
科学の泉-⼦ども夢教室
〜⾃然に学ぶ〜

2019年度
塾⽣募集要項

第15回

【期間】 2019年 8⽉4⽇（⽇）〜9⽇（⾦）5泊6⽇
【場所】 新潟県⼗⽇町市
【塾⻑】 ⽩川英樹 筑波⼤学名誉教授
【主催】 公益財団法⼈ ソニー教育財団
【協⼒】 ソニー科学教育研究会（SSTA）、ソニー株式会社

第15回 科学の泉 -⼦ども夢教室 〜⾃然に学ぶ〜
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第15回 科学の泉 － ⼦ども夢教室 〜⾃然に学ぶ〜 塾⽣募集要項

1.参加者に⼤切にしてほしいこと
1. ⾃然をじっくりと探索する中で⾃ら疑問や関⼼をよく持ち、よく観察し、よく記録し、よく調べ、よく考

えるよう積極的に⾏動しましょう。

2. 塾⻑の⽩川英樹先⽣や指導員の先⽣、⽣活を共にする友だちの⼈柄にふれて、物事に取り組む意欲や情熱
を感じたり、多様な考え⽅を受け⼊れたりするように⼼がけましょう。

3. 集団⽣活をする中で⾃分の⽴場や役割を考え、仲間と⼀つの⽬的に向かって協⼒する楽しさを味わえるよ
う、積極的に⾏動しましょう。

4. 修了後も他の年度の参加者とも積極的に交流し、お互いに夢を育み⾼めあえるようにしましょう。

2.開催期間・会場
期間 2019年 8⽉4⽇（⾦）〜9⽇（⽇）5泊6⽇

場所 新潟県⼗⽇町市
当間⾼原リゾートベルナティオ http://www.belnatio.com/
※現地集合、現地解散となります。

3.募集内容
応募条件 ⼩学校5年⽣以上中学校2年⽣まで（2019年8⽉時点）の下記の条件を満たす⽅

募集⼈員 ⼩・中学⽣ 合計約30名

参加費⽤ 20,000円（⼀⼈）

• 本⼈が強く参加を希望し、保護者も本企画の趣旨に賛同している
• ⾃然の中での活動や科学に興味・関⼼がある
• 5泊6⽇の異学年での集団⽣活をする⾃信がある
※過去に開催された「科学の泉」に参加された⽅は応募できません。

※期間中の⾷費や教材費⼀切を含みますが、現地までの交通費は⾃⼰負担となります。

4.応募⽅法と選考
募集期間 2019年 3⽉1⽇（⾦）〜 5⽉7⽇（⽕） 消印有効

応募⽅法 この募集要項にある以下4点の書類を作成し、郵送にてソニー教育財団まで
お送りください。

選考⽇程 第⼀次選考（書類）・・・・・・5⽉中旬 第⼀次選考結果発送
第⼆次選考（⾯接）・・・・・・6⽉8⽇（⼟）、9⽇（⽇） 東京にて実施

6⽉中旬 第⼆次選考結果発送

①申込書 ②推薦書（封印したもの）③課題作⽂（400字以内）④⾃⼰紹介

※推薦書の記⼊者は、校⻑・現担任・前学年の担任など本⼈をよく知る先⽣にお願いします。

※ ⾯接会場までの交通費は⾃⼰負担となります。
※ 第⼀次選考合格者には、結果とともに⾯接⽇時をお知らせします。

※申込書の到着後、数⽇以内にFAXで受領書をお送りします。
FAXのない⽅には電⼦メールでお送りします。
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5.活動内容・⽇程

7.応募書類送付先・お問い合わせ
公益財団法⼈ ソニー教育財団 科学の泉担当

〒140-0001
東京都品川区北品川4-2-1御殿⼭アネックス2号館
TEL︓03-3442-1005 FAX︓03-3442-1035

6.指導者
塾⻑ ⽩川英樹 筑波⼤学名誉教授

指導員 全国の⼩・中学校の先⽣

⽩川先⽣から直接お話を聞く機会があります。

⾃然をじっくりと探索し、その中で⾃ら持った疑問や興味を仲間と共有し、追究します。

地域、学年の異なる４〜５⼈でグループを作り、期間中はそのグループでの⾏動を基本とし、⾃⽴的
に⽣活します。

⾃然探索や観察、実験などを通して科学的な関⼼を⾼めるだけでなく、よい⼈間関係やよい仲間づく
りの機会となります。

各グループに指導員が付きますが、⾃分たちの⼒で解決していくことを⼤切にします。

⽩川先⽣のノーベル賞受賞のきっかけとなった導電性プラスチックの実験を⾏います。

「科学の泉－⼦ども夢教室」の特⾊

活動予定

 1⽇⽬ 始めの会
⽩川先⽣より「⾃然に学ぶ」のお話
レクリエーション など

 2⽇⽬〜5⽇⽬ 「⾃然に学ぶ」活動
実験 など

 6⽇⽬ 報告会
終わりの会

※ 始めの会、報告会・終わりの会は保護者の⽅もご参観いただけます。
※ 現在、⽩川先⽣と指導員が詳細な活動計画を作成しています。変更の可能性があることをご了承ください。

