技術の創

造に取り組んでいます。ヒ

ューマンインターフェース技術をはじめ、通信ネットワーク

技術、ナノ材料・デバイス技術、LSI・ストレージ技術、シ

ステム環境技術など幅広い分野での研究開発を進める中で、

数々の「世界初」「わが国初」の技術を生み出しています。

研究室の紹介
今回キャンプを行うヒューマンセントリックラボラトリー

は、機械系技術やディスプレイ技術、あるいはソフトウェ

ア技術など、幅広い分野の研究者が集まっています。

プログラムの内容となっている次世代ロボットの研究開

発をはじめ、特別な眼鏡をつけずにリアルな立体画像が見

られるディスプレイ、小形のセンサーを腕につけるだけで

眠りの状態をモニターできる睡眠センサーなど、人が持つ

高度な知覚・判断機能に近づくことを目指すヒューマンイ

ンターフェース技術の研究に取り組んでいます。

入門書の紹介
書　名：はじめてのロボット創造設計

著者名：米田完、大隈久、坪内孝司共著

出版社名：講談社 価　格：3,675円（税込）

交通案内
・「東京駅」より東海道線20分「川崎駅」下車

路線バス　アゼリア地下街 10番11番出口

反01川31川32 川33系統 約10分

「小向交番前」 バス停下車

バス乗車場所ご案内

http://www.toshiba.co.jp/rdc/about/access_j.htm

東京 

新宿 

京急蒲田 

株式会社東芝 
研究開発センター 

JR中央線 

JR山手線 

JR南武線 

JR東海道本線 

路線バス 

京浜急行空港線 

京浜急行本線 

京浜急行本線 

浜松町 

東京モノレール 

羽田空港 

品川 

川崎 横浜 

尻手 

第1日目（12月26日）
13：30～14：00 集合受付
14：00～14：30 開講式、オリエンテーション
14：30～15：30 安全・環境教育
15：30～16：30 ロボット概要説明
16：30～17：00 見学
17：00～18：30 懇親会（夕食）

第2日目（12月27日）
9：00～12：00 実験手順の説明

ホームロボットの機能の説明
12：00～13：00 昼食
13：00～17：00 各自のオリジナルプログラムの試作

第3日目（12月28日）
9：00～10：30 東芝科学館見学
10：30～12：00 発表準備
12：00～13：00 昼食休憩
13：00～14：00 発表会
14：00～14：30 閉講式
14：30 解散

スケジュール（予定）
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第
二
日
目

第
三
日
目

もりだくさんの科学技術体験合宿の 3日間（イメージ） 
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▼

▼

▼ ▼

▼▼

開講式 プログラムの説明や指導研究
者の紹介、参加者の紹介があります。

講　義 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。

見　学 研究所の中をめぐり、研究現
場や研究機器を見学します。

ミーティング 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。

実験準備 ２日目の実験に備えて試料を採集します。

▼▼

閉講式 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。

発表・ディスカッション 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。

まとめ 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。

▼▼ ▼

測　定 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。

製　作 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。

観　察 電子顕微鏡などの最先端装置
を使って観察します。

実　験 研究者の指導のもとに実験や研究を体験します。

▼

第
一
日
目
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前回のウインター・サイエンスキャンプ（2004年12月・2005年1月開催）、スプリング・サイエンスキャンプ（2005年3月開催）
に応募した高校生等は、全国で1224名。会場ごとの作文選考の結果、440名の高校生等がキャンプに参加しました。

九州30人 

沖縄2人 
性別  男  子 

女  子 

学年  1年生 

3年生 

2年生 

学校別  
高等専門学校 

高等学校 

地域別  

信越4人 

北陸16人 東海56人 

北海道15人 

東北36人 

中国50人 

四国18人 
202人 238人 

236人 

176人 

28人 22人 

418人 

関東133人 

近畿80人 

サイエンスキャンプに参加した満足度 

プログラムで有意義に感じた部分は何か プログラム以外で有意義に感じた部分は何か 

将来の希望就職先 

ウインター・サイエンスキャンプ（2004～2005）、スプリング・サイエンスキャンプ（2005）、参加者の構成

サイエンスキャンプに参加した高校生の皆さんは、貴重な体験により、大きな変化を感じた人も少なくありません。先進的な科学
技術に触れるだけでなく、研究者・技術者や参加した仲間との交流ができたことに意義を感じる人が多いということも、サイエン
スキャンプの大きな特徴として挙げられます。

