
2nd circular（2009 年 7 月 1日発行） 

 

JSA 若手「夏の学校」2009in 草津 

～ハンセン病問題を通して考える人間の尊厳と科学者の役割～ 

主催：JSA「夏の学校」2009 実行委員会 

 

 

 開催日程：２００９年９月４日（金）～ ６日（日） 

 

 宿泊場所：草津セミナーハウス   

草津バスターミナルから徒歩 20分、Taxi 10 分 

〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津字白根 737 Tel:0279-88-2212 

 

 集合時間・場所：９時３０分 新宿駅前集合（10:00 発）  

※ 新宿から貸し切りバスで草津に向かいます。 

※ 集合場所の詳細は、別途参加者にご連絡いたします。 

 

 参加費： 11,800円 （現地にて現金で集めます） 

※ 上記金額は全日程参加の場合。宿泊費、フィールドワーク時の交通費、食事 6

回、懇親会2回込。途中参加の場合は金額が異なります。詳しくは申込書・参

加コース早見表参照。 

 

※ 現地（草津）までの交通費は別途必要になります（ただし、行きの新宿－草

津間の貸し切りバスについては、その費用を事務局が負担しますので費用は

かかりません）。各都道府県の JSA 支部から旅費の補助をしていただける場合

がありますので、各支部事務局にお問い合わせ下さい。なお、支部連絡先が

わからない場合は全国事務局が取り次ぎますので、ご相談下さい。 

 



 校長挨拶 

 「夏の学校」は全国から理系・文系の垣根を越えた幅広い大学院生・若手研究者が

一堂に会するイベントです。普段の研究とは別に、異分野を研究する人たちから刺激

を受け、一回りも二回りも大きい研究者として成長できる機会であると考えています。 

 今回の「夏の学校」は群馬県・草津をフィールドに、ハンセン病問題について考え

ます。今年はハンセン病の公立療養所が開設されて100年という節目の年になります。

2001 年、これまでの「らい予防法」の誤りが全面的に認められてから、ハンセン病は

急速に「解決」に向かったかのように思われています。しかし、今年の「新型インフ

ルエンザ」騒動にも現われているように、罹患者に対する社会的ヒステリー現象に見

られる日本社会の病は「解決」していないのです。ハンセン病問題を通して「人間の

尊厳と科学者の役割」を考える必要が、ここにあります。 

 全国の大学院生・若手研究者の皆さん、ぜひ「夏の学校」へお越しください。 

 

「夏の学校 2009 in 草津」校長 松岡 

 

 

 タイムスケジュール（仮） 

 午前 午後 夜 

 

9/4 

09：30～ 新宿集合 

◆開校式・バス内交流 

◆八ッ場
や ん ば

ダム見学 

  ＠貸切バス 

14：00～17：00 

◆フィールドワーク 

＠栗生楽泉園 

20：00～ 

◆ミニ懇親会  

＠セミナーハウス 

 

 

9/5 

08：30～ 

◆学習講演企画 

 ＠セミナーハウス 

13：30～16：30 

◆交流セミナー 

 ＠セミナーハウス 

16：30～ﾌﾘｰﾀｲﾑ 

18：30～ 

◆大懇親会 

＠草津温泉 

 

 

9/6 

08：30～ 

◆院生研究交流企画 

 ＠セミナーハウス 

 

13：30 

◆閉校式 

現地解散 

 

 

 

 

 



 企画概要 

 

【1 日目：9月 4 日（金）】 

 

 八ッ場
や ん ば

ダム計画現場見学 

「日本の歴史上最も高額なダム計画」として有名な八ッ場ダム。利根川の支

流である我妻川の中流に位置する渓谷に計画されている建設現場を、貸切バ

スで草津に向かう途中で見学します。 

 

