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研究所に行ってみよう！！　高校生のための2泊3日の先進的科学技術体験合宿プログラム 

参加者募集参加者募集2006年7月・8月開催 
応募締切日 2006年6月27日（火） 

募集人数：30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 ｜　2006年8月7日（月）午後5時～8月10日（木）午後2時30分　3泊4日

自然エネルギーの現状と将来展望、風力エネルギー利用、ソーラークッカー利用、バイオマス利用
について、それぞれ講義を受けた後に、太陽光利用の実習でソーラークッカーを班毎で、風力利用
の実習では小型風力発電機など簡単な自然エネルギー利用装置を一人ずつ手作りします。ソーラー
クッカーは①光を集め、②熱を貯めて調理を行う道具です。この①と②のバランスによりソーラー
クッカーはいくつかのタイプに分類されており、クッカーの特徴と各班の工夫を取り入れたものを
試作し、実験を行います。風車製作は、風力発電機にとってもっとも重要な要素であるロータを各
自が製作することで「ものづくり」の楽しさを実感するとともに、発電、方位制御、強風対策の機
構を学習し、完成後には最後に風洞により各自の風車性能試験を行います。このように、本カリキ
ュラムは“見て"“触れて"“測れる"実践的な内容となっています。

住所：栃木県足利市大前町268-1（「東京駅」から約1時間30分）

（再生可能・自然）エネルギー

募集人数：18名

体験しよう！光ファイバー通信
同志社大学　工学部 ｜　2006年8月23日（水）午後2時～8月25日（金）午後3時　2泊3日

①講義：現代の情報通信技術は、光ファイバー通信が重要な役割を担っています。まず、光ファイ
バー通信のしくみ、研究開発の課題と現状などについて説明した後、プログラムの内容について
説明します。

②実験：半導体レーザを用いた光送信器、フォトダイオードを用いた光受信器を実際に作成します。
できあがった光送信器と光受信器を用いて半導体レーザやフォトダイオードの特性を測定しま
す。光送信器に音声信号や動画像信号を入力し、光ファイバーを通して光受信器と接続すれば、
光ファイバー通信を行うことができます。長さ数十kmの光ファイバーの損失を光パルス試験器
で測定します。

③見学：工学部電気工学科、電子工学科の研究室見学を行います。
④プレゼンテーション：コンピュータとプレゼンテーションソフトを活用して、実験内容とその
結果について整理し、発表します。

住所：京都府京田辺市多々羅都谷1-3（「京都駅」から約50分）

光通信、エレクトロニクス（電子工学）

募集人数：12名

解明しよう！都市の緑地環境のメカニズム
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 ｜　2006年8月23日（水）午後1時～8月25日（金）午後2時30分　2泊3日

都市において緑地環境は、自然と人間活動に深く関係して形成されております。都市の中で緑地は
どれぐらいの温室効果ガスや熱エネルギーを吸収しているのでしょうか。私たちや緑の生命を支え、
地中を流れる水はどのようになっているのでしょうか。また、都市環境の変化によって緑地はどの
ように変化し、その中で生きる昆虫たちや私たちの生活に、どのような影響を与えているのでしょ
うか。①「都市環境を支える緑地に期待される機能」、②「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!」、③「緑地と都市気象-屋上緑化の効果を探ろう!」、④「生命の営みを支える
緑地の水-地中の水環境を探ってみよう!」、⑤「都市環境の変化と様々な緑地環境に生きる昆虫たち」、
⑥「環境共生都市創造に向けて」の実習を通して、都市の緑地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。

住所：大阪府堺市中区学園町1-1（「大阪駅」から約1時間）

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：2コースで20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　総合研究センター（海洋コア総合研究センター・遺伝子実験施設） ｜　2006年8月19日（土）午後1時30分～8月21日（月）午後2時　2泊3日

「海洋コア」コース：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、堆積物中から微少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。
「遺伝子資源」コース：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。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。

住所：高知県南国市物部乙200（高知龍馬空港からバスで約5分　｢高知駅｣からバスで約40分）

地球環境、海洋科学、遺伝子資源

募集人数：10名

体験！地震の解析と津波予報／地球温暖化の科学
国土交通省　気象庁　気象研究所 ｜　2006年7月26日（水）午後1時～7月28日（金）午後2時　2泊3日

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.
人工衛星から見た雪氷圏の変化」、「4.二酸化炭素の変動を調べる」、「5.CO2濃度測定室の見学」
を通して、地球温暖化はどうして起こるのか、また、地球温暖化が進行した場合の海の流れや気
候の変化、地球温暖化を引き起こす気体の濃度関係などについて学びます。

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、
一昨年末のスマトラ沖巨大地震・津波の例を含めて紹介します。また、実際の大地震のデータを
使った震源決定の実習などを通じて、地震と津波の仕組みを確認します。

住所：茨城県つくば市長峰1-1（「東京駅」から約1時間30分）

地球環境、地球物理、地学

募集人数：30名

宇宙開発の現場を体験しよう
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構　筑波宇宙センター ｜　2006年8月21日（月）午後1時～8月23日（水）午後2時30分　2泊3日

①講義：日本が参加する国際宇宙ステーション計画全般や、その中の「きぼう」日本実験棟につい
ての説明、国際宇宙ステーションに関するもの、ロケットは何故飛ぶか、どんな種類があるかな
どの説明、ロケットに関するもの、人工衛星の役割・しくみなどを分かりやすく説明など人工衛
星に関する講義があります。

②施設見学：「きぼう」日本実験棟の実機やエンジニアリングモデル、船外活動（宇宙遊泳）訓練
に使う無重量環境模擬水槽（深さ10.5メートルの円筒形のプール）、「きぼう」の運用を支援する
ためのミッションコントロールルーム（運用管制室）、人口衛星の実機を製作する前の機能確認
試験を行った試験機などを見学します。

③演習：ロケット用固体燃料を使用した2段式モデルロケットを参加者各自が製作し、打上げと回
収を体験します。

住所：茨城県つくば市千現2-1-1（「東京駅」から約1時間30分）

宇　宙

募集人数：20名

航空宇宙技術の最先端研究を身近に体験してみよう
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 ｜　2006年8月1日（火）午後1時～8月3日（木）午後3時30分　2泊3日

