
科学へジャンプ・サマーキャンプ 2015 募集案内 
Jump-to-Science Summer Camp 2015 

 

 視覚障害のある生徒たちが科学の面白さを知る体験の場 

 科学技術分野に進むために必要な技術や情報を習得できる場 

 同じ分野に興味・関心を持つ視覚障害者同士の交流を培う場 

 

このキャンプでは，視覚障害のある中高生の皆さんに広い意味での科学に対する関心を高め

て頂くため，モノ作りや理科の実験・数学・コンピュータなど科学を学ぶために必要となるさ

まざまな事柄を，少人数のグループに分かれて，楽しみながら学んでいきます。視覚障害学生・

生徒の教育経験豊富な人たちが講師を務めるとともに，支援経験を積んだ人たちがキャンプ全

体をサポートします。実行委員会には，現在大学や社会で活躍している視覚障害者の先輩たち

も多数いますので，同世代だけでなく先輩とも交流して，体験やアドバイスを聞くことができ

ます。視覚障害のある生徒・学生の皆さんが積極的に参加して頂くようお待ちしています。 

記 

会 期：平成 27 年 8 月 12 日（水）14:00 ～ 15 日（土）13:00 

会 場：あいち健康プラザ（愛知県知多郡東浦町） 

参加要件：広い意味での科学分野（数学，情報科学，自然科学，社会科学，工学，医学，

理療など）に関心を持ち，将来大学等へ進学を考えている視覚障害（全盲また

は弱視）のある中学生，高校生。 

定 員：16 名 

希望者が定員を超えた場合は選考を実施します。 

引 率：2013 年以前は保護者の方１名にご引率頂くことを原則としていましたが，

2014 年度からは特にご希望のない限り，生徒ご本人のみでご参加頂くことに

なりました。生徒の皆さんの会場への送迎については，到着日は名古屋駅およ

び中部国際空港（セントレア）・名古屋空港（小牧）から会場までの誘導，帰宅

時は会場から名古屋駅・空港で必要な列車への乗車・航空便への搭乗までを，

こちらのスタッフがお世話いたします。保護者の皆様には，出発時に最寄り駅・

空港までのお送りと，帰宅時に同駅・空港までの出迎えをお願いいたします。 

参 加 費：10,000 円（生徒ご本人分のみで保護者の方からはいただきません。） 

交 通 費：参加生徒の往復交通費が一定額を超える場合，NPO 法人 サイエンス・アクセ

シビリティ・ネットからの助成がありますので，別紙『交通費の助成について』

をご覧下さい。 

宿 泊 費：参加生徒の宿泊費は実行委員会が負担いたします。 
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食 費：期間中の食費は自己負担となります。食費は 1 人 1 日（3 食）につき 3,000

円程度の見込みです。 

参加費の払込み：参加費と食費は，参加が確定した後，実行委員会から明細表をお送りし

ますので，期日までにお振り込み下さいますようお願いします。 

費用総額：（参加費 10,000 円）＋（食費 3,000 円×3 日）＝ 19,000 円程度 

保護者が参加なさる場合は，宿泊費（1 泊約 6,000 円）と食費（1 日 3,000

円）が日数分加算されます。 

申込期間：平成 27 年 4 月 20 日(月) ～ 平成 27 年 5 月 11 日(月) （最終日必着） 

申込方法：添付の申込み書に記入して，郵便や FAX でお送り頂くか，あるいは下記のホ

ームページからお申し込み下さい。 

 http://www.jump2science.org/activity_summer-camp.html  
その他の詳細についても，上記のホームページをご覧下さい。 

 
 
 
 
 

問い合わせ先：科学へジャンプ・サマーキャンプ 実行委員会 

Tel/Fax: 092-821-7344 
E-mail: office@jump2science.org 

http://www.jump2science.org/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 主 催：NPO 法人 サイエンス・アクセシビリティ・ネット 

■ 実 施：科学へジャンプ・サマーキャンプ 2015 実行委員会 

■ 助 成：独立行政法人国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金助成活動」 

■ 後援団体：全国盲学校長会 
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科学へジャンプ・サマーキャンプ 2015 スケジュール予定 