 栗生楽泉園にてフィールドワーク 
元ハンセン病患者さんの療養施設を訪れ、重監房（かつて反抗的な患者さん

を閉じ込めた施設）の跡地、納骨堂など園内を見学しながら、元患者さんの

貴重な体験談をお聞きし、ハンセン病の患者さんが生きてきた歴史・現実を

見つめます。 

 

【2 日目：9月 5 日（土）】 

 

 学習講演企画「ハンセン病問題を通して考える人間の尊厳と科学者の役割」 

ハンセン病問題の専門家による講演企画です。国家の政策によって人間の尊

厳が蹂躙されてきたハンセン病をめぐる問題を通じて、人間の尊厳がかかわ

る重大な問題に対する科学者の姿勢・役割・社会的責任を考えます。 

 

 交流セミナー 

フィールドワーク･講演を受けて、参加者相互で感想・意見交流を行い、目に

し、感じ、そして学んだことを全体で共有します。 

 

【3 日目：9月 6 日（日）】 

 

 院生研究交流企画 

全国からたくさんの分野を越えた院生・若手研究者が集まる絶好の機会です。

修士論文の執筆体験談や、博士課程での研究生活事情など、私たちが研究生

活上直面する様々な課題や悩み、そして研究の意義ややりがいについて、ざ

っくばらんに語り合い、今後の活力ある研究生活を展望します。 



◆ 参加申し込み方法 ＊締切：8月 20 日厳守 

同封の「『JSA 若手夏の学校 2009in 草津』申込書」に必要事項を記入の上、8月 20

日（木）までに、下記申し込み先に、①郵送②Fax③Email のいずれかでお申し込

みください。企画内容に関わるお問い合わせも下記で承ります。 

 

■ 申し込み先（問い合わせ先） 

①郵送：日本科学者会議東京支部事務局方  

JSA 若手夏の学校 2009in 草津実行委員会事務局  

〒113-0034 東京都文京区湯島 1-9-15 茶州ビル 9F 

②Fax ：03-3811-8281  

③Email: jsa.matsuoka@gmail.com 

  ＊お問い合わせは、なるべく Email: jsa.matsuoka@gmail.com へお願いします。 

 

■ 注意事項 ＊必ずお読み下さい 

 

 【往路について】事務局で新宿-草津間の貸切バス（9月 4日（金）午前 9:30 新宿
集合/10:00 発）を手配します。初日からの参加者は、原則貸切りバスを利用して

いただきます。貸切バスを利用する方の交通費＆昼弁当代はすべて事務局が負担

しますので、別途費用はかかりません。 

 

 【復路について】高速バス上州ゆめぐり号 16 号（15:30 草津発、19:40 新宿着 発

着時刻は変更ありうる）を希望者には一括して手配します。利用したい方だけ申

し出て下さい。乗車代金は実費（3,200 円）を別途頂戴します。他の交通機関を

利用の方は、各自で手配をお願いします。 

 

 【キャンセル料】 8 月 25 日までにキャンセルする旨のご連絡がなかった場合、

参加費の７０％がキャンセル料として発生しますのでご注意下さい。 

 

 【参加確認の連絡/紹介文執筆のお願い】参加を申し込まれた方には、事務局らか

ら確認のご連絡をメールにて差し上げます。また、参加者には自己紹介/研究紹介

の文章を執筆していただく予定です。異分野の研究者間の交流を促すため、当日

配布する「しおり」に全参加者の事項紹介を掲載します。参加者には別途原稿依

頼のご連絡をいたしますので、ご協力ください。 

 



別表：「参加コース早見表」を使った選び方

　参加コースの選び方

　　手順① 宿泊数を決める →  「2泊コース」「9/4のみ1泊コース」「9/5のみ1泊コース」のいずれか。
　　手順②「備考」欄と「食事回数」欄を参照しながら、自分の参加スケジュールにもっとも近いコースを選択する。
　　手順③「記号」「コース名」「参加費」を確認して、申込書の所定欄に記入する。