①飛行機が飛ぶ原理を学ぶ「なぜ飛行機は飛ぶの?セミナー」、②航空機や宇宙機の軽量で高温にも
耐える材料や航空安全に重要な機体の構造に関する「構造・材料技術セミナー」、③航空機エンジ
ンの技術研究に関する「エンジン技術セミナー」、④空気力学について理解し、実際に世界トップ
クラスの高性能スーパーコンピュータを用いたCFD（計算流体力学）技術や人工的に空気の流れを
作りだす風洞技術を体験する「空気力学セミナー」、⑤航空機や宇宙機の飛行経路や機体コントロ
ールに関する「航法・誘導・制御技術セミナー」、⑥航空機を安全かつ確実に飛行させるための技
術研究に関する「飛行安全技術セミナー」、⑦研究開発の目的や進め方等に関する「プロジェクト
セミナー」の7つのセミナーを通して航空宇宙技術研究の魅力を身近に体験してください。

住所：東京都調布市深大寺東町7-44-1（「東京駅」から約50分）

地球環境、材料、航空

募集人数：8名

あなたも体験　未来のロケット技術
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構　角田宇宙センター ｜　2006年8月8日（火）午後1時～8月10日（木）午後3時　2泊3日

①ロケットの基礎や軌道、ロケットエンジンやラムジェットエンジンの基礎を学び、エンジン試験
設備群を見学しながら体感する「宇宙へのエンジンシステムセミナー」、②H-ⅡAロケットの液体酸
素・液体水素エンジン（LE-5、LE-7）について学ぶ「ロケットエンジンセミナー」、③燃料を高圧
力で送り込むロケットエンジンの心臓部であるターボポンプについて学ぶ「ターボポンプセミナ
ー」、④空気を吸い込み、高空を高速で飛行できるラム/スクラムジェットエンジンについて、マッ
ハ4の超音速風洞実験を体験する「ラムジェットエンジンセミナー」、⑤スーパーコンピュータ上に
バーチャルに作られたロケットエンジンやスクラムジェットエンジンで、計算方法の仕組みを学ぶ
「数値宇宙エンジンセミナー」、⑥繰り返し使用できるロケットエンジンや大気中の酸素を利用して
宇宙まで行く空気吸い込みエンジンの研究について学ぶ「未来のエンジンセミナー」、を通して、
宇宙機用推進システムの最先端研究を身近に体験してください。

住所：宮城県角田市君萱字小金沢１（「仙台駅」から約40分）

宇宙推進

募集人数：24名

実体験を通じて海洋を学ぼう
独立行政法人 海洋研究開発機構 ｜　2006年7月26日（水）午前9時50分～7月28日（金）午後3時　2泊3日

世界最高の潜水調査能力を有する潜水船「しんかい6500」や無人探査機を駆使して深海の調査を
行うとともに、地球規模の海洋変動の解明など、海洋に関する幅広い調査および研究やこれらに必
要な機器の開発を行う海洋研究の魅力を、講義では「海洋研究開発機構の概要」、「海を形成するも
のたち」、「地球環境と海洋」、「深海生物」、「海中調査機器の開発」、「潜水と人間」、「地震と津波」、
「地球深部探査船「ちきゅう」の建造」、「極限環境微生物」、実習では「水中ロボットの操縦と海中
観察」、「圧力体験実験と体験潜水（希望者のみ）」、「海洋観測体験」などを通して体感できます。
また飼育されている深海生物や「しんかい2000」の実物、実寸大の「しんかい6500」などJAM-
STEC内見学もします。

住所：神奈川県横須賀市夏島町2-15（「東京駅」から約1時間）

海洋、深海、圧力、海洋生物、潜水船、テクノロジー

募集人数：18名

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
独立行政法人 日本原子力研究開発機構　東海研究開発センター原子力科学研究所／那珂核融合研究所 ｜　2006年8月7日（月）午後0時30分～8月10日（木）午後2時　3泊4日

①「霧箱」を使って、直接見えない放射線の軌跡を実際に観察し、その特性を探る「透明人間も真
っ青!?」、②「JRR-1」（研究用原子炉）シミュレータで原子炉の仕組みや運転を実際に体験する
「原子炉ってなあに?」、③測定器で室内・屋外等の自然放射線を調べたり、体内の放射能を測定し
て身近な放射線の存在を知る「放射線は身近な存在」、④使用済み燃料の検査や処理に使う「マニ
ピュレータ」と呼ばれるマジックハンドを実際に操作する「マジックハンドでなんでもキャッチ」、
⑤中性子が持つ電気的中性や最小磁石の性質が、学術的研究から応用、産業利用に広く役立ち、21
世紀における科学技術発展の鍵を握る「役に立つ中性子」、⑥波の性質を持つ光の振動方向を揃え
る偏光板を使って光の偏光という性質を体験する「光の不思議」、⑦携帯電話から核融合プラズマ
の加熱やダイヤモンド作りに使われ、将来的にロケットを飛ばす可能性のある電磁波の持つ力を体
験する「電磁波でロケットが飛ぶ!?」、を通して原子力の理解を深めて下さい。

住所：茨城県那珂郡東海村白方白根2-4（「東京駅」から約2時間）

エネルギー

募集人数：8名

最先端の生命研究へのいざない
独立行政法人 農業生物資源研究所 ｜　2006年8月2日（水）午後2時～8月4日（金）午後2時　2泊3日

「遺伝資源」：ジーンバンクが行っている、様々な生物の遺伝資源の探索収集、導入、保存、配布等の事業と私たちの食生活
における遺伝資源保存の重要性を学習します。
「イネの特徴の理解」：同じように見えるイネにも形態やその他の性質に違いがあり、外見からは判らない蛋白質などの特性
を学習します。
「ゲノム」：全ての生物は、細胞中に『生命の設計図』＝ゲノムを持っています。『イネの命の設計図』を明らかにするイネ
ゲノム研究を中心に、最近の研究情勢を説明します。
「植物からのDNA抽出」：アデニン、グアニン、シトシン、チミンの4『塩基』の配列の違いが、害虫に強い、寒さに強いな
どの違いとなって現れます。植物のDNAを抽出し、ゲノムに関する理解を深めます。
「遺伝子組み換え作物の開発」：農産物の生産にどのようなバイオテクノロジーが用いられているのか、遺伝子組み換え技術
などの最先端技術を紹介します。
「遺伝子導入細胞の観察」：遺伝子組み換え技術として、クラゲの発光遺伝子を導入したイネの細胞を、顕微鏡で観察します。

