
参加申込書の記入方法･応募先について

◆記入方法
1．個人情報の取り扱いについて
募集に関する個人情報の取り扱いについて確認、同意のうえ、「□同意します」に必ずチェックして下さい。
※チェックがない場合、申し込みを受け付けできません。

2．参加希望会場名およびコース
・参加希望会場は第1希望から第5希望まで記入できます。会場名には のみを記入して下さい。希望会場をでき
るだけ多く記入すると、参加の可能性が高くなります。
・以下の会場はコースが分かれています。応募時に希望コースのアルファベット（A, B…）に○印を必ず1つ付けてくださ
い（印がないと無効となりますのでご注意ください）。

3．氏名･性別･保護者氏名
応募者本人の氏名、性別、年齢を記入してください。
必ず、保護者の方の自署、押印をお願いします。

4．学校名
学校名は正式名称を記入してください。
例）国立○○大学附属○○高等学校、○○県立○○中等教育学校、学校法人○○学園○○高等学校　等
また学校が所在する都道府県を記入してください。

5．科学や技術の部活動、サークル活動、自由研究の実績
部活動などの課外活動や学校外で取り組んでいる活動等、自主的な活動の内容や実績を記入してください。ただし学校の
授業の一環として行った活動は記入しないでください。

6．自宅住所･連絡先
住所は都道府県名から記入して下さい。
また選考後、参加決定者に電話やFAXで連絡をとることがあります。電話番号やFAX番号は連絡をとりやすい番号を記入
してください（複数記入可）。
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ください。

◆応募方法
｢参加申込書」に必要事項を記入のうえ、下記応募先に応募締切日（当日必着）にてお送りください。必ず、保護者が自筆
で署名･押印した原本を郵送してください（FAX不可）。
応募は1人1通とさせていただきます。応募書類を複数送られた場合は無効となりますのでご注意ください。
※サイエンスキャンプDX、サイエンスキャンプの両方で希望会場がある場合でも、同じ参加申込書1通に記入してください。
例：第1希望 サイエンスキャンプDX会場、第2希望 サイエンスキャンプ会場、第3希望 サイエンスキャンプ会場････

※以下のサイエンスキャンプDX会場については、参加申込書に加え、追加資料の提出が必要です。詳しくは、各会場のプロ
グラム紹介ページを確認してください。

◆応募締切日 2011年6月14日（火）　当日必着

◆応募先
サイエンスキャンプ本部事務局
公益財団法人日本科学技術振興財団 振興事業部内　
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園２番１号
電話：03-3212-2454 ホームページ：http://ppd.jsf.or.jp/camp/

会場略称

サイエンスキャンプDX
・筑波大学生物学類 筑波大学生命環境科学研究科 菅平高原実験センター（A, B）

サイエンスキャンプ
・農業･食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所（A, B）
・理化学研究所 和光研究所（A, B, C）
・農業環境技術研究所（A, B）
・農業･食品産業技術総合研究機構　近畿中国四国農業研究センター（A, B）
・財団法人高輝度光科学研究センター（A, B, C, D）
・高知大学海洋コア総合研究センター／総合研究センター遺伝子実験施設（A, B）

・千葉大学教育学部
・数理の翼
・筑波大学生物学類筑波大学生命環境科学研究科菅平高原実験センター
・｢数理の翼」大川セミナー2011実行委員会（大川市）
・福井工業大学
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参加希望会場名
サイエンスキャンプDX
以下の表に追加資料「要」となっている会場は、参加申込書に加えて追加資料の提出が必要です（各会場のHPより必要様式を
ダウンロードして記入してください）。
第2希望以下にサイエンスキャンプDXを選んだ場合やDXを2箇所以上選んだ場合でも、それぞれの会場に必要な追加資料を提
出してください。

サイエンスキャンプ

会場略称 コース プログラムタイトル 会場名 追加資料
千葉大教育 命の仕組みに迫る！ ～ 2011年、先進科学の旅～ 千葉大学　教育学部 要
数理の翼 第３２回数理の翼夏季セミナー 数理の翼 要

筑波大 A, B
フィールドに出よう
～夏の菅平高原で生物学を学ぼう～

筑波大学 生物学類
筑波大学生命環境科学研究科
菅平高原実験センター

要

岡山大
量子世界の探検
～超伝導から備前焼セラミックスまで～

岡山大学大学院　自然科学研究科

数理大川市 「数理の翼」大川セミナー2011 「数理の翼」大川セミナー2011実行委員会（大川市） 要

福井工大
最先端エコデバイスを作ろう
～有機 EL・LED・無機 EL＆太陽電池～

福井工業大学 要

関西三大 くすりを「知る｣・｢創る｣・｢活かす」
関西大学・大阪医科大学・大阪薬科大学
医工薬連環科学教育研究機構

会場略称 コース プログラムタイトル 会場名

名古屋大 マイクロ２足歩行ロボットの製作と制御
名古屋大学大学院 工学研究科
マイクロ・ナノシステム工学専攻

産総研関西
作って・観て・光らそう！ 
不思議なナノテクノロジーの世界

産業技術総合研究所 関西センター

物質材料
金属の強さを調べよう！
～鉄を冷やすとどうなるのか？～

物質・材料研究機構

九州農研 肉牛を科学する・反芻動物のバイオマス変換機能
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

