
 

   
   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

作成：平成２４年度「女子中高生夏の学校２０１２」実行委員会 
 

 



 

  

はじめに 
 

平成２４年８月中旬に、埼玉県にある国立女性教育会館で、「女子中

高生夏の学校２０１２」（夏学）を開催しました。 

夏学とは、日本全国から女子中高生が集い、暑い夏の２泊３日の合宿

研修を中心に、科学技術の世界の楽しさと、多様な分野で活躍する理系

女性先輩達の生の姿に触れる機会を提供しているイベントです。 

夏学は平成１７年に始まり、今年で８回目を迎えました。平成２３年

度年は、震災のため変則的な開催になりましたが、平成２４年度は例年

どおりの形式で開催しました。 

プログラムは、実験･実習やポスターセッション、国際交流や学生企

画など、多くの内容から成っていますが、毎年新たな企画が加わり、進

化し続けています。生徒向けだけでなく、教員や保護者向けプログラム

も充実しています。 

夏学の一番の特徴は、参加者の支援をする夏学応援団です。「後輩に

科学の楽しさを伝えたい！」と自発的に集まった約２０名の理工農系女

子学生ＴＡ（Teaching Assistant）と女性を中心とした１００人近い

研究者・技術者・中高の教員が、女子中高生に科学技術の魅力を伝え、

理系進路選択への視野を広げることを目的として、体験・交流・仲間作

りを支援してきました。 

夏学参加中高生がＴＡとなり、ＴＡが学生実行委員となり、学生実行

委員が大学院を修了後、あるいは大学を卒業後、大学や企業の研究者・

技術者や科学を基盤とした仕事に進み、企画委員等として夏学を応援す

る立場になるという、まさに「夏学の輪」がつながり始めています。 

このたび、女子中高生進路選択支援事業の一環として、夏学に携わる

方々を紹介するロールモデル集（冊子）を作成しました。 

この冊子が、皆さんに夏学関係者の夏学への熱い思いを伝えると共

に、理系女性研究者・技術者の裾野の拡大、女子学生の研究意欲向上、

理系進路選択のきっかけになれば幸いです。 

 

平成２５年３月 

 

  「女子中高生夏の学校２０１２」実行委員長 野呂 知加子 



実験等プログラム講師 ポスター参加 

為近 恵美 
NTTマイクロシステムインテグレーション研究所 

マイクロセンサ研究グループ 主幹研究員／グループリーダー 

 

 

 

実は、文学や歴史も好きだったので、

文系という選択肢もゼロではなかった

のですが、何故か理系選択に関しては

全く迷いませんでした。科学技術で世

の中に役立つものを産み出したい、と

いう漠然とした考えをもっていたよう

に思います。しいて言えば、科学技術

の発展による未来を想像させてくれた

SF 作家や鉄腕アトムの影響(笑)、また

物理選択に関しては、高校時代の数学

と物理の先生の影響もあると思いま

す。 

 

 

中学の頃までは数学が一番好きで、特

に図形の証明問題はパズル感覚で楽し

んで解いていたのを覚えています。ブ

ルーバックスを読んで、４次元空間に

ついて真面目に考えたりもしていまし

た。高校の物理で前期量子論を学んだ

のをきっかけに物理の理論の美しさに

魅了されました。一方で、小学生の頃

から SF や推理小説が大好きで、アシ

モフやコナン・ドイルなど読み漁りま

した。SF 系のアニメや漫画も好きで

手塚治虫さんのファンです。 

 

 

近い将来、今手がけている医療系のセ

ンサを世に送り出したいと思っていま

す。これは夢というより目標ですね。

これを突破口に、研究所で研究開発し

た様々なデバイスが次々と実用化さ

れ、社会に役立つことを願っています。

遠い未来は、夢というより、高齢化社

会が加速する中、高齢者が生き甲斐を

もって幸せに生きていける社会を実現

したいと思い、そのために私たちが今

できることは何か？を考えています。 

 

 

 

理系と一言で言っても様々な職業があ

ります。同様に、研究職と言っても、

大学だけでなく、産総研など独立法人

の研究機関や企業の研究所という選択

肢もあります。視野を広げて自分の将

来を思い描いてみて下さい。迷ったら、

自分はどんな社会を実現したいのか、

を考えてみて下さい。 

もう一つ。理系だからと言って、数学

と理科だけできればいい訳ではないの

で、将来のためには他の教科もしっか

り勉強しておくことを強く勧めます！ 

 

 