住所：茨城県つくば市観音台2-1-2（「東京駅」から約1時間）

ライフサイエンス・遺伝資源・ゲノム・バイオテクノロジー、植物

募集人数：3コースで12名

未来につなげよう　安全な農業と環境
独立行政法人 農業環境技術研究所 ｜　2006年8月9日（水）午後1時～8月11日（金）午後3時30分　2泊3日

「環境中の超微量汚染物質を測る」コース：原子量・分子量・同位体など原子の質量について、質
量分析法の歴史、原理と装置の説明など講義の後、身近な物や作物に含まれる10兆分の1グラムと
いう超微量の重金属や農薬を定量計算する実習をします。
「アレロパシーによる植物間相互作用を調べてみよう」コース：植物が根から天然の生理活性物質
を放出し、他の植物の生育を阻害する現象をアレロパシー（他感作用）といいます。植物のアレロ
パシー活性を生物検定法で測定し、植物からアレロパシーに関与する他感物質を分離し、遺伝子発
現に及ぼす影響を調べます。
「GPSを使って動物を追跡しよう!」コース：カーナビなどに使われるGPS（全地球測位システム）
技術で、動物の行動を監視、予測する方法を、動物の代わりに参加者の皆さんにハンディー型GPS
を持ってもらい、実際の測位情報をGIS（地理情報システム）を使って地図の上に表示させ、次の
行動を予測することを行います。

住所：茨城県つくば市観音台3-1-3（「東京駅」から約1時間30分）

農業、農業環境、環境化学

募集人数：2コースで8名

“森林の不思議”を学んでみよう
独立行政法人 森林総合研究所 ｜　2006年8月2日（水）午後0時～8月4日（金）午後3時30分　2泊3日

「森林土壌で温暖化ガスを調べてみよう」コース：CO2、CH4、N2Oは主要な温暖化ガスです。土か
ら、発生する地球温暖化ガスもあれば、吸収する温暖化ガスもあります。そこで、森林土壌と森林
以外の土壌で地球温暖化ガスの放出（吸収）量を、所内の樹木園、グランド、苗畑、芝生などの場
所にチャンバー（温室効果ガスを集める装置）を設置、集められたガスを分析して、ガスによる放
出と吸収の違いや、場所による違いについて調べます。
「野生動物の年齢を調べてみよう」コース：野生動物には飼い主がいません。戸籍もありません。
自分でも年齢が分かりません。でも、野生のシカが18才まで生きる、ということは分かります。
実際に、シカの歯からカルシウムを取り除き、薄くスライスします。歯のセメント質に年輪ができ
るので、染色液で染めてプレパラートを作り顕微鏡をのぞきながら、動物にもできる「年輪」の不
思議を考えてみます。

住所：茨城県つくば市松の里１（「東京駅」から約1時間30分）

地球環境、生物

募集人数：4コースで18名

産業技術の先端に触れる～エネルギー、ナノテクノロジー、ライフサイエンス～
独立行政法人 産業技術総合研究所　つくばセンター ｜　2006年8月23日（水）午後1時30分～8月25日（金）午後3時　2泊3日

「模型スターリングエンジンを作ってみよう」コース：将来の環境に優しいエンジンとして注目されてい
るスターリングエンジンの模型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。
「ナノテクノロジーに触れてみよう（自然のナノ構造）」コース：光学顕微鏡よりさらに高倍率の最新鋭
の各種顕微鏡で、様々な微細構造を観察します。切断やコーティングなど加工の最新技術も体験します。
「ナノテクノロジーに触れてみよう（先端デバイスのナノ構造）」コース：ナノテクノロジー技術の一端
を用い、電気的な素子を作製して評価をします。製作過程で、リソグラフィー技術、薄膜作製技術、評
価技術などを体験します。
「タンパク質のアミロイド形成性を研究しよう」コース：アルツハイマー病や牛海綿状脳症（BSE）と深
く関連していると考えられているアミロイドベータやプリオンと呼ばれるタンパク質の異常な規則的凝
集構造（アミロイド）形成がどのようなアミノ酸配列が原因となっているかを、アミロイドベータタン
パク質の一部分を化学合成し、数種の機器分析で解明しようとする実際の研究を体験します。

住所：茨城県つくば市東1-1-1 （「東京駅」から約1時間30分）

ライフサイエンス、ナノテクノロジー・材料、宇宙、エネルギー

募集人数：10名

北海道の大地で地球上の営みを体感しよう
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 ｜　2006年7月26日（水）午後0時45分～7月28日（金）午後2時　2泊3日

①北海道センター見学：北海道センターで行っている最先端の研究内容（バイオテクノロジー、メ
タンガスハイドレートなど）について実物や模型などに触れながら理解を深めます。

②支笏湖周辺の自然観察とヴィジターセンターの見学：有珠火山や支笏湖周辺で、大地のエネルギ
ーを体験します。

③有珠火山2000年噴火口周辺で野外調査方法の体験実習：野外での地質調査方法を実習します。
④三松正夫記念館と昭和新山の見学：火山観測、防災、啓蒙のための施設を見学します。
これらの実習を通して、人間生活に欠かせない「エネルギー」について「生物」と「地球」の営み
から見直すきっかけになればと考えています。

住所：北海道札幌市豊平区月寒東2条17-2-1（新千歳空港から約1時間30分　「札幌駅」から約40分）

ライフサイエンス、地球環境、エネルギー



募集人数：12名

未来のコミュニケーションを体験しよう
独立行政法人 情報通信研究機構　知識創成コミュニケーション研究センター／国際電気通信基礎技術研究所内研究施設

｜　2006年8月9日（水）午後1時～8月11日（金）午後2時30分　2泊3日

①日本語と外国語の間で対話が可能な実験システムを使って、外国人と対話を体験します。また、機械翻訳シ
ステムが扱う旅行会話の日本語や英語音声を用いて、日本語を英訳したり、英語を聞き取ったりしてもらい、
それぞれコンピュータにタイプ入力し、自分の英語能力をTOEICスコアの推定値として判定します。

②韓国・中国・タイそれぞれの国を担当するチームに分かれ、チャットでその国の人たちから情報を収集した
り、Webを検索したりして、タスクの完成を目指します。ネットワークを介したリアルタイムのやり取りを
体験するとともに、最新のツール（機械翻訳システムや新世代ブラウザなど）を利用すれば、言葉が通じな
いなど、特殊な環境でもコミュニケーションが図れることを実感してもらいます。

