
タイトル 日付 内容 会場 申込期間 担当

終了
2020年　東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

自転車ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ競技ﾃｽﾄｲﾍﾞﾝﾄ
「ｺｰｽｻﾎﾟｰﾀｰ募集」

7/21(日)

2020年の夏に開催される東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯ
ｸ。
自転車ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ競技のｺｰｽには相模原市区間
約30kmが含まれ、このｺｰｽ沿道において大会運
営のｻﾎﾟｰﾄをするｺｰｽｻﾎﾟｰﾀｰ（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）の募集
です。

相模原市内
※組織委員会が指定する

活動場所

自転車ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
競技ｺｰｽ及びその周辺

3/29(金)
午後5時まで
※消印有効

体育／植杉

理化学研究所　和光地区
5/31（金）まで

※必着
英語／倉田 終了

かながわｻｲｴﾝｽｻﾏｰ2019

「一日技能教室」
7/24（水）

県立職業技術校及び神奈川障害者職業能力開
発校で無料の体験型ｲﾍﾞﾝﾄを開催します。機械を
使ったものづくりなど、12のｺｰｽに分かれており、
訓練の体験や施設見学ができます。

かなﾃｸｶﾚｯｼﾞ東部
（神奈川県立東部
総合職業技術校）

7/16（火）まで
先着順

（各ｺｰｽ10名程度）
数学／遠藤

高校生向け異文化理解
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力向上講座

7/21（日）

１．ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力ｱｯﾌﾟにつなげる英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力測定ﾃｽﾄの過去の問題の
中から大学生活などに関するﾄﾋﾟｯｸを例に、正確
な聞き取りや早く反応して答える方法を学びま
す。

２．楽しいｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞのｺﾂをつかもう！！～目と耳
を使って～
見たことや聞いたことを、英語でわかりやすく相
手に伝えるための練習をします。

３．Basic Skills for Discussion
身近なﾄﾋﾟｯｸについて意見交換をしながら、相手
の話をよく聞き、応答したり確認したりする「やり
取り」の基本を学び、同時に自然な英語表現を
身につけます。

神奈川県立国際
言語文化ｱｶﾃﾞﾐｱ

研修室
7/10（水）まで 数学／遠藤

終了

ＲＩＫＥＮ和光
ｻｲｴﾝｽ合宿2019

7/24（水）～26（金）

終了

理研の最新研究成果に触れ、最先端の研究・技
術を体験する合宿ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。
この合宿は、研究者の指導のもとに参加者自身
が実験・考察を行い、更にその結果をまとめて発
表します。第一線で活躍する研究者・技術者から
研究者として必要な姿勢等を学べる貴重な機会
です。

かながわ発
中高生のための
ｻｲｴﾝｽﾌｪｱ2019

7/13（土）

食や電気、情報ｼｽﾃﾑなど、身近にある化学の不
思議や理工系の魅力を直接体験できます。大学
や企業が多数参加しており、文科系か理工系か
で進学先を迷っている皆さんには、日常生活で
はあまり身近でない理工系の世界を体験するこ
とで、理工系を選択した場合の自分の将来を具
体的にｲﾒｰｼﾞすることができるｻｲｴﾝｽﾌｪｱです。

そごう横浜店　９Ｆ
新都市ﾎｰﾙ

― 数学／遠藤 終了

終了数学／遠藤

7/5（金）まで
定員60名

講義
7/15（月）

ｺﾝﾃｽﾄ
8/24（土）

横浜国立大学
ﾒﾃﾞｨｱﾎｰﾙ（予定）

7/26（金）まで
定員100名

都市科学入門
―都市科学部
4学科の講義を

体験する―

かながわ
ｻｲｴﾝｽ

ｻﾏｰ2019

「中学生・高校生
向け公開講座
ﾌﾟﾚ・ｶﾚｯｼﾞ」

8/5（月）

高校生に海や船、ものづくりの魅力を伝えるため
に講義とｺﾝﾃｽﾄが実施されます。まず7/15(月）
（予定）に船や魚のひれに関する公開講座として
下記の講義が開かれます。

