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募集人数：24名

国立大学法人　東京大学大学院　総合文化研究科
会期：2006年3月25日（土）午後0時30分～3月27日（月）午後3時15分　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.c.u-tokyo.ac.jp/index-j.html

東京都目黒区駒場3-8-1
・JR「東京駅」より山手線約26
分「渋谷駅」乗り換え、
京王井の頭線約７分「駒場東
大前駅」下車、徒歩約５分

プログラム：私たちの身体は約60兆個もの細胞から成り立っています。そして、
その細胞一個一個には身体全体を作るのに必要な3万個の遺伝子を収容した核が
あります。細胞がいかにして身体各部の組織をつくりあげるのか、いかにして特
定の遺伝子だけを選択的に発現させるのかを知ることは「がん」や「老化」など
の問題を解明することにつながります。
今回のキャンプでは、細胞と遺伝子に関するライフサイエンスの基本になる細

胞培養と遺伝子発現に関する講義と実験を行います。

ライフサイエンス事始め　～細胞の培養と遺伝子の導入に挑戦しよう～
生命科学、細胞生物学、再生医学

募集人数：8名

国立大学法人　新潟大学　脳研究所
会期：2006年3月28日（火）午後0時30分～3月30日（木）午前11時　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://brain.bri.niigata-u.ac.jp

新潟県新潟市旭町通1-757
・JR「新潟駅」下車、バス停乗
車12系統（浜浦町・西部営業
所行き）、12A系統（西循環浜
浦町先回り行き）約15分「旭
町2番町バス停」下車

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

脳を見る、知る、調べる
遺伝子工学、脳科学

募集人数：12名

大阪工業大学　工学部　応用化学科
会期：2006年3月22日（水）午後0時30分～3月24日（金）午後3時　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.oit.ac.jp

大阪府大阪市旭区大宮5-16-1
・地下鉄「東梅田駅」より大阪
市営地下鉄谷町線約10分「千
林大宮駅」下車、徒歩約15分

・「大阪駅前」より大阪市営バス
34系統「守口車庫行」（4番乗り
場）乗車約20分「中宮・工大前
バス停」下車、徒歩約3分

プログラム：21世紀を迎え、暮らしに役立つさまざまな「ものづくり」を支える
学問としての化学の役割はますます重要になってきています。さらに、地球環境
との関係においても、化学への期待はますます高まってきています。
今回のキャンプでは、その大切な「ものづくり」を実際に体験することにより、

わたしたちの暮らしが化学の力によっていかに支えられているかを実感してもら
おうと考えました。さあ、プラスチックからタンパク質にいたるまで様々な高分
子化合物をつくって、性質を調べてみませんか。

高分子って何？　～プラスチックからタンパク質まで～
機能性高分子

募集人数：12名

関西大学　工学部
会期：2006年3月23日（木）午後0時30分～3月25日（土）午後1時30分　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.kansai-u.ac.jp/Fc_eng/index.htm

大阪府吹田市山手町3-3-35
・地下鉄「新大阪駅」より大阪市
営地下鉄御堂筋線約2分「西中
島南方駅」下車、徒歩約3分で
阪急京都本線「南方駅」より
阪急京都本線約4分「淡路駅」
乗換え、阪急千里線約9分「関
大前駅」下車、徒歩約15分

プログラム：化石燃料が枯渇しつつある現在において、あたらしいエネルギー源を生み出すことは
非常に重要です。さらに、その新たなエネルギーは地球環境への負荷が小さくなければなりません。新
たなエネルギーの開発は工学の分野でも重要な課題として取り上げられており、化学を基礎とした工学
分野でも積極的にエネルギー開発の研究に取り組んでいます。例えば、次世代の太陽電池である色素増
感太陽電池の開発、都市資源（ごみや廃棄物）の再利用したエネルギー開発と再資源化、また、生体物を
利用した循環型エネルギー、さらに、エネルギーを得るために生じた汚水を、環境負荷を低くして処理
する方法の開発などです。これらの中のいくつかについて、実験を行っていただき、関連した講義を通
して、楽しみながら「次世代エネルギーを支える化学」に興味を持っていただくことを目指しています。