今回、初めて参加しました。多くの理

系に進もうとしている女子学生や迷っ

ている女子生徒の皆さん、そして一緒

に悩んでいる保護者の方や先生方と触

れ合って、直接話を伺うことができ、

貴重な体験でした。私自身も理系女子

の母親で、迷うことなく理系を選択し

ましたが、自分の子供にも、是非、職

業について考えるこのような機会を与

えてやりたいと思いました。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

通信会社の研究所で、光通信に関連し

た様々な研究の一端を担っています。

以前は、光導波路や微小光学素子など

光をキーワードとする物理寄りの研究

に関わっていましたが、その後研究企

画などの業務を経て、現在は、バイオ

センサを研究するグループのリーダー

として研究開発の方向付けをしていま

す。具体的にはこれまでに培ったバイ

オ系のセンシング技術を医療健康のた

めに役立てるべく研究を推進していま

す。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

Q.あなたにとって夏学とは？ 
Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 



実験等プログラム講師  

 

永松 愛子 
宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 

有人宇宙環境利用ミッション本部 宇宙環境利用センター 

 

 

 

向井宇宙飛行士：小学４年生の時に選

ばれた日本人初の宇宙飛行士。向井さ

んが「ライフサイエンス」の抱負を語

られていたのをテレビで見て、自分も

「ライフサイエンス」の分野から宇宙

の仕事に就きたいと思いました。 

 

 

 

子供の頃から、理科が好きでした。小

さな頃から、いろいろな分野の科学館

やプラネタリウム、化石堀り、国内の

射場施設を見に連れて行ってくれたこ

とが、宇宙を好きになるきっかけでし

た。 

 

 

近い将来：日本の宇宙放射線研究分野

のすそ野を広げること。有惑星探査の

ために安全な放射線防護対策をとる研

究を進めること。 

遠い未来：月旅行に行って、地球を月

面から眺めること。 

 

 

 

いろいろなプロジェクトや研究活動に

は、多くの分野の垣根を越えたところ

で成果がでます。できるだけたくさん

の分野に視野を向けて、複数の得意分

野を作ってください。航空宇宙に興味

がある方は、ぜひ JAXA に入って、自

分の得意分野を生かしてくださいね。

一緒に働けることを楽しみにお待ちし

ています。 

 

 

私が宇宙に憧れていたころの姿を見て

いるようで、みなさんの意気込みが伝

わってきました。夏学は、「あの頃の自

分を応援しよう！タイムマシンプログ

ラム」です。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

現在の担当業務：日本人宇宙飛行士が

国際宇宙ステーションに滞在中に受け

る宇宙放射線による被ばく線量の計

測。国際宇宙ステーション日本の実験

モジュール「きぼう」船の宇宙放射線

エリアモニタリング。    

勉強：ロシア宇宙機関と共同で仕事を

しているため、ロシア語を少しずつ勉

強しています。                           

やりがい：息子２人（現在、小学生）

が応援してくれること！ 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



企画委員 実行委員 実験等プログラム講師 

 

岡村 美好 
山梨大学大学院医学工学総合研究部・准教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものを作ることと本を読むこと。ぬい

ぐるみや洋服など，小学生の頃から作

っていました。出来上がりを想像する

のが楽しいです。本は漫画，小説なん

でも興味のあるもの，関連するものを

次から次へと読みます。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

 モノづくりに関わる仕事，男女関係

なく評価される仕事をしたいと思いま

した。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

ユニバーサルデザインが今のテーマで

す。これが基になって，土木工学，人

間工学，福祉工学，心理学，男女共同

参画，人材育成など，関連するいろい

ろな分野について研究などの活動をし

ています。 

  

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

近い将来の夢は，ユニバーサルデザイ

ンについて多くの方にきちんと理解し

ていただくこと。遠い将来の夢は，性

別や年齢，能力などの違う人たちがそ

の多様性を尊重されてイキイキと暮ら

せる社会を作ること。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

大学生以外の方たち，特に中高生に理

系のことを知ってもらうことの重要性

を知るきっかけになりました。また，

理系女性の持つパワーは大きいこと，

様々な理系女性が集まるとこんなにす

ごいことができるということを再認識

しました。そして，自分がそんな理系

女性のひとりであることに誇りを持て

るようになりました。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

まずは，何をしたいのか，どうありた

いのかを考えましょう。それがわかっ

たら，自分を信じて目標に向かって努

力しましょう。まだわからない場合は，

いろんなことに興味をもって，本を読

んだり人と出会ったりいろいろな経験

をしてください。そうすれば，世界が

広がって何をしたいかが見えてきま

す。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



ポスター参加 

 