(1)船はどんなふうに浮くの?
(2)船はどうやったら速く走れるの？
(3)ひれ推進模型の制御について

その後、各高校の参加ﾁｰﾑはひれ推進模型を製
作し、8/24(土）に大型実験水槽にてｽﾋﾟｰﾄﾞ等を
競うｺﾝﾃｽﾄが行われます。

横浜国立大学
都市科学部講義棟
教育学部講義棟
8号館101教室

第13回
海洋空間の

ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝｶｯﾌﾟ
ひれ推進ｺﾝﾃｽﾄ

都市科学部は2017年にｽﾀｰﾄした新学部であり、
都市の魅力を高め、ｲﾝﾌﾗ･環境･災害･まちづくり
などの課題に文理融合の視点から科学的に取り
組むものです。本講座では、各学科（都市社会
共生学科、建築学科、都市基盤学科、環境ﾘｽｸ
共生学科）で何を学ぶのか、その概要と実際の
講義に触れてもらいます。
※原則として、すべての講義を受講して下さい。

横浜国立大学
船舶海洋工学棟

３階講義室
大型実験水槽

終了

中学生・高校生を対象に、大学の専門的な設備
や実習を体験してもらうことで、中高生により理
系分野の学びに興味を持ってもらおうという化学
教室です。
この機会に、化学の不思議に触れてみてくださ
い。

― 数学／遠藤

高校生のﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝを競う全国規模の大会で
す。ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝｼｰﾄをＷＥＢ上で提出し、審査が
行われます。全ての応募ﾌﾟﾗﾝについて、ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
などのｺﾒﾝﾄがついた審査結果通知が送られるの
で、ぜひﾁｬﾚﾝｼﾞしてください。

11月下旬
ﾌｧｲﾅﾘｽﾄ発表

かながわｻｲｴﾝｽｻﾏｰ2019

関東学院大学
夏の体験教室

「1日体験化学教室」

7/27（土）
関東学院大学
横浜・金沢八景

ｷｬﾝﾊﾟｽ

9/25（水）まで
※必着

英語／倉田

東京大学伊藤謝恩ﾎｰﾙ

7/1（月）～9/25（水）
応募受付期間

―

2020/1/12（日）
最終審査会・
表彰式の開催

応募受付
終了

第７回高校生
ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ



― 終了

第一相澤ﾋﾞﾙ６Ｆ
会議室

2020年夏出発
ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換学生募集

8/3（土）
合同説明会

ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは、海外の人々と交
流し、異文化を体験することによって、生涯にわ
たる国際理解の種をまく機会を多くの青少年に
提供しています。
他国の教育制度を体験することで、学業面でも
人間的にも成長を遂げることができ、また、世界
に対する視野が広がり、自己に対する理解も深
まります。

10/24（木）までに
面接

10/25（金）必着
申請書類

数学／遠藤

11/9（土）、10（日）
選考試験

―

当日先着順
（各回30名）

素粒子を捕まえよう

色をもつ分子と色を放つ分子

生物発光と
蛍光NO LIGHT NO BIOLOGY

北里大学
相模原ｷｬﾝﾊﾟｽ
理学部Ｓ号館

数学／遠藤 終了

物理学科 ：

化学科 ：

生物科学科 ：

8/3（土）、4（日）

かながわｻｲｴﾝｽｻﾏｰ2019

「ｵｰﾌﾟﾝﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ
（科学実験体験）」

8/25（日）
午前と午後に
同内容で開催

物理学科 ：

化学科 ：

生物科学科 ：

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟで音や
光の性質を調べる

香る分子の合成

生命情報物質である
DNAを使って実験しよう

終了8/3（土）
ﾆｭｰｽﾊﾟｰｸ

（日本新聞博物館）
2階・ｲﾍﾞﾝﾄﾙｰﾑ

かながわｻｲｴﾝｽｻﾏｰ2019

Logy & Nomy
with Newspaper

Logy&Nomyは、「環境問題と経済とのつながり」
や「国際協力」を楽しく学べるﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑです。参
加者は「工業国」「資源国」「森林国」「資産国」の
四つの国に分かれ、自分の国の発展を目指しま
す。自国の利益だけを追求しようとすると、思っ
たように発展しないことも。
ｹﾞｰﾑ終了後には全国各地の新聞記事を使い、
ｹﾞｰﾑで出てきた環境問題について振り返りま
す。