エネルギーを化学する　～化学が支える先端エネルギー～
化学工学、応用化学、先端マテリアル工学

募集人数：12名

国立大学法人　鹿屋体育大学　体育学部
会期：2006年3月25日（土）午後3時～3月27日（月）午後0時30分　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.nifs-k.ac.jp

鹿児島県鹿屋市白水町1番地
・「鹿児島空港」より路線バス約1時間40分「鹿

屋バスセンターバス停」下車、路線バス約20分
「白水町体育大学前バス停」下車、徒歩約３分

・JR「鹿児島中央駅」より路線バス約25分「鴨池
港バス停」下車、フェリー約40分「垂水港」下
船、路線バス約35分「白水町体育大学前バス停」
下車、徒歩約３分

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

スポーツ科学の最前線　～From Gene to Gold～
運動生理学、生理学、バイオメカニクス、生物学、保健体育
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募集人数：10名

独立行政法人　日本原子力研究開発機構　国際原子力情報・研修センター
会期：2006年3月26日（日）午後5時～3月28日（火）午後3時　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.jaea.go.jp/04/turuga/center/index.html

福井県敦賀市白木１
・JR「大阪駅」より特急約１時間20分
・JR「金沢駅」より特急約１時間16分
・JR「東京駅」より新幹線「米原駅」

乗り換え特急約3時間
JR北陸本線「敦賀駅」下車、
車約40分

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

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

意外と身近な放射線とナトリウム
原子力エネルギー、物質科学

募集人数：8名

味の素株式会社　ライフサイエンス研究所
会期：2006年3月22日（水）午後5時～3月24日（金）午後2時30分　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.ajinomoto.co.jp/

神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1
・「東京駅」から京浜急行約45分
京急大師線「鈴木町駅」下車
徒歩約1分

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

アミノ酸を知ろう！ 味の科学　～昆布からグルタミン酸の抽出・分析＆味の体感～
天然物化学、味覚生理学

募集人数：15名

オムロン株式会社　京阪奈イノベーションセンタ
会期：2006年3月22日（水）午後5時～3月24日（金）午後3時15分　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.omron.co.jp/r_d/sc.html

京都府相楽郡木津町木津川台9-1
・「京都駅」より近鉄京都線約
30分「新祝園（しんほうその）
駅」下車　

・ 路線バス約10分「けいはんな
記念公園バス停」下車

プログラム：センサ（検出測定認識装置）には、温度センサ、位置センサ、圧力センサ、
振動センサ等のいろいろな種類のセンサがあり、あらゆる産業分野の基礎技術を支え
るものとして利用されています。例えば、車を運転するときに周囲の障害物を検知し
て危険を事前にキャッチすることでドライバーへの安全を提供するための画像センサ
も事故防止に役立っているセンシング技術の一つです。今、オムロンでは、将来訪れ
る社会を予測、予知し、できるだけ最適な環境で最適な動作にて有効利用できるため
の様々な研究を行っています。「センシング＆コントロール」のコア技術を紹介しなが
ら、実際にモノに触れ、技術者と交流しながら楽しい体験型授業を学んで見ませんか。

センサが変える未来の社会！
情報処理(光学/画像処理)系、機械工学・電子物理系

募集人数：10名

鹿島建設株式会社　技術研究所
会期：2006年3月26日（日）午後5時～3月28日（火）午後2時　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.kajima.co.jp/

東京都調布市飛田給2-19-1
・JR「東京駅」よりJR中央線快
速約14分「新宿駅」乗換え、
京王線「新宿駅」より京王線
特急約14分「調布駅」乗換え、
京王相模原線約2分

・「京王多摩川駅」下車、徒歩
約15分

プログラム：日本に初めて超高層ビルが建てられてから37年が経ちました。最近
では、オフィスビルだけでなくマンションの超高層化が進み、超高層ビルが生活
の場としてより身近なものとなりつつあります。超高層ビルを建設するためには
克服すべき数多くの問題があり、それらを解決するために様々な研究が行われて
きました。今回のキャンプでは、超高層ビルの建設に使われている最新技術の紹
介と、数多くの研究課題の中から地盤の液状化とビル風にスポットをあてた体験
学習を行います。