　参加コース早見表
記号 コース名 備考 食事回数 参加費 記号

2泊コース

1 全日程コース 朝食2回、昼食2回、夕食2回 11,800 1

2-1 全日程遅刻コース 9/4夕食不要 朝食2回、昼食2回、夕食1回 9,820 2-1

2-2-A 全日程早退コースA 9/4夕食（懇親会含む）要 9/6昼食不要 朝食2回、昼食1回、夕食2回 11,300 2-2-A

2-2-B 全日程早退コースB 9/4夕食不要 9/6昼食不要 朝食2回、昼食1回、夕食1回 9,300 2-2-B

9/4のみ1泊コース

3-1-A 9/5昼食後帰宅コースA 9/4夕食（懇親会含む）要 9/5昼食要 朝食1回、昼食1回、夕食1回 4,900 3-1-A

3-1-B 9/5昼食後帰宅コースB 9/4夕食不要 9/5昼食要 朝食1回、昼食1回、夕食0回 3,000 3-1-B

3-2-A 9/5昼食前帰宅コースA 9/4夕食（懇親会含む）要 9/5昼食不要 朝食1回、昼食0回、夕食1回 4,400 3-2-A

3-2-B 9/5昼食前帰宅コースB 9/4夕食不要 9/5昼食不要 朝食1回、昼食0回、夕食0回 2,500 3-2-B

9/5のみ1泊コース

4-1-A 9/5昼食前参加コースＡ 9/5昼食要 9/6昼食要 朝食1回、昼食2回、夕食1回 7,500 4-1-A

4-1-B 9/5昼食前参加コースＢ 9/5昼食要 9/6昼食不要 朝食1回、昼食1回、夕食1回 7,000 4-1-B

4-2-A 9/5昼食後参加コースＡ 9/5昼食不要 9/6昼食要 朝食1回、昼食1回、夕食1回 7,000 4-2-A

4-2-B 9/5昼食後参加コースＢ 9/5昼食不要 9/6昼食不要 朝食1回、昼食0回、夕食1回 6,500 4-2-B

4-3 9/5夕食後参加コース 9/5夕食不要 9/6昼食要 朝食1回、昼食1回、夕食0回 3,000 4-3

＊備考： 遅刻・早退の時間を理由とする場合の除いて、別行動で食事を取ることは基本的にできません。
　　　　1泊につき朝食1食は必ず付きます。
　　　　食事時間帯：朝食時間： 7:00- 8:00、昼食時間：12:00-13:30、9/4夕食時間：17:00-19:30、9/5夕食時間：18:30-21:30



「JSA 若手夏の学校 2009in 草津」申込書 
  
 

＊太枠内にもれなく記入して下さい      申込日：2009 年  月  日 
 

氏 名 （フリガナ） ： 
 
 

所 属 / 学  年 ： 

 

専 門 / 研究分野 ： 
 

（会員・非会員←どちらかに○を） 
 

連絡先   TEL： 
＊携帯電話をお持ちの方はそちらの番号をお願いします。 

     Email： 
 
 
 

別紙「参加コースの選び方」「参加コース早見表」を参照し、各人のスケジュールに

合った宿泊数、食事回数を確認の上、下記のフォームに必要事項を記入してください。 

参加コース 

記号： 

コース名：  

参加費：        円 

事務局手配の交通機関利用（下記注を参照） 

  往路（行き： 新宿-草津間  貸切バス 事務局負担）： 要 / 不要 

復路（帰り： 草津-新宿間  高速バス    3,200 円）： 要 / 不要 

 

【申し込み先】＊8月 20 日締め切り 

①郵送：日本科学者会議東京支部事務局方  

JSA 若手夏の学校 2009in 草津実行委員会事務局  

〒113-0034 東京都文京区湯島 1-9-15 茶州ビル 9F 

②Fax ：03-3811-8281  ③Email: jsa.matsuoka@gmail.com 