③ユニバーサル通信のため、マルチホップ通信を行う無線メッシュネットワークを実際に作ります。自作のネ
ットワークを経由して、IP電話による仲間同士での会話を楽しむとともに、PDAなどの携帯端末を用いて動
画の送受信も体験します。

住所：京都府相楽郡精華町光台3-5（「京都駅」から約50分）

情報通信

募集人数：10名

アンモナイトの科学
独立行政法人 国立科学博物館 ｜　2006年8月8日（火）午後0時～8月11日（金）午後0時　3泊4日

アンモナイトの世界的な産地である北海道で、化石採集の体験や実物標本の観察を通して、「アン
モナイトはどのような生物であったか」を学びます。
①アンモナイトの研摩実習：アンモナイトを紙やすりで半分に研摩して、内部構造を観察する。こ
れによって、アンモナイトが頭足類の仲間であることを理解する。また、殻のつくりから生活様
式や生態について推理を試みる。

②アンモナイトの採集：アンモナイトを含む地層が分布している地域に出かけ、採集を試みる。地
層を観察して、アンモナイトがどこから産出するのか、どのような状態で産出するのか、を理解
する。

③クリーニング実習：石の中からアンモナイトを取り出す作業を体験する。

住所：北海道中川郡中川町字安川28-9（旭川空港からバスで約3時間30分）

古生物学、地質学

募集人数：15名

色々な物質・材料に触れてみよう
独立行政法人 物質・材料研究機構 ｜　2006年7月26日（水）午後1時30分～7月28日（金）午後3時　2泊3日

①構造材料について知ろう!：自動車、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。
②セラミックスの特性を見てみよう!：金属より電気を良く流す物や自ら光を出す物など、さまざまな性質と構造や組成
との関係を学びます。

③強度特性を調べてみよう!：構造物や機械などの寿命や性能を判断するために、引張試験機を使って材料が外力に耐え
られる限界の強度特性を調べてみます。

④研磨にチャレンジして材料の組織を観察してみよう!：研磨剤と研磨紙を使って、材料の断面を鏡面に仕上げるための
研磨技術、エッチング処理を行った材料表面を光学顕微鏡で観察します。

⑤壊れた面を観察しよう!：走査型電子顕微鏡を使って、ミクロの破断面を観察します。
⑥ダイヤやガラス作りなどに挑戦してみよう!：ダイヤモンドやガラスもセラミックスです。高圧力や高熱を加えると素
材とは違ったものになる変化の原理や合成方法を学ぶとともに、目に見える光に変換する魅惑的なガラス作りに挑戦
します。

住所：茨城県つくば市千現1-2-1（「東京駅」から高速バスにて約1時間30分）

材料工学、構造材料、セラミックス、構造解析、材料試験、金属材料、無機材料、結晶学

募集人数：15名

自然災害が発生するメカニズムを学ぼう
独立行政法人 防災科学技術研究所 ｜　2006年7月25日（火）午後1時30分～7月27日（木）午後2時　2泊3日

①「Dr.ナダレンジャーの自然災害実験教室」：地盤液状化・雪崩など大規模な自然災害現象を簡
単な実験で再現します。

②「災害を引き起こした地形を実体視で探す」：地すべり・活断層など過去に災害を引き起こした
痕跡を空中写真の立体視によって見つける方法を体験します。

③「地震を知る技術」：手作り地震計の製作などを通して、地震計測の様々な技術や地震観測の最
前線について学びます。

④「火山が噴火する仕組み」：マグマが引き起こす噴火の仕組みを実際の映像や実験から説明し
ます。

⑤「災害時の炊き出し体験」：牛乳パックを燃料にしてアルミ缶でご飯を炊きます。

住所：茨城県つくば市天王台3-1（「東京駅」から約1時間30分）

防災科学

募集人数：20名

放射線はどこにでもあるものなの？どこで役に立っているんだろう？
独立行政法人 放射線医学総合研究所 ｜　2006年8月8日（火）午後0時30分～8月11日（金）午後1時30分　3泊4日

独立行政法人 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機関です。
放射線は医療などで身近に感じているけれどよくわからないとよく言われます。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、最先端のがん治療に関する
内容を学んでいただくためのプログラムを用意しました。
「放射線の基礎」「目で見る放射線」「放射線被ばくとは?」「DNA･遺伝子」「画像診断と放射線の利
用」の各項目の講義と実習や見学を通して学んでもらいます。

住所：千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1（「東京駅」から約50分）

医学、生物学、物理学

募集人数：3コースで10名

細胞を科学してみよう！～育てる・測る・考える～
独立行政法人 理化学研究所 ｜　2006年7月26日（水）午後1時30分～7月28日（金）午後2時30分　2泊3日

「ニューロンと心筋細胞を培養しタイムラプス（経時）観察しよう」：多細胞生物の神経細胞と心
筋細胞を実際に培養し、タイムラプスイメージング（経時的画像記録）の手法を用いて神経細胞の
ダイナミックな変化をムービーにしたり、心筋細胞における個々の細胞の拍動と細胞集団となった
時のふるまいの違いを観察します。
「ナノ物質で遺伝子を観る・診る・測る」：我々が独自に開発したナノ物質を用いて開発途中にあ
るこの新しい遺伝子診断法の実験を通して、DNA二重らせんのしくみと診断の原理を学びます。一
つはDNAナノ粒子を用いる方法で、もう一つは電気泳動の原理に基づくものです。
「質量分析法による最新のプロテオーム解析」：最初に質量分析法による最新のプロテオーム解析
全体の目的・原理・操作に関する説明をします。次に細胞から得られたタンパク質混合物を二次元
電気泳動により分離し、質量分析法による各種スペクトルを実際に測定して、どのようにタンパク
質の構造情報が得られるかを体験します。

住所：埼玉県和光市広沢2-1（｢東京駅｣から約1時間）

ライフサイエンス、ナノテクノロジー・材料

募集人数：10名

高速炉研究の最前線を探る！
独立行政法人 日本原子力研究開発機構　大洗研究開発センター ｜　2006年8月1日（火）午後0時40分～8月3日（木）午後3時　2泊3日