ウインター・サイエンスキャンプ、スプリング・サイエンスキャンプの参加者に聞きました
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超伝導を作ろう
～高温で見い出された超伝導体の謎～

国立大学法人　北海道大学大学院理学研究科

素敵な出会いがくれたもの （北海道・高校1年生女子）
私がサイエンスキャンプに参加した理由は他の人とは少し違いまし

た。私は、理科があまり得意ではなく、勉強もあまり好きではないの

で、このキャンプを機にその自分の弱点を克服したいと思っていまし

た。それと、北大の教授や学生さんと関わりたかったから参加しまし

た。当日、会場で会った人達は、私の想像してた人とは全く違いまし

た。理科が大好き、勉強が大好き、という感じがしました。会話も合

わなかった。けれど、その時点で偏見を持ってしまっている自分自身

にも気付けずにいました。気付いた時は、私が「いろんなことを吸収

して帰ろう！！」と思った時です。そう思わせてくれたのは、北大の

学生さん達です。沢山の話をして下さった教授、色々なサポートをし

てくれる学生さん。そして参加した仲間達。皆とても良い人でした。

心が透き通った人達でした。そんな仲間の一生懸命な姿、楽しそうな

姿、真剣な姿を見ていくうちに、「もっと学びたい！！」という自分

も発見できました。普段では絶対体験出来ない、という気持ちが強か

ったのもあり、時間のある限り、周りの人とのコミュニケーションを

とるようにしました。サイエンスキャンプを終えた今、私はドイツ留

学をすることになりました。そして、大学入試に向け、理科と数学を

頑張ろうと思っています。志望は、北海道大学です。また、あの素敵

な仲間達に会えることを信じて。

雪と氷の世界
～雪結晶の仕組みから燃える氷・メタンハイドレートまで～

国立大学法人　北見工業大学　工学部

「発見」と「驚き」と「感動」の連続（埼玉県・高校2年生女子）
日常生活における高校生の世界は、意外と狭い。特に自分から足を

踏み出さない限り家と学校の往復＋αで済んでしまう。現代の高校生

は一見、昔より広範囲において生活しているようだが、それは知識や

メディア上のことだけで、実は余り変わらないのではないだろうか。

私は北海道の北見、屈斜路湖周辺で行われたサイエンスキャンプに参

加してそのことを痛感した。空港に着陸した時から「発見」と「驚き」

と「感動」の連続だったのだ。大変な思いで登ったポンポン山や広大

な美しい景色は特に心に焼きついている。屋外での観察は寒かったが、

雪・氷の研究が地道な努力に支えられているということを体感でき

た。何より、観察結果から生まれた疑問から、先生方と納得できる結

論を導くことができたのが嬉しかった。キャンプの内容はどれも興味

深くて、（と言いつつ講義中ウトウトしてごめんなさい）理科苦手を

公言する私が、家に帰って自らその内容を語ったから自分でも驚きだ

った。これまでほとんど縁のなかった最先端の研究や雪と氷の世界が

身近なものになって素直に嬉しい。私の中には「最先端の研究は自然

からかけ離れていくもの」という固定観念があったが、自然と人間が

よりよく共生するために研究している方に接し、今までの自分が恥ず

かしくなった。関係のないもの、つまらそうなものと切り捨てること

を極力やめ、これからも自分の世界をより広く、深いものとしていき

たいと思う。

新素材研究の最前線を知ろう
国立大学法人　東北大学大学院　工学研究科

感謝、感謝、感謝！！ （秋田県・高校2年生女子）
どれもこれも見た事も無い機械ばかり。秘密基地のような実験室で

11人の仲間とこんなにも夢中になれる時間を過ごせたのは幸せだっ

た。彼らとはまるでずっと前からの友達であるような気がしてたまら

なかった。ところで元々私は機械工学を学び、夢はタイムマシンの作

製だった。でも今回のプログラム（特に興味があったのはセラミック

ス研究や銅と銀の焼結実験）を通して感じたのは、良い機械を作るに

は良い材料を、という事である。私が生きている間での完成は無謀に

近いが、ちょっとした手掛かりを残すことはできる。それが私の新た

な夢である。その事に気づかせてくれた東北大の皆さんには感謝して

いる。調べたり、知りたいものは無我夢中になって探し求める。その

姿勢は強く私の心を打った。彼らを見るまで「所詮タイムマシンなん

て夢物語…」と少しでも思っていた自分に腹が立った。信じている限

り夢は実現する可能性を秘めている。大事なことをたった3日で2つ

も教えてくれた皆さんにもう一度感謝！！この3日間は私を変えてく

れた。決して忘れることは無いだろう。目をつぶるだけで皆の笑顔が

浮かんでくる。凄く楽しかった。私に素晴らしい思い出をくれた11

人の仲間にも感謝。See you again.

