
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、公式webサイトに全文公開中です。

・公式サイト：http://ppd.jsf.or.jp/camp/

・携帯サイト：campinfo.jp

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

2007年2月13日（火）＜必着＞応募締切日

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

主催：独立行政法人科学技術振興機構
共催：受入機関

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、なかなか出会うことの
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。
サイエンスは私たちの生活に密接に関わっていて、私たちに様々な恩恵
をもたらしてくれるものです。新しいことが発見され、技術革新によって
私たちのライフスタイルを大きく変えることがあります。
サイエンスキャンプは、今まさに実現しようとしている、全く新しい発
想の研究開発が行われている、サイエンスの現場を訪れるキャンプです。
そこで実際に研究者や技術者達が使っている施設や設備で実際の研究開
発さながらの本格的な実験や実習を体験することができます。
たとえば、私たちの健康に貢献するバイオテクノロジーについて遺伝子
レベルの実験をしたり、産業を一変させてしまうナノテクノロジーとはど
ういうものか、ナノレベルで何が起こっているかを電子顕微鏡で目撃した
り、分析機器を使ってものの性質を調べその有用性を確かめたりします。
そして、基礎的な研究がどんな風に産業や社会に応用されていくのかを知

ったり、これからの情報化社会のあり方はどんなものなのかを開発中のネ
ットワークの仕組で体験したり、今地球ではどんなことが起こっていて将
来どんなことが起こりうるかなど地球規模で環境やエネルギーについて考
えてみたりします。
また、最新の研究内容や技術革新、将来の産業化への展望などの高度な
内容を、皆さんにわかりやすい表現を使って紹介する講義もあります。難
しい内容については、高校理科の基礎的な学力を考慮して説明されます。
プログラムを難しそうに感じるかもしれませんが、心配ありません。高
校生の皆さんに興味を持って体験し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。
実際の研究者達が実際にどんな風に研究をしているのか聞くことがで
きるのもサイエンスキャンプの特徴です。世界の研究者達がどういうこ
とに注目して新しい研究開発を進めているかなどの話も聞けるかもしれ
ません。
サイエンスキャンプを体験することは、私たちが知らないこれからやっ
てくる未来を体験することでもあります。もしかしたら皆さんの将来の目
標が見つかるかもしれません。

2007年3月開催　/ 大学・公的研究機関・民間企業の25会場

参加者募集参加者募集

大阪工業大学 工学部 応用化学科 

関西大学 工学部 
松下電器産業株式会社 生産革新本部 

国立大学法人 鹿児島大学 理学部 生命化学科 

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 
敦賀本部 国際原子力情報・研修センター 

慶應義塾大学 環境情報学部・先端生命科学研究所 

東京工科大学 バイオニクス学部 

日本電子株式会社 本社・昭島製作所 

早稲田大学 先端科学・健康医療融合研究機構 
中部大学 工学部  
先進計測研究センター・ 
工学基礎教室 

オムロン株式会社 京阪奈イノベーションセンタ 

独立行政法人 産業技術総合研究所 
東北センター 東北産学官連携センター 

国立大学法人 
千葉大学 園芸学部 生物生産科学科 

日立建機株式会社 技術開発センタ 

株式会社日立製作所 機械研究所 

国立大学法人 新潟大学 脳研究所 

鹿島建設株式会社 技術研究所 

日本電信電話株式会社 厚木研究開発センタ 

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 技術開発研究所 

株式会社リコー 中央研究所 

清水建設株式会社 技術研究所 

独立行政法人 海洋研究開発機構 

富士ゼロックス株式会社 研究本部 

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2007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。

（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。

2007年2月下旬選考結果通知日

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

募集人数：16名

最先端の遺伝子工学とシステムバイオロジー
慶應義塾大学　環境情報学部・先端生命科学研究所 ｜　2007年3月21日（水・祝）14:00～3月23日（金）12:15 2泊3日

慶應義塾大学先端生命科学研究所は2001年4月、山形県鶴岡市の鶴岡タウンキャンパスに設置された本格的なバイオの
実験施設で、環境情報学部の実験実習科目も数多く開講されています。最先端のバイオテクノロジーを用いて生体や微
生物の細胞活動を網羅的に計測・分析し、コンピュータで解析・シミュレーションして医療や食品発酵などの分野に応
用しています。本研究所はこのようにITを駆使した「統合システムバイオロジー」という新しい生命科学のパイオニア
として、世界中から注目されています。このプログラムは、当研究所の最先端の施設を使用しながら、大腸菌への遺伝
子導入で分子生物学の基礎を学び、網羅的な代謝物質分析とコンピュータ上での細胞シミュレーションを実際に行うこ
とでシステムバイオロジーの最先端を体験するプログラムです。
（1）DNAの増幅と電気泳動　　　　　　　　　　　（2）大腸菌の形質転換
（3）メタボローム技術を用いた代謝物質測定　　　（4）代謝シミュレーション
（5）バイオインフォマティクスによるDNA解析

住所：山形県鶴岡市大宝寺字日本国403-1（「庄内空港」より車約18分。JR「東京駅」より上越新幹線新潟経由約4時間。JR羽越本線「鶴岡駅」下車車約5分）

遺伝子工学、メタボローム解析、システム生物学

募集人数：15名

遺伝子工学のフロンティアをのぞいてみよう
国立大学法人　千葉大学　園芸学部　生物生産科学科 ｜　2007年3月27日（火）17：00～3月29日（木）14：30 2泊3日

