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ロゴデザイン：加藤広恵 

第 5 回サイエンスリンクフェスタ 

出展のご案内 
 

 

NPO法人サイエンスリンクは、2012年の夏より大学生による体験型科学イベント「サイエ

ンスリンク」を運営し、2019年8月には第11回を無事開催することができました。今回は 

5回目の開催となります、団体間の交流を目的とした企画「サイエンスリンクフェスタ」

の出展団体を募集いたします。こちらの案内をご一読の上、是非出展をご検討下さい。 

 

 

目次:  

 1.企画概要        （ p.2 – p.3 ） 

 2.出展形式・応募方法     （ p.4 – p.6 ） 

 3.出展スケジュール    （ p.7 ） 

4.諸注意・お願い         （ p.8 ） 

5.昨年度の様子          （ p.9 ） 
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1. 企画概要 

 サイエンスリンクフェスタは、“科学の面白さを伝える”活動（以下サイエンスコミュニ

ケーション活動、SC 活動と呼ぶ）を行なっている大学生・高校生の交流を目的としたイ

ベントです。普段行っている活動を披露し合っていただくことにより団体間での交流や刺

激となること、さらにはこの SC 業界全体を活性化していくことを目的としております。

以下が企画の概要となります。 

 

日時     2020 年 3 月 29 日(日) 10:00～17:00(15:00 受付終了) 

(当日終了後に懇親会を予定) 

会場     スマートコミュニティセンター(ラゾーナ川崎東芝ビル 3 階) 

主催     NPO 法人サイエンスリンク、東芝未来科学館 

後援     公益財団法人東京応化科学技術振興財団、 

NPO 法人ガリレオ工房（申請予定） 

対象     高校生以上の SC 活動に関心のある方 

想定来場者数  200 人 

入場料     無料 

団体予定数   関東および関東より遠方の大学生・高校生団体計 10 団体程度の出展を

想定しております。 

形式 日頃実施している小学生等を対象とした科学体験の場を、普段伝える側

である者同士で見せ合います。出展形式はブース、ショー、ワークショ

ップ、ポスター発表等を想定しております。また、他にも何かやりたい

企画等がございましたらお気軽にご相談下さい。 

 

企画コンセプト 

  コンセプトは大きく 2 つです。 

1. 普段活動をともにしない団体同士を結びつけること。 

2. 学生団体による SC 活動を一般の高校生・社会人の方に知っていただくこと。 

１つ目は、普段は個々に活動している団体が集まり、それぞれの活動を披露し合うこ

とで双方の SC 活動の活性化を目指します。2 つ目は、高校生以上に対象を絞ってイベン

トを実施することで、学生 SC 業界全体のさらなる活性化を目指します。 

 

実施内容 

普段の活動で行っている小学生等を対象としたブース形式やショー形式、または実験

教室形式等、各団体が最も得意な方法で科学体験の場を提供し合います。他団体が普段

行っている活動を知ることを通して、新たな発見や学びが得られることを図ります。ま
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た、本イベントの対象を高校生以上とすることで、実験の背景など普段は子どもたちに

見せないような一面も披露することができ、各団体にとって新たな形のサイエンスコミ

ュニケーションとなることを期待します。そして、一般のお客様にもこの SC 活動を知

っていただき、SC 団体の今後の活躍の場を広げるきっかけとなることを目指します。 

また、出展者同士の交流の促進のために、交流スタッフ(2.2 交流スタッフ を参照)と

いう制度を設けます。他団体の方と一緒に企画出展をすることで、工作の工夫や実験の

魅せ方の工夫、団体の雰囲気等、同じ科学を提供する側に立って初めてわかることを互

いに学ぶ機会にできればと願っております。 

 

特別企画 

 通常出展の他に、参加者同士のさらなる交流を図るために特別企画を実施いたしま

す。現段階では次のオムニバスショーを企画しております。この他にも複数の企画を予

定しております。 

 