東大農学
森林の未来は？
～森を知り、持続的な取り扱いを考える～

東京大学 大学院農学生命科学研究科
附属北海道演習林

森林東北
森林の小さな大敵を探し出せ！
～DNAで検出する松の病原線虫～

森林総合研究所 東北支所

畜産研 A, B
乳酸菌とクローン
～高品質な畜産物の生産をめざす研究に触れる～

農業・食品産業技術総合研究機構
畜産草地研究所

動衛研 動物を衛（まも）る、ヒトを衛（まも）る
農業・食品産業技術総合研究機構　
動物衛生研究所

国環研 環境と生物 国立環境研究所 地域環境研究センター
森林多摩 森の動物を調べよう 森林総合研究所 多摩森林科学園

清水建設
最新の木造建物をさぐる
～木を通じて体験する最先端の建築構造技術～

清水建設株式会社 技術研究所

理研 A, B, C 理研の最新研究成果を体験しよう 理化学研究所 和光研究所

浜松医大
生物が見る世界
～いくつもの目といくつもの世界～

浜松医科大学 医学部

防災研
災害に強い社会づくりに君も貢献 “防災科学技術を学
ぼう！”

防災科学技術研究所

神戸大農学 植物の力で環境を浄化しよう 神戸大学 農学研究科
ＪＡＸＡ角田 あなたも体験 未来のロケット技術 宇宙航空研究開発機構 角田宇宙センター
ＪＡＸＡ調布 航空宇宙技術の最先端研究を身近に体験してみよう 宇宙航空研究開発機構 調布航空宇宙センター

ペット専門 海洋生物の観察と調査 ～海の中を知ろう～
日本ペットアンドアニマル専門学校
八幡野ダイビングセンター

原研幌延
不思議な世界をのぞいてみよう！ 
～地下研究の最前線～

日本原子力研究開発機構
幌延深地層研究センター
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会場略称 コース プログラムタイトル 会場名

原研大洗 原子力研究における最先端技術を体験してみよう
日本原子力研究開発機構
大洗研究開発センター／那珂核融合研究所

中央農研
農作業ロボットを体験 
～水田の農作業を無人で実行～

農業・食品産業技術総合研究機構
中央農業総合研究センター

作物研
遺伝子組換え作物のサイエンス
～遺伝子の機能を探ろう～

農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所

農環研 A, B 未来につなげよう、安全な農業と環境 農業環境技術研究所

森林木材
樹種によって違う木材の顔と働き
～木材の構造とその機能を探る～

森林総合研究所 木材特性研究領域

森林遺伝
遺伝子で種を分類する
～樹木のＤＮＡバーコーディング～

森林総合研究所 森林遺伝研究領域

原研関西光
光科学の研究者体験をしよう！
～光で「観る」「拓く」「創る」～

日本原子力研究開発機構 関西光科学研究所

中国農研 A, B コムギの加工適性の解析
農業・食品産業技術総合研究機構 
近畿中国四国農業研究センター

富山情報
高校生ロボットプログラミング塾
「T-1 グランプリ ２０１１」

株式会社富山県総合情報センター

ＪＡＸＡ筑波
宇宙開発の最前線から学ぼう　
～サマー・コズミックカレッジ～

宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター

埼玉工大
バーチャルリアリティを活用した 3 次元可視化・触感
の理科実験

埼玉工業大学

高輝度セ A, B, C, D 放射光科学の最先端を体験してみよう！ 高輝度光科学研究センター
北陸先端大 自作パソコンを繋げてスーパーコンピュータを作ってみる 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科
原研東濃 感じてみよう!! 地球のすがた ～地下の世界を探る～ 日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター
同志社大 最先端のエネルギー輸送と変換の技術に触れよう 同志社大学 エネルギー変換研究センター

国環研環境
東京湾の魚介類と環境を調べてみよう 
～東京湾の本当の姿を実体験！～

国立環境研究所 環境リスク研究センター

高知大海洋 A, B
先端科学で地球環境を探る
～海洋コアと遺伝子資源～

高知大学 海洋コア総合研究センター／
総合研究センター遺伝子実験施設

放医研 意外と面白い放射線医学の世界 放射線医学総合研究所
海洋研 地震と地球科学 海洋研究開発機構

森林関西
ナラ枯れのメカニズムを探る 
～カシノナガキクイムシが運ぶナラ菌～

森林総合研究所　関西支所

千葉大環境 自然の贈り物 ～野草から薬ができるまで～ 千葉大学　環境健康フィールド科学センター

高知大農学 農楽体験 ～自然を知る、食を知る、生物を知る～
高知大学 農学部及び附属暖地フィールドサイエンス
教育研究センター

東京工科大
はじめてのゲームソフトウェア創り 
～ソフトウェア開発入門～

東京工科大学 コンピュータサイエンス学部

希少糖研 希少糖をとおしてみる最新のバイオの世界 株式会社希少糖生産技術研究所

桜美林大
地球温暖化シミュレーション 
～NASAの気候モデルにチャレンジ～

桜美林大学 リベラルアーツ学群

水産中央
魚の種類を見わける・目でみる姿
～DNAによる魚種判別～

水産総合研究センター 中央水産研究所

東北農研
水稲研究 100 年の歴史を紐解く
～生産技術から見たイネの成り立ちを学ぼう～

農業・食品産業技術総合研究機構 
東北農業研究センター 大仙研究拠点

埼玉がんセ
がん研究入門
～がん細胞の遺伝子解析実習～

埼玉県立がんセンター 臨床腫瘍研究所
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募集に関する個人情報のお取り扱いについて

