
受講のしおり

平成 27 年度サイエンス・リーダーズ・キャンプ

国立大学法人旭川医科大学



サイエンス・リーダーズ・キャンプ（SLC）
サイエンス・リーダーズ・キャンプ（SLC）は高等学校教員を対象として、最先端研究を実際に体験することを通して、

普段の教育活動をより発展させてもらうことを目的として実施するものであり、本 SLC は国立大学法人旭川医科大

学が実施機関として国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) の支援を得て執り行うものです。

各受講者におかれては、この受講のしおりを熟読の上、各種手続き等を行っていただきたく思います。

会場
国立大学法人旭川医科大学   〒 078-8510 北海道旭川市緑が丘東 2 条 1 丁目 1-1（電話等は事務局参照）

　第２日〜第３日の受付、講義、実験および施設見学は大学敷地内で実施します。

主な使用施設：教育研究推進センター（電子顕微鏡室、共焦点レーザー顕微鏡室、３F カンファレンスルーム等）、

     講義実習棟第３実習室、遠隔医療センター

藤田観光ワシントンホテル旭川　〒 070-0030 北海道旭川市宮下通７丁目　tel 0166-23-7111

　第１日の開校式、基調講演、夜ミーティング、第３日のグループ協議および第４日の発表、統括講演、閉校式は

ここで実施します。

宿泊先（兼集合および解散場所）
藤田観光ワシントンホテル旭川　〒 070-0030 北海道旭川市宮下通７丁目　tel 0166-23-7111

JR 旭川駅西口より徒歩 2 分 ( 宿泊ホテル周辺の地図を次ページに掲載）

最寄りの空港から会場・宿泊先までの主な経路：
１）旭川空港より旭川市内行きバスに乗車→旭川医大→旭川駅降車（医大まで　480 円、旭川駅まで　620 円）

尚、受付後の期間中、宿泊ホテル〜本学間の送迎は本学のマイクロバスを使用致します。

２）新千歳空港駅より千歳線で札幌駅へ→函館本線で旭川駅まで（所要時間 2 時間）。なお、新千歳空港駅〜旭川

駅間には直通列車があります。

旭川駅から旭川医科大学までは旭川電気軌道７１、８４番線をご利用下さい。（300 円）

　時刻表、都市間バス、バス乗降所等は巻末の参考サイトを参照して下さい。

宿泊について
SLC は合宿研修であり、受講される皆さんは全員、原則として本学が指定する宿泊施設である藤田観光ワシントン

ホテル旭川に宿泊していただきます。藤田観光ワシントンホテル旭川の利用に当たり、宿泊費（3 泊分）および会

議室等の会場使用料は実施機関である本学が負担します。それ以外の飲食費（朝食、昼食、夕食、飲料品等）、サー

ビス料（洗濯やマッサージ等）等の使用料は受講者各人の負担となります。

事務局
　旭川医科大学 SLC 事務局　

　　総務部研究支援課社会連携係（事務担当）　 担当者　増川 0166-68-2197  rs-sr.g@asahikawa-med.ac.jp

　　看護学講座形態機能学領域 （実習内容担当）担当者　平　 0166-68-2912  hira@asahikawa-med.ac.jp

　　旭川医科大学 SLC27 ホームページ　　　　　　　　　　http://www.asahikawa-med.ac.jp/arec/SLC27/

　科学技術振興機構　

　　理数学習推進部　能力伸長グループ　SLC 事務局

　　〒 332-0012　埼玉県川口市本町 4-1-8　川口センタービル

TEL: 048-226-5669( 代表 )　 FAX: 048-226-5684

E-mail: slc@ jst.go.jp　事業ホームページ   http://www.jst.go.jp/cpse/slc/



集合と解散
集合：平成 27 年８月 3 日 15:00

藤田観光ワシントンホテル旭川２F ラベンダーの間で受付いたします。

解散：平成 27 年 8 月６日 13:00

解散も集合と同様に宿泊施設である藤田観光ワシントンホテル旭川２F ラベンダーの間になります。

遅刻および欠席について
やむを得ない理由により遅刻・欠席の事案が発生した場合はただちに旭川医科大学 SLC 事務局（事務担当）まで連

絡を入れて下さい。

遅刻・欠席により途中からの受講を希望する場合は３日目までならばこれを認めます。（最終受付期限は 8 月５日 

午前 9:00 とします。）最終受付期限を越えた場合は SLC の主旨としての実験への参加が殆どできないため認められ

ません。

遅刻・欠席により生じた受講者の損害については事務局としては保証できませんのであらかじめご了承下さい。

懇親会
８月 4 日 18:00 より旭川医科大学学生食堂で本学教員、技術職員を交えた懇親会を開催いたします。懇親会は受講