数学／遠藤先着40名

終了

ｾｰﾘﾝｸﾞ海上体験 7/27（土）、28日（日）

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸでは、ｾｰﾘﾝｸﾞ競技が江の島で開催
されます。
ｾｰﾘﾝｸﾞをもっと身近に感じてもらうため、初心者
向けﾃﾞｨﾝｷﾞｰを用いた海上でのｾｰﾘﾝｸﾞ体験やﾜｰ
ｸｼｮｯﾌﾟが実施されます。

八景島ﾏﾘｰﾅ 7/13（土）まで 英語／倉田

かながわｻｲｴﾝｽｻﾏｰ2019

「繁殖ｾﾝﾀｰ科学ｽｸｰﾙ
～ＤＮＡの抽出実験と施設見学～」

7/28（日）

横浜市繁殖ｾﾝﾀｰは、よこはま動物園内にある非
公開の施設で、希少動物の生息域外保全と、繁
殖を目的とした調査研究を行っています。
科学ｽｸｰﾙでは、繁殖ｾﾝﾀｰを見学したりDNAを
抽出する実験を体験できます。

横浜市繁殖ｾﾝﾀｰ
（よこはま動物園内）

7/12（金）必着
定員16名

数学／遠藤

終了

世界との対話と協働
ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ
高校生ﾌｫｰﾗﾑ

7/27(土)～
　　　　8/1(木)

終了
かながわｻｲｴﾝｽｻﾏｰ2019

「温泉をしらべてみよう
～温泉鑑定入門～」

8/2（金）
温泉の成分をかんたんな方法でしらべて、神奈
川県にはいろいろな温泉があることを体験しま
す。

温泉地学研究所
2階会議室

7/16（火）17時まで
（必着）

定員20組40名
数学／遠藤

Enjoy！地球の旅人
上海から見た日中関係の

現状と展望
7/30（火）

外務省入省以来中国に通算5回在勤、直近では
今年1月まで上海総領事を務めていた片山外務
省研修所所長を講師に迎え、日中関係につい
て、上海総領事としての3年4か月の現地生活で
身をもって感じたことや、今後の日中関係を発展
させる上で重要と考える視点について講演があ
ります。

外務省研修所
7/17（水）まで
申込順160名

終了

終了7/31（水） 7/24（水）まで 英語／倉田

英語／倉田

英語／倉田 終了

終了

高校生を対象に聴覚障害についての講演、ﾐﾆ手
話教室、要約筆記体験、難聴体験、ｽﾀｼﾞｵ見学
等を行います。

神奈川県
聴覚障害者福祉ｾﾝﾀｰ

聴覚障害について
知る講座

国際社会で活躍できるﾘｰﾀﾞｰの育成を図るた
め、ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ諸国・地域から高校生を招へ
い。世界に共通する諸課題について意見交換や
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝなどを通して交流をします。

和歌山県内の施設
1/11（金）まで

※必着
英語／倉田

―
ﾌﾟﾛﾐﾃｨ

ふちのベﾋﾞﾙ
2階　F会議室

ﾍﾟﾙｰの音楽を楽しみながら、樹脂粘土で民族衣
装を着たさがみんｷｰﾎﾙﾀﾞｰを作成しませんか？
ﾍﾟﾙｰの飲み物やお菓子もご用意しており、ﾍﾟﾙｰ
紹介ｺｰﾅｰでは、民芸品・楽器、観光地・料理の
写真と油絵などを展示します。

7/28（日）
樹脂粘土教室

さがみん＆ﾍﾟﾙｰ



かながわｻｲｴﾝｽｻﾏｰ2019

「がん細胞を探し出せ！」
8/8（木）

細胞って何？遺伝子って何をしているの？という
初歩的なことから、顕微鏡での観察、実験、DNA
鑑定などを通して、がん研究の最前線を紹介し
ます。現役の研究者の方が講師や実験のｻﾎﾟｰﾄ
をしてくださるので、科学に興味がある人におす
すめです！

普段入ることのできない大学研究室での実習を
通して、科学の面白さを体感することのできる絶
好の機会です。夏休みの1日、お友達も誘ってぜ
ひ大学の研究を体感してみませんか？

