
●主催：独立行政法人 科学技術振興機構　●共催：受入機関　●実施運営機関：財団法人 日本科学技術振興財団 
●開催期間：2006年12月23日（土・祝）～2007年1月7日（日）の開催期間中の2泊3日 
●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。 
●参加費：10,000円（自宅から会場までの交通費については自己負担。宿舎や食事は用意します） 
●申し込み方法：裏面の参加申込書に必要事項を記入の上、サイエンスキャンプ事務局までお送り下さい。詳しい募集要項の
全文はWebサイトで公開されております。別途冊子をご希望の方はWebサイトで申し込むか、サイエンスキャンプ事務局までお問
い合わせ下さい。 
　サイエンスキャンプ公式Webサイト → http://ppd.jsf.or.jp/camp/ 
●応募締切：2006年11月16日（木）必着 
●選考方法及び選考結果の通知：参加申込書にもとづき、各プログラム会場等が参加者を決定します。 
　選考結果は2006年11月下旬に発送いたします。 
●応募先・問い合わせ先：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  
　TEL：03-3212-2454　FAX：03-3212-0014　E-mail：camp@jsf.or.jp 
 

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み、最先端の研究施設・実験装置を有する大学・
公的研究機関・民間企業の研究所が、冬休みの3日間高校生を受け入れて、ライフサイエンス、情報通信、環境、
ナノテクノロジー・材料、エネルギー、製造技術、（宇宙・海洋等の）フロンティア、地球科学等の分野において、
研究開発の第一線で活躍する研究者・技術者による直接指導を行う、実験や実習を主体とした科学技術体験
合宿プログラムです。 

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 
最先端の研究施設で先進的な研究テーマに取り組む研究者・技術者による直接指導 
 

参加者募集  

2006年12月23日～2007年1月7日開催!
応募締切日 

2006年11月16日 

募集人数：20名

超伝導を作ろう～高温で見い出された超伝導の謎～
国立大学法人　北海道大学大学院　理学研究院 ｜　2006年12月24日（日）17：00～12月26日（火）14：30 2泊3日

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℃）で新超伝導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。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。しかもそれは、誰も予想もし
なかった酸化物で発見されたのです。本キャンプでは、
（1）高温超伝導の発見や最近の発展についての講演、（2）薬品を調合、焼成し、高温超伝導体を作製、（3）それを用
いて電気抵抗、マイスナー効果の実験等、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行います。物理
学専攻の教官6名が指導します。科学実験を通し、最近のトピックスに触れていきます。併せて、物理学専攻の研究室
を訪問し、実際にどのように研究が行われているかに触れます。室温で超伝導になる物質を発見すれば、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？

住所：北海道札幌市北区北10条西8丁目（JR「札幌駅」より徒歩約10分）

固体物理学

募集人数：15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 ｜　2007年1月5日（金）14：30～1月7日（日）16：00 2泊3日

屈斜路湖畔の研修所で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
の北海道の大自然の中、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）氷結晶の構造、雪結晶の種類と成長条件、（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、
（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、（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体験、（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、（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、（7）シャボン玉を凍らせる実験、冬の星空観察（天候に依存します）

住所：北海道北見市公園町165番地（「女満別空港」より連絡バス約50分。またはJR「北見駅」より市内バス約10分）

雪氷学、地球環境

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） 
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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

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

▼
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募集人数：14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 ｜　2007年1月4日（木）17：00～1月6日（土）14：00 2泊3日