遺伝学のめざましい進歩によって、植物の新品種を作出する分野（育種）では、新しい研究が発展しています。生科学的な標識遺伝子を
利用したり、有用遺伝子をDNAレベルまで分析し、それを植物に導入する試みが行われています。一方、組織や細胞の培養手法の発達に
よる、育種や繁殖方法にも新しい可能性が出てきました。また、生物資源の有効な活用も大きな課題です。微生物のもつ未知の力を引き
出し、利用することも大切な領域としてあげられます。今回のキャンプでは、遺伝子組み換え実験を体験してその安全性について考察し
ます。この方法を応用している植物細胞工学、分子生体機能学、遺伝・育種学の各研究室の研究フロンティアを体験してみましょう。
（1）遺伝子の構造と機能について　　（2）安全な遺伝子操作実験について　　（3）大腸菌を用いた遺伝子操作実験を行い遺伝子組換
え体の作成　　（4）遺伝子組換え体の機能の新たな特性について　　（5）植物細胞工学研究室での研究体験（遺伝子導入による形質
転換植物の作出） （6）分子生体機能学研究室での研究体験（微生物を用いた環境浄化） （7）遺伝・育種学研究室での研究体
験（ゲノム解析による有用遺伝子の同定と単離） （8）遺伝子操作の安全性とその応用について総合的に議論

住所：千葉県松戸市松戸648（JR「東京駅」より約1時間。JR常磐線「松戸駅」下車徒歩約15分）

ライフサイエンス、生物学、農学、遺伝子工学、遺伝子組換え実験法

募集人数：10名

ロボット・アナトミー～ロボットの身体・脳を五感で感じる～
早稲田大学　先端科学・健康医療融合研究機構 ｜　2007年3月21日（水・祝）17:00～3月23日（金）14:00 2泊3日

今まさに研究現場で開発している最新の医療ロボットの操作やヒューマノイド・ロボットの分解、部品・構造のデッサンを経て、
組み立てまで、五感をフル稼働させて体感してください。 （1）講義：①ロボット概論（歴史、知能、基本構成、人間とのコミ
ュニケーション、未来）②医療・福祉ロボット概論（低侵襲微細手術支援、医療教育訓練、医療介護支援、リハビリテーション支
援） （2）見学：①医療ロボット（低侵襲手術支援マニュピレータ・ロボット、患者ロボット、外科手術訓練システムなど）②
福祉支援ロボット（高齢者支援福祉ロボット・機器、運動リハビリテーション支援など）③ヒューマノイド・ロボット（人間共存
ロボット、表情創出ロボットなど）④コミュニケーションインタフェース（遠隔コミュニケーション、身体的インタフェースなど）
（3）実体験：①ロボット・アナトミー（ヒューマノイド・ロボットを実際に分解、部品や機構のデッサン、組み立て。また、ロボ
ットの制御についてプログラミングなども体験）②ロボット・エクササイズ（現在開発中の外科手術ロボットや外科手術トレーニ
ング装置を操作、模擬作業。また、リハビリテーション支援機器についても実体験）③ディスカッション（参加者や研究者のロボ
ットに対する夢や希望を紹介すると共に、ロボット技術の可能性や人間の生活空間に参加する際の問題などについて一緒に議論）

住所：東京都新宿区早稲田鶴巻町513 120-5号館（「東京駅」よりで約30分。東京メトロ東西線「早稲田駅」下車徒歩約10分）

ロボット工学、機械工学、通信・情報工学、医療工学

募集人数：30名

バイオテクノロジーで環境を調べる
東京工科大学　バイオニクス学部 ｜　2007年3月26日（月）13：00～3月28日（水）14：20 2泊3日

バイオニクス学部は21世紀の生命科学の最前線として、医薬品、環境、食品、化粧品、医療、メカトロニクスなどの分野での応用
を想定してできた学部です。ここでは応用生命科学としてのバイオテクノロジーを活用し、21世紀に花開く新しいバイオニクスの
最前線に焦点を当て、研究開発を進めています。今回は、バイオテクノロジーの基礎である遺伝子操作を学ぶと共に、生命の複雑
な仕組みの1つである抗原抗体反応の仕組みを学びます。抗原抗体反応は動物が自分の身を守るために進化させてきた機構ですが、
この原理は近年分析技術にも応用されるようになってきており、代表的な環境ホルモン、エストラジオールの検出を行います。
（1）代表的な微生物である大腸菌の中に、緑色に発色するタンパク質（GFP）を発現する遺伝子を組み込む遺伝子操作を行います。
（2）遺伝子が組み込まれたことを、大腸菌の発色により調べます。 （3）この大腸菌が作るコロニーの中にどのくらい微生物がい
るかを調べます。 （4）抗原抗体反応をブロット法により発色させ調べます。またその原理を理解します。
（5）抗原抗体反応により女性ホルモンの検出を行います。 （6）バイオテクノロジーと環境についての総合的な理解を深めます。

住所：東京都八王子市片倉町1404-1（JR「東京駅」より約1時間20分。JR横浜線「八王子みなみ野駅」下車大学バス約10分）

ライフサイエンス、環境

募集人数：8名

脳を見る、知る、調べる
国立大学法人　新潟大学　脳研究所 ｜　2007年3月27日（火）13:00～3月29日（木）11:00 2泊3日

新潟大学脳研究所は、昭和42年（1967）、わが国初の脳に関する国立大学附置研究所として設立された施設で、日本で
最も歴史のある脳研究所です。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い、研
究の面白さや難しさなどを体感してもらいます。
本キャンプでは、実際にヒトの正常脳と病気脳の標本を観察し、脳の形、機能との関連を実感してもらいます。その後、
ヒトの心の動き（脳の働き）を画像化することにより観察できるfMRI 施設の見学や専門の研究者からのレクチャーを
予定しています。また、脳機能を細胞や分子のレベルで解析する手法について解説を行います。さらに、小グループに
分かれ、遺伝子組換えや発生工学を用いて脳機能を研究する手法や、動物の行動解析の実際を学ぶほか、動物の脳から
遺伝子を抽出したり、脳で働く分子の機能を電気生理学的に解析する実習にも参加してもらいます。これらの実習や講
義を通して、脳研究がどのようになされているかを理解してもらいます。