者間および受講者—研究者間のネットワークを形成する重要な機会として位置づけしておりますので、原則受講者

には全員参加でお願いします。参加費として 3000 円 ( 予定）をいただきます。８月 3 日の受付時にお支払い下さい。

宿泊ホテル近隣地図



スケジュール

　会場１：旭川医科大学 教育研究推進センター 電子顕微鏡室、共焦点レーザー顕微鏡室、遺伝子解析室２、

     　　３階カンファレンスルーム

　会場２：旭川医科大学講義実習棟第３実習室

　会場３：旭川医科大学 遠隔医療センター

　会場４：藤田観光ワシントンホテル旭川

　会場５：旭川医科大学学生食堂

日付 時間 実施内容 実施場所

8/3（月） 15:00 集合 会場4

15:00-15:20 開校式、オリエンテーション（ガイダンス、講師紹介等）

15:30-17:30 基調講演

「現代生命科学研究における先端研究技術の原理と応用」

18:00-20:00 夕食（各自）

20:00-21:30 ミーティング①夜ミーティング（受講者の交流会を兼ねる）

8/4（火）  8:20− 8:25 集合（旭川医科大学）、２日目の概要説明 会場１

 8:30- 9:45 質量分析法実習１

10:00-13:00 PCR法実習 会場２

13:00-14:30 ランチョンセミナー 会場３

「遠隔医療センター見学、遠隔カンファレンスについて」

15:00-17:00 ミーティング②「教育方法についての意見交換」 会場１

17:00-18:00 電子顕微鏡観察実習（希望者のみ）

18:00-20:00 夕食兼懇親会 会場５

20:10 藤田観光ワシントンホテル旭川へ移動

8/5（水）  8:20− 8:25 集合（旭川医科大学）、３日目の概要説明 会場１

 8:30- 9:45 質量分析法実習２

10:00-13:00 免疫染色法実習 会場２

13:00-14:00 昼食（各自）

14:00-15:00 染色標本を蛍光顕微鏡で観察しながらディスカッション 会場１

15:00-16:30 ミーティング③

「質量分析法、PCR法、免疫染色法の手法とについて研究者を交え
て疑問点や教育に応用する方法とうについてディスカッション」

16:30 藤田観光ワシントンホテル旭川へ移動

17:00-19:00 夕食（各自）

19:30-21:30  ミーティング④ 会場４

「合宿で学んだ先端研究、技術をどのように教育活動に活かすか？
ディスカッションとプレゼンファイルの作成」

8/6（木） 8:45 集合（藤田観光ワシントンホテル旭川）、４日目の概要説明 会場４

9:00-10:30  発表会「先端研究、技術をどのように教育活動に活かすか？」

10:45-12:15 統括講演

12:30-13:00 閉校式

13:00 解散



受講者の旅費支給について
受講者の旅費を本学規則に基づき支給致します。但し５万円を超える場合、超過分は受講者の負担となります。支

給規定は下記の通りです。

（１）旅費支給対象

　　 受講者の勤務先から会場までの往復の交通費

・路程の算出は、時刻表等によるものとし、これに記載されていない路線については、極力信用するに足る資

料により行います。

・会場の最寄りの鉄道駅等の記載方法は次のとおりとします。

　  交通機関：ＪＲ　　　　　　　　　　　　　　駅名等：旭川駅

　　　　　　　バス（空港および旭川駅→会場）　　　旭川医大前

　　　　　　　高速バス　　　　　　　　　　　

（２）旅費支給基準（詳細は下記「旅費早見表」参照）

・交通費は、原則として実費を支給いたします。

（所要金額、所要時間、経路、乗換回数等を勘案し、合理的な経路で算定します。）

・特急料金は片道 1 区間 100㎞以上の場合に支給対象となります。

・急行料金は片道 1 区間 50㎞以上の場合に支給対象となります。

・座席指定料金は片道 1 区間 100㎞以上の場合に支給対象となります。

・Ｓきっぷが利用できる区間では、Ｓきっぷ料金の支給となります。

・新幹線ご利用の場合はひかりの料金で支給いたします。

・航空機使用の場合は、搭乗券の半券と領収書の提出が必要になります。

・特別座席料金（グリーン車・クラスＪ・スーパーシート等）は支給対象外です。

・交通費は、原則として公共交通機関によるものとします。ただし、公共交通機関を使用できない合理的な理由

がある場合は、理由書を添えてご相談下さい。事前にご相談頂かなかった場合、旅費支給ができなくなる場合

がございますのでご注意下さい。

・移動に伴い前泊・後泊が必要な場合はご相談下さい。

旅費精算方法
上記規則に従い旅費の算定、精算を行うため、受講者各位には事前に交通経路調査表に往路および復路の経路を記