水・油・ガス・空気などは流体と呼ばれ、動きに抵抗する力である粘性が共通に必ず働き、その強さは「粘度」と呼ば
れます。流体の粘度を知ることは、輸送パイプ内の石油の動きや、機械内部の潤滑油の動きなどの解析が可能となり装
置性能の向上等、実は身の周りの生活向上につながります。以下の実習を通して、粘度が気体の種類により異なること、
液体とはケタ違いの粘度を示すことなどを実感してもらい、層流・乱流の概念、粘度の概念、ハーゲン・ポアズイユの
法則なども理解してもらいます。（1）参加者は7班に分かれ、7種類の気体について、「毛管法」と呼ぶ方法で粘度測定。
（2）各班がまず1つの気体について、気体流通時の毛管前後圧力差と流量の関係を調べ、数組のデータを取得。続いて、
別の気体に移って、同じ作業を繰り返すことにより、最終的にはどの班も、気体7種類について測定。（3）気体種類ご
とのデータを、測定中の気圧と気温の変化を考慮に入れグラフにプロット。グラフとハーゲン・ポアズイユ式から、室
温・大気圧下における気体各種の粘度を算出。（4）気体種類により粘度がどう異なるか、液体種々の粘度文献値と何ケ
タ異なるかを認識。（5）研究室訪問では、高温における溶融金属や溶融塩の粘度を高精度で測定する装置を見学。

住所：宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-04（JR「仙台駅」よりバス約20分）

物理化学、流体力学、生理学

募集人数：12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 ｜　2006年12月25日（月）17：00～12月27日（水）15：20 2泊3日

有機EL素子とは蛍光性の有機化合物を電気で光らせる装置のことをいいます。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、環境に優しい面状の発光デバイスです。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、
（1）有機蛍光材料であるアルミニウム錯体（Alq）を合成、（2）合成した有機蛍光材料の構造・光物性の解析【①赤外
分光分析法による構造解析、②紫外・可視吸収スペクトルの測定、③光励起発光特性の評価】、（3）合成した有機蛍光
材料を用いて真空蒸着機により有機EL素子を作製、（4）作製した有機EL素子を直流電源を用いて発光させ、その明る
さや電流効率などを測定、（5）最後に有機EL素子の発光機構を考察、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。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の応用についても考えて
もらいます。

住所：山形県米沢市城南4-3-16（JR「米沢駅」よりバス約15分）

有機化学、物理

募集人数：18名

作って学ぼう! 燃料電池のしくみ
国立大学法人　筑波大学　工学システム学類 ｜　2006年12月23日（土・祝）13：00～12月25日（月）14：30 2泊3日

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るなか、水素エネルギーや燃料電池が多くの期待
を集めています。これらの新しい技術を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をもとに固体高分子形燃料電池を試作し、さらに製作条件や実験条件を自分たち
で工夫することで燃料電池のしくみやその面白さや難しさを学んで、自分なりの研究課題を探索してみましょう。
（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：班ごとに分かれ
て、講義で学んだ内容をもとに、試作する燃料電池の製作方法を変えたり、実験条件を変えたりして、自分たちで創意
工夫しながら実験を進めます。実験の後には、様々な条件で得られたデータを比較・解析して、どうすれば良い発電特
性が得られるかを考えてみます。そして、実験結果と考察した内容を班ごとに発表し合います。（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くことによって、クリーンエネルギー技術全貌に迫ります。

住所：茨城県つくば市天王台1-1-1（JR「東京駅」より約1時間。つくばエクスプレス線「つくば駅」下車バス約10分）

エネルギー、地球環境

募集人数：8名

自立型ロボットをつくろう
神奈川工科大学　工学部 ｜　2007年1月5日（金）13：00～1月7日（日）15：00 2泊3日

今後は社会環境や人間生活に密着し、近い将来には私たちをサポートするような存在になるロボット。進化を遂げてい
るロボットはいったいどんな仕組みでその機能を作り上げているのでしょうか？このキャンプでは、
（1）マイコン制御ロボットの製作【マイコン（家電製品などにも搭載されている小さなコンピュータ）、モータ、電子
部品をもちいて自立移動するネズミ型ロボットを製作します】
（2）システム玩具を応用した課題攻略ロボットの製作【LEGO MINDSTROMSによるロボット製作や制御プログラム
を学習し課題を攻略するロボットの設計と製作を行います】
の2つの内容にチャレンジしてもらい、自立型ロボットの仕組みを機械工学や電子工学などから解説し、その原理をロ
ボットの製作を通して体験的に学習します。