※⾃然探索や観察などを⾏います。

※⾃然の中で疑問や興味をもったこと、グループで追究してきたことを報告します。

今までの「科学の泉－⼦ども夢教室」の様⼦は以下のURLよりご覧いただけます。
http://www.sony-ef.or.jp/sef/spring/
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公益財団法⼈ ソニー教育財団
〒140-0001 東京都品川区北品川4-2-1 御殿⼭アネックス2号館

TEL︓ 03-3442-1005  FAX: 03-3442-1035
http://www.sony-ef.or.jp/

「科学の泉－⼦ども夢教室」修了後の交流について

修了後も希望者は、各回の「科学の泉－⼦ども夢教室」の参加者が年に1回集まる
「交流会」に参加いただけます。また、卒塾⽣⾃らが編集する交流誌などを
通した研究発表や情報交換を⾏っています。
それぞれが興味を持っていることや夢を伝え合う中で、お互いに励ましあい、
⾼めあえるような交流を期待しています。
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公益財団法人 ソニー教育財団（以下、「当財団」といいます）は、以下の定めに従い、当財団の運営する「科学

の泉－子ども夢教室」 への参加に際して、応募者およびその保護者の方よりお預かりする個人情報を取り扱い

ます。これに同意いただける保護者の方は、別添の申込書に同意の旨をご署名いただき、当該申込書をご送付

いただきますようお願いします。 
※１４さいまでのかたは、ほごしゃのかたといっしょにおよみください。 

 
＜個人情報の取り扱いについて＞ 
 
1. 収集する個人情報の概要・利用目的  

当財団は、「科学の泉－子ども夢教室」の応募時にご記入いただく応募者のお名前（ふりがな）、性別、生年

月日、郵便番号、住所、電話・FAX 番号、学校名、学年、課題に対する応募作文、推薦書、写真、健康情報、

保護者氏名、メールアドレスおよび参加時にいただく緊急連絡先など（以下「個人情報」といいます）を、下記

の目的で利用させていただきます。 
下記以外の目的で個人情報を使用する際には、改めて利用目的を保護者にお知らせし、ご了承をいただき

ます。  
(1) 塾生の選考 
(2) 応募者への選考結果通知および参加者への開催要項の連絡 
(3) 開催時に配布する『しおり』、参加回の塾生の紹介資料、参加回の塾生と指導員の名簿への記載 
(4) 開催期間中の緊急連絡 
(5) 開催期間中に撮影した写真、映像、参加者のレポート、制作物、感想文などの財団ホームページ、財

団 SNS、パンフレット等の印刷物への掲載、および「科学の泉－子ども夢教室」の広報活動での利用 

（マスコミや教員等が見学し、撮影や取材をする可能性もあります） 
(6) 「科学の泉－子ども夢教室」開催時における安全管理等 
(7) 「科学の泉 交流会」の開催案内、出欠等の連絡および交流会のしおり等の配布 
※当財団は、上記に定める利用目的の達成のために必要な業務の全部または一部を第三者に委託する場

合がございます。なお、当財団は、当該委託先を十分な個人情報のセキュリティ水準にあることを確認のうえ

で選定し、契約等を通じて、必要かつ適切な監督を行います。 
 
2. 個人情報の第三者への提供 

当財団は、法令により認められた場合および下記の場合を除き、保護者のご了承なく個人情報を第三者に

提供いたしません。 
 「科学の泉－子ども夢教室」の開催に際して、宿泊施設、傷害保険業務委託会社、後援を依頼する教

育委員会、開催期間中に病気・けがなどでかかる医療機関など、参加者とその保護者の情報の開示

が必要な場合。 
 
3. 個人情報の保管・破棄 

当財団は、お預かりした個人情報を上記利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つように努め、不正な