有機の光で照らしてみよう
～有機ELを作る～
国立大学法人　山形大学　工学部　機能高分子工学科

少し開いた未知への扉 （東京都・高校1年生女子）
「とにかく現場を見てみたい」そんな思いでサイエンスキャンプに

応募しました。特に手では触ることのできない光の実体に興味があっ

たので「有機ELを作る」というテーマを希望しましたが、最先端の

研究現場をこの目で見て肌で感じられたこと、自分で実験ができたこ

と、研究者の方々と話ができたことは今までに経験したことのない興

奮でした。実験で実際に自分達で作製した有機EL素子を光らせたと

きは、「ディスプレイはこれが集まったものなんだ」と思わず声をあ

げそうになりました。沢山の人々の努力の結晶である研究や技術は日

常生活に直結しているものなのだと思いました。実験で使用している

単位が私の日常からみて、ことごとく小さいこと、有機ELが環境に

左右されやすい繊細なものであることにも驚きました。そして、新製

品が出るスピードよりもそれまでのプロセスがいかに長く大変なこと

かということが分かりました。実験の内容や講義は私にはまだ難しす

ぎることもありましたが、先生方が熱心に1つ1つ教えてくださった

お蔭で、質問することが出来る程度にまで理解が進んだと思います。

また、同じテーマに興味をもった仲間と実験結果のグラフを囲み、考

察し、発表のために話し合ったことも楽しい経験でした。自分の知識

のなさや考え方の狭さを感じることもありましたが、それと同時に探

求心は増したように思えます。今回のサイエンスキャンプで未知への

扉を少し開けたことで、ますます科学に興味と憧れを持ちました。

WinterScienceCamp

SpringScienceCamp参加者の感想
ウインター・サイエンスキャンプ（2004～2005開催）
スプリング・サイエンスキャンプ（2005開催）
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燃料電池を作って水素から電気を起こそう
国立大学法人　筑波大学　工学システム学類