オムニバスショー 

今回のサイエンスリンクフェスタでは、オムニバスショーの実施を予定しております。

各団体から実験を持ちより組み合わせることで、ショーに一つの方向性を持たせること

を予定しております。普段、各団体が行っているショーは 1 団体のみで行うことが多

く、複数団体が協力して一つのショーを作ることあまり多くはないと思っております。

そのため特別企画としてオムニバスショーを行うことにより、普段とは違うショーを作

り出せたらと考えています。特別企画の時間の中でショー全体はおおよそ 1 時間程度を

予定しており、各団体の持ち時間は 10 分程度を予定しております。話し合いにより方向

性を決め、ショー参加の他団体と練習することで実験をよりよくしていきたいです。オ

ムニバスショー参加団体が決まり次第、各団体の意向を聞きつつ話し合いや練習の日程

を決めていきます。オムニバスショーの参加は任意ですが、多くの団体に参加していた

だければと思っております。オムニバスショー参加の団体は出展希望調査書に参加の旨

をご連絡ください。期限は調査書と同じく 2020/1/21(火) までとさせていただきます。 

 

 

広報概要 

学生に向けてはこれまでにサイエンスリンクに出展してくださった大学生団体、高校

に声をかけるとともに、新たに SSH 校を中心として、ビラ等の配布をする予定です。 

大人の方々に向けてはガリレオ工房の会報と教職員の集まりに参加することを中心に

宣伝をいたします。 
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2. 出展形式・応募方法 

2.1 出展形式 

 各団体あたり合計 2 時間程度で、自由な形式での出展を予定しております。図 1 はタイ

ムテーブル仮案です。出展団体数等により変更になる可能性がございます。出展責任者会

議(3. 出展スケジュール 参照)の際に、確定したタイムテーブルをお知らせいたします。 

10:00 

A チーム 

C チーム E チーム   

11:00 

11:15 

D チーム 

F チーム 

  

12:15 

12:30 

B チーム 

C チーム   

13:30 

13:45 

D チーム E チーム   

14:45 

15:00 

特別企画   

17:00 

図 1. タイムテーブル（仮） 

各団体の出展形式としては、前を向けて机と椅子を並べる教室のような形式や、いくつ

か島を作るグループワークのような形式、会場の中に複数のブースを作りそれぞれが屋台

のような形式、といったものを想定しております。このような出展形式にして頂く理由

は、今回の開催目的が「団体間の交流を図る」ということにあるためです。 

出展者ページ (2.8 応募方法 を参照)にて出展希望調査書を共有いたしますので、この

出展希望調査書に使用される機材と、希望される机や椅子の配置を記載して下さい。 

＜参考＞ 火や水などの実験環境について 

・火気は使用禁止となっております。水は床を濡らす量でなければ使用可能です。 

また、通常の範囲内であれば電気の使用も可能です。これらの使用やその他の危険物の

使用については出展希望調査書で申請していただきます。 

・お客様への飲食物の提供は原則禁止です。 

・音や光、におい等につきましてはその程度にもよりますので、出展希望調査書の 

「ご要望・疑問点など」の欄に記載して下さい。別途ご相談させていただきます。 
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2.2  交流スタッフ 

 今回のサイエンスリンクフェスタでも出展者同士の交流を図るため、「交流スタッフ」

という制度を導入します。具体的には、1～3 名程度の他団体あるいは個人的に参加を希望

される大学生・高校生を交流スタッフとして各団体に加えさせていただきます。そして、

各団体には交流スタッフの方を交えて企画出展を行ってもらいます。交流スタッフの方に

とっても交流スタッフを受け入れる団体にとっても、他団体の方と一緒に企画を作り上げ

ることで、互いの技術や魅せ方の工夫などを学ぶ機会にできればと願っております。 

交流スタッフの受け入れ可否・受け入れ可能人数につきまして、各団体の方には出展希

望調査書に記入して頂きます。割り振り等に関しては、スタッフ希望者の意向に添いつ

つ、弊団体で検討いたします。また、交流スタッフの方への受け入れ先の団体で行う企画

内容の共有等も弊団体から事前に行いますが、当日実物を用いて説明をし、見せ方まで含

めて共有していただけますと幸いです。 

交流スタッフの参加登録は、個人単位での申し込みとなります。ご自分の所属団体が第

5 回サイエンスリンクフェスタに出展する・しないに関わらず交流スタッフとして本イベ

ントにご参加いただけます。また、ご兄弟姉妹やご友人の方も大歓迎です。交流スタッフ

の参加登録は以下のフォームから行って下さい。期限は 2020 年 2 月 11 日(火) までとさ

せていただきます。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe26bV98Z5e3Ws_J7kjAPJdn5eF-

zba7r1x2VabfRShy_fcPA/viewform?usp=sf_link 

自分の所属団体の出展時間と被らないようにしたい、午前中が良い、など時間帯のご希望

がございましたらお気軽にご相談下さい。また、体験してみたい団体のご希望がございま

いしたら、参加登録フォームの自由記載欄にご記入下さい。ご希望に応えられるよう調整

はいたしますが、交流スタッフの人数や団体の受け入れ可否により、ご希望に添えない可

能性があります。また、団体ごとの交流スタッフの割り振り人数が変わる場合がございま

すのであらかじめご了承下さい。 

 