桑田芽育 
奈良高専機械工学科 3年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理科、図工 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

森博嗣さんの小説で工学分野について

知り、その道に進みたいと思いました。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

できる限りあらゆる分野の本を読もう

と試みています。工学のことだけでな

く、たくさんのことが知りたいので…

… 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

まずは実際に使える技術を身につけた

いです。そして将来は、目立たないけ

れどどんな所でもなくてはならない、

縁の下の力持ちのようなモノを作る仕

事に関わりたいと思っています。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

たくさんの人々と出会えて世界の広が

る楽しいところです！ 

Q.あなたにとって夏学とは？ 
 

 

 

計算が苦手でも理科が嫌いでも、物作

りが好きなら理系です！また、理系と

は化学だけではありません。機械、電

気、情報、様々な分野があります！こ

れらも将来の選択肢に入れてみてはい

かがでしょうか？機械も楽しいです

よ！！ 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



企画委員 実験等プログラム講師 

 

古澤 亜紀 
水城高等学校（茨城県水戸市）理科（地学）教員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中高と好きな科目は国語と理科。好

きだったことは、本を読むこと、いろ

いろなもの（例えば月面写真や世界地

図）を眺めて空想に耽ること。そして、

貝殻や石、砂を収集すること。今から

思えば、これが私の原点です。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

「理系に行くぞ！」と思ったのではな

く、自分の興味関心を追求したら理系

だった、という感じです。ただ、圧倒

的に文系有利な成績の私が、理系に進

むことができたのは、高校の先生方が

理系進学を応援してくれたから。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

現在は、高校地学という教科柄、文系

で「理科はちょっと苦手 OR 嫌い」と

いう生徒に、どうやったら理科を楽し

んでもらえるか、を日々模索中。趣味

は教材作りの延長でペーパークラフト

です。地磁気の立体図示やクリノメー

ターなどを手作りして、生徒の笑顔（苦

笑？）を誘っています！ 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

私には大学生の時に抱いた将来の希望

が２つあります。まさに近い将来と遠

い未来です。近い将来は、高校生に理

科の楽しさを伝えることです。遠い未

来は、高校という教育現場で培った経

験を活かして、教員養成課程の学生さ

んたちに科学の楽しさを伝え、彼らが

教員になることによってより多くの人

に「科学って楽しい！！！」を伝える

ことです。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

私にとって「夏学」は、自分の見知を

広げてくれる扉のようなものです。夏

学は参加者として１回、スタッフとし

て１回と２回しか経験していません。

しかし、その２回でとても多く日常の

生活では経験できない出会いや触れる

ことのできない体験がありました。こ

れからも、夏学を通じて自分の世界を

広げることができれば良いと思いま

す。そして、私自身も誰かの世界を広

げる扉の一部になれたら、と思ってい

ます。 

Q.あなたにとって夏学とは？  

 

 

真剣に願い、努力する姿は必ず人を動

かします。自分の目標に向かって、是

非、悔いの無い努力をしてください。

高校までに学習する内容は文理問わず

大切です。社会へ出た後のあなたの人

生を構築する材料です。理系だから国

語や社会が不必要などと考えずに、芸

術や体育まで習得できる知識や経験は

全て習得して欲しい。科学技術の開発

には、その開発が地球環境や人間にど

のように影響するのかを考える力な

ど、多角的に物を捉える力が必要です

から。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



ポスター参加 

 

山室 成樹 
株式会社栗本鐵工所 住吉工場 技術開発室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械いじり、模型遊び、生き物好き。