超高層ビルの世界へようこそ
構造力学、地震地盤工学、風工学

募集人数：12名

清水建設株式会社　技術研究所
会期：2006年3月27日（月）午後0時30分～3月29日（水）午後0時30分　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.shimzco.jp/corporate_information/sit/

東京都江東区越中島3-4-17
・JR「東京駅」よりJR京葉線約
4分「越中島駅」下車、徒歩約
10分

・営団地下鉄「大手町駅」より
営団地下鉄東西線約6分「門前
仲町駅」下車、徒歩約15分

プログラム：近年、巨大台風が多く発生しており、暴風により高層ビルの窓ガラ
スが割れ、屋根が吹き飛ばされたなど数多くの被害を見聞きするようになりました。
清水建設では、数百年に1回の極まれに発生する強風に曝されても壊れない建

物を建てるために風洞実験を核とした耐風設計を実施しています。この耐風技術
を支えている施設が風洞実験棟です。この実験棟では風に関連する自然現象を再
現する実験や、強風を体験できる実体験風洞などが装備されています。
今回のキャンプでは、強風を自分自身の身体で体験し、風のエネルギーの強さ

を実感してもらい、風に対する最新の技術を学んでもらいます。

風の強さを魅る感じる
建築、力学、自然エネルギー
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募集人数：10名

東京電力株式会社　技術開発センター
会期：2006年3月28日（火）午後1時～3月30日（木）午後2時　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.tepco.co.jp/

神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1
・JR「東京駅」よりJR東海道本
線約17分「川崎駅」乗り換え、
JR南武線約4分「尻手駅」下
車、徒歩約15分又は路線バス
利用

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

資源・エネルギーと環境保全について考える
エネルギー、地球環境

募集人数：6名

東レ株式会社　地球環境研究所
会期：2006年3月28日（火）午後5時～3月30日（木）午後3時　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.toray.co.jp/

滋賀県大津市園山3-2-1
・JR「京都駅」よりJR東海道・
山陽本線新快速約13分「石山
駅」下車、徒歩約15分

プログラム：20世紀は石油の時代、21世紀は水の時代と言われています。世界的
な水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。東レ株式会社では、地球環境の保全を重要課題として取組んでおり、地球
環境研究所を設立して、水処理分離膜の研究を推進してきました。今回のサイエ
ンスキャンプでは、実際に実験室で高分子分離膜を作り、その膜の分離性能や形
態観察を、東レリサーチセンターの最先端の分析装置を用いて行い、水処理技術
と地球環境について考えていきます。

21世紀の地球環境改善へ　～水処理分離膜の技術～
地球環境、機能性高分子、水処理、分離膜、分析科学

募集人数：9名

日本電子株式会社 本社 昭島製作所
会期：2006年3月27日（月）午後5時～3月29日（水）午後2時30分　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.jeol.co.jp.

東京都昭島市武蔵野3-1-2
・JR「東京駅」よりJR中央線
中央特快約40分「立川駅」乗
換え、JR青梅線約7分「中神
駅」下車、徒歩約10分

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

ナノメートルの世界を観る　～ようこそ「電子で観るナノメートルの世界」へ～
電子顕微鏡、物理、化学、生物

募集人数：15名

日本電信電話株式会社　横須賀研究開発センタ
会期：2006年3月27日（月）午後5時～3月29日（水）午後3時　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.ntt.co.jp/RD/OFIS/top.html.

神奈川県横須賀市光の丘1-1
・「品川駅」より京浜急行約1時
間「YRP野比駅」下車
路線バス約10分　
「光の丘5番バス停」下車

プログラム：今や誰もが当たり前のように使い、日常生活にすっかり溶け込んで
いるインターネット。このインターネットの裏側でどんな最新技術が使われている
のかを知りたくはありませんか?私たちＮＴＴの研究所では、このインターネット
をより安心・安全に楽しく使ってもらえるように日々新しい技術の研究開発に取り
組んでいます。今回のキャンプでは、ＮＴＴの研究所で研究されている様々な技術
の中から「情報のセキュリティを確保する暗号技術」、「楽しく簡単に映像コンテン
ツを作る技術」、「超高速ネットワークを支える光通信技術」にスポットをあて、安
心・安全・楽しい未来を実現する最新の情報通信技術について学んでいただきます。

安心・安全・楽しい未来を実現する情報通信技術を体験しよう！
情報通信

募集人数：10名

株式会社日本無重量総合研究所　無重量研究センター
会期：2006年3月26日（日）午後5時～3月28日（火）午後2時30分　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.mglab.co.jp/
.