2.3  出展時間 

 出展団体には原則サイエンスリンクフェスタの開催時間（10:00～17:00）通しで参加し

ていただくことを想定しております。途中参加、途中退場を希望される場合はご相談下さ

い。 

 

2.4 対応していただく人数 

 参加者は出展者を含めた合計で 200 人を予定しております。途中入退場がありますので

出展者の皆様に対応して頂く人数は 100 人程度を想定しています。材料準備や出展形式の

参考にして下さい。ワークショップを予定する団体は全参加者が同時に体験できない形で

も結構です。 
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2.5 予算 

 出展料はいただきません。当日の企画に関わる費用は、1 団体あたり¥5,000 を上限とし

て実費を支給いたします。上限に収まる金額で現時点でのご予算を出展希望調査書にお書

き下さい。また、出展希望調査書の内容によっては予算の縮小をお願いする場合もござい

ます。なお、耐久品に関しましては原則支給いたしませんので、ご了承ください。 

オムニバスショーに参加される場合の予算は、申込団体数に応じて決定します。オムニバ

スショー全体での予算の上限は¥10,000 円とし、通常出展とは別に実費を各団体に分配し

て支給いたします。 

また、実験器具等の搬送にかかる費用につきましては、全額支給いたします。諸々の確

認事項がありますので、出展希望調査書の「荷物郵送の有無」の欄にご記入ください。 

支給額は出展団体数によって変更する場合がございます。会計に関する事項は 2020 年 2

月 16 日(日)の出展責任者会議の際にお伝えいたします。 

 

2.6 交通費 

 交通費に関しましては、予算の都合上支給致しません。交流スタッフの交通費に関して

も同様の扱いとします。 

 

※関東より遠方の団体の諸経費につきまして、現在、第 5 回サイエンスリンクフェスタで

は交通費・宿泊費は支給されないことをご了承の上、応募をご検討下さいますようお願い

申し上げます。 

 

2.7  応募資格 

 高校生・大学生(大学院生含む)が主体となって活動しており、子ども向けの科学実験活

動を実施できる団体・個人が応募資格を持ちます。 

 

2.8 応募方法 

 出展をご希望の団体の方は、2019 年 12 月 31 日(火)までに 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceO1PQJlZOZdvZVDkqMNco6nRd9lOEBl

PBrGrvHF0EFOdQNA/viewform?usp=sf_link 

から出展応募フォームを送信して下さい。 

応募フォームに記載して頂いた連絡先(メールアドレス)に出展者ページの URL とパスワ

ードをお送りします。この出展者ページからの出展希望調査書の提出をもって本応募とさ

せて頂きます。応募フォームのみの提出はまだ仮登録の段階ですのでご注意下さい。出展

希望調査書はメールに添付して送って頂いても構いません。 

出展希望調査書の提出期限は 2020 年 1 月 21 日(火)です。やむを得ず期日までに出展希

望調査書を提出できない場合はご相談下さい。 
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3. 出展スケジュール 

 第5回サイエンスリンクフェスタ本番の前に1度、2020年2月16日(日)に出展団体の方々

にお集まりいただきます。この出展責任者会議は原則参加です。出展責任者が参加できな

い場合は、代理の方がいらして下さい。なお、遠方のためご参加されることが厳しい場合

等は、ご連絡頂ければ別途書面等で対応いたします。 

 

2019 12/31(火) 出展応募締切 

  

 

 

2020 1/21(火) 出展希望調査書締切 

  

 

 

2020 2/16(日) 出展責任者会議 

 

 

 

 

 

  

 

2020 3/29(日) 第5回サイエンスリンクフェスタ 

 

2020 3/31(火) 反省会(予定) 

 

 

 

 