終了数学／遠藤

7/21（日）
定員約100名

（各Menu10名程度）
先着順

日本大学
生物資源科学部

Menu 1　：

 
Menu 2　：

 
Menu 3　：

 
Menu 4　：

Menu 5　：
 

Menu 6　：

 
Menu 7　：

 
Menu 8　：

 
Menu 9　：

 
Menu 10　：

かながわｻｲｴﾝｽｻﾏｰ2019

「ｻｲｴﾝｽｽｸｰﾙ
　　　　　for ｶﾞｰﾙｽﾞ2019」

（女子高生限定）

8/5（月）

豆腐はなぜ固まるのか
～料理は化学である～

有機合成でつくる
あなただけのｱﾛﾏ

ﾊﾟｲﾝｾﾞﾘｰが固まらない謎
～謎を解くｶｷﾞを知ろう！～

森の土は呼吸している？
～森林生態系の不思議な世界～

「おいしさ」を作る調理科学

安全な食品を届けるために
～食中毒菌の見つけ方～

お茶と日本と熱帯と
～お茶からみえる世界の環境～

赤ﾄﾏﾄで医者いらず？
～野菜・果物の成分と働き～

野生動物を見る！知る！捕る？

身近な酵素と遺伝子組み換え

女子高校生のための実験・実習ｾﾐﾅｰです。
下記の10のMenuに分かれています。

7/21（日）
定員約80名

（各Menu10名程度）
先着順

数学／遠藤

植物色素で身近なものの
酸性／ｱﾙｶﾘ性を確かめよう

湿布薬に使われている
あの匂いの有効成分を作ろう！

香りで遊ぼう！
～植物の香りでｱﾛﾏｷｬﾝﾄﾞﾙを作る

血液って固まる？固まらない？

ﾗｸﾀｰｾﾞの誘導
～大腸菌が食べ物を選ぶﾒｶﾆｽﾞﾑ

ﾖｰｸﾞﾙﾄ中の乳酸菌を見てみよう！

ﾖｰｸﾞﾙﾄ、ﾁｰｽﾞ、ﾊﾞﾀｰが
できる仕組みを知ろう

植物DNAの抽出と
PCRによる遺伝子増幅

かながわｻｲｴﾝｽｻﾏｰ2019

「ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ・ｽｸｰﾙ2019」
8/8（木） 終了

神奈川県立がんｾﾝﾀｰ
7/10（水）
消印有効

かながわ
ﾊｲｽｸｰﾙ議会2019

8/6（火）
開会式・委員会

高校生が議員となり事前に区分けした8つの委
員会に所属し、その中で意見交換や議論を行い
ます。そして最終日には各委員会の委員長が順
次登壇し、知事へ委員会審議結果を報告すると
ともに政策提言を行います。

新庁舎議場、
万国橋会議ｾﾝﾀｰ

6/30（日）まで

終了

Menu 1　：

 
Menu 2　：

 
Menu 3　：

 
Menu 4　：

Menu 5　：

 
Menu 6　：

 
Menu 7　：

 
Menu 8　：

終了

8/8（木）
委員会

（政策提言取りまとめ）
万国橋会議ｾﾝﾀｰ

8/16（金）
本会議

（知事への質問、
政策提言）

新庁舎議場

英語／倉田

高校生のための実験ｾﾐﾅｰです。
下記の8のMenuに分かれています。

日本大学
生物資源科学部

数学／遠藤 終了

女子中高生夏の学校2019
～科学・技術・

人との出会い～
8/9（金）～11（日）

女子中高生が化学や技術にふれ、その世界で
活躍する女性たちとつながり、理系進路の魅力
を知ってもらう2泊3日の合宿研修です。
理系の研究者や技術者、大学生・大学院生等と
交流することができます。

国立女性教育会館
（NWEC）

6/21（金）まで 数学／遠藤

横浜市立大学
鶴見ｷｬﾝﾊﾟｽ

7/10（水）

　希望者多数の
場合は抽選

数学／遠藤 終了

ｻｲﾎﾞｰｸﾞ義手を作ろう！
～人・機械融合技術の体験学習～

8/9（金）、10（土）

参加者は横浜国立大学ｻｲﾊﾞｰﾛﾎﾞﾃｨｸｽ研究室
の高校研究員となり、からだの一部を機械で置
き換えるｻｲﾎﾞｰｸﾞ技術を学び、実際のｻｲﾋﾞｰｸﾞ義
手の開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに参加すること（加工、組立、
成果発表）を通じて、先端科学技術を実現化する
ﾌﾟﾛｾｽを深く体験することができます。