公益財団法人 日本科学技術振興財団
個人情報管理責任者　坪井　健司

｢サイエンスキャンプ」本部事務局は、独立行政法人 科学技術振興機構からの委託により（公財）日本科学技術振興財
団が実施運営しております。ご提供いただいた個人情報は当財団の定める「個人情報保護方針」に基づき、次のように取
り扱います。ご応募される方は、以下に記載された内容について同意された上、ご応募下さいますようお願いいたします。

１．個人情報の管理者について
ご提供いただいた個人情報は以下の者が適正に管理いたします。
公益財団法人 日本科学技術振興財団　　　個人情報管理責任者　坪井　健司

個人情報取扱部門責任者　棚橋　正臣

２．個人情報の収集目的について
サイエンスキャンプ事業においては、応募に際してご記入いただいた応募者本人の個人情報および参加決定後必要に
応じてご提供いただいた参加者ご本人やご家族の個人情報、あるいはWEBサイトで情報提供を希望された方の個人
情報などが当財団に登録されており、この個人情報については、当財団がサイエンスキャンプの円滑な運営を遂行す
るために使用するとともに、この事業に関連する各種のご案内や当財団が実施する科学技術・理解増進活動及び科学
技術の普及・啓発活動に関する情報のお知らせのために利用させていただきます。

３．個人情報の業務委託について
当財団は、サイエンスキャンプ事業の目的達成に必要な範囲内で業務委託を行います。
この場合の委託先は、個人情報に関し十分な保護水準を満たしている者を選定し、当財団が適切な監督の下、厳重な
管理を実施します。

４．個人情報の第三者への提供・預託について
ご提供いただいた個人情報に関しては、サイエンスキャンプの主催者である独立行政法人科学技術振興機構、サイエ
ンスキャンプを受け入れる機関や運営遂行上必要な関係先及び生徒を引率する教員などに対して、運営に必要な情報
として提供いたします。なお、サイエンスキャンプ事業に係わりのない第三者に提供することはありません。

５．個人情報のご提供の任意性について
個人情報のご提供は任意ではありますが、必要な情報がご提供いただけない場合は、上記利用目的の遂行に支障が生
じる可能性がありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

６．個人情報に関するお問い合わせについて
ご提供いただいた個人情報に関して、開示、及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除のお申し
出をいただいた場合には、速やかに対応させていただきますので、下記まで電話、FAX、E-mailなどでご連絡下さい。

７．「サイエンスキャンプDX」に参加される方へ
「サイエンスキャンプDX」に参加する場合、参加決定後は、各受入実施機関（会場）の管理責任及びその個人情報保
護方針に基づき、各会場と直接に個人情報を授受を行っていただくこととなりますので、予めご承知おきください。

連絡先：公益財団法人 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本部事務局
〒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
E-mail：camp@jsf.or.jp



学　校　名 都道
府県

国立
公立
私立

氏　　名

フリガナ

応募動機（サイエンスキャンプに参加を申し込んだ動機、参加にかける熱意等をお書きください。濃い黒字で、はっきり書いて下さい）

サマー・サイエンスキャンプ参加申込書

参加希望
会場略称

希望コース

第２希望第１希望

（姓） （名）

性別

男 ・ 女

年齢

　 　  歳

第３希望

保護者
氏名

第４希望 第５希望

携帯電話

自宅電話番号

自宅住所

寮の住所・
寮名称

E-mail @

FAX番号

必
ず
保
護
者
の
承
認
と
ご
署
名（
自
署
）、押
印
を
お
願
い
し
ま
す
。

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。

有   ・   無

これまでの
応募経験

キャンプ
参加経験

有   ・   無

都道
府県

都道
府県

自署

学年

応募締切日
6月14日（火）必着

A・B・C・D A・B・C・D A・B・C・D A・B・C・D A・B・C・D

電話

　 同意します
公益財団法人 日本科学技術振興財団 サイエンスキャンプ本部事務局　御中
募集要項の内容および個人情報の取り扱いについて同意のうえ、
サマー・サイエンスキャンプに申し込みます。 （必ずチェックしてください）

本部事務局記入欄

※コピーした用紙でもかまいません。ただし黒ボールペン等で濃くはっきりと記入してください。

※現地集合・現地解散です（自宅と会場間の往復交通費は自己負担となります）。開催される場所をご確認のうえ、応募してください。


