
募集要項請求先・応募先

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。

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、webサイト
http://ppd.jsf.or.jp/camp/をご覧下さい。
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2005年11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

文部科学省

主 　 催

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。

2005年12月・2006年1月開催　/ 応募締切日 2005年11月16日（水）
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開催地MAP

（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。

2005年12月上旬選考結果通知日

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。

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



募集人数：16名

国立大学法人　北海道大学大学院　理学研究科
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

住　所：
宿　舎：
交通案内：
http://www.hokudai.ac.jp/science/

北海道札幌市北区北十条西8
ホテルサンルート札幌
JR「札幌駅」から徒歩約10分

プログラム：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？

超伝導を作ろう ～ 高温で見い出された超伝導体の謎 ～
物質の科学（物理学）

募集人数：15名

国立大学法人　北見工業大学　工学部
2006年1月6日（金）午後2時～1月8日（日）午後1時　2泊3日

住　所：
宿　舎：
交通案内：

http://www.kitami-it.ac.jp/

北海道北見市公園町165
北見工業大学屈斜路研修所
・「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

プログラム：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。

雪と氷の世界を体験しよう ～ 雪結晶から地球環境まで ～
雪氷学、地球環境

募集人数：10名

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
2006年1月4日（水）午後5時～1月6日（金）午後2時　2泊3日

住　所：

宿　舎：
交通案内：

http://www.ip.eng.tohoku.ac.jp

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉
6-6-04
チサンホテル仙台
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

プログラム：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。

種々の気体の粘度を測ってみよう
物理化学、流体力学、生理学

募集人数：12名

国立大学法人　山形大学　工学部　機能高分子工学科
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

住　所：
宿　舎：
交通案内：

http://ckido8.yz.yamagata-u.ac.jp

山形県米沢城南4-3-16
ホテルベネックス
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

プログラム：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。

有機の光で照らしてみよう ～ 有機ELを作る ～
有機化学、物理

募集人数：24名

国立大学法人　筑波大学　工学システム学類
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

住　所：
宿　舎：
交通案内：

http://www.esys.tsukuba.ac.jp

茨城県つくば市天王台1丁目1番1号
トレモントホテル
「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

プログラム：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。

燃料電池を作って水素から電気を起こそう
新エネルギー、地球環境



募集人数：30名

足利工業大学　総合研究センター
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

住　所：
宿　舎：
交通案内：

http://www.ashitech.ac.jp/

足利市大前町268-1
ニューミヤコホテル別館（予定）
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）

プログラム：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。

知ろう･創ろう自然エネルギー
自然（再生可能）エネルギー

募集人数：8名

神奈川工科大学　工学部
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

住　所：
宿　舎：
交通案内：

http://www.kanagawa-it.ac.jp/

神奈川県厚木市下荻野1030
厚木アーバンホテル
「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

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。

マイコン制御ロボットをつくろう
ロボット工学、エレクトロニクス（電子工学）

募集人数：16名

中部大学　工学部　先進計測研究センター・工学基礎教室
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

住　所：
宿　舎：
交通案内：

http://www.chubu.ac.jp/

愛知県春日井市松本町1200
春日井中央ホテル
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

プログラム：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。

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 ～
電磁波科学、エネルギー科学、情報科学

募集人数：2コースで24名

同志社大学　工学部
2005年12月26日（月）午後5時～12月28日（水）午後3時　2泊3日

住　所：
宿　舎：
交通案内：

http://engineering.doshisha.ac.jp

京都府京田辺市多々羅都谷1-3
ウェルサンピア京都
・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

プログラム：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。

太陽電池と超伝導体を作ってみよう
材料科学

募集人数：10名

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
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

住　所：
宿　舎：
交通案内：

http://www.bioenv.osakafu-u.ac.jp/

大阪府堺市学園町1-1
ホテルサンルート堺
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

プログラム：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。

解明しよう! 緑と都市環境のメカニズム
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



募集人数：20名

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
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

住　所：
宿　舎：
交通案内：

http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/

鳥取県鳥取市湖山町南4-101
鳥取休養センター　レーク大樹
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

プログラム：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。

体験しよう! 風力発電の技術
風力発電、自然エネルギー

募集人数：15名

国立大学法人　愛媛大学　沿岸環境科学研究センター
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

住　所：
宿　舎：
交通案内：

http://www.ehime-u.ac.jp/̃cmes/

愛媛県松山市文京町2-5
国際ホテル松山
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

プログラム：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。

生命の海を科学する ～ 海洋のミクロ生態系 ～
海洋生態系、地球環境、微生物学、
プランクトン学

募集人数：2コースで20名

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
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

住　所：
宿　舎：
交通案内：

http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/
http://www.rimg.kochi-u.ac.jp/jge.html

高知県南国市物部乙200
ホリデイ・イン高知
・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

プログラム：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。

科学の力で地球の未来を探る ～ 遺伝子資源と地球環境 ～
生物資源、地球環境（海洋コア：地球
科学、遺伝：生物資源）

募集人数：10名

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
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

住　所：
宿　舎：
交通案内：

http://unit.aist.go.jp/rice/

大阪府池田市緑丘1-8-31
マスミ荘
「大阪駅」から阪急宝塚線約20分
「池田駅」下車　徒歩約10分

プログラム：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。

生きていることと生きること ～ 遺伝子の世界と脳の世界 ～
脳科学、細胞工学、蛋白質科学

募集人数：8名

株式会社東芝　研究開発センター
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

住　所：
宿　舎：
交通案内：

http://www.toshiba.co.jp

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1
ホテルメッツ川崎
「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

プログラム：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。

次世代ホームロボットを動かしてみよう
ロボット技術、ソフトウェア



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…  
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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

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。 

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。 

2日目の実験に備えて
試料を採集します。 

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。 

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。 

開 講 式  
講　義　 

見　学 

実験準備 

ミーティング 

ま と め  
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1Day

2Day

3Day

キャンプスケジュールの一例 

大阪府立大学　農学部・先端科学研究所 

「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」 

2004年12月26日～12月28日 

 
第1日目 
13：00～13：30 大学に集合

13：30～14：30 開講式、プログラム概要説明、自己紹介

14：30～15：00 講義「タンパク質とは何か、酵素とは何か」

15：15～18：00 実験「酵素のはたらきを測る」

19：00～20：00 夕食

20：00～21：30 参加者&引率者ミーティング

 
 
第2日目 

9：30～10：00 講義「タンパク質分子の立体構造」

10：00～10：30 講義「光を視るタンパク質」

10：30～12：00 実験（A班）「植物の光センサータンパク質を観る」

実験（B班）「タンパク質分子のかたちをみる」

12：00～13：00 昼食

13：00～14：30 施設見学

15：00～16：00 講義「タンパク質のいろいろなはたらき」

16：00～17：30 実験（B班）「植物の光センサータンパク質を観る」

実験（A班）「タンパク質分子のかたちをみる」

17：30～18：30 実験のまとめ

18：30～19：30 懇親会

20：30～22：00 参加者&引率者ミーティング

 
 
第3日目 

9：00～ 9：45 講義「タンパク質の安定性」「身近にある酵素」

9：45～12：00 実験「洗剤中の酵素」、「タンパク質の変性」

12：00～13：00 昼食

13：00～14：15 実験のまとめ・実験結果報告会

14：15～14：30 閉講式

14：30 大学にて解散

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。 

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。 

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。 

電子顕微鏡などの最
先端装置を使って観
察します。 

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  

測　定 

製　作 

発表・ディスカッション 

観　察 

研究者の指導のもと
に実験や研究を体験
します。 

実　験 