神奈川県立青少年ｾﾝﾀｰ
科学部

7/12（金）必着 数学／遠藤 終了

かながわｻｲｴﾝｽｻﾏｰ2019

「ひらめき☆ときめきｻｲｴﾝｽ
遺伝子ってなんだろう？

～色で探る遺伝情報の読み出し～」

8/10（土）

終了夏休み体験発掘

中学生・高校生を対象とした遺跡の発掘体験ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑです。遺跡の発掘調査体験のほかに、縄文
土器の文様を写しとる「拓本」などの出土品整理
体験もできます。
考古学に興味のある方はぜひ参加してみてくだ
さい。

8/8（木）、9（金） 英語／倉田
7/24(水)

当日消印有効
定員各日10名程度

秦野市
横野山王原遺跡



第５回　高校生
外国人

「おもてなしｱｲﾃﾞｱ」
ｺﾝﾃｽﾄ

受付終了

表彰式
11月下旬～12月初旬

（予定）

結果発表
11月中旬（予定）

募集期間
9/2（月）～30（月）

英語／倉田
9/30（月）

当日消印有効
―

近年、外国人の観光客は増加していますが、あ
なたなら、神奈川を訪れる外国人の観光客や友
人をどのように「おもてなし」しますか？高校生な
らではの感覚で、「これがおもしろい！」「喜んで
もらえる！」という「かながわの魅力」を発見し、
自由な発想で外国人の観光客や友人を「おもて
なし」するｱｲﾃﾞｱを募集します。是非、ご応募くだ
さい！

終了

8/30（金）まで
食べられるﾀﾞﾑｴﾚｷくんを

募集します！ 終了英語／倉田
8/30（金）

必着

神奈川県が管理するﾀﾞﾑ・発電所にもっと多くの
人に親しみを持ってもらうため、ｼﾝﾎﾞﾙｷｬﾗｸﾀｰで
ある「ﾀﾞﾑｴﾚｷくん」をﾓﾁｰﾌにしたお弁当、ﾊﾟﾝ、ｸｯ
ｷｰなど食べ物の作品を募集します。
応募作品には、材料に「かながわﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」の食材
を1つ以上入れてください。

―

―

相模原市社会福祉協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰでは、
学生のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動希望者に向け、市内の高齢
者や障がい者施設、保育園など、様々なﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱ活動を紹介しています。
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を通して、違う自分を発見したい！
いつもとは違った夏にしたい！そんな想いをもっ
た学生の皆さん、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱをはじめませんか？
お近くのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ窓口までお問合せくださ
い。

― 英語／倉田夏休みﾎﾞﾗﾝﾃｨｱはじめませんか？ 8月末まで

8/21（水）
午前の部・午後の部ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ講習会

8/22（木）、23（金）
午前の部・午後の部

8/20（火）
午前の部・午後の部

ﾛﾎﾞｯﾄゆうえんち

青少年ｾﾝﾀｰ科学部
（ﾌﾟﾛﾐﾃｨ厚木）科学体験室

青少年ｾﾝﾀｰ
（横浜　紅葉ヶ丘）

3階　研修室2

ﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ「ROBO-ONE」「ROBO-ONE Light」
での優勝経験のあるｴﾝｼﾞﾆｱの方々に、ﾛﾎﾞｯﾄの
技術やﾉｳﾊｳをｾﾞﾛから教えていただく講習会で
す。
ﾛﾎﾞｯﾄの扱い方はもちろん、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞをして実
際にﾛﾎﾞｯﾄを動かすことができます。
また、講習を2回以上受講すると、ﾚﾝﾀﾙﾛﾎﾞｯﾄ
で、ROBO-ONE認定大会、ROBO-ONE本戦へ
出場することができます。ﾛﾎﾞｯﾄをﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑし、実
際に大会に出られるこのﾁｬﾝｽに、是非ご参加く
ださい。

数学／遠藤

定員になり次第
受付終了

（各日程・各時間
12名先着順）

麻布大学でここだけの科学体験をしませんか？
水生植物の組織培養を行います。
寒天培地の調製、水生植物ﾎﾃｲｱｵｲの講義から
ﾎﾃｲｱｵｲ組織の切り出しと植え込みを体験できま
す。

