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本申込書をコピーまたは切
りとって必要事項を記入し、
郵送にてお送りください。

募集要項の内容を承諾の上、生物チャレンジ2009への参加を申し込みます。
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※募集要項の｢第一次試験会場の選択｣および｢第一次試験会場一覧｣を参照のうえ記入してください。

※必ず署名、捺印をお願いします。

会場名：

都道
府県

◎生物チャレンジ2009の募集をどうやって知りましたか？ （該当番号に○をつけ（　）内に記入してください）複数回答可。

1. ポスター   2. 募集要項   3. 先生から   4. 先輩から   5. 友人から   6. ホームページ

◎理科・数学に関する部活動・クラブ活動に入っていますか。または入っていたことがありますか？

1.現在入っている （部活動名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　3.ない

2.入っていたことがある （部活動名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　時期：　　　　　　　　頃　）

7. 新聞（紙名：       ） 8. 雑誌（誌名：       ） 9. その他（ ）

〒    －     

歳 年　齢
（2009年4月1日現在）

年  　月　  日

高校卒業生は
卒業年月

年 月 卒業

1. 公立
2. 国立
3. 私立
4. その他

1. 高等学校
2. 中等教育学校
3. 高等専門学校
4. 中学校
5. その他

第2回全国生物学コンテスト

生物チャレンジ2009参加申込書

記入年月日：2009年　　月 　日

種
別
1

種
別
2

※特例会場を申請する場合にはこの欄に記入してください。申請責任者は教員でなければなりません。詳しくは募集要項をご確認ください。

特例会場
申　　請 学校名：

申請責任者
氏　　　名：

切
り
と
り
線

#

生物チャレンジ係記入欄

〒102-0091
東京都千代田区北の丸公園２-１
日本科学技術振興財団内　生物チャレンジ係　行
（参加申込書在中）

この申込書に記入された内容は生物チャレンジおよび国際生物学オリンピック以外の用途には一切使用いたしません。
詳細は、募集要項の「個人情報の使用と管理」をご覧ください。

参加申込書送付の際には、左のラベルを
切り取って封筒に貼っていただくことも
できます。



生物チャレンジ2009第一次試験会場一覧
 地方 No 会場名 所在地
 北海道 1 北海道大学理学部 北海道　札幌市　北区
  2 帯広畜産大学 北海道　帯広市
  3 函館白百合学園中学高等学校 北海道　函館市
  4 北海道教育大学旭川校（旭川キャンパス） 北海道　旭川市
 東北 5 弘前大学（文京町キャンパス） 青森県　弘前市
  6 岩手大学学生センター棟 岩手県　盛岡市
  7 東北大学理学部（青葉山キャンパス） 宮城県　仙台市　青葉区
  8 秋田大学（手形キャンパス） 秋田県　秋田市
  9 秋田県立大館鳳鳴高等学校 秋田県　大館市
  10 秋田県立横手高等学校 秋田県　横手市
  11 山形大学理学部（小白川キャンパス） 山形県　山形市
  12 福島県立安積高等学校 福島県　郡山市
 関東 13 筑波大学第二学群 茨城県　つくば市
  14 茨城県立日立第一高等学校 茨城県　日立市
  15 茨城県立水戸第二高等学校 茨城県　水戸市
  16 宇都宮大学（峰キャンパス） 栃木県　宇都宮市
  17 高崎経済大学 群馬県　高崎市
  18 群馬県立前橋女子高等学校 群馬県　前橋市
  19 埼玉大学理学部 埼玉県　さいたま市　桜区
  20 東邦大学（習志野キャンパス）　 千葉県　船橋市
  21 東京理科大学（九段校舎） 東京都　千代田区
  22 東京農工大学（府中キャンパス） 東京都　府中市
  23 神奈川県立神奈川総合高等学校 神奈川県　横浜市　神奈川区
 中部 24 上越教育大学（山屋敷キャンパス） 新潟県　上越市
  25 新潟大学（五十嵐キャンパス） 新潟県　新潟市　西区
  26 富山大学（五福キャンパス） 富山県　富山市
  27 金沢大学（角間キャンパス） 石川県　金沢市
  28 石川県立七尾高等学校 石川県　七尾市
  29 福井大学（文京キャンパス） 福井県　福井市
  30 山梨大学（甲府キャンパス） 山梨県　甲府市
  31 山梨県立韮崎高等学校 山梨県　韮崎市
  32 信州大学（松本キャンパス） 長野県　松本市
  33 岐阜県立各務原西高等学校 岐阜県　各務原市
  34 静岡大学（静岡キャンパス） 静岡県　静岡市　駿河区
  35 名古屋大学（東山キャンパス） 愛知県　名古屋市　千種区
 近畿 36 三重大学教育学部 三重県　津市
  37 滋賀県立大学環境科学部 滋賀県　彦根市
  38 立命館高等学校（深草キャンパス） 京都府　京都市　伏見区
  39 大阪教育大学（柏原キャンパス） 大阪府　柏原市
  40 神戸大学理学部 兵庫県　神戸市　灘区
  41 兵庫県立姫路西高等学校 兵庫県　姫路市
  42 奈良教育大学 奈良県　奈良市
  43 近畿大学生物理工学部 和歌山県　紀の川市
 中国 44 鳥取大学生涯教育総合センター 鳥取県　鳥取市
  45 島根大学（松江キャンパス） 島根県　松江市
  46 岡山大学教育学部 岡山県　岡山市
  47 岡山県立倉敷天城高等学校 岡山県　倉敷市
  48 広島大学（東広島キャンパス） 広島県　東広島市
  49 広島県立海田高等学校 広島県　安芸郡　海田町
  50 山口大学理学部 山口県　山口市
 四国 51 徳島大学総合科学部 徳島県　徳島市
  52 徳島文理大学（香川キャンパス） 香川県　さぬき市
  53 愛媛大学（城北キャンパス） 愛媛県　松山市
  54 愛媛県立八幡浜高等学校 愛媛県　八幡浜市
  55 愛媛県立西条高等学校 愛媛県　西条市
  56 高知大学理学部（朝倉キャンパス） 高知県　高知市
 九州・沖縄 57 中村学園大学 福岡県　福岡市　城南区
  58 西九州大学（神園キャンパス） 佐賀県　佐賀市
  59 佐賀県立致遠館高等学校・中学校 佐賀県　佐賀市
  60 長崎大学（文教キャンパス） 長崎県　長崎市
  61 熊本大学理学部（黒髪キャンパス） 熊本県　熊本市
  62 大分市大分南部公民館 大分県　大分市
  63 宮崎大学教育文化学部（木花キャンパス） 宮崎県　宮崎市
  64 鹿児島大学理学部（郡元キャンパス） 鹿児島県　鹿児島市
  65 琉球大学教育学部 沖縄県　中頭郡　西原町
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