①「大洗研究開発センターウォッチング～原子炉運転から冷却材ナトリウムまで～」：高速増殖炉
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、高速実験炉「常陽」で原子炉の運転を
模擬体験する他、センター内の主要施設を見学します。

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
殖炉の設計で重要な流れや熱の基礎式を解くための数値計算法を学習し、各自パソコンでナトリ
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。

③「疲労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、疲労特性（小さな負荷を繰返し与えることで金属が損傷すること）も特殊な分析装
置で調べます。

住所：茨城県東茨城郡大洗町成田町4002（「東京駅」から特急電車を利用して約2時間）

エネルギー

募集人数：8名

農業研究のハイテク技術
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構　作物研究所／中央農業総合研究センター ｜　2006年8月9日（水）午後1時～8月11日（金）午後2時30分　2泊3日

①「遺伝子組換えって何?」：蛍光を発する遺伝子を大腸菌とイネに導入して、全く違う大腸菌と
イネが、同じ遺伝子の働きで、蛍光を発する同じ性質を獲得できることを観察します。

②「稲の品種改良」：水稲の品種改良の第一歩になる花粉の交配を行います。さらに、世界の色々
なお米の食べ比べをする食味試験を行います。

③「植物ウイルス病とその運び屋たち」：トマト黄化えそ病を媒介する微小昆虫アザミウマ、メロ
ンえそ斑点病を媒介する糸状菌オルピディウム、植物ウイルス病の病原ウイルス（タバコモザイ
クウイルスとメロンえそ斑点ウイルス）を顕微鏡や電子顕微鏡で観察します。

④「ワイヤレス環境モニタリングロボット・フィールドサーバで圃場を観察しよう」：フィールド
サーバの仕組みやセンサ、計測方法、ネットワークに関する説明を受け、実際に設置したフィー
ルドサーバを遠隔操作し、データを自動的に収集するエージェントボックスを使って収集します。

住所：茨城県つくば市観音台2-1-18（「東京駅」から約1時間30分）

ライフサイエンス、植物、ウイルス

募集人数：8名

動物を衛る　ヒトを衛る
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構　動物衛生研究所 ｜　2006年8月2日（水）午後1時～8月4日（金）午後3時　2泊3日

①「サルモネラの検査：目で見る細菌」：家畜に感染して病気をおこす細菌の一つサルモネラを、
豚の糞便から採り検査します。

②「牛における臨床検査の基礎」：実際に牛を用いて、その健康状態を知る上で必要な臨床検査の
基本的手技（聴診、体温測定、生殖器検査、血液検査など）について実習します。

③「動物の血液生化学検査、中毒の原因となる毒物の簡易検査」：血糖値の測定、農薬の検査およ
び第一胃液の検査の実習を行います。

④2コースに分かれての講習・実習。「aマウスの解剖、ELISAによる血清診断法」：生き物（哺乳
動物）の体内構造と獣医領域における関連性を学ぶため、マウスの解剖を実施します。また、診
断法のひとつとして、エライサ法の原理を学び、実習を行います。「b顕微鏡および電子顕微鏡で
コクシジウムを観察」：コクシジウムに感染した臓器を顕微鏡および電子顕微鏡で観察し、虫体
と宿主との関係、虫体の発育環を学習し、また、虫体の大きさを測定します。

住所：茨城県つくば市観音台3-1-5（「東京駅」から約1時間30分）

動物衛生

募集人数：8名

住民参加のむらづくりを体験し、環境調査により農村環境を保全する方法を探ろう
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構　農村工学研究所 ｜　2006年8月9日（水）午後1時～8月11日（金）午後2時　2泊3日

セッション1「住民参加のむらづくりを体験しよう」：地域住民のアイディアや意見をまとめるた
めに活用される様々なツール（カード発想法、ゲーミング、ロールプレイ、コミュニケーションリ
テラシー、環境点検マップなど）の使い方を学び、ある仮想地域での環境保全に関する話し合い
（問題意識の共有化と解決策の検討）をゲーム的に模擬体験することで、住民参加で意見をまとめ
て合意を図る意味について考えます。
セッション2「環境調査により農村環境を保全する方法を探る」：台地の谷津環境を対象に土地や
水、施設の管理と水質や生物との関係に着目して野外（つくば市近郊）で調査を行います。地形図
と空中写真を使って地形や土地利用の成り立ちを調べ、農村を流れるいろいろな水の水質（硝酸態
窒素）、水量を計測し、同時に生物の観察を行います。調査によって得られた情報はGIS（地理情
報システム）を使って解析し、農業という営みによって形成されている農村環境の実態について考
えます。

住所：茨城県つくば市観音台2-1-6（「東京駅」から約1時間）

農村振興、むらづくり、農村集落、地域住民、合意形成、環境調査、
環境保全、GIS（地理情報システム）、野外調査、農業と環境

募集人数：8名

東北地域の農業研究現場を体験しよう
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構　東北農業研究センター ｜　2006年8月8日（火）午後1時～8月10日（木）午後2時　2泊3日

①「ナタネバイオマスの世界」：ナタネ品種開発の目標、様々なナタネの利用、バイオマス資源と
してナタネ油のディーゼル燃料化の仕組み等を学び、加工技術等を実習します。

②「DNAマーカーによる小麦選抜」：育種理論、育種技術を学び、DNAマーカーを使った選抜技術
を実習します。

③「小麦からうどん・ラーメンをつくる-でんぷんとグルテン蛋白の役割を調べよう」：センター
開発小麦品種の「ネバリゴシ」や「ゆきちから」を使って、うどんとラーメンをつくることによ
り、でんぷんやグルテン蛋白の働きを学び、品質の良い品種を育成する技術等を体験します。

④「夏秋期にイチゴをつくろう」：国内産イチゴが少ない夏秋期にイチゴを収穫するための栽培技術
や当研究センター開発の四季成りイチゴ品種について学び、イチゴの栽培、収穫等を体験します。

⑤「牛の妊娠診断と体外受精」：バイテクを利用した子牛生産技術の概要を学び、実験室における
受精現象の観察や生産現場での胎子の観察をします。

住所：岩手県盛岡市下厨川字赤平4（「仙台駅」から約1時間10分　「盛岡駅」から約20分）

ライフサイエンス、農学、植物育種、育種工学、バイオテクノロジー、食品加工、家畜繁殖

募集人数：8名

温暖化は、農業にどのような影響を与えるか～水資源の動向と病害虫の発生予測～
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構　九州沖縄農業研究センター ｜　2006年8月1日（火）午後1時～8月3日（木）午後3時　2泊3日