8/23（金）中高生ｻｲｴﾝｽｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 終了数学／遠藤７月末まで
麻布大学

生命・環境科学部棟
4階　Ｌ401実習室

終了

終了
ﾄﾞｸﾀｰｱｷﾔﾏと科学を

おもいっきり楽しもう！
ﾘﾀｰﾝｽﾞ

8/18（日）

ﾃﾚﾋﾞやﾗｼﾞｵにも出演しているﾄﾞｸﾀｰｱｷﾔﾏさんとｻ
ｲｴﾝｽを楽しみませんか？おうちでもできる実験ﾚ
ｼﾋﾟやお土産もあります。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例
・入浴剤とﾗﾑﾈ菓子って同じなの？
　（ｵﾘｼﾞﾅﾙ入浴剤を作ろう）
・不思議な色と光の世界
　（ｲﾝｽﾀﾝﾄ虹発生器を作ろう）
・ｲｸﾗもｽﾗｲﾑも一緒なの？
　（なぜか固まるﾌﾟﾆｮﾌﾟﾆｮ体験）
などなど…

ビナレッジ
（海老名市）

7/17（水）必着 数学／遠藤

9/5（火）必着―

税について、学校教育の中で学習したことや自
分自身の経験・体験などを通して考えたことを作
文にして応募してください。
ﾃｰﾏは　「税の意義と役割について考えたこと」で
す。

9/5（火）必着

障害者週間
体験作文募集

道徳科をはじめとして、『いのち』のかけがえのな
さや、夢や希望をもって生きること、人への思い
やり、互いに支え合って生きることの大切さなど
を実感してもらうため、作文募集を実施していま
す。

応募作文例としては、
・人間の命について、友達と対話し議論する中
で、感じたことや考えたこと
・誕生日に、保護者から「生まれた日」の話を聞
いた際の思いを綴ったもの
・地域の防災ｲﾍﾞﾝﾄに参加し、自分の命を守るた
めに必要なものを学んだこと

かながわ環境ﾎﾟｽﾀｰ
・標語ｺﾝｸｰﾙ

終了税に関する高校生の作文 数学／遠藤

終了

全ての国民が、障害の有無にかかわらず、互い
に人格と個性を尊重し合い、理解し合いながら生
きることのできる「共生社会」を実現するため、障
害や障害のある人に対する身近な体験や自分
の思いを作文にして応募してみませんか？
作文の募集テーマは「出会い、ふれあい、心の
輪―障害のある人とない人との心のふれあい体
験を広げよう―」です。

9/10（火）
必着

―

英語／倉田―

みなさんが取り組んでいるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動につい
て、文章でまとめ、応募用紙に記入して応募しま
す。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の概要、きっかけ、自分の役割
や工夫したこと、その後の反響や学んだこと、感
じたことを記入してください。
審査のﾎﾟｲﾝﾄは【地域貢献度】、【発想力】、【企画
力】、【実行力】、【ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ】、【学んだこと・感じ
たこと】を総合的に審査されます。

終了

終了

英語／倉田

英語／倉田

神奈川県では、県内の学校に在学する児童・生
徒を対象に作品制作を通じて地球環境保全、環
境美化や３Ｒ（ﾘﾃﾞｭｰｽ、ﾘﾕｰｽ、ﾘｻｲｸﾙ）、野生鳥
類保護に対する意識を高めることを目的として、
環境に関する下記の四つのﾎﾟｽﾀｰ・標準ｺﾝｸｰﾙ
を実施しています。

・かながわ地球環境保全ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ
・かながわｺﾞﾐｾﾞﾛｸﾘｰﾝﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ
・愛鳥週間用ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ
・かながわｺﾞﾐｾﾞﾛｸﾘｰﾝ標語ｺﾝｸｰﾙ