岐阜県土岐市泉町河合1221-8
・JR「名古屋駅」より中央本線
約50分「土岐市駅」下車
タクシー約15分

プログラム：スペースシャトルや国際宇宙ステーションにより、宇宙の無重量環
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。今回のキャンプでは、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実験を行い、この特異
な世界を体験してみましょう。

落下塔を利用した微小重力実験の体験
微小重力環境利用
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募集人数：6名

パイオニア株式会社　総合研究所
会期：2006年3月22日（水）午後5時～3月24日（金）午後2時30分　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.pioneer.co.jp/crdl/org/place.html

埼玉県鶴ヶ島市富士見6-1-1
・「東京駅」から約1時間10分　
東武東上線「若葉駅」下車、
徒歩約15分

・富士見工業会共同運行バス約3分
若葉駅前発、「パイオニア前バス
停」下車

プログラム：最近の自動車には、当たり前のようにカーナビゲーションシステム
が搭載されるようになり、地図を持たずにカーナビゲーションシステムを頼りに
運転するドライバーも増えています。そのようなカーナビゲーションシステムで
すが、基本となるＧＰＳと呼ばれる位置検出技術だけでなく、使いやすくするた
めに音声認識などの様々な技術が盛り込まれています。
今回のキャンプでは、カーナビゲーションシステムの基本技術や使いやすくす

る技術を体験し、理解を深めていただきます。また、併せて将来技術にも触れて
いただきます。

最先端カーナビゲーションに触れてみよう
情報通信

募集人数：10名

株式会社日立製作所　中央研究所
会期：2006年3月21日（火・祝）午後5時～3月23日（木）3時30分　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.hqrd.hitachi.co.jp/crl/

東京都国分寺市東恋ヶ窪1-280
・JR「東京駅」より特別快速約
34分
JR中央線「国分寺駅」下車、
徒歩約10分

プログラム：「21世紀を拓く研究」が進められている中央研究所では、未来の産
業となる新しい科学技術を創り出すために、情報・通信、半導体、コンピュータ、
医療、バイオテクノロジなどの幅広い分野で、社会の安全・安心・健康・快適を
支える製品作りを目指しています。
今回のキャンプでは、研究現場を訪れ、電子顕微鏡を用いたミクロワールドの

探索、未来のディスプレイ、コンピュータを使った人の声の認識・合成、世界最
小の半導体チップ「ミューチップ」の世界などを体験し、研究室などの見学を通
して未来の産業を考えます。

未来の産業を体験しよう！
半導体、コンピュータ、エレクトロニクス

募集人数：12名

富士ゼロックス株式会社　研究本部
会期：2006年3月21日（火・祝）午後5時～3月23日（木）午後2時30分　2泊3日

住　所：

交通案内：

http://www.fujixerox.co.jp/research/

神奈川県足柄上郡中井町境430
グリーンテクなかい
・「新宿駅」から小田急線約1時
間15分（急行）「秦野駅」下車
「秦野駅」、「二宮駅」よりシャ
トルバスあり

プログラム：文字は意味を伝えるメディア、紙は文字や絵を載せて伝えるメディア、DVD
も大量デジタル情報（映画や音楽など）を伝えるメディア、新聞社やTV局はその機構が情報を
伝えるメディアです。私たちは、多様化するメディアに飲み込まれることなく、それらを駆使
してより良いコミュニケーションを図ってゆかなければなりません。富士ゼロックスは、紙メ
ディアのコピーサービスを提供し始めて以来、私たちのコミュニケーションを支援してきまし
た。現在では、より良いコミュニケーションの実現を目指して、紙に限らず広範なコミュニ
ケーション支援の研究を行っています。今回のキャンプでは、遠隔地を結ぶ新しいコミュニ
ケーション技術を体験しながら、コミュニケーション・メディアの意義と未来を考えてみます。