①「温暖化によって台風被害はどうなるの?」：農作物への台風被害発生のメカニズムとその対策
法を風洞実験で学びます。②「温暖化による気温上昇は、乳牛にどのように影響するの?」：温暖
化によって夏季の真夏日や熱帯夜が増加すると、乳牛にとって大変なストレスとなります。暑さは
乳牛にどんな影響を与えているか、乳牛を用いてその実状を調べます。③「太陽からの光エネルギ
ーはどのようなもの?」：地球の生命体を維持する源である太陽光を光スペクトルに分解し、それ
ぞれの光スペクトルが植物によってどのように吸収されているかを観測します。④「イネの大害虫
「トビイロウンカ」はどのように中国大陸から飛来するの?」：イネの大害虫のウンカ類は、毎年梅
雨時期にジェット気流に乗って中国大陸から日本に飛来します。ウンカ類の長距離移動のしくみと
日本への飛来を予測するシステムについて紹介し、ウンカの天敵やウンカに対するイネの抵抗性な
どについて学びます。

住所：熊本県合志市大字須屋2421（「熊本駅」から約1時間）

農業気象、害虫

募集人数：9名

調光ガラス　～色の変わるガラス～
独立行政法人 産業技術総合研究所　中部センター ｜　2006年8月8日（火）午後1時30分 ～ 8月10日（木）午後0時30分　2泊3日

今使っている材料をある新しい材料に置き換えるだけで、後はそれまでどおり暮らしていても自然
に省エネルギーになる、そのような材料の一つである「調光ガラス」は、光や熱の出入りをガラス
自身でコントロールすることができるガラスです。まず、「調光ガラス」とはどういうものか、ど
のような原理で省エネルギー効果を発現するのか、を理解していただきます。次に実際にガラスの
上に「真空装置（スパッタリング装置）」を用いて薄膜を堆積することにより実際に色の変わる
「調光ガラス」を作製します。その表面を「電子顕微鏡」で観察し、「エネルギー分散型X線分析装
置（EDX）」という装置で薄膜がどのような元素から構成されているか調べます。さらに電気を使
って「調光ガラス」の色を変化させて、調光特性を確認します。そして着色した薄膜を「分光光度
計」で測定し、色と光の関係を調べます。

住所：名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266-98（「名古屋駅」から約1時間）

ナノテクノロジー・材料、エネルギー

募集人数：3コースで10名

海と港の建設について体験しよう
独立行政法人 港湾空港技術研究所 ｜　2006年8月23日（水）午後1時30分～8月25日（金）午後2時　2泊3日

「海の環境を調べよう!」コース：海中の植物プランクトンなど、海の環境をどのように調べるのか、
体験します。また、波や流れも環境には重要な要素で、その計測法やデータの解析法について学び
ます。さらに、海の中の有害化学物質など、研究の最先端にも触れます。
「コンクリートを体験しよう　～コンクリートの基礎を学ぶ～」コース：コンクリートは、セメン
ト・水・砂利・砂を混ぜるだけで誰でも簡単に作ることができる一方、作り方によって強さや品質
が大きく変化する…簡単そうでとても奥深い材料です。そこで、コンクリートの製作・実験を通し
て、土木・建築物の基本材料であるコンクリートの基礎について学びます。
「海で作業するロボットと機械」コース：ロボットや機械での海洋工事、海を汚染する油の除去な
どについて学びます。内容は、①ロボットアームを制御してみよう、②油と水を混ぜてみよう、そ
して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、④超音波で水中を測っ
てみようなどです。

住所：神奈川県横須賀市長瀬3-1-1（「東京駅」から約2時間）

地球環境、材料工学、ロボット工学

募集人数：2コースで12名

生物の力による環境浄化能力を考えよう
独立行政法人 国立環境研究所 ｜　2006年7月26日（水）午後1時15分～7月28日（金）午後3時　2泊3日

「植物（植物と環境浄化能力を考えよう）」コース：環境中に放出される様々な有機化学物質の多く
は植物や土壌細菌によって吸収・分解されます。水に溶かした有機化学物質が植物に吸収されてい
く様子を高速液体クロマトグラフ装置（HPLC）で測定し、観察します。また、筑波山山頂付近で
の植物観察を通じて、生態系の中でそれぞれの植物がどのような役割をしているのかを考えながら、
基本的な観察のテクニックを学びます。
「微生物（微生物の多様性を覗いてみよう）」コース：土壌1グラム中には10億匹ほどの土壌細菌が
住んでいるといわれ、環境中に放出された様々な化学物質の分解に大きな役割を担っています。公
園、街路樹、湖等身近な環境から土壌あるいは水試料を採取し、微生物由来のDNAを抽出します。
そして、特定の遺伝子を遺伝子増幅装置（PCR装置）で増幅し、電気泳動装置（DGGE）で分離し
て多様な微生物遺伝子によって生じる模様（電気泳動パターン）を観察し、それぞれの環境試料で
の結果を比較します。

住所：茨城県つくば市小野川16-2（「東京駅」から約1時間30分）

環境保全、バイオテクノロジー、微生物学

募集人数：8名

森林の中で地球温暖化を考えよう
独立行政法人 国立環境研究所　富士北麓フラックス観測サイト ｜　2006年7月26日（水）午後2時～7月28日（金）午後2時　2泊3日

植物や森林は『地球環境問題（地球病）』の一つである地球温暖化の主要因となる二酸化炭素の大
きな吸収源となっています。地球温暖化防止に対する森林生態系の役割を評価するために、二酸
化炭素がどの程度、どのように吸収／放出されるのか、世界各地で行われる観測研究と連携して、
二酸化炭素の吸収／放出などの様々な森林生態系の機能を最新の計測技術を用いて自動観測してい
ます。
富士山麓の広大な森林の中で、最新の計測技術による観測の実際を体験するとともに、森林植物の
光合成・土壌の呼吸能力などを、手作りの簡易観測システムを用いて測定し、最新の計測技術と比
較します。また、森林に生育する樹木や林床植物の分布や生育程度を調査し、森林生態系がどのよ
うに成り立っているのか、その特徴を理解します。さらに、地球環境問題を理解するための基本的
な知識や最新のデータ、環境問題を理解するための科学的なアプローチについても、わかりやすく
説明します。