アクセス、改ざん、漏えいなどから守るべく、現時点での技術水準に合わせた必要かつ適切な安全管理措置

を講じます。また、利用目的の達成により保管の必要がなくなったと判断した場合は、お預かりした個人情報

を再生不能な形で速やかに消去いたします。 
 
4. お問い合わせ先  

ご提供いただきました個人情報の訂正・変更・削除等をご希望の場合は、下記の窓口までご連絡ください。

可能な限り速やかに対応させていただきます。  

公益財団法人 ソニー教育財団 「科学の泉－子ども夢教室」事務局 Tel 03-3442-1005  
 
なお、当財団の個人情報の取り扱いの詳細に関しましては、以下 URL に記載する公益財団法人 ソニー教育財

団プライバシーポリシーをご覧ください。 
http://www.sony-ef.or.jp/sef/privacy.html 
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①申込書

写真添付
（30ｍｍ×40ｍｍ）

学年（2019年8月時点）

小　・　中 年

TEL：　　　　　　　　　（　　　　　　）

FAX：　なし ・ TELと同番号 ・ あり　　　　　　　　　　（　　　　　　）

住所：

E-mail：

第15回　科学の泉ー子ども夢教室　申込書

※太枠内は参加者ご本人がご記入ください

生年月日

担任の先生のお名前

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

フリガナ

〒

申込時の所属校をお書きください

校長先生のお名前

性別
(どちらかに○)

参
加
申
込
者

氏名

住所

学校名

◆　別紙「個人情報の取り扱い」に同意し応募します　　保護者署名：

申込締切　2019年5月7日（火）消印有効

＜注意事項＞
１．推薦書の記入者は、校長・現担任・前の学年の担任など、本人をよく知る先生のどなたかにお願いします。
２．すべての提出書類は返却しませんので必ず控えをおとりください。
３．第二次選考（面接）では、健康状態や常備薬、アレルギーなどについても確認させていただきます。

連絡先

「科学の泉」を
知ったきっかけ

よく読む新聞・雑誌・
ホームページ

　

学校行事以外での宿
泊体験について

　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　り　　　　　　　　　・　　　　　　　　　な　し

参加者の健康面、
生活面で伝えたいこ

と（ある場合）

保護者氏名

※以下は保護者の方がご記入ください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2019年4月以降、所属校が変わる場合はこちらにもご記入ください

男 女

都道

府県

西暦

・校長先生の推薦 ・担任の先生の推薦 ・以前参加した友だちの話を聞いて

・ソニー教育財団ホームページ ・科学館：（ ）

・新聞： （ ）・雑誌： （ ）

・その他： （ ）・ウェブサイト： （ ）
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②推薦書（ 先生記入）

・普段から、落ち着いて生活できますか。

1.できる 2.だいたいできる 3.できないときがある 4.できない

・人の話をよく聞くことができますか。

1.できる 2.だいたいできる 3.できないときがある 4.できない

・大きな声で話すことができますか。

1.できる 2.だいたいできる 3.できないときがある 4.できない

・自分の身の回りの整理整頓ができますか。

1.できる 2.だいたいできる 3.できないときがある 4.できない

・人と協調して生活できますか。

1.できる 2.だいたいできる 3.できないときがある 4.できない

・他の人への思いやり、優しさはみられるでしょうか。

1.とてもある 2.ある 3.普通 4.あまりない

・自然や生き物に興味はありますか。

1.とてもある 2.ある 3.普通 4.あまりない

・初めてのことに対しても、自ら積極的に取り組むことができますか。

1.できる 2.だいたいできる 3.できないときがある 4.できない

※長所あるいは気になる点がありましたらご記載ください。（集団生活・科学への興味など）

　

応募者氏名：

※推薦書は封印した上で、保護者にお渡しください。

（推薦者へのお願い）
　5泊6日の合宿生活・グループ活動をするにあたって、応募者の学校での生活状況をお知らせください。
この推薦書はグループ編成の際の資料にもなります。約30名の募集です。ご推薦をいただいても必ず
参加できるとは限りませんので、その点ご了承の程お願いいたします。

◆当てはまる数字に○印をおつけください。

推薦書

2019年 月 日

申込締切：5月7日（火）消印有効

立 学校

氏名： 印（私印）

学校名：

職名：
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「 今私が持っ ている興味やいだいている関心と 私の将来」 ③課題作文

学校名： 学年： 名前：
（2019年8月時点）
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④自己紹介

学校名： 学年： 名前：

「 自己紹介 」・枠の中を使い自分のことを自由に紹介してください

・切ったり貼ったり折ったりしないでください

・枠内に氏名は記入しないでください

（2019年8月時点）
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