住所：新潟県新潟市旭町通1-757（JR「新潟駅」よりバス約15分）

遺伝子工学、脳科学



募集人数：16名

探検しよう！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 ｜　2007年3月22日（木）13:10～3月24日（土）13:30 2泊3日

科学技術の縦糸、経糸となっている光科学（広くはマイクロ波からガンマ線までの電磁波の科学）を講義と実習（実験
や工作）を組み合わせ、先端研究室の見学などの体験を通して、多角的に知ってもらおうと考えています。特に、遠赤
外から可視光の波長帯域のレーザーを中心に体験してもらい、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。工作した
物（例えば、半導体レーザーを用いた光通信機等）は持って帰ってもらって、自宅や学校で更に進んだ実験が行えるよ
うにします。
実 験 内 容：電磁波を知るための実験、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

ーザーを用いた応用実験（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）
等です。

研究施設見学：中部大学工学部先進計測研究センター

住所：愛知県春日井市松本町1200（JR「名古屋駅」より約30分。JR東海道線「高蔵寺駅」下車バス約15分）

光工学、レーザー工学、応用物理学、計測工学

募集人数：12名

香りの世界散歩～香水作りから分析まで～
大阪工業大学　工学部　応用化学科 ｜　2007年3月22日（木）13:00～3月24日（土）15:00 2泊3日

香りの世界とは匂いの化学の一部にすぎませんが、香水をはじめ多くの化粧品・芳香剤・消臭剤・加工食品・菓子類・ハーブ（生
薬）・スパイスなど、私たちの生活には非常に身近な世界です。今回は良い香り、すなわち香料の化学について、テーマを「香りの
世界散歩」と題して、まず香料の歴史から私たちの生活とのかかわりについて香料の応用、生態系における役割、研究法などを講義
した後、1）嗅覚テスト　　2）香水作り　　3）香り成分抽出　　4）香料の化学合成　　5）ガスクロマトグラフィーによる分析
についての実験を体験してもらいます。香料を製造する材料は、種々の植物を利用しますが、4班に分かれ、それぞれの材料を選択
していただき、それぞれの香り成分を抽出します。次に、種々の天然香料（精油）および合成香料を調合して、あなたの好きな香水
を作っていただきます。あなたが作った香水は、世界でたった一つのあなたの作品です。各自抽出した精油および調合した香水につ
いて、ガスクロマトグラフィーによる成分分析も実施します。香りの化学は有機化学の原点ともいえます。この分野の研究者からは
世界的に有名な多くの化学者が生まれました。今回の体験から、たくさんの化学者が誕生してくれることを期待しております。

住所：大阪府大阪市旭区大宮5-16-1（JR「大阪駅」から約40分。大阪市営地下鉄谷町線「千林大宮駅」下車徒歩約15分）

応用化学、生活化学、材料化学

募集人数：8名

材料を科学する～材料の素晴らしさに触れよう～
関西大学　工学部 ｜　2007年3月22日（木）13:00～3月24日（土）13:30 2泊3日

今使っている携帯電話やパーソナルコンピュータなどの先端技術を支えているものをご存知ですか。そのような先端技
術を支えているのは先端的な材料です。ここで取り上げている材料とは、金属、セラミックス、プラスチックスと言っ
てもよいかもしれません。あまりに身近過ぎて、「先端テク」とは思えないかもしれませんが、このような材料の機能
が高度化しないと先端技術は成立しないし、今後の発展も望めないと言えます。
今回は、金属材料、具体的には鉄鋼材料（鉄と鋼）、銅合金（銅）、アルミニウム合金（アルミニウム）、チタンを取り
上げ、それらの密度、電気抵抗（体積抵抗率）の測定による物性調査と、顕微鏡による組織観察を行っていただきます。
次に、構造材料として非常に重要な特性である「強さ」を引張試験で求めていただき、引張試験後の試料の破壊した面
を走査顕微鏡で観察していただくことも含めています。また、この実験内容を理解していただくためのわかりやすい講
義も実施いたします。さらに、材料工学関連の機械・装置の見学もしていただく予定です。金属材料の特性とその素晴
らしさをわかりやすい講義と面白い実験から体感していただき、その将来性も知っていただこうと思っています。

住所：大阪府吹田市山手町3-3-35（JR「新大阪駅」より約40分。阪急千里線「関大前駅」下車徒歩約15分）

材料工学、環境、製造技術、社会基盤、機械工学

募集人数：15名

ナノ組織体を測ってみよう～超分子化学の基礎～
国立大学法人　鹿児島大学　理学部　生命化学科 ｜　2007年3月21日（水・祝）13:00～3月23日（金）14:20 2泊3日