招　待　状
（東京都・高等専門学校2年生男子）

私にとってサイエンスキャンプを一言で表現するならエキサイティ

ング、つまり刺激的で興味深くとても有意義といえる。ぜひとも多く

の人に参加してもらいたい。だから招待状として書きたい。特に招き

たいのは科学技術に興味がある人、基礎課目の勉強がなぜ役立つのか

疑念をもっている人、理系論理を語りたい人である。サイエンスキャ

ンプは特殊な環境なのだ。昨日まで名前さえ知らなかった者どうしが

それぞれの問に対する答えを探求しに集う。今思い返しても不思議な

のだ。なぜ知らなかった者どうしが班になり実験し討論できたのか。

コミュニケーションが苦手でどうしてあの場で意見を交わせたのか。

そう、だからしりごみすることはない。自然と楽しくなるはずだ。

また、最先端科学をかいま見れた。理論は完成している燃料電池、

だが実用化には理論を越えた創意工夫、エンジニアリングが存在して

いた。最先端科学に欠かせない人間のみが持つその力を見て欲しいと

思う。最先端があるためには基礎がなくてはならないことがわかると

思う。今勉強している数学・化学・物理、これらが土台となって燃料

電池の理論があった。どうしてこんなに覚えなくてはならないのかと

思っていたが気付くことができた。基礎というドアの先に応用・発

展・最先端というドアが続くのだろうと。今、勉強がとても美味しい。

ここに集った仲間はとても個性的だった。日本の津々浦々から来てお

り夢も様々だった。でも一人一人が皆大きな魂を持っているように感

じた。最後に一言、テキストにある参考書と化学の資料集を忘れずに。

きっと役立つだろう。

知ろう・創ろう自然エネルギー
足利工業大学　総合研究センター

身近に感じた「自然エネルギー」（東京都・高校1年生女子）
「風が吹かなかったら今朝食べた白いご飯は食べられなかったんで

すよ」二日目の講義で最初に心に残ったのは牛山先生のこの言葉でし

た。お米は風媒花だから、という理由を聞いてしまえば当然のことな

のだけど、風というものについて「そこら辺で何となく吹いているも

の」くらいにしか思っていなかった私にとっては風の大切さを改めて

感じるきっかけとなったからです。日本の周りの海の上に風車を浮べ

る研究が進んでいることも知ることができました。風が発電のデメリ

ットの一つである騒音問題解決等のために風車の海上進出が必要で、

更に日本の周りは海が急激に深くなっているために、「海上に浮べる」

という方法が研究されているそうです。キャンプに参加するまでは風

力発電のことなどほとんど知らず、温室効果ガス削減といった良い面

だけを考えていた私には、「騒音問題なんてあったんだ……」という

驚きと、「あんなに不安定そうに見える風車を海に浮べるなんて、ど

うやったらできるんだろう」という疑問が交ざってとても興味深かっ

たです。実習ではソーラークッカーと小型風力発電機を作りました。

味は別として少なくとも食べることができるカレーがソーラークッカ

ーで調理できたことには感激しました。

今回のサイエンスキャンプに参加してたくさんの体験をして、自然

の素晴らしさを知り、「ものづくり」の面白さを実感し、そして学校

では見つからないようなたくさんの個性豊かな人たちに会うことがで

きて、本当に良かったです。

マイコン制御ロボットをつくろう
神奈川工科大学　工学部

キャンプがくれた「自信」と「友達」