日付 時間 内容 

8／12 13:30 集合（JR 東海道線大府駅/武豊線） 

（水） 

1（（か 
14:00～15:00 受付・施設案内 

8／21 15:00～15:20 開会式 

8／21 15:20～18:00 ウェルカムイベント 

8／21 18:30～19:30 夕食 

8／21 19:30～21:00 視覚障害者の先輩を囲んで談話会 

8／13 7:30～8:30 朝食 

（木） 8:45～10:15 ワークショップ 1  

8／22 10:30～12:00 ワークショップ２ 

8／22 12:00～13:00 昼食 

8／22 13:30～16:30 講演会・スカイプ体験 

8／22 18:30～19:30 夕食 

8／22 19:30～21:00 コミュニケーションタイム 

8／14 7:30～8:30 朝食 

（金） 8:45～10:15 ワークショップ 3  

8／23 10:30～12:00 ワークショップ 4 

8／23 12:00～13:00 昼食 

   13:30～16:30 レクリエーションタイム 

   18:00～21:00 フェアウェルパーティー 

8／15 7:30～8:30 朝食 

（土） 9:00～10:30 ワークショップ 5 

8／24 11:00～12:00 閉会式 

   12:00～13:00 昼食・解散 

 

 

  （注）過去のワークショップについては，以下のホームページを参考にして下さい。 

 http://www.jump2science.org/activity_summer-camp.html 
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■ サマーキャンプ 2015 実行委員会メンバー 

 

実行委員長：  鈴木 昌和（九州大学名誉教授，NPO 法人ｻｲｴﾝｽ･ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ･ﾈｯﾄ） 

 副委員長：  山口 雄仁（日本大学，NPO 法人ｻｲｴﾝｽ･ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ･ﾈｯﾄ） 

プログラム委員長： 小林 真 （筑波技術大学） 

運営委員：  渡辺 哲也（新潟大学） 

児玉 康一（愛知教育大学） 

南谷 和範（独立行政法人大学入試センター） 

鈴木 福江（NPO 法人ｻｲｴﾝｽ･ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ･ﾈｯﾄ） 

 委員：（五十音順） 青柳  まゆみ（愛知教育大学） 

石田 透 （国立障害者リハビリテーションセンター， 

NPO 法人ｻｲｴﾝｽ･ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ･ﾈｯﾄ） 

井上 浩一（株式会社リコー） 

氏間 和仁（広島大学） 

内田 智也（筑波大学附属視覚特別支援学校） 

大島 友子（日本マイクロソフト株式会社） 

金堀 利洋（筑波技術大学，NPO 法人ｻｲｴﾝｽ･ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ･ﾈｯﾄ） 

上條 治夫（日本大学，NPO 法人ｻｲｴﾝｽ･ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ･ﾈｯﾄ） 

小林 雅子（NPO 法人ｻｲｴﾝｽ･ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ･ﾈｯﾄ） 

柴田 直人（東京都立久我山青光学園） 

新山 祐介 

鈴木 千尋 

高村 明良（筑波大学附属視覚特別支援学校， 

NPO 法人ｻｲｴﾝｽ･ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ･ﾈｯﾄ） 

田中 仁 （東京大学） 

豊田 航 （成蹊大学） 

鳥山 由子（日本視覚障害理科教育研究会） 

藤芳 衛 （大学入試センター名誉教授， 

NPO 法人ｻｲｴﾝｽ･ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ･ﾈｯﾄ） 

武者 圭 （Universal Design Network Japan） 

村山愼二郎（NPO 法人視覚障害者ﾊﾟｿｺﾝｱｼｽﾄﾈｯﾄﾜｰｸ，宇都宮大学） 

 山口 俊光 （新潟大学） 
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交 通 費 の 助 成 に つ い て 

 

NPO 法人サイエンス・アクセシビリティ・ネットは，「科学へジャンプ基金」から，サマー

キャンプ 2015 参加者（生徒・保護者）に，次の要領で交通費助成を行います。これは，経

済的な理由で遠方の方の参加が困難にならないようにするためです。 

 

参加者への交通費助成額は，次の要領で計算した交通費のうち，一人往復 10,000 円を超え

た分とします。ただし一人 60,000 円を上限とします。 

 

飛行機／鉄道などを利用の場合，①または②のうち，金額の低い方とします。 

① 航空機利用の場合は，最寄りの空港から中部国際空港または名古屋空港までの割引運賃相当

額（早割など）＋ 空港から JR 大府駅までの電車賃 

② 鉄道の場合は，最寄りの主要駅から JR 大府駅までの障害者割引運賃と特急料金 

 

 保護者の方への交通費の助成は，1 泊以上ご参加の方に限ります。送迎のみの方への交通費

の助成はいたしません。 

 

なお，昨年度に引き続き今年度も『東日本大震災特例措置』を設け，被災された方の参加費・

交通費の全額を助成いたします。 

 

参加が決定した方宛に，交通費助成についてご案内をいたしますので，ご希望の方はお申し

込み下さい。その後，主催者側で助成額を決定し，ご連絡いたします。 

 

 

以上 

 

 

                  

 

NPO 法人             

サイエンス・アクセシビリティ・ネット 

 

                           〒814-0001 

                                 福岡市早良区百道浜 3-4-11-103 

Tel/Fax:  092-821-7344 
e-mail:  office@mail.sciaccess.net 
URL:  http://www.sciaccess.net/ 
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科学へジャンプ・サマーキャンプ 2015 参加申し込み要領 