従来コロイド化学の一分野である界面活性剤集合体は超分子組織体とも呼ばれ、今やナノテクノロジー・ナノサイエンスの主役のひとつであり、
その応用範囲は医学や農薬、材料、化粧品、繊維など産業分野にまで及びます。このうち生体機能を探るために人工的に創られた生理活性低分子
化合物は分子プローブと呼ばれます。今回は、蛍光プローブ分子や様々なコロイド水溶液を実際に調製し、蛍光スペクトル等を用いて、ナノメー
トルサイズの構造体が示す特異な物理的特性の一端を体験し、その背後に存在する原理をいっしょに考え、科学する感性を磨いてみませんか。
（1）ナノポア薄膜の合成（シリカの層構造の間へナノメートルサイズの有機層をもつ薄膜をスピンコーティングにより合成） （2）プローブ分
子の蛍光スペクトル（ナノポア薄膜の有機層に溶解した蛍光色素の蛍光スペクトルを溶液の蛍光スペクトルと比較して、分子の光吸収と発光につい
ての基礎を学習） （3）ゲルの世界（水の惑星地球で生命は誕生しました。寒天ゲルによる液体状態にある水の固定と導電性、スライムの流動性、
浸透圧現象を応用した高吸水性高分子などについて、実験を行うとともに原理を考え、ゲルや粘液（膜）などが生体で果たす役割についても考える）
（4）コロイド水溶液の調製と特性測定（水酸化鉄コロイド、金コロイド、活性剤ミセルを調製し、その濁度、凝結、可溶化などを測定）

住所：鹿児島県鹿児島市郡元1-21-35（JR「鹿児島中央駅」より約20分。路面電車「工学部前駅」下車徒歩約5分）

コロイド科学、材料科学

募集人数：12名

スポーツ科学の最前線～From Gene to Gold～
国立大学法人　鹿屋体育大学　体育学部 ｜　2007年3月24日（土）15:30～3月26日（月）12:30 2泊3日

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、最先端スポーツ科学分野の研究成果が国民全ての健康の維持増進に大きく貢献してい
る事実を理解してもらいます。（1）スポーツ科学の最前線（講義）：スポーツ科学分野の最先端研究の現状、科学がスポーツの記録向上や健康づ
くりを主眼とした効果的な運動処方プログラムの作成に寄与している事例について解説。（2）大学施設案内（実習）：本学に設置されている最先
端の実験機器やトレーニング機器を見学、スポーツ科学における最先端研究の一端を紹介。 （3）スポーツ活動の3次元分析（講義と実験）：光学
式モーションキャプチャーシステムやハイスピードカメラを用いて自分の動きを3次元で調べる実習を行い、スポーツ活動が効率よく行われている
か、その解説を行う。（4）スポーツ活動と筋力（講義と実験）：骨格筋が収縮することにより関節が可動して運動が行なわれていることを、骨格
筋の細胞レベルで解説。光学顕微鏡、電子顕微鏡、共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡などの顕微鏡を用いて骨格筋の超微細構造を観察、運動トレー
ニングに伴う骨格筋の形態変化と筋力アップの仕組みなどについて解説、実験を行う。（5）スポーツ活動と持久力（講義と実験）：運動を持続す
るためには、体内（血液中）に酸素を取り込む呼吸機能と、心臓のポンプ作用によって血液を運搬する循環機能の連携作用が重要な役割を果たす。
さまざまな実験装置を用いて、酸素の取り込みや血液循環の様子を観察、運動パフォーマンスとこれらの機能との関連について解説。

住所：鹿児島県鹿屋市白水町1番地（「鹿児島空港」より高速バス約2時間。「白水町体育大学前バス停」下車徒歩約3分）

生理学、運動生理学、バイオメカニクス

募集人数：24名

海洋研究の最前線～海洋の魅力～
独立行政法人　海洋研究開発機構 ｜　2007年3月26日（月）10:30～3月28日（水）15:00 2泊3日

今回のキャンプは、深海調査、地球規模の海洋変動の解明や海洋調査に必要な機器の開発に携わる研究者や技術者が行
う講義や実習を通して、海洋研究の魅力を体感できるような内容です。
（1）海洋研究の概要：これまでの研究で明らかになった海洋の物理、化学および生物の構造を説明するとともに、それ
らを明らかにした海洋観測機器を紹介。 （2）深海生物：海洋機構が保有する世界最高の調査能力を有する潜水船
「しんかい6500」などによって明らかにされた、深海生物の姿を紹介するとともに飼育されている深海生物の見学。
（3）海洋探査機の開発：燃料電池を搭載した世界初の深海巡航探査機「うらしま」などについて紹介。 （4）圧力
体験（希望者のみ）：潜水に使用する加圧タンクに入ることにより、水深30m相当の圧力を空気中で体験。 （5）
体験潜水（希望者のみ）：水深3mのプールでスクーバ潜水を行い、水中の世界を体験。 （6）地震と津波：最近、
頻発している地震と津波の発生メカニズムについて説明。 （7）地球深部探査船「ちきゅう」による科学掘削：人
類未到のマントルまで掘り進む挑戦を開始した「ちきゅう」により得られた最新の知見を紹介。

住所：神奈川県横須賀市夏島町2-15（JR「東京駅」より約1時間。京浜急行線「追浜駅」下車バス約15分）

海洋学、工学、地学、生物学

募集人数：10名

来て、見て、感じて放射線＆ナトリウム
独立行政法人 日本原子力研究開発機構 敦賀本部 国際原子力情報・研修センター ｜ 2007年3月25日（日）17:00～3月27日（火）15:00 2泊3日

日本原子力研究開発機構は、原子力によって将来の国民の生活に不可欠なエネルギー源を確保するため、また、原子力による新
しい科学技術や産業の創出を目指すべく、その基礎、応用研究から核燃料サイクルの確立という実用化を目指した研究開発など
を実施する我が国唯一の総合的な研究開発機関です。国際原子力情報・研修センターでは、高速増殖原型炉「もんじゅ」を中心
に、国内・海外の技術者研修に取り組むとともに、「もんじゅ」で冷却材として使っているナトリウムの取り扱いに関する研修
訓練を行っています。 （1）普段あまり馴染みのないナトリウムですが、実は身近に存在すること、高速増殖炉「もんじゅ」
で冷却材として使っている理由等について講義や実験を行います。 （2）ナトリウムを使って家庭で使える石鹸作り体験を
行います。 （3）目に見えないことで怖いイメージのある放射線ですが、放射線測定実験や監視測定施設の見学をとおして、
意外と身近にも存在していることを学んでいただきます。 （4）エネルギーの安定供給と地球環境問題の解決に向けた核燃
料サイクル技術の確立のため、研究開発を目的に建設された高速増殖原型炉「もんじゅ」を見学していただきます。