（千葉県・高校2年生女子）

率直な感想過ぎるかもしれませんが、とにかく楽しい3日間でした。

本当に楽しかったです。1日目、たった3日間で、本当にロボットが

できるのだろうか？と半信半疑で、とにかく不安でした。でも、夜に

なると、友達もでき、お互いに話すうちに、不安なのは私だけではな

いことがわかり、安心したのと同時に、キャンプがより一層楽しいも

のになった気がしました。2日目、とにかく悩みました。どんな形で

どんな動きをするロボットが良いのか…。でも、悩むことがすごく楽

しくてたまりませんでした。考えれば考える程、いろいろなアイデア

が頭に浮かび、夜、寝れないくらい、興奮してしまいました。3日目、

いよいよ最終日ということで、とても気合が入りました。みんなとレ

ゴを落とすのを競ったとき、1回目は1つも落とすことができず、焦

りました。2回目、やっとレゴを落とすことができ、本当に嬉しく、

改めて、3日間の意義を感じました。私はこのキャンプで、たくさん

のことを学び、たくさんのものを得ました。例えば、「自信」です。3

日間でゼロから、ロボットをつくったことは、私に、自分の可能性を

信じることを教えてくれました。又、大切な「友達」も得ました。全

国各地、住んでいる場所は違うけど、同じ夢を持った人がいるんだ！

とわかり、すごく嬉しかったです。これから先、将来の夢に挫折した

とき、お互いに励まし合える、たった3日間でしたが、そんな仲間に

なれたと思います。

のぞいてみよう！光の科学
～マイクロ波からガンマ線まで～

中部大学　工学部

身震いするような感覚 （愛知県・高校2年生女子）
準備不足で臨んでしまったせいもあるが、講義は少しでも多くの事

を吸収しようとしても、わからない事が多くあった。でも、アドバイ

ザーの先生の助言や理解できるまで熱心に教えてくださった教授の先

生の説明を聞いて、1歩でも光の世界に踏み入る事ができたと思う。

最初はわからない事だらけで心配だったけど、徐々に私の中に新しく

光の世界が出来上がっていく気がしてきて、今までに感じたことの無

い身震いするような感覚がした。実験も、今まで教科書の止まった波

しか見たこと無かったけど実際に動いている波を見てすごく感動し

た。色々なレーザーの現象を見て、こんなに気分が高ぶった事はない

くらいドキドキしていた。交流も、同じ県の人だけではなく各地から

来ていて、皆の光に対する気合いに驚いた。興味をもっているだけで

はなく、深く自分の考えを持ちながらこのキャンプに臨んでいる皆の

姿を見て、自分ももっと何にでも真剣に取り組もうと考え直した。一

生に残る良い出会いと迷い無く仲間と言える出会いも大きな収穫とな

った。この3日間は良い事しか無いと言っても過言では無く、もっと

もっと詳しく知りたいとも思った。また、将来について考える事も多

くなり、興味のある事もしぼれるようになってきた。でもやはり私た

ちはもっと光について詳しくなって、生活と結びつける架け橋になら

なくてはならないと思う。今よりもっと便利な毎日を送る為に有効な

技術を一般の生活に取り入れる、これが次世代の私達の乗り越えるべ

き課題だと思っている。

WinterScienceCamp
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次世代ゼロエミッション・エネルギー変換システム
を体験しよう