 

 

「科学へジャンプ・サマーキャンプ 2015」に参加ご希望の方は，同封の「申込み書」に必

要事項を記入のうえ，参加希望生徒の「応募作文」を添えて，下記送付先まで郵送して下さい。 

FAX や電子メール添付での申込みも受け付けております。また，下のホームページから直接申

し込むこともできます。 

 

科学へジャンプ・ホームページ 

http://www.jump2science.org/activity_summer-camp.html 
 

 

 送付先： 

 〒814-0001 

 福岡市早良区百道浜３－４－１１－１０３ 

       （NPO 法人 サイエンス・アクセシビリティ・ネット内） 

     科学へジャンプ・サマーキャンプ 2015 実行委員会事務局 

 

 Tel/Fax:  092-821-7344 
 E メール：  office@jump2science.org 

 

 

 申込期間： 平成 27 年 4 月 20 日（月）～平成 27 年 5 月 11 日（月） （最終日必着） 

 

 

 

 ※ 障害の状況や特別な配慮の必要性などの詳しい情報について，申込み受付後に実行委員会

から問い合わせることがございますので，その旨ご了解下さい。 

 

 ※ 参加希望者が定員を超えた場合は，学年構成，申込み順などを勘案し，運営委員会で選考

させて頂きます。 

 

 ※ 採否決定通知の予定は 5 月下旬です。 

 

※ 申込み書に記載された個人情報については，参加者の選考，及びご本人への連絡以外の

目的には使用いたしません。 
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科学へジャンプ・サマーキャンプ 2015 参加申込み書 

私は，平成 27 年 8 月 12 日から 15 日まで開催される「科学へジャンプ・サマーキャ

ンプ 2015」に参加を申し込みます。 

 

 申込日：平成   年   月   日 

【参加者（ご本人）情報】 

 ご氏名：                      性 別：    

 フリガナ：                      

 学校名：                      学 年：    

 （特別支援学校の場合，学校名の欄に高等部／中等部までご記入下さい。） 

 ご住所：〒   －     

                            

 携帯電話番号：           

携帯メールアドレス：                         

パソコンメールアドレス：                           

■  障害の状況（差し支えのない範囲で具体的にお書き下さい） 

                                        

                                        

■  参加者（ご本人）アンケート 

① 普段，お使いになっている文字種を，以下の選択肢から一つお選び下さい。 

 (1) 点字 (2) 拡大文字 (3) 墨字 

＊ 拡大文字をご使用の場合，普段お使いのフォントの種類とポイント数がお分かりであ

れば下にご記入下さい。 

  フォント：             ポイント数：        

② パソコンメールの使用状況について，以下の選択肢から一つお選び下さい。 

(1) いつも使用している (2) あまり使用しない (3) 全く使用しない 
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③ タブレットやスマートフォン（iPad や iPhone など）の使用経験について，以下の選

択肢から一つお選び下さい。 

(1) いつも使っている (2) 少し使ったことがある (3) 使ったことがない 

④ Skype の使用経験について，以下の選択肢から一つお選び下さい。 

(1) いつも使っている (2) 少し使ったことがある (3) 使ったことがない 

⑤ 今まで体験したことのある理科実験を記入して下さい。 

                                    

⑥ 得意な科目を記入して下さい。 

                                    

⑦ 得意になりたい科目を記入して下さい。 

                                    

⑧ 何か趣味をお持ちであれば記入して下さい。 

                                    

【保護者情報】 

 ご氏名：                     

 フリガナ：                     

 参加者(ご本人)とのご関係：                 

 ご住所：〒   －     

                               

 固定電話番号：          ＦＡＸ：         

携帯電話番号：           

携帯メールアドレス：                            

パソコンメールアドレス：                            

その他連絡事項：（保護者が参加をご希望の場合は，その日程を本欄にご記入下さい。） 
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「科学へジャンプ・サマーキャンプ 2015 応募作文」について 

科学へジャンプ・サマーキャンプ 2015 に参加希望する生徒は，次の内容を

全て含んだ作文を書いて，参加申込み書と一緒にお送り下さい。 

１． 氏名 

２． 科学へジャンプ・サマーキャンプ 2015 に応募した動機 

３． 科学へジャンプ・サマーキャンプ 2015 に期待すること 

４． 今一番興味を持っていること（なぜそれが面白いのかを説明して下さい） 

 

作文は，点字（手書き／点字タイプライタ），墨字（手書き／ワープロ文書の

印刷），電子ファイル（テキスト形式／ワード形式など）のいずれでも構いませ

ん。 

作文の長さは，仮名漢字交じり文で 1000 字程度としますが，それより長く

ても構いません。 
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