住所：福井県敦賀市白木1（JR「大阪駅」より約2時間。JR北陸本線「敦賀駅」下車車約40分）

応用科学、エネルギー工学

募集人数：10名

地球の診断～仙台市郊外で地質の調査～
独立行政法人 産業技術総合研究所 東北センター 東北産学官連携センター ｜ 2007年3月26日（月）13:30～3月28日（水）14:20 2泊3日

産総研は、持続的に発展可能な社会を作るために、ライフサイエンス・ナノテクノロジー・情報・環境とエネルギー・地質・
計測などさまざまな研究を行っています。東北産学官連携センターは、産総研全体の研究分野に関する東北地方での窓口とな
っています。そこで今回は、まず産総研の研究の概要を知っていただきます。実習では、地質分野を重点的に体験します。産
総研では、地球の理解を深め、環境や資源の問題の解決をめざしています。そこでこのような地質の研究の一端を知るため、
仙台市の郊外で地質の調査を体験します。岩石や化石の野外観察を行い、それに基づき地質図作成を行います。その過程で岩
石の鑑定方法を習得します。資源や環境問題についても触れます。
（1）産総研の概要と新しい化学産業をめざす研究を見学します。 （2）私たちが安心して生活できることを目指した地質汚染
の調査とその修復の研究を見学します。 （3）地球の歴史を探るため、地層やそれに含まれている化石の観察、地質図作成を
体験します。 （4）岩石の鑑定方法を学び、実際に野外で岩石に名前をつけてみます。 （5）地震の原因である活断層を
見学して、防災について考えてみます。 （6）鉱山見学を行い、鉱物資源がどう生活とかかわっているか、理解を深めます。

住所：宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-1（JR「仙台駅」よりJR仙石線で約10分、「小鶴新田駅」下車徒歩約15分）

地球科学

募集人数：8名

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～
味の素株式会社　ライフサイエンス研究所 ｜　2007年3月22日（木）17:00～3月24日（土）14:30 2泊3日

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、アミノ酸分析を通して学
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。
（1）アミノ酸の概要紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）昆布からアミノ酸の熱水抽出
（3）イオン交換樹脂を用いた夾雑物の除去　　　　　　　　　（4）グルタミン酸の選択晶析
（5）ペーパークロマトグラフィーを用いた分析　　　　　　　（6）アミノ酸分析計を用いた純度分析
（7）イノシン酸、グアニル酸とのうま味の相乗効果の体感　　（8）ライフサイエンス研究所見学

住所：神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1（JR「東京駅」より約1時間。京急大師線「鈴木町駅」下車徒歩約1分）

天然物化学、味覚生理学

募集人数：15名

センサが変える未来の社会！
オムロン株式会社　京阪奈イノベーションセンタ ｜　2007年3月21日（水・祝）17:00～3月23日（金）15:15 2泊3日

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、車が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
ライバーの安全を提供する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。「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みませんか。
（1）センシング＆コントロール技術の紹介：多種多様な現象をセンシングによって入力されたデータが、価値ある情報として出力
される技術（コントロール）を学ぶ。 （2）最適化社会におけるセンサの活躍：最適化社会とは？オムロンが目指す将来ビジョ
ンについて説明（講話）、京阪奈イノベーションセンタの取組み・各研究室の紹介（見学）を行う。 （3）実習：①光波センシ
ング技術（光の3原色の原理を基礎とした実験、虹などの現象を通して色と光の波の関係、光の波の性質を利用した最先端の技術・
測定器の操作）について理解を深める。 ②顔認識技術（PCに自分の顔をカメラで取り込む、お絵かきソフトで顔をアレンジ、特
徴をとらえ画像処理技術、セキュリティ技術への応用を学ぶ）を用いた顔追跡ロボットを使って自分の顔で遊んでみよう！

住所：京都府相楽郡木津町木津川台9-1（JR「京都駅」より約1時間。近鉄京都線「新祝園（しんほうその）駅」下車バス約10分）

情報処理（光学/画像処理）系、機械工学・電子物理系

親水部
（水と仲がよい）

疎水部
（油と仲がよい）

界面活性剤の分子構造

ミセル（洗剤分子の集合体）の種類とメソ多孔体

メソ多孔体



募集人数：10名

地震に負けない！～構造、材料の科学～
鹿島建設株式会社　技術研究所 ｜　2007年3月25日（日）17:00～3月27日（火）14:15 2泊3日

山奥のダムから大都会の超高層ビルまで幅広い分野に生かされている数多くの技術の中から、なくてはならない二つの技術
について学習します。一つめは、建物を形作る最も重要かつ基本的な材料の一つであるコンクリートについて体験学習を行
います。二つめは、地震に強い建物を建てるために必要となる技術について、実際に振動台を使って学習します。これ以外
にも、当技術研究所で進めているロボットや新しい資源開発などの最先端の技術開発について学習します。
（1）技術研究所の施設紹介･見学：振動台、制震建物、風洞、屋上緑化、免震建物、大型構造実験棟、音響実験棟などを予定。
（2）建物の基礎知識（講義）：建物全般に関する概要を説明した後、コンクリート材料、超高層建物を実現するための技術
など、キャンプ中に行う実験に関連した内容を解説します。 （3）コンクリートの作製（実験1）：建物を安全・快適に
使用するための方法について、実際にコンクリートの作製を通して実験・検討します。 （4）見学・体験：ロボットの
遠隔操作、床微振動の制御、メタンハイドレートの燃焼実験などを見学・体験します。 （5）地震に強い建物を考える
（実験2）：身近な材料を使って簡単な構造物を作り、小型の振動台を使ってゆれに対する強さを実験・検討します。