同志社大学　エネルギー変換研究センター

新しい世界との出会い （富山県・高校2年生男子）
事前にいただいた磁性流体の英文テキストを訳している時、調べて

も見付からない単語もあり、難しそうで不安でした。しかし、実際に

参加してみて一番おもしろいと思ったのが磁性流体でした。これまで

磁石の性質を持つのは固体だけだと思い込み、そんな液体があるとは

思ってもみなかったので、それは全く新しい世界との出会いで、一つ

のきっかけによって次々と新たな疑問があふれてきました。そんな疑

問を研究センターの方に質問でき、そして丁寧に教えて頂いたことが

とてもうれしかったです。当然解らなかった単語も質問しました。今

ではその英文テキストが全く別のものに見えます。固定観念にとらわ

れず、柔軟な発想を持つことが大切だと思いました。そしてそれは、

どの分野においても同じだと思います。そもそも私は、エネルギー問

題を解決したいという想いで研究職を志望しました。そして、環境に

無害でずっと使える新しいエネルギーを作ることばかりを考えていま

した。しかし、今回のキャンプで、エネルギーが出来てから使われる

までに多くのエネルギーが無駄になっていることと、それを有効に使

い、有害な物質を出さないために様々な研究がなされていることを知

りました。そしてその事の重用性を実感し、私は、これからこの道に

進みたいと思っています。そして、いつか同志社大学エネルギー変換

研究センターで研究したいと思っています。エネルギー問題を解決し

たいという気持ちと、このキャンプで学んだことを忘れずに、これか

らを歩んでいきたいと思います。

生命を支えるタンパク質、
そのかたちとはたらきを知ろう
公立大学法人　大阪府立大学　農学部・先端科学研究所

印象的な研究者の言葉 （広島県・高校2年生女子）
私は大好きなサイエンスをより好きになり、自らを高めて将来を見

すえたいという動機から参加した。日頃よく耳にするタンパク質とは

どんな形、働きをしているのだろうか、期待に胸を膨らませていた。

まず、タンパク質や酵素について講義を受けた。そこには私にとって

未知で魅力的な世界が広がっていた。物質を分解したり反応を阻害し

たり、光を探知したり･･･。難しい内容ではあったが、積極的に質問

をした。すると先生は本気で答えて下さった。その膨大な知識量と熱

意あふれる講義に、私は大いに刺激を受けた。私が一番楽しみにして

いた実験では普段では使えない器具や装置なども使った。実際に自分

の手で実験をし、自分の目で結果が確かめられた時の喜びがとても新

鮮だった。また、コンピュータで見たタンパク質の構造の神秘的な姿

に魅了され、タンパク質に親近感がわき好きになった。そして特に有

意義であったのは研究者の方々とお話ができたことである。研究をす

る上での苦労や喜びを生き生きと語ってくださる姿に感動した。「こ

の研究は何の役にたつのですか」とお聞きすると、しばらくして「そ

れはまだ分からない。だけど僕らの目的は『真理の探求』さ。自分の

好きなことを仕事にできる研究者は幸せだ」とおっしゃったこの言葉

が印象的であった。サイエンスキャンプを終えてサイエンスが増々好

きになり、もっと勉強をしたいという意欲が体中からわいてきた。こ

の貴重な体験と意気込みをこれからの自分に生かしていきたいと思

う。

体験しよう！風力発電の技術
国立大学法人　鳥取大学　地域共同研究センター

形の違った四つの羽 （香川県・高校1年生男子）
初めは、全然友達もできず、家に帰りたいと思ったが、地域共同研

究センターに行った時、何人かの友達ができた。多分他の人も友達が

できず不安だったんだと思う。友達がどんどんできていくと不安もと

れて、講義や見学、実習などに集中できるようになった。二日目には、

風力発電を実際に作った。僕はみんなよりも効率の良い物を作ろうと

必死に作った。一番難しかったのは、四つの羽を同じ形にして、重さ

を軽くすることだった。しかし羽をけずると、どんどん一つ一つの羽

が変わってしまった四つの羽ができていた。そして、完成した風力発

電に、二メートル、三メートルと次々に風速の違う風を実際にあてて

みて、電圧と電流を計った。それを元に、パソコンで効率などを求め

て、表やグラフも作った。そうすると風速が上がっていくと電圧と電

流は上がるけど効率だけは下がっていることが分かった。なぜ効率が

下がるのかと考えてみたら、羽に当たらない風が余分に増えるからだ

と思った。残念ながらあまり効率がよくなかったが、新たな発見がで

きたのでよかったと思う。三日目は、発表だった。そのプレゼンを作

っている途中に今日で終わりかと思って寂しくなった。発表会が始ま

り、一人一人違う意見を持っていて感心した。そして自分の発表が終

わった時、本当にこれが終わりなんだと思って泣きそうになった。こ

んな良い体験ができたことを次のステップに活かしていきたいと思っ

た。本当に参加して良かったと思う。

生命の海を科学する
～海洋のミクロ生態系～
国立大学法人　愛媛大学　沿岸環境科学研究センター

初めての「海についての授業」 （愛媛県・高校2年生女子）
以前から海について興味があったのですが、学校の授業で海を取り

上げる機会はあまりありません。講義では初めての「海についての授

業」を受けることができ、海の仕組みや生態系、環境についてなどを

学びました。そこで改めて海の重要性を認識することができました。

これだけ私達と密接に関わっている海についてを、普段学校で学ぶこ

とが少ないのは残念です。実験・実習では、水中に生きる小さな生物

達を見たり感じたりできました。中でも一番印象に残った実習は、顕

微鏡を使った実習です。普段使っている物よりずっとキレイに見えて

感激しました。また、そこで見れた生き物自体も、とてもキレイな形

をしていました。中でも円形の珪藻は、まるで人工物のような円で驚

きました。こんな洗練された形の生き物が、その辺の川や海に普通に

いるんだなぁと、見ていてとても楽しかったです。場所によって見ら

れる生物がガラっと変わるのも面白いと思いました。今回のキャンプ

に参加して、海への興味がますます強くなりました。私は海洋系の大

学を志望していたんですが、そこでどのようなことが行われているか

を体験でき、とても良い経験になりました。学部や学科を決める重要

な資料になると思います。そして研究者の方々とお話することができ

たことで、研究には理科の知識だけでなく、広い知識と語学力、あと

何より体力が要ることを知りました。おかげで今すべきことが分かっ

たと思います。

WinterScienceCamp
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生態系に潜む遺伝子資源と地球環境を学ぼう
国立大学法人　高知大学