小学生の時は理科が好きで、クラスか

らは"理科博士"と言われたこともあり

ました。小学生の時は偉人の話が大好

きで、図書館通いが高じて図書部部長

も。中学以降も明らかな理系科目好き

でしたが、文学も歴史も地理も大好き

でした。結果、大学では造船工学を専

攻。コンピュータ解析が好きなテーマ。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

機械系に進学希望は高校時に決めまし

たが、それは自然に自分の好きなもの

が機械系だから選択。誰に影響を受け

たということもなし。大学では入学時

の選択で機械に漏れて造船専攻になっ

てしまったが、選択に後悔は全くなし。

卒業後の就職については自動車や重工

業にも興味大だったが、今の会社に誘

われて入社。これも何かの縁。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

ほぼ開発畑ばかりを歩み、いろんなこ

とを経験してきました。7 年程度でテ

ーマが変ってきたこともあり、電気、

制御、機械工学、計算機工学、金属材

料、音響工学などを学んできました。

浅く広くですね。自分の専門分野を作

りたくて、計算機工学は最近ですが、

ライフワークと考えるようになり今取

り組んでいます。やりがい=したいこ

とをする、ではないでしょうか 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

デレビ番組で、70 歳を越えておられた

伝統工芸の匠が「技術に終わりは無い」

「生涯現役」まだまだ学びの途中です、

という姿勢に感銘を受けました。技術者

として、生涯現役でいられるように、

日々勉強し、向上心を持ち、成長し続け

ることが目標です。夢は、やっぱり技術

者であり続けること。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

2012 年に初めて参加しました。目を輝

かせて参加しておられる学生さんたち

と触れ合えたのは、いい刺激になりま

した。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

自分がやりたいと思うことをすること

です。それをしていると楽しいと思え

ることをすることです。そして、続け

ることです。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



ポスター参加 

 

志喜屋 惟 
筑波大学大学院、博士前期課程２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「共育」の場です。本来なら、私が中

高生に理系の楽しさや良さを伝え、視

野を広げてもらう場だと思います。し

かし中高生と話しをすることで、理系

の良い面を再認識したり、異なる角度

から理系について考え直す事ができた

りと、私自身の思考が深まったように

感じました。夏学は、そういったよう

な「共に学び、育つ」場だと思います。 

 

 

 

算数や数学が好きでした。文系科目の

ように単なる暗記ではなく、公式など

の知識をベースにしていかに解を出す

か、という点に面白さを感じていまし

た。ただ、一番好きだったのは体育だ

ったことは否定できません。(笑) 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

理系進路の選択にあたり、「固有振動数

で橋が崩壊するビデオ」に大きな影響

を受けました。物理の知識がなければ

ただの不思議な現象で終わっていたで

あろうことが、物理の知識を持ってす

ればその現象の原理を説明できること

に感銘をうけました。そこで、自然現

象やいわゆる怪奇現象と言われている

ことを科学的に証明したいと考え、理

系に進むことを決めました。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

原著論文の執筆に尽力しています。理

系の大学院に進学したからには、学会

での発表と原著論文の投稿を実現した

いと考えていたので、その目標を達成

するべく、日々実験と論文執筆に励ん

でいます。もちろん、研究だけではな

く、趣味のランニングや友人と遊びに

行くなど、私生活も充実しています。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

近い将来は、上記でも述べたように論

文を投稿するのが夢といいますか、目

標です。３年間の研究生活の集大成と

して、自分の研究を世界中に発信し、

役立てたいです。遠い将来の夢として

は、私自身や私の知識などを活かし、

誰かの役にたつことです。社会に出る

までの２４年間、たくさんの人にお世

話になったので、社会に出てからはそ

の恩返しをしていきたいと考えていま

す。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

 

あくまでも理系である立場からのアド

バイスになってしまうのですが、理系

に進むことは悪い選択ではないと思い

ます。学会や論文などを通して文章力

やプレゼン力が身につくと思います

し、研究を介して物事を論理的に考え

る能力が少なからず身につくと思いま

す。また、理系への進学を決めたから

には、そのような利点があることを信

じて、夢や目標の実現に向けて突き進

んでいって欲しいです。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



企画委員 実行委員 実験等プログラム講師 ポスター参加 

 

柴田 純 
宝仙学園中学高等学校教諭・教務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理科の実験・日本の歴史 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

理系か文系か非常に悩んだ。理系コー

スに進んでおけばいざというときに文

転ができる、という理由から数学を苦

手としながらも理系コースを選んだ。

高２の担任教諭（数学）の影響から、

理系を真剣に目指すようになった。大

学は物理学科に進学。自然の中に隠れ

た数学に魅せられ、教員免許は数学と

理科の２種類を取得した。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

学校の現場レベルの管理・運営（時間

割の作成、定期試験の管理、時間割変

更、教員の出勤管理、生徒の成績管理、

校舎の管理、職員会議の進行、対外的

な日程調整など）を行っている。担当

授業数は少なく、少々寂しい。現在は

部活動の指導（弓道）に燃えている。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

日本が世界トップレベルの理科教育の先

進国となることを夢見て・・・。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

学校の仕事から完全に解き放たれる３

日間。科学者の皆さんといろいろな話

ができる、私にとっても勉強の３日間。

友達を作っていく中高生を見つめる３