住所：山梨県富士吉田市上吉田字河原　富士箱根伊豆国立公園内（「新宿駅」から約3時間「富士吉田駅」から車で約30分）

地球環境（地球温暖化）、森林植物学、環境計測

募集人数：8名

21世紀の地球環境改善へ～水処理分離膜の技術～
東レ株式会社　地球環境研究所 ｜　2006年8月23日（水）午後5時～8月25日（金）午後3時　2泊3日

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。世界的な水環境の悪化や水不足の進
行に伴い、下排水処理の普及、高度化による水環境浄化、海水の淡水化や下排水再利用による持続
的な水資源の確保が注目されています。そこで実際に、化学実験室で原料の高分子を溶かしたのち、
特殊な処理を行い、各自で分離膜を作製します。指導員の説明を受けて、有害な試薬を使わず、安
全な方法で膜を作ることができます。続いて、自分で作った膜を用いて、河川水（モデル）などを
処理する実験を行い、東レリサーチセンターの最先端の分析装置を用いて処理前後の水に含まれる
成分を分析して、膜の分離性能を調べます。また、走査型電子顕微鏡を用いて膜の微細な形態を観
察し、分離性能との関係を考えます。

住所：滋賀県大津市園山3-2-1（「京都駅」から電車・徒歩で約35分）

地球環境、機能性高分子、水処理、分離膜、分析化学

募集人数：8名

落下塔を利用した微小重力実験の体験
株式会社日本無重量総合研究所　無重量研究センター ｜　2006年8月2日（水）午後1時30分～8月4日（金）午後3時　2泊3日

スペースシャトルや国際宇宙ステーションにより、宇宙での無重量環境が、各種先端技術分野での
研究開発の場として利用されています。この無重量環境は、無対流、無浮力・無沈降、無静圧、無
接触・浮遊、という特異な世界です。この特異な世界を地上で再現・利用するには、小型ロケット、
航空機、及び落下塔等を使用します。無重量研究センターでは、落下塔を使用した無重量環境を再
現することができます。以下の講義・見学・実習を通して、この特異な世界を体験してみましょう。
［講義］：宇宙環境利用、及び無重量落下実験について解説、無重量環境で起こる現象の解説を行
います。
［施設見学］：無重量落下実験施設の見学を行います。
［実習］：無重量環境を手軽に、そして身近に感じることができる無重量落下実験施設を使用した、
落下実験の立案・予測、装置製作、落下実験、実験結果のまとめを行います。

住所：岐阜県土岐市泉町河合1221-8（「名古屋駅」から約1時間20分）

微小重力環境利用



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

サ イ エ ン ス キ ャ ン プ と は

応 募 資 格

応 募 方 法 と 応 募 締 切 日

選 考 方 法 お よ び 決 定 等

実 施 運 営 機 関

2006年6月27日（火）＜必着＞応募締切日

研究所に行ってみよう！！
高校生のための2泊3日の先進的科学技術体験合宿プログラム

主催：独立行政法人科学技術振興機構
共催：開催33機関

主 催 ・ 共 催

サイエンスキャンプとは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、民間企業の研究所などを会場として、あまり触れる機会
のない、実際の研究現場などの第一線で活躍する研究者や技術者から3日間（4日間）直接指導を受けることができる、実験・実習を主体とした高
校生のための科学技術体験合宿プログラムです。実験、実習では実際の研究開発さながらのことを体験したり、講義では、高校理科の基礎的な学
力を考慮して、最新の高度な研究内容や科学技術を皆さんにわかりやすい例えを使って紹介します。プログラムは一見難しそうですが、高校生
に興味を持ってもらえる工夫でいっぱいなので、楽しみながら体験することができます。そして、もしわからないことがあった時には、現役の高
校理科教員がアドバイザーとして皆さんをサポートします。
会場では、最先端の実験施設や実験装置、設備なども多数あり、見学の機会に見ることができます。将来研究者になりたい人は自分の将来の姿
を思い描くこともできるかもしれません。
指導には、専門分野の研究や開発に取り組む、第一線で活躍する研究者、技術者があたります。キャンプに参加することによって、今、世界の研
究者達が取り組んでいる先端研究の話や、それらの方々が、どのような研究の生活を送っているのか、どうしたら研究者や技術者になれるのか
など皆さんの進路の相談も含めた色々な話を聞く機会がたくさんあります。
プログラムでは、研究者が行っている研究の一端をかいま見ることができるような内容を工夫し、皆さんをお待ちしています。実験室で薬品
を使った実験や、電子顕微鏡などの分析装置を使って調べたり、実際にものを作ったり、フィールドワークなどで外に飛び出して試料を採取し
たり、その組み合わせはプログラムによって様々です。
サイエンスキャンプには、日本各地から同じ興味を持った科学が好きな仲間達が集まります。これまで参加した人の多くは同じ志を持った仲
間との出会いに刺激を受けています。3日間の短い期間ながらも、実験・実習を一緒に行ったり、合宿で一緒に寝食をともにする中で、こうした仲
間と出会えるのもサイエンスキャンプの大きな特徴です。
サイエンスキャンプでは、各会場が特色のある魅力的なプログラムを用意しています。参加した皆さんが、その体験を通じて科学技術を身近
に感じていただけることを期待しています。

2006年7月・8月開催　/ 大学・公的研究機関・民間企業の33会場

参加者募集参加者募集

足利工業大学 総合研究センター 

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 
角田宇宙センター 

独立行政法人 理化学研究所 

独立行政法人 国立環境研究所 
富士北麓フラックス観測サイト 

独立行政法人 産業技術総合研究所 中部センター 

株式会社日本無重量総合研究所 無重量研究センター 

東レ株式会社 地球環境研究所 

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 

独立行政法人 農業・食品産業 
技術総合研究機構 
九州沖縄農業研究センター 

独立行政法人 情報通信研究機構 
知識創成コミュニケーション研究センター／ 
国際電気通信基礎技術研究所内研究施設 

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

国土交通省 気象庁 気象研究所 

独立行政法人 物質・材料研究機構 

独立行政法人 防災科学技術研究所 

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 
筑波宇宙センター 

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
作物研究所／中央農業総合研究センター 

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
動物衛生研究所 

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
農村工学研究所 

独立行政法人 農業生物資源研究所 

独立行政法人 農業環境技術研究所 

独立行政法人 森林総合研究所 

独立行政法人 産業技術総合研究所 つくばセンター 

独立行政法人 国立環境研究所 

独立行政法人 放射線医学総合研究所 

独立行政法人 国立科学博物館 

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 

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
東北農業研究センター 

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 

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 
東海研究開発センター原子力科学研究所／ 
那珂核融合研究所 