載し本学に提出していただき、経路の合理性を確認させていただいたうえ旅費を算定いたします。旅費の計算上の

出発地は上記の通り自宅ではなく勤務先ですのでご注意下さい。ただし実際の移動に当たっては自宅からの出発で

かまいません。支払いは後日（事業終了後、航空機搭乗券の半券等の必要書類が速やかに揃い、問題が無ければ８

月末にお支払いする予定です。）、受講者各人の指定された銀行口座への振込によりお支払いいたします。交通経路

調査表は次ページに掲載しておく他、本学 SLC のウェブサイトにアップロードしておりますので、ダウンロードし

てお使い下さい。



 
	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 	 

	 	 	 

	 

	 	 	 

	 	 

	 	 

	 

	 	 

	 	 

	 

	 	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

	 	 
	 

	 	 

	 
	 	 

	 

	 	 

	 	 

	 



用意するもの・服装
１）実験にあたっては白衣の着用をお願いします。各自用意してください。

２）常備薬、健康保険証は必ず携帯してください。健康上で何か注意を要することがあれば事前にお知らせ下さい。

３）パソコン：各実習のまとめや最終日のプレゼンに使用します。PowerPoint や KeyNote 等のプレゼン用のソフ

トをインストールしたパソコンをご用意下さい。

４）自己 PR のための資料やプレゼンに利用できると思われる資料はご持参いただき積極的に活用していただく事

を期待しております。

保険について
ＪＳＴは、万が一の事故発生等に備え、受講者を被保険者とした旅行傷害保険と、

各会場のプログラムに応じた賠償保険に加入いたします。

（詳細については、別途通知いたします。）

写真および成果物の利用について
１）本 SLC 実施中に記録のため実験風景等を撮影致します。撮影された受講者の写真は本学のウェブサイト、広報

用のパンフレット、開催報告書、論文等で使用する可能性があります。

２）本 SLC の合宿およびその後の本 SLC に関わる活動でで作成したプレゼンテーション用等の資料およびその内容

の著作権は本学が所有するものとします。ただし、受講者が SLC 後、所属機関内や対外的な発表の場で著作権

が本学に属する事を明記した上で使用、引用する場合は、本学の事前の許可なく利用する事を認めます。

３）受講者は上記２点を承諾したと見なします。

合宿前の活動について
合宿前に、合宿中のミーティング等に活用するためレポート乃至アンケートの提出をお願いします。詳細について

はメーリングリスト及び本学の SLC27 のホームページでお知らせいたします。

合宿後の活動について
本 SLC はプログラム日程にも記載した通り、合宿による活動だけではなく実際の教育現場での活用も含めた活動で

す。合宿終了後の各受講者の本 SLC の内容を活かした活動に関して下記の報告等をお願いします。

１）各受講者の教育現場に沿った合宿の内容を活かした教育活動の立案とその実践を行っていただき、①教育実

践計画書の提出と、②実践レポートの提出をお願いします。教育実践計画書の締め切りは平成 27 年 10 月末、

実践レポートの締め切りを平成 28 年２月末とします。教育実践計画書についてはその実効性や SLC の内容の

活用度を勘案して評価いたします。

２）上記教育実践計画および実践レポート等の中から選考し、平成 28 年 1 月〜２月に予定しているテレビ会議シ

ステムを用いた遠隔カンファレンスでの発表を行っていただきたいと考えております。

３）上記以外で合宿後に行った教育実践活動（講演会への参加（発表および聴講））、地域における教育連携活動等

など行った場合に本学 SLC 事務局までご報告を頂きます。

上記の活動等は全て各受講者の評価として点数化し JST に報告します。評価項目、評価基準等は改めてお知らせす

る予定です。受講者各位におかれましてはこの点を十分にご理解いただき積極的な合宿参加をよろしくお願いしま

す。

参考サイト
１）藤田観光ワシントンホテル旭川　  http://washington-hotels.jp/asahikawa/

２）旭川空港ー旭川医大ー旭川駅バス時刻表　　 http://www.asahikawa-denkikidou.jp/jikoku.html

３）旭川駅周辺バス乗降所   http://time.ajnet.ne.jp/elibus.html

４）北海道都市間バス      　  http://www.hokkaido-bus-kyokai.jp/toshikan.html