※出展責任者会議と反省会の場所等詳細は決まり次第、出展希望調査書に記入して頂いた

連絡先にお知らせ致します。Webの出展者ページでも連絡事項や情報を共有致しますの

で随時ご確認下さい。また、大学・科学館などのスケジュールの急な変更などにより予

定が変わる場合もございます。 

 

 

2.8 応募方法 の項に従って出展希望調査書をお送り下さい。 

都内の大学にて 13 時から行います。各企画内容の簡単な共有、会計処理についての

説明を行います。出展される団体は原則参加です。安全管理に関して講習会も実施さ

せていただきます。また、出展にあたって疑問や不安に感じる点がございましたら、

個別にご相談させていただきます。 

オムニバスショー参加団体の顔合わせもこの日に行います。 

2.8 応募方法 の項に従って出展応募フォームをお送り下さい。 

都内の大学にて 14 時から行います。この反省会は任意参加ですが、今後のイベント

運営の向上のためにご協力頂けると幸いです。 
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4. 諸注意・お願い 

4.1 出展をお断りする場合 

・提出書類が事前の連絡なしに大きく遅滞する、当日の安全管理に関して指示に従わない

等、運営事務局が出展に不適切と判断した場合は出展を中止にする場合がございます。 

・災害時等緊急の場合はイベントを中止にする場合がございます。 

4.2 出展内容の変更について 

・企画内容の安全の確保が難しい場合や、他の出展と内容が類似している場合等に出展内

容の変更をお願いすることがございます。 

4.3 材料費の徴収・立て替え金について 

・材料費などのお振込みは 2020 年 6 月末までに致します。それまではご迷惑をおかけし 

ますが、立て替え金をご用意頂きますよう、よろしくお願いいたします。 

・材料費などを当日の来場者の方々に参加費としてお支払いいただくことはできません。 

・詳細に関しては出展責任者会議の際に配布致します会計ガイドラインをご確認下さい。 

 それ以前に物品の購入を行いたい場合は、ご相談ください。 

4.4 イベント保険について 

・運営事務局でイベント保険への加入はいたしません。各団体でイベント保険に加入し 

て下さい。 

参考) ボランティア保険 

http://www.tokyo-fk.com/volunteer/volunteer.html 

4.5 広報等の協力と個人情報について 

・当日にサイエンスリンクの広報用の写真を撮影させていただく場合がございます。 

・サイエンスリンクの公式 Twitter アカウント「@ScienceLink」や Facebook アカウント 

「@Link.Science」にて、イベント広報を行います。よろしければフォローやいいね! 

による情報拡散にご協力下さい。 

・皆様にご提供頂いた個人情報は別途お伺いし承諾を得た場合を除き、サイエンスリン 

ク実施に係る業務のみに使用致します。本人の許可なく第三者へ提供することはあり 

ません。なお、サイエンスリンクについての今後のご案内などを申請して頂いた連絡 

先へ送付致しますので、これらの案内の配信をご希望されない場合はその旨をお知ら 

せ下さい。 

4.6 お問い合わせ 

 本案内をご一読の上、ご質問等ございましたら公式メールアドレス (info☆sc-link.net 

(☆を@に変えて下さい) ) までご連絡下さい。 

 

 

http://www.tokyo-fk.com/volunteer/volunteer.html
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5. 昨年度の様子 

 昨年度の様子を以下に添付いたします。出展の参考にご活用ください。 

 

                 

ブース出展の様子 

 

 

     工作出展の様子                ショー出展の様子 

                     

 

 

   オムニバスショーの様子              交流会の様子 
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*第5回サイエンスリンクフェスタは公益財団法人東京応化科学技術振興財団の助成を受けて運営

しております。 

 

NPO法人サイエンスリンク 

公式メールアドレス：info☆sc-link.net (☆を@に変えて下さい)  

公式ホームページ  ：http://sc-link.net/  

公式Facebook      ：https://www.facebook.com/Link.Science  

公式Twitter       ：@ScienceLink 

 

第 5 回サイエンスリンクフェスタ 募集要項 

イベント実施日：2020 年 3月 29 日（日） 

NPO 法人サイエンスリンク プロジェクトリーダー 

東京工業大学 物質理工学院  学士課程 1 年 冨士田李紗 

メール:info☆sc-link.net (☆を@に変えて下さい) 

電話(個人): 080-2412-0314 