住所：神奈川県厚木市下荻野1030（JR「東京駅」より約1時間。小田急小田原線「本厚木駅」下車バス約20分）

ロボット工学、エレクトロニクス

募集人数：20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 ｜　2006年12月25日（月）14：30～12月27日（水）14：30 2泊3日

自然の風エネルギーを電気エネルギーに変換する風力発電は、環境への負荷が小さい、クリーンなエネルギーとして注
目されています。今回のキャンプでは、以下の研究活動体験を通して風力発電の技術を体感してください。
（1）施設見学：風車先端までの高さがおよそ100mにもなる大型風車（定格出力1,000～1,500kW）が導入されている施
設を訪れ、風車の大きさ、風車が回転する様子などを見学します。また、鳥取大学乾燥地研究センターを見学し、乾燥
地研究の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を学びます。
（2）講義：国内・国外の風力発電の現状、風力発電機の構造や仕組み、風車翼の性能など風力発電の基本的事項につい
て勉強します。（3）ものづくり・実験：小型垂直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ます。
世界にも稀な沙漠環境風洞装置にて、各自が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実
験します。（4）プレゼンテーション：コンピュータを活用して、実験内容とその結果について整理し、発表します。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。

住所：鳥取県鳥取市湖山町南4-101（「鳥取空港」より車約5分。JR「大阪駅」より約3時間、JR「岡山駅」より約2時間。JR「鳥取大学前駅」下車徒歩約3分）

自然エネルギー、風力発電

募集人数：9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 ｜　2006年12月24日（日）13：00～12月26日（火）14：30 2泊3日

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を行い、大きな海を支えている海水一滴中の生態系に着目し、観察・実験を通して勉強します。
（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、観察・実験の内容やその地球科学的・環境
科学的意義を広い視野から理解してもらいます。（2）観察・実験：河川（淡水）から、河口（汽水）、沿岸海域（海水）
までの複数地点から試水を採取・分析し、その生息環境や微生物数・プランクトン種構成との関係を考察します。
①水質分析：試水中の全窒素・全炭素濃度、硝酸・亜硝酸イオンなどの栄養塩濃度を測定し、微生物の生息環境を定量
化します。②微生物数測定：蛍光顕微鏡で試水中の細菌細胞数（全菌数）と、寒天培地の上に生えてくる細菌数（生菌
数）を測定し、試水中の微生物数を比較推定します。③プランクトン観察：細菌を食べる微小プランクトンの光学顕微
鏡観察を行います。また、電子顕微鏡（SEM）を使って植物・動物プランクトンの立体的な画像の観察やスケッチも
行い、複数調査地点間にみられるプランクトン種構成の違いを比較します。

住所：愛媛県松山市文京町2-5（「松山空港」よりバス、鉄道約40分。JR「松山駅」より約20分。伊予鉄道「赤十字病院前駅」下車徒歩約5分）

海洋環境、食物連鎖、生態系、微生物

募集人数：16名

宇宙の謎に迫り、物質の構造を探る加速器の世界に触れてみよう!
大学共同利用機関法人　高エネルギー加速器研究機構 ｜　2006年12月25日（月）13：30～12月27日（水）15：00 2泊3日

加速器とは、荷電粒子を加速させる装置の総称です。世界有数の加速器を用いて、素粒子を探り、物質の構造を明らかにす
る研究現場を訪れ、基礎的な実験を通して研究の進め方について学びます。（1）施設見学：①宇宙の成因に迫る実験装置
「電子・陽電子衝突型加速器KEKB」と「大型の素粒子測定器Belle」は1周3kmで地下にあり、加速器に沿って1/4周を見学。
②電子から発生する「シンクロトロン放射光」を使って、物質の構造や働きを調べる様々な装置を見学。（2）講義：若手研
究者が、研究紹介とともに、研究を始めたきっかけや将来の夢を語る。（3）実験：①約100年前に発明され、様々な物理学
的発見の元となった装置「霧箱」を、全員で作り、見えない放射線を観察し、実験・観察の面白さを体験。②テーマ別に4班に
分かれ、実験装置の組立、データ収集、実験データのまとめ、発表という、研究の進め方を体験〔テーマ1-加速器のパイプ中
は超高真空に保たれます。真空の作り方、測定の方法を探ります。テーマ2-検出器に組み込まれているワイヤーチェンバ
ーを作り、放射線を検出してみます。テーマ3-光の回折現象を利用して、目に見えない物質の構造を実際に測定してみま
す。テーマ4-検出器を用いて、宇宙線、天然や加速器の粒子線など、放射線の性質を調べます〕