住所：東京都調布市飛田給2-19-1（JR「東京駅」より約50分。京王線「飛田給駅」下車徒歩約3分）

建築学、構造力学、材料工学

募集人数：12名

地震から建物・人を守れ～安全な空間をつくる～
清水建設株式会社　技術研究所 ｜　2007年3月26日（月）13:00～3月28日（水）12:00 2泊3日

日本は、世界有数の地震国であり、建物を設計・施工する場合には、地震に対して十分な安全を確保することが極めて
重要です。建物自体の地震被害を軽減するだけでなく、室内にいる人々の安全も確保する必要があります。このサイエ
ンスキャンプでは、安全な空間をつくるための最新の研究施設や先端技術に触れながら、体験や実習を通して、自分の
住んでいる地域や家の地震危険性について理解し、安全性を高めるための方法について考えます。 （1）自分の住ん
でいる地域周辺の断層を知り、予想される地震動の大きさを調べます。 （2）簡単な建物模型を製作して、形や骨組
による地震の際の揺れ方の違いを理解します。 （3）地震が起きた際の自宅の家具の転倒の確率を計算し、地震時の
室内の危険性を調べます。 講義：①耐震・免震・制震技術　②地震動の予測技術　③地震時の室内の危険性評価技術
見学：振動実験棟、風洞実験棟、構造実験棟など　　実習：①住所の地震危険度を調べる　②振動台による地震体験
③建物模型の製作と加震実験　④家具の転倒・移動の危険性評価と防災対策の紹介

住所：東京都江東区越中島3-4-17（JR「東京駅」より約30分。JR京葉線「越中島駅」下車徒歩約10分、または東西線・大江戸線「門前仲町駅」下車徒歩約15分）

建築、地震工学

募集人数：10名

エネルギーと地球環境を考える
東京電力株式会社　技術開発研究所 ｜　2007年3月27日（火）13:30～3月29日（木）14:00 2泊3日

今回は、森林のCO2吸収や、廃棄物からの燃料抽出など、エネルギー・環境問題から、設備を見極めるための金属観察まで、
電力会社で取り組んでいる技術を学び、理解を深めていただきます。
（1）講義「エネルギーと地球環境」：温暖化対策技術・政策評価や温暖化の影響評価、ヒートアイランド対策技術の評価に
取り組んでいる地球環境技術グループで、エネルギー・環境問題をテーマとしてエネルギー利用と森林のCO2吸収の関係な
どを学びます。 （2）バイオマス燃料の合成実験：廃棄物リサイクル技術グループでは、電力会社特有の廃棄物について、
3R（リデュース、リユース、リサイクル）の考え方を基本にできる限り資源を有効に利用するリサイクル技術の開発を行
っています。皆さんには、廃棄物からバイオマス燃料の水蒸気蒸留やマイクロ波加熱を利用して燃料の加工・合成実験を行
い研究の一部を体験します。 （3）金属組織の観察：材料技術センターでは、過酷な人工環境、自然環境にさらされている
電力設備全般の材料劣化に関する寿命評価試験を行っています。皆さんには、実際に発電所で使われた種々の金属材料をサ
ンプルとして、光学顕微鏡および電子顕微鏡によるミクロ組織を観察し、金属組織と材料の劣化の関係について学びます。

住所：神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1（JR「東京駅」より約30分。JR東海道本線「川崎駅」下車バス約10分。またはJR南武線「尻手駅」下車徒歩約20分）

エネルギー、環境

募集人数：9名

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～
日本電子株式会社　本社・昭島製作所 ｜　2007年3月26日（月）17:00～3月28日（水）14:30 2泊3日

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、光学顕微鏡から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。
（1）電子顕微鏡がどのような分野で、どのように役に立つ装置か、どんな面白い研究ができるか、また、各装置がどのように動作
し、どのようなデータが得られるかを学習します。 （2）研究者と一緒に電子顕微鏡を操作して、身の回りにある小さなものが原
子・分子の世界でどのように見えるかを体験します。 （3）実習で操作する装置を製造している工場の見学や、当社が取り扱って
いる装置なども見学し、最先端のナノテクノロジーを支える分析装置について学習します。

住所：東京都昭島市武蔵野3-1-2（JR「東京駅」より約1時間。JR青梅線「中神駅」下車徒歩約10分）

ナノテクノロジー･材料、電気・電子工学

募集人数：10名

未来の通信を支える最先端技術の体験
日本電信電話株式会社　厚木研究開発センタ ｜　2007年3月26日（月）17:00～3月28日（水）15:00 2泊3日

NTTの情報通信を支える最先端技術の研究を行う厚木研究開発センタが会場となり、NTTの研究所で研究されている様々な情報通信
技術の中から3つにスポットをあて、講義や実習を通じて最先端の技術に触れてみましょう。 （1）ブロードバンドを支える光ファ
イバ：実際に光信号が通るのは髪の毛ほどの太さの光ファイバの中心部分、僅か1/100mmの太さで、その接続には高度な技術が必要
です。本実習では信号が光ファイバを伝搬する仕組みを学習し、実際に光コネクタを組み立てて接続し大容量の信号伝送を体験しま
す。 （2）実物を使ってリアルな3次元画像を合成する技術：「高リアリティ3Dキャプチャ技術」は、実際の物をたくさんの方向か
ら撮影、その画像から物体部分のみを的確に高速に切り出し、物体の色彩や形状、更に透過性や反射の情報を記録し、物体データと
実写画像を合成します。本実習ではこれらの原理を学習し、実際に立体物のデータ化とWEBコンテンツの製作を体験します。
（3）携帯電話の力の源・リチウムイオン電池：携帯電話は、リチウムイオン電池で動いています。本実習では電池の分解モデルをみ
ながら、それぞれの材料の役割を学習した後、自分自身で正極材料・負極材料・電解液を選んでコイン電池を作り、その特性は充放
電試験器を使って調べます。そして電池のパワーをあらわす指標（電圧・出力・容量）を学習し、各自の電池の特性について考えます。