英語／倉田

終了

9/10（火）必着―

9/10（火）まで―

第23回
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｽﾋﾟﾘｯﾄ・ｱﾜｰﾄﾞ

9/9（月）
当日消印有効

9/10（火）必着

9/10（火）まで

9/9（月）

第7回
「いのちの授業」大賞作文

募集について
9/10（火）



終了
日本大学

生物資源学科部
博物館（３号館）４階

第２講義室

「神奈川県植物誌2018」の作成過程や調査結果
などを紹介します。さわれる植物標本などを使っ
て、植物の同定にﾁｬﾚﾝｼﾞできます。

11/9（土）
植物誌の世界

～『神奈川県植物誌2018』の活用～
数学／遠藤申込不要

終了9/30（月） 英語／倉田
薬物乱用防止広報啓発
映像・ﾎﾟｽﾀｰ作品募集

主に中高生をはじめとした青少年を対象に薬物
乱用の危険性・有害性を啓発するとともに、自分
の生涯にわたる健康の維持促進、夢の達成のた
めに薬物の誘いには乗らない、やらないといった
強い意志を表現してください。

―
9/30（月）

必着

受付終了英語／倉田
8/31（土）

必着
神奈川県内

東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
聖火ﾘﾚｰ

神奈川県内を走る聖火ﾗﾝﾅｰを募集しています。
東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ聖火ﾗﾝﾅｰは、聖火ﾘﾚｰのｺﾝｾ
ﾌﾟﾄであある「Hope Lights Our Way（英語）／希望
の道を、つなごう。（日本語）」に沿って、都道府
県実行委員会や聖火ﾘﾚｰﾊﾟｰﾄﾅｰなどからの公
募または推薦により選定され、このｺﾝｾﾌﾟﾄを広く
発信する役割を担うこととなります。

2020/6/29（月）～
7/1（水）

高校生版教育委員会
委員を募集します！

～皆さんの教育に対する思いを
聞かせてください！～

終了英語／倉田8/19（月）まで
神奈川県立

湘南高等学校

県内の高等学校に在籍する生徒を対象に、教育
委員会委員及び教育局幹部の方々と意見交換
を行います。高校性委員のみなさんの意見は、
今後の教育施策に生かされます。

11/12（火）

9/21（土） 終了数学／遠藤

高校卒業以降に大学等の高等教育機関へ留学
を希望する方のための説明会です。（高校在籍
中の留学は含まれません。）
留学の動機、準備、留学後の進路や就職など、
先輩の体験談を参考にしてみませんか？東京会
場ではｲｷﾞﾘｽ・中国・ｵｰｽﾄﾗﾘｱへの留学経験者
の方々が体験談をお話ししてくださる予定です。
日本学生支援機構の奨学金制度の説明もあり
ます。

東京国際交流館
ﾌﾟﾗｻﾞ平成

３Ｆ　国際交流会議場

数学／遠藤9/22（日） 終了神奈川県立青少年ｾﾝﾀｰ
紅葉坂ﾎｰﾙ

参加者申込
8/15（木）まで

観覧申込
9/17（火）まで

9/21（土）まで

「舞台づくりが楽しくなる！創作のためのｽｷﾙｱｯ
ﾌﾟｸﾗｽ！」
事前に講師が設定した課題に沿って学生が創作
した小作品を募り、応募のあった学校がﾎｰﾙ舞
台で上演し、講師が作品に対するｱﾄﾞﾊﾞｲｽ等を行
います。（作品の優劣を競うものではありませ
ん。）
劇場を使った実践的な舞台づくりを通してｽｷﾙｱｯ
ﾌﾟを図るとともに、表現の多様性や可能性を体感
することができる参加型ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。

神奈川県
学校演劇交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

海外留学説明会へ行こう！
「わたしがつくる海外留学（東京）」

東京大学
本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ

国際学術総合研究棟
３番大教室

大学で心理学を学んでみたい高校生を主な対象
とした３つの講演です。

・内田照久さん（大学入試ｾﾝﾀｰ）
　　　　　　「“聴く”の不可思議・摩訶不思議」

・石川 将也さん（ﾕｰﾌﾗﾃｽ）
　　　　　　「“映像”は頭の中で完成する
　　　　　　　　　　　　～映像表現と視覚認知」

・渡邊淳司さん
　　　（NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科学基礎研究所）
　　　　　　「“自分事”として理解する、
　　　　　　　　　　　　　　　触れて感じるしくみ」

10/27（日）
『こころ』ってそうなっているのか！

基本心理学が拓く「こころ」の不思議
『視て、聴いて、触って知る心理学』

終了数学／遠藤当日参加