海洋コア総合研究センター・遺伝子実験施設

自分たちでやった飼料の処理から観察まで
（宮崎県・高校1年生女子）

私は参加する前までは、「海洋コア」の採取の方法などまったくと

言っていいほど知りませんでした。しかし、実際に舟に乗り、採取す

る所を体験することができてとても良く分かりました。コアラーを使

って海底堆積物を採取するにはとても力がいりました。舟に当ってし

まうと筒の中の泥が出てしまって駄目になってしまうので大変でし

た。堆積物はくさかったです。私が一番印象に残っているのは、観察

です。試料の処理から自分達でやってみて、学校でやっていた時とは

まったく違っていたのでとても勉強になりました。実体顕微鏡で有孔

虫や放散虫、珪藻を探しました。友達とおもしろい形をしたものなど

をみつけ、それにあだ名を付けたりしてとても楽しかったです。また、

Globigerinoides ruberを10個拾い出す作業はとても集中力のいる作業

でした。形の似たものが多く私達がこれだと思って拾い出したもので

も点検してもらうと違っていたり、せっかく見つけたのに拾い出せな

かったりととても大変でした。けど、10個しっかり拾い出せた時はと

ても嬉しかったです。私達が探しておもしろいと思ったのを電子顕微

鏡でも見ました。いろいろな形があってとてもおもしろかったです。

今回参加して、たくさんのことを学ぶことができました。同じ科学に

興味を持つ友達と出会うことができてよかったです。また次回も参加

したいです。

生命とは何か
～細胞の働きとコミュニケーションを探ろう～

独立行政法人　産業技術総合研究所
セルエンジニアリング研究部門

神経繊維がニョキッと伸びて （京都府・高校1年生女子）
サイエンスキャンプでは驚きの毎日でした。どれも印象的な実験で

したが特に心に残ったのはニワトリの卵から胚を取り出したことで

す。その組織を実際にいじってみると、おもしろいことにまるでスク

ランブルエッグのような感触でした。そして胚の終脳を酸素処理でバ

ラバラにし、それらを培養しました。最初に顕微鏡で見た時には丸い

ものがたくさん見えただけでしたが、次の日には様子が違いました。

なんと丸かった神経細胞から神経繊維がニョキッと伸びていたので

す。これに本当に感動させられました。講義では先生の「細胞は孤独

で、1つでは生きていけないから他の細胞とコミュニケーションをす

るのだ」というお話が1番印象的でした。私達が生きることの本質は

約20マイクロメーターの細胞にあり、そのコミュニケーションが私

達が活動する上で最も大事なことだと考えると、生命の不思議さを感

じずにはいられません。プログラム以外では研究者の方々と直接話し

合えたのがとても良かったです。特に懇親会では皆で夕食を食べ、た

くさんお話でき相談にも乗ってもらえて嬉しかったし、皆さんの人柄

に魅かれるものを見つけました。友達もたくさんできました。始めは

緊張していたけれど、しだいに皆うちとけて最終日には2日前に出会

ったとは思えないほど仲良くなっていました。私はサイエンスキャン

プで研究職にとても魅力を感じ、研究者になりたいと思うようになり

ました。強く感じたことは科学の進歩は私達人間自身を知ることだと

いうことです。

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～

株式会社東芝研究開発センター

よく考え、学びとろうとする姿勢（岩手県・高校2年生男子）
今回、タバコなどに含まれるベンツピレンという発癌性物質と人体

の4種の細胞との関係性について実験する機会を得ることができた。

結果はどれも働きが異なり、私達人間一人一人の個性のように、細胞

にも個性があるのだと感じた。しかもそれらは、大本となる人体に対

し、害を与えないような工夫を凝らしているのだ。そのことについて

私は、さまざまな憶測をたててみた。そしてより核心を衝けるような

根拠を得たいと思ったが、素人である私がそこまでいくことは出来な

かった。その時、私は大変悔しい思いをし、何とかしたいと思った。

そんな私に、研究者の皆さんは、「得た結果から、何を考え、次に生

かすかが大事だ」と助言してくれた。そう、研究というものは、1日、

2日で答えがでるようなものではない。日々の失敗と成功の積み重ね

によって成果が表れるものなのだ。私はその時、普段学校でうける授

業内容で浮かんだ疑問を時間をとって深く考えることを疎かにしてい

る自分に気づいた。ただ事柄を受け入れるだけ、それだけでは本当の

実力は身につかないのだ。自分で考え行動することは大切である。し

かしながら、他人の意見を参考に、より考えを深める姿勢はもっと大

切である。今回参加した人達との出会いも、私にとっては豊かな人間

性や奇抜な発想を身につける機会となった。最後に、私たち高校生に

とってこのような機会は将来を考えるにあたり、大きな土台となり、

また大きな希望を叶える重要な機会となります。この取り組みを是非

続けていって下さい。
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名札



国立大学法人北海道大学大学院
理学研究科

国立大学法人北見工業大学工学部

国立大学法人東北大学大学院
工学研究科創造工学センター

国立大学法人山形大学工学部
機能高分子工学科

国立大学法人筑波大学
工学システム学類

足利工業大学総合研究センター

神奈川工科大学工学部

中部大学工学部先進計測
研究センター・工学基礎教室

同志社大学工学部

公立大学法人大阪府立大学
生命環境科学部緑地環境科学科

国立大学法人鳥取大学地域共同研究センター・アドミッションセンター

国立大学法人愛媛大学
沿岸環境科学研究センター

国立大学法人高知大学海洋コア総合研究センター・遺伝子実験施設

独立行政法人産業技術総合研究所セルエンジニアリング研究部門

株式会社東芝研究開発センター
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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、希望するコースのアルファベット（Ａ，Ｂ）に○印を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。

5．「科学や技術の部活動・サークル活動、自由研究の実績」については、部活動など課外活動や自主的な活動を記
入して下さい。なお、学校の授業の一環として行なった活動は記入しないで下さい。

6．応募郵送先
財団法人 日本科学技術振興財団 振興事業部 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 Webサイト：http://ppd.jsf.or.jp/camp/