住所：神奈川県厚木市森の里若宮3-1（小田急線「新宿駅」より約1時間。JR「東京駅」より約1時間30分。「本厚木駅」下車バス約25分）

情報通信

募集人数：8名

近未来建設ロボットを操縦しよう
日立建機株式会社　技術開発センタ ｜　2007年3月21日（水・祝）13:30～3月23日（金）15:00 2泊3日

日立建機の研究開発を担う技術開発センタでは、建設機械の高性能・高機能化の研究、より良い環境を生み出すための環境修復
技術の開発、さらには効率的な製品開発を支えるシミュレーションおよび実験解析技術の向上に取り組んでいます。今回は、日
立建機の主力製品である油圧ショベルの動作原理を簡単に学んだ上で、油圧ショベルに試乗し、操作を体験します。実習は、2
テーマについて行います。普段触れることの無い機械に接して、そこで使われている技術の研究開発現場を体験してください。
（テーマ1）油圧ショベルの自動操作（制御）：油圧ショベルの自動操作について簡単に説明し、油圧ショベルのバーチャルシミ
ュレータを使用して地面を水平に均す作業の自動操作にトライします。あらかじめ用意した自動操作システムを使い、適切な自
動操作パラメータを求め、自動操作の問題点、その解決方法について考えてもらいます。
（テーマ2）建設機械（双腕作業機）の操作方法検討：通常の油圧ショベルとは異なり、腕が2本ある作業機械を題材として、機
械を使用する現場、作業内容、オペレータ等を想定し、操作方式をグループで討論します。実機の操作方法は事前に明かしませ
ん。自由な発想でアイデアを出し合い、独自の操作方法を考えてもらいます。

住所：茨城県土浦市神立町650（JR「東京駅」より約1時間30分。JR常磐線「神立駅」下車徒歩約15分）

機械工学、制御工学

募集人数：10名

機械製品に隠された最先端技術を体験しよう
株式会社日立製作所　機械研究所 ｜　2007年3月21日（水・祝）17:00～3月23日（金）15:00 2泊3日

機械研究所は、情報機器、家庭電化機器、自動車機器、高速鉄道車両など、広範な分野の機器・システムの開発に取り組み、ナノメートルオーダ
ーの超精密加工・制御技術、デスクトップの化学プラントを実現するMEMS技術、最先端の流体・振動音響シミュレーション技術など、新技術の
開発にチャレンジしています。今回は、様々な基盤技術やそのメカニズムなどを、実際の研究開発現場において、自分の目で観て、実際に触れる
ことで、理解を深めて頂き、身近な製品に隠された最先端の技術を実感して下さい。 （1）ATM（現金自動取引装置）のメカニズム：ATMの構成
を学ぶとともに、紙幣を一枚ずつ送り出すメカニズム等、実験を通じて理解してもらいます。 （2）自動車の安全性・利便性を高める仕組み：ド
ライビングシミュレータを利用して模擬運転を体験し、安全装置などの自動車に使われている機器及び制御技術の役割・効果を理解してもらいま
す。 （3）流体・騒音の高度計測技術：アコースティックカメラによる音の可視化と、高速風洞を用いて鉄道車両やパンタグラフ等から発生する
騒音と風速の関係等について理解してもらいます。 （4）エアコン用ヒートポンプ組立・実験：ヒートポンプの高い省エネ性は、様々な分野から
注目されています。実習では、エアコン用ヒートポンプの組立、実験により、低温の空気から熱を取り出す原理と技術を学びます。

住所：茨城県ひたちなか市堀口832番地2（JR「東京駅」より約1時間40分。JR常磐線「勝田駅」下車徒歩約6分）

機械工学

募集人数：12名

先端技術で未来メディアを体験しよう
富士ゼロックス株式会社　研究本部 ｜　2007年3月21日（水・祝）17:00～3月23日（金）14:30 2泊3日

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、新聞社他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ねばなりません。富士ゼロックスは、よ
りよ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
は、コミュニケーション技術を体験しながら、コミュニケ―ション・メディアの意義と未来を考えてみます。
・メディア体験：世界初の電子写真複写機を実際に動かし、画像を取り込んでみます。
・実 験 実 習：遠隔コミュニケーション装置を用いてチームごとのゲーム形式で情報伝達を競います。その様子を他

のチームが観察記録し、人間のコミュニケーションの様子や、通信手段の効果について学びます。実
験結果は、その場の行動観察やビデオを用いた発話記録、アイカメラの注視点データなどによって分
析します。

住所：神奈川県足柄上郡中井町境430 グリーンテクなかい（JR「東京駅」より約2時間。小田急小田原線「秦野駅」下車シャトルバス約15分）

情報科学、人間工学

募集人数：10名

体験しよう！最先端商品を産み出す生産機械の世界
松下電器産業株式会社　生産革新本部 ｜　2007年3月21日（水・祝）17:00～3月23日（金）15:00 2泊3日