ハイブリットコミュニケーション ～先端技術で未来メディアの研究プロセスを体験しよう～
【伝えたい☆～もっと、もっと！コミュニケーション】

情報科学、人間工学

募集人数：8名

松下電器産業株式会社　先端技術研究所　ナノテクノロジー研究所
会期：2006年3月22日（水）午後5時～3月24日（金）午後3時　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://matsushita.co.jp/

京都府相楽郡精華町光台3-4
・「京都駅」より近鉄京都線約
30分「新祝園（しんほうその）
駅」下車
路線バス約15分「けいはんな
プラザバス停」下車

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

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

る体験を通して理解を深めていただきます。

体験しよう！未来の電池の作り方
地球環境、酵素反応、材料科学

募集人数：8名

株式会社リコー　中央研究所
会期：2006年3月26日（日）午後5時～3月28日（火）午後3時　2泊3日

住　所：
交通案内：

http://www.ricoh.co.jp

神奈川県横浜市都筑区新栄町16-1
・JR「東京駅」よりJR東海道本
線約25分「横浜駅」乗換え、
横浜市営地下鉄3号線約18分
または「新横浜駅」より横浜
市営地下鉄3号線約7分
「仲町台駅」下車、徒歩約8分

プログラム：ユビキタスとは、オフィスで仕事をしていても、人が街を歩いていても、家
で家事をしていても、いつでも、どこでも、ネットワークに繋がっていて、情報をやり取り
できることを示します。オフィスではパソコン、ＰＤＡ、複写機など、外ではノートＰＣや
携帯電話、デジタルカメラ、家では、デジタルテレビ、ＨＤＤレコーダなどのいろいろな新
しい機器が登場しています。今回のキャンプでは、その最先端の機器の一部を使って、景色
や絵など（動画、静止画）を撮って、それをパソコンで編集処理し、更に紙や写真にプリント
して資料を作ります。また、リコーが取り組んでいるソフトウエアの先端技術に触れていた
だき､どのような技術で何が創られるのか実際に体験して、楽しみながら学んでいただきます。

ユビキタス時代の新しい技術を体験しよう　～撮って創っていろいろプリント～
ソフトウエア（ドキュメント認識・処理・表示・通信技術）



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。

は じ め に

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2月16日（木）＜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

スプリング・サイエンスキャンプは、先進的なテーマに取り組む、大学・公的研究機関・民間企業の研究所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に、6
名～24名規模で3日間かけて日頃触れる機会のない研究現場での講義・実験・実習等を行ないます。
どの会場でも、最先端の実験施設・実験装置・設備等を利用して、第一線で活躍する研究者・技術者が直接指導をします。高校生
等の皆さんは、先進的な科学技術研究に触れ体験することができます。さらに研究者と身近に接することで、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ます。
また、若手研究者との交流は数年後の自分の姿を想像する上で貴重な体験となります。プログラムでわからなかったことはもち
ろん、研究者を志した動機や、研究生活の実際など、年の近い研究者（や大学院生等）から皆さんが知りたかった情報や疑問などの
アドバイスがもらえる良い機会になります。
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好きな仲間が集まります。これまでの参加者の多くが3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さまざまな体験を重ね、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歩みだしています。
今回のスプリング・サイエンスキャンプは、大学・公的研究機関・民間企業の研究所の協力のもと、それぞれの会場の研究者・技術
者が高校生等の皆さんに期待を込めて特色あるプログラムを用意しています。ぜひ多く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究心をより一層深める機会
になればと願っています。

2006年3月開催　/ 大学・公的研究機関・民間企業の20会場

参加者募集参加者募集

国立大学法人 新潟大学 
脳研究所 

パイオニア株式会社 
総合研究所 

清水建設株式会社 
技術研究所 

日本電子株式会社 
本社　昭島製作所 

オムロン株式会社　 
京阪奈イノベーションセンタ 

国立大学法人 東京大学大学院 
総合文化研究科 

鹿島建設株式会社 
技術研究所 

味の素株式会社 
ライフサイエンス研究所 

東京電力株式会社 
技術開発センター 

株式会社日立製作所 
中央研究所 

株式会社リコー 
中央研究所 

富士ゼロックス株式会社 
研究本部 

株式会社日本無重量総合研究所　 
無重量研究センター 

日本電信電話株式会社 
横須賀研究開発センタ 

関西大学 工学部 
 

独立行政法人　 
日本原子力研究開発機構　 
国際原子力情報・研修センター 

大阪工業大学 工学部 
応用化学科 

国立大学法人 鹿屋体育大学 
体育学部 

東レ株式会社 
地球環境研究所 

松下電器産業株式会社 
先端技術研究所　 
ナノテクノロジー研究所 

※（ ）は掲載頁です。 

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日本科学
技術振興財団が選考を行い、参加者を決定します。
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3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　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。