プログラム名 会　場　名
申込書に記入する
略称会場名 コース

国立大学法人北海道大学大学院
理学研究科

国立大学法人北見工業大学
工学部

国立大学法人東北大学大学院
工学研究科創造工学センター

国立大学法人山形大学工学部
機能高分子工学科

国立大学法人筑波大学
工学システム学類

足利工業大学総合研究センター

神奈川工科大学工学部

中部大学工学部先進計測
研究センター・工学基礎教室

同志社大学工学部

公立大学法人大阪府立大学
生命環境科学部緑地環境科学科

国立大学法人鳥取大学地域共同研究
センター・アドミッションセンター

国立大学法人愛媛大学
沿岸環境科学研究センター

国立大学法人高知大学海洋コア総合
研究センター・遺伝子実験施設

独立行政法人産業技術総合研究所
セルエンジニアリング研究部門

株式会社東芝研究開発センター

北海道大学

北見工業大学

東北大学

山形大学

筑波大学

足利工業大学

神奈川工科大学

中部大学

同志社大学

大阪府立大学

鳥取大学

愛媛大学

高知大学

産総研

東芝

超伝導を作ろう
～高温で見い出された超伝導体の謎～

雪と氷の世界を体験しよう
～雪結晶から地球環境まで～

種々の気体の粘度を測ってみよう

有機の光で照らしてみよう
～有機ＥＬを作る～

燃料電池を作って水素から電気を起こそう

知ろう・創ろう自然エネルギー

マイコン制御ロボットをつくろう

のぞいてみよう！科学技術を支える光の科学
～マイクロ波からγ線まで～

太陽電池と超伝導体を作ってみよう

解明しよう！緑と都市環境のメカニズム

体験しよう！風力発電の技術

生命の海を科学する
～海洋のミクロ生態系～

科学の力で地球の未来を探る
～遺伝子資源と地球環境～

生きていることと生きること
～遺伝子の世界と脳の世界～

次世代ホームロボットを動かしてみよう

Ａ,Ｂの2コース

Ａ,Ｂの2コース



43

 

（姓） （名） 

希望コース 

参加希望 
略称会場名 

第２希望 第１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 

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

科学や技術の部活動・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。 

必
ず
保
護
者
の
承
認
と
印
を
お
願
い
し
ま
す
。



2006年3月下旬の春休みに｢スプリング・サイエンスキャンプ｣を開催する予定です。スプリング・
サイエンスキャンプでは、大学、公的研究機関、民間企業の研究所の20機関程度が会場となり、3～4
日間、全国から10～30名規模で高校生・高等専門学校生等を受け入れ、科学技術体験プログラムを開
催します。
応募期間は、2006年1月上旬～2月中旬で、応募締切日は2月中旬、選考結果通知日は2月下旬を予定

しています。
詳しくは、2006年1月上旬公開予定のスプリング・サイエンスキャンプWebサイトをご覧下さい。

●スプリング・サイエンスキャンプ会場（予定）
大学
新潟大学
大阪工業大学
関西大学
鹿屋体育大学　　　　　　　　　　　　　　／他

公的研究機関
核燃料サイクル開発機構　　　　　　　　　／他

民間企業
味の素株式会社　／オムロン株式会社　／鹿島建設株式会社　／清水建設株式会社　
東京電力株式会社　／東レ株式会社　／日本電子株式会社　／日本電信電話株式会社
株式会社日本無重量　／パイオニア株式会社　／株式会社日立製作所
富士ゼロックス株式会社　／株式会社堀場製作所　／松下電器産業株式会社
株式会社リコー　／他

●応募資格
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学年）等に在
籍する生徒。ただし、サイエンスキャンプに参加できる回数は最大３回までとします。

●応募方法
応募者は1月上旬に公開される募集要項の「参加申込書」に必要事項を記入の上、財団法人 日
本科学技術振興財団サイエンスキャンプ事務局に送付して下さい。

●選考方法及び決定等
（１）「参加申込書」にもとづいて、各プログラムの会場又はサイエンスキャンプ事務局が選考

を行い、参加者を決定します。
（２）応募倍率の高い会場の選考にあたっては、過去に参加経験のない方を優先して選考する

場合があります。
（３）選考結果は2006年2月下旬に応募者本人宛に通知します。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になります。

スプリング・サイエンスキャンプ（2006）開催（予告）

会　　期 応募期間 応募締切日

2006年3月下旬 2006年1月上旬～2月中旬 2006年2月中旬