生産革新本部は、National・Panasonic商品のモノづくり革新の推進を担当しモノづくりの方式、生産技術、生産機械の研究開発に
取組んでいます。今日のデジタル家電に代表されるプラズマテレビ（VIERA）、デジタルカメラ（LUMIX）、携帯電話（Pシリーズ）
等に使用するデバイス・部品を、超高精度、超高速で加工・組立・評価をするためには、人間では不可能な作業ができる生産機械
が必要です。今回は、エンジニアが活躍している現場で、最先端生産機械（メカトロニクス）の体験学習を行います。
（1）生産革新本部の概要説明：生産革新本部のミッション、取組内容の紹介をします。 （2）見学：研究開発事例の展示コーナー、実
験現場、生産機械・金型の加工・組立て現場を見学します。 （3）最新研究の紹介：加工、組立て、評価の最新工法と機械の事例を紹
介します。 （4）実習：「演習用メカトロニクス機器」を自ら操作し、クイズ形式の課題を試行錯誤しながら順番に解決して、メカニ
クスとエレクトロニクスの基礎を楽しく学習します。また、世界最高レベルの超高精度で形状測定ができる3次元測定機（UA-3P）の原
理を学び、実際に測定機を操作してデジタルカメラや光ピックアップのレンズ、金型の形状測定をナノメートルオーダで実施します。

住所：大阪府門真市松葉町2-7（JR「大阪駅」より約40分。京阪本線「門真市駅」下車徒歩約3分）

ロボット工学、製造技術、メカトロニクス（機械工学、電子工学）

募集人数：8名

ユビキタス時代の新しい技術を体験しようパートⅡ～撮って創っていろいろプリント～
株式会社リコー　中央研究所 ｜　2007年3月25日（日）17:00～3月27日（火）15:00 2泊3日

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。中央研究所では、“高性能な技術をより使いやすくすること"を目指す「アプ
ライアンス」という研究開発思想のもと、先端技術、次世代のオフィスシステム、ナノテク・フォトニクス、高速・大容量光メモリー
システム、循環型環境対応技術、画像処理や次世代作像エンジンなど多岐に渡った研究を行っています。今回は、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ェ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。 （1）研究所の紹介と見学　　（2）コンピュータのしくみ、デジタル信号処理とデジタル画像、IT技術
の最新動向　　（3）画像処理について実際にデジカメやパソコンを使っての実習（①デジカメで好きな画像を撮る、②撮った画像をき
れいに編集・処理してみる、③編集・処理したものをいろいろプリントしてみる） （4）プレゼンテーションツールを使ってみる
（①プレゼンテーション技術の説明と紹介、②創った画像を見てみる（実習と体験）） （5）TV会議を実体験　　（6）まとめ

住所：神奈川県横浜市都筑区新栄町16-1（JR「東京駅」より約1時間。横浜市営地下鉄「仲町台駅」下車徒歩約10分）

ソフトウエア（ドキュメント認識・処理・表示・通信技術）

自動車の安全性・利便性を高める仕組み



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。

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2月13日（火）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/

プログラム名 会　場　名 略称会場名

慶應義塾大学　環境情報学部・先端生命科学研究所

千葉大学　園芸学部　生物生産科学科

早稲田大学　先端科学・健康医療融合研究機構

東京工科大学　バイオニクス学部

新潟大学　脳研究所

中部大学　工学部　

先進計測研究センター・工学基礎教室

大阪工業大学　工学部　応用化学科

関西大学　工学部

鹿児島大学　理学部　生命化学科

鹿屋体育大学　体育学部

海洋研究開発機構

日本原子力研究開発機構　敦賀本部

国際原子力情報・研修センター

産業技術総合研究所　東北センター

東北産学官連携センター

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　厚木研究開発センタ

日立建機株式会社　技術開発センタ

株式会社日立製作所　機械研究所

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　生産革新本部

株式会社リコー　中央研究所

慶應大

千葉大

早稲田大

東京工科大

新潟大

中部大

大阪工業大

関西大

鹿児島大

鹿屋体育大

海洋機構

原研敦賀

産総研東北

味の素

オムロン

鹿島建設

清水建設

東京電力

日本電子

日本電信電話

日立建機

日立製作所

ゼロックス

松下電器

リコー

最先端の遺伝子工学とシステムバイオロジー

遺伝子工学のフロンティアをのぞいてみよう

ロボット・アナトミー

～ロボットの身体・脳を五感で感じる～

バイオテクノロジーで環境を調べる

脳を見る、知る、調べる

探検しよう！科学技術を支える光の科学

～マイクロ波からγ線まで～

香りの世界散歩～香水作りから分析まで～

材料を科学する～材料の素晴らしさに触れよう～

ナノ組織体を測ってみよう～超分子化学の基礎～

スポーツ科学の最前線～From Gene to Gold～

海洋研究の最前線～海洋の魅力～

来て、見て、感じて放射線＆ナトリウム

地球の診断～仙台市郊外で地質の調査～

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！

地震に負けない！～構造、材料の科学～

地震から建物・人を守れ～安全な空間をつくる～

エネルギーと地球環境を考える

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～

未来の通信を支える最先端技術の体験

近未来建設ロボットを操縦しよう

機械製品に隠された最先端技術を体験しよう

先端技術で未来メディアを体験しよう

体験しよう！最先端商品を産み出す生産機械の世界

ユビキタス時代の新しい技術を体験しようパートⅡ

～撮って創っていろいろプリント～

 

（姓） （名） 

参加希望 
略称会場名 

生年月日 19 年 月 日 

第２希望 

性別 

男
・
女 

第１希望 第３希望 

（年齢　    　歳） 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。 

スプリング・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、スプリング・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 2月13日（火）必着 

必
ず
保
護
者
の
承
認
と
印
を
お
願
い
し
ま
す
。 

・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。