住所：茨城県つくば市大穂1-1（JR「東京駅」より約1時間。つくばエクスプレス線「つくば駅」下車バス約20分）

加速器科学、放射線科学、量子力学

募集人数：12名

科学コミュニケーション～先端科学を知り、考え、伝える～
日本科学未来館 ｜　2007年1月5日（金）13：00～1月7日（日）14：00 2泊3日

今回は、先端科学技術の展示を活用した調査活動、研究施設の見学などをとおして「科学を伝える」活動に重点をおい
て理解を深めてもらうことをねらいとしています。（1）展示を活用した調査活動：展示フロアでの解説や実演を行うイ
ンタープリターなどとの対話をとおして、先端科学技術への理解を深めるとともに、展示の前でグループごとにプレゼ
ンテーションしてもらい、「科学を伝える」活動の一端を体験します。（2）研究施設の訪問：併設されている研究施設
では第一線で活躍する研究者が日々活動していますが、一般公開されていません。今回は特別に「ナノテクノロジー」
に関する研究施設を訪問し、研究者とのディスカッションをとおして、社会で活用される科学技術の未来について考え
を深めます。（3）実習：インタープリターの指導のもと、「走査型電子顕微鏡」や「原子間力顕微鏡」を使い試料の測
定を行います。「ナノテクノロジー」に関する研究室での体験を深めるとともに、自分と科学技術のつながりなどにつ
いて考えます。（4）「科学を伝える」プレゼンテーション作成：「科学を伝える」実習として、2日間体験した内容を
もとにパワーポイントを使いながら科学プレゼンテーションを作成し、参加者同士発表しあいます。

住所：東京都江東区青海2-41（JR「東京駅」より約30分。ゆりかもめ「船の科学館駅」下車徒歩約5分）

環境、情報通信、ナノテクノロジー・材料、
ライフサイエンス、科学コミュニケーション

募集人数：10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 ｜　2007年1月4日（木）13：30～1月6日（土）13：30 2泊3日

生命の本質を担う「細胞（セル）」の構造と働き方、さらには、その細胞がネットワークをつくってコミュニケーションを
始める仕組みについて、「生きること」の中心的役割を果たす器官である脳の神経細胞を実際に見たり触ったりしながら
理解を深めます。そして、以下のポイントのいくつかについて強い刺激や感動を覚え、皆さんが生きていることの意味
を理解しながら、これからの生き方を考えるための手がかりをつかむことができるような講義と実験を織り交ぜまし
た。／生命の、細胞の美しさ、不思議さ／生物の研究における細胞の重要性／細胞の機能の多様性／生物の世界の階層
性（分子から個体まで）／情報を生み出す神経細胞／ひとりでは生きてゆけない神経細胞（コミュニケーションの重要
性）／生物の研究と最新テクノロジー／基礎科学としての数学・物理・化学と総合科学としての生物学／細胞の研究と社
会との関わり／実習：①ニワトリ胚の観察②ニワトリ脳細胞の人工培養③神経細胞の形態観察④蛋白質の電気泳動⑤神
経細胞の電気活動計測⑥キネシン運動観察⑦神経細胞の電子顕微鏡観察⑧メダカの神経細胞の観察⑨人工生体膜の観察