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 
大洗研究開発センター 

独立行政法人 海洋研究開発機構 

独立行政法人 港湾空港技術研究所 

開催地MAP

2006年7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。

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
Webサイト：http://ppd.jsf.or.jp/camp/
E-mail：camp@jsf.or.jp

もりだくさんの科学技術体験合宿の3日間（イメージ） もりだくさんの科学技術体験合宿の3日間（イメージ） 

（1）「参加申込書」にもとづいて、各プログラムの会場等が参加者を
決定します。なお、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。

（2）選考結果は2006年7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。

（3）参加費　10,000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が、宿舎は用
意されます。

２
日
目

３
日
目

▼

▼ ▼

▼▼

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

講　義 はじめに導入講義から入り、研
究者によるわかりやすい科学技術のお話

見　学 研究所の中をめぐり、研究開発
現場や実験装置等を見学ミーティング

参加者の自己紹介やその日のまとめ

実　験 さっそく実験開始、器具の使い方から教わる

▼▼

閉講式
サイエンスキャンプ修了証の授与

発表・ディスカッション 3日間のサイエンスキ
ャンプの活動成果を研究者を前に発表

まとめ
活動成果を発表するために実験や測定結果のまとめ

▼ ▼

測　定 高性能な装置を使って測定を
体験

製　作 研究者や技術者の指導を受けながら加工用装置や道具を使いもの作り

観　察 電子顕微鏡などの最先端装置を
使って観察

実　験
本格的な実験を体験！あっというまに１日が過ぎる

▼

１
日
目

▼

▼



 

（姓） （名） 

参加希望 
略称会場名 

希望コース A・B・C・D A・B・C・D A・B・C・D A・B・C・D A・B・C・D

第２希望 第１希望 第３希望 

年　  齢 学　  年 1年　・　2年　・　3年 

第４希望 第５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。 

※　本申込書はペンで記入するか、エンピツ書きの場合や、複数申込者がいる場合などは、必要枚数をコピーしてお使い下さい。 

サマー・サイエンスキャンプ参加申込書 

サマー・サイエンスキャンプ 

都道府県： 

応募締切日 6月27日（火）必着 

必
ず
保
護
者
の
承
認
と
印
を
お
願
い
し
ま
す
。 

参加者申込書の記入方法・応募先について
１．参加希望会場名

参加希望会場名は、第1希望から第5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、第5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。

知ろう・創ろう自然エネルギー

体験しよう!光ファイバー通信

解明しよう!都市の緑地環境のメカニズム

科学の力で地球の未来を探る～遺伝子資源と地球環境～

体験!地震の解析と津波予報／地球温暖化の科学

未来のコミュニケーションを体験しよう

アンモナイトの科学

色々な物質・材料に触れてみよう

自然災害が発生するメカニズムを学ぼう

放射線はどこにでもあるものなの?どこで役に立っているんだろう?

細胞を科学してみよう!～育てる・測る・考える～

宇宙開発の現場を体験しよう

航空宇宙技術の最先端研究を身近に体験してみよう

あなたも体験未来のロケット技術

実体験を通じて海洋を学ぼう

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

高速炉研究の最前線を探る!

農業研究のハイテク技術

動物を衛るヒトを衛る

住民参加のむらづくりを体験し、環境調査により

農村環境を保全する方法を探ろう

東北地域の農業研究現場を体験しよう

温暖化は、農業にどのような影響を与えるか

～水資源の動向と病害虫の発生予測～

最先端の生命研究へのいざない

未来につなげよう安全な農業と環境

“森林の不思議”を学んでみよう

産業技術の先端に触れる

～エネルギー、ナノテクノロジー、ライフサイエンス～

北海道の大地で地球上の営みを体感しよう

調光ガラス～色の変わるガラス～

海と港の建設について体験しよう

生物の力による環境浄化能力を考えよう

森林の中で地球温暖化を考えよう

21世紀の地球環境改善へ～水処理分離膜の技術～

落下塔を利用した微小重力実験の体験

プログラム名 会　場　名 略称会場名 コース

足利工業大学総合研究センター

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

高知大学総合研究センター

気象研究所

情報通信研究機構知識創成コミュニケーション研究センター

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

宇宙航空研究開発機構航空宇宙技術研究センター

宇宙航空研究開発機構角田宇宙センター

海洋研究開発機構

日本原子力研究開発機構　東海研究開発センター

原子力科学研究所／那珂核融合研究所

日本原子力研究開発機構　大洗研究開発センター

農業・食品産業技術総合研究機構

作物研究所／中央農業総合研究センター

動物衛生研究所

農村工学研究所

東北農業研究センター

九州沖縄農業研究センター

農業生物資源研究所

農業環境技術研究所

森林総合研究所

産業技術総合研究所つくばセンター

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

産業技術総合研究所中部センター

港湾空港技術研究所

国立環境研究所

国立環境研究所富士北麓フラックス観測サイト

東レ株式会社地球環境研究所

株式会社日本無重量総合研究所無重量研究センター

足利工大

同志社大

大阪府立大

高知大

気象研究

情報通信

国立科博

物質材料

防災科学

放医研

理化学研

宇宙筑波

宇宙航空

宇宙角田

海洋研究

原研東海

原研大洗

作物中央

動物衛生

農村工学

東北農業

九州農業

農業生物

農業環境

森林総合

産総つくば

産総北海道

産総中部

港湾空港

国環つくば

国環富士

東レ

日本無重量

A,Bの2コース

A,B,Cの3コース

A,B,Cの3コース

A,Bの2コース

A,B,C,Dの

4コース

A,B,Cの3コース

A,Bの2コース

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,C,D）に○印を1つ付けて下さい。

3．自宅住所
自宅住所は、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
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．応募方法および応募締切日
｢参加申込書｣に必要事項を記入の上、下記応募先に応募締切日の6月27日（火）必着にて郵便等でお送り下さい。

7．応募先
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/

・個人情報については、サイエンスキャンプ事業のために使用するとともに、サイエンスキャンプ事業に関連する各種のご案内等に活用させていただきます。