2006年3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



（切り取り線）

２
日
目

３
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） もりだくさんの科学技術体験合宿の3日間（イメージ） 

▼

▼ ▼

▼▼

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
究者によるやさしい科学技術のお話

見　学 研究所の中をめぐり、研究現
場や研究機器を見学

ミーティング
参加者の自己紹介や体験発表など

実験準備
実験に備えて装置を準備

▲▲

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
ャンプ活動の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 高性能な装置の使い方の指導
を受けながら測定を体験

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

観　察 電子顕微鏡などの最先端装置を
使って観察

実　験
研究者の指導のもとに実験や研究を体験

▼

１
日
目

▼

▼



参加申込書の記入方法・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．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。

３．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。

４．「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。

５．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/

プログラム名 会　場　名
申込書に記入する

略称会場名

国立大学法人　東京大学大学院　

総合文化研究科

国立大学法人　新潟大学　脳研究所

大阪工業大学　工学部　応用化学科

関西大学　工学部

国立大学法人　鹿屋体育大学　体育学部

独立行政法人　日本原子力研究開発機構　

国際原子力情報・研修センター

味の素株式会社　ライフサイエンス研究所

オムロン株式会社　京阪奈イノベーションセンタ

鹿島建設株式会社　技術研究所

清水建設株式会社　技術研究所

東京電力株式会社　技術開発センター

東レ株式会社　地球環境研究所

日本電子株式会社本社　昭島製作所

日本電信電話株式会社　横須賀研究開発センタ

株式会社日本無重量総合研究所　

無重量研究センター

パイオニア株式会社　総合研究所

株式会社日立製作所中央研究所

富士ゼロックス株式会社　研究本部

松下電器産業株式会社　先端技術研究所　

ナノテクノロジー研究所

株式会社リコー　中央研究所

東京大

新潟大

大阪工業大

関西大

鹿屋体育大

日本原子

味の素

オムロン

鹿島建設

清水建設

東京電力

東レ

日本電子

日本電信電話

日本無重量

パイオニア

日立製作所

ゼロックス

松下電器

リコー

ライフサイエンス事始め

～細胞の培養と遺伝子の導入に挑戦しよう～

脳を見る、知る、調べる

高分子って何？

～プラスチックからタンパク質まで～

エネルギーを化学する　

～化学が支える先端エネルギー～

スポーツ科学の最前線　～From Gene to Gold～

意外と身近な放射線とナトリウム

アミノ酸を知ろう！味の科学

～昆布からグルタミン酸の抽出・分析＆味の体感～

センサが変える未来の社会！

超高層ビルの世界へようこそ

風の強さを魅る感じる

資源・エネルギーと環境保全について考える

21世紀の地球環境改善へ　～水処理分離膜の技術～

ナノメートルの世界を観る

～ようこそ「電子で観るナノメートルの世界」へ～

安心・安全・楽しい未来を実現する情報通信技術を体験しよう！

落下塔を利用した微小重力実験の体験

最先端カーナビゲーションに触れてみよう

未来の産業を体験しよう！

ハイブリットコミュニケーション

～先端技術で未来メディアの研究プロセスを体験しよう～

「伝えたい☆～もっと、もっと！コミュニケーション」

体験しよう！未来の電池の作り方

ユビキタス時代の新しい技術を体験しよう

～撮って創っていろいろプリント～

・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。



 

（切り取り線） 

（姓） （名） 

参加希望 
略称会場名 

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 

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。 

※　本申込書は必要枚数をコピー（A4サイズ）してお使い下さい。 

スプリング・サイエンスキャンプ 

スプリング・サイエンスキャンプ 

必
ず
保
護
者
の
承
認
と
印
を
お
願
い
し
ま
す
。