住所：大阪府池田市緑丘1-8-31（JR「大阪駅」より約30分。阪急「池田駅」下車徒歩約10分）

生物学、脳科学、生化学、
分子生物学、生物物理学■

募集人数：8名

紙資源を大切にする、消えるインクの実験
株式会社東芝　研究開発センター ｜　2006年12月25日（月）14：00～12月27日（水）15：00 2泊3日

地球温暖化や資源枯渇、生物の多様性の減少といった環境問題への対応が急務となる中、東芝は循環型社会の構築に向
け様々な取り組みを行っています。今回キャンプでは、これらの技術の中から、「紙資源を大切にする、消えるインク
の実験」を体験してもらいます。紙は再生もできますが、インクを落とす工程が環境負荷の面で最も大きくなります。
消去可能なインク・トナーを使用すれば、プリントした使用済みOA用紙やミスプリントを何度でも利用することがで
きます。そこで東芝の開発した、熱を加えることにより「何度でも消して使える」技術をトナーに応用した製品
e-blueTMを使って、実際に種々の消去実験をしてみます。まず真っ白な色素材料が化学反応で着色する様子を観察し、
この赤外吸収スペクトルの変化から分子構造の変化を理解します。さらに溶剤消去や熱消去、レシートに使われる感熱
紙など、身の回りにある画像材料の着色、消色を種々の方法で観察します。最後に消去可能トナーの消去性を実験して
もらいます。この実験を通じて、森林資源などの地球環境問題、紙の製紙／再生／廃棄のサイクルにおけるゴミ問題や
排出される二酸化炭素の問題を学びます。

住所：神奈川県川崎市幸区小向東芝町1（JR「東京駅」より約20分。JR「川崎駅」下車バス約10分）

環境、有機化学、物理



サ イ エ ン ス キ ャ ン プ と は
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日間直接指導を受け

ることができる、実験・実習を主体とした科学技術体験合宿プログラムです。

実験、実習は実際に研究者や技術者が普段使っている最新の施設や装置を使って行えたり、電子顕微鏡を使ってミク

ロの世界を目撃したり、分析機器を使ってものの性質を調べるといった実際の研究開発さながらのことが体験できます。

講義の中では、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表現

を使って紹介します。プログラムは難しそうですが、高校生の皆さん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。また、プログラム中に今の研究者達が取り組んでいる先端研究の話を聞くこと

ができたり、世界の研究者がどういうことに注目して研究開発を進めているかなどの話が聞けるかもしれません。

何が体験できるのか?
高校で教わる理科は物理・化学・生物・地学・

情報などですが、実際の研究開発の内容は、それ
らをベースとしながらも、いろんな学問が組み合
わさって研究開発が進められています。一言で分
野を分けるのが難しいのが今のサイエンスなので
す。基礎研究から応用研究まで幅広い分野の会場
がそれぞれの専門を生かし、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内容を工夫
し、プログラムを作り皆さんをお待ちしています。
実験や実習内容は、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。
研究開発現場に行って実際に体験するので、最新の実験設備を整えている研究施設という特殊な環境の中で、めった

に使えない実験装置を使って実験できたり、あまり見ることのできない、例えばめったに見られない標本や、これから
世間に公表されるような新しい研究成果が見られたり、本物の宇宙ステーションの一部や潜水船を見ることができたり、

クリーンルームなど特殊な施設に入ることができたりするのもサイエ
ンスキャンプの大きな特徴です。

様々な分野の研究内容の中から、
自分が興味のある内容や、知ってみ
たい内容や将来やってみたいことな
どを選んでみて下さい。
また、サイエンスキャンプに参加

することによって、皆さんが今教わ
っている理科の科目が必要なことや、
それが最先端技術につながって行く
ことを実感できるでしょう。

どのような人が参加しているのか?
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、参加した後も友人として
のつながりが続いているといった人がたくさんい
ます。自分の学校や身近にはなかなかいない、同
じ興味をもった仲間が日本中にたくさんいること
に驚かされます。また、今の自分に何が足りない
か気がついて、もっと真剣に物事に取り組もうと
感じて帰る参加者もたくさんいます。3日間の短
い期間ながらも、実験・実習を一緒にやっていっ
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、皆さんに期待を込め

て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。

どういう人が参加できるか?
対象は高校の1年生から3年生に相当する、高等学校、中等教育学校後期課程（4～6学年）または高等専門学校（1～3

学年）等に在籍している方が申し込むことができます。募集要項の内容を見て「難しそう」と思うかもしれませんが、
基本的に高校生にわかりやすい体験重視のプログラム作りをしています。もしプログラム中わからないことがあっても
大丈夫です。今のサイエンスの研究開発現場のにおいを感じてもらうためのサイエンスキャンプなのです。また、進学
で文系を選択している参加者もたくさんいます。
そして、もしわからないことがあった時は、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ので、
わからなかったことをいつでも聞くことができます。

どういう人に教えてもらえるのか?
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、
技術者や大学の教授・助教授・講師等や大学生（主に大学院生
がティーチング・アシスタントとして）が指導にあたります。
サイエンスキャンプに参加することによって、それらの方々が、
どのように研究者としての生活を送っているのか、今どういう
ことに注目して研究しているのか、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。特に研究者との懇親会の時間には、指導にあ
たる研究者以外にも、若手の研究者や女性研究者、大学生の話
が聞けて、皆さんの参考になることもあります。興味のある分
野に進みたい人は進路など具体的な質問をしている参加者がたくさんいます。例えば大学で行うキャンプでは、大学院
生から大学の生活とはどういうものかを聞いたりすることもできます。

どんな場所で行うのか?
大学や公的研究機関の研究室や民間企業の研究所です。研究
室単位で実験や実習を行うことが多いのですが、プログラムに
よっては複数の研究室や研究所単位で行う場合もあります。
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。

また、研究者が実際に研究を行って
いる部屋や、実験施設などで実際に実
習を行う機会に恵まれることもありま
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ができるかも
しれません。

国立大学法人 鳥取大学 
地域共同研究センター 

国立大学法人 愛媛大学 
沿岸環境科学研究センター 

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 

国立大学法人 
北海道大学大学院 理学研究院 

国立大学法人 
北見工業大学 工学部 

国立大学法人 
山形大学 工学部 機能高分子工学科 

神奈川工科大学 工学部 

株式会社東芝 研究開発センター 

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 
筑波大学 工学システム学類 

日本科学未来館 

大学共同利用機関法人 
高エネルギー加速器研究機構 

開催地MAP



 

（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 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。 

※コピーした用紙でもかまいません。黒ボールペン等で記入するか、鉛筆書きの場合コピーした用紙に濃く記入して下さい。 

ウインター・サイエンスキャンプ参加申込書 
財団法人 日本科学技術振興財団 サイエンスキャンプ事務局　御中 
募集要項を承諾の上、ウインター・サイエンスキャンプに参加申し込みます。 

都道府県： 

応募締切日 11月16日（木）必着 

必
ず
保
護
者
の
承
認
と
印
を
お
願
い
し
ま
す
。 

（切り取り線） 

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。

超伝導を作ろう

～高温で見い出された超伝導の謎～

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～

作って学ぼう！燃料電池のしくみ

自立型ロボットをつくろう

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～

宇宙の謎に迫り、物質の構造を探る

加速器の世界に触れてみよう！

科学コミュニケーション

～先端科学を知り、考え、伝える～

生きていることと生きること

～遺伝子の世界と脳の世界～

紙資源を大切にする、消えるインクの実験

プログラム名 会　場　名 略称会場名

国立大学法人　北海道大学大学院

理学研究院

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

神奈川工科大学　工学部

国立大学法人　鳥取大学　

地域共同研究センター

国立大学法人　愛媛大学　

沿岸環境科学研究センター

大学共同利用機関法人　

高エネルギー加速器研究機構

日本科学未来館

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

北見工大

東北大

山形大

筑波大

神奈川工大

鳥取大

愛媛大

高エネ研

未来館

産総研セル

東芝

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（複数ある場合は複数記入可）。
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、省略せずに全て記入して下さい。

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
部活動などの課外活動や学校外で取り組んでいる活動など、自主的な活動の内容や実績を記入して下さい。
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11月16日（木）必着にて郵便等でお送り下さい。

6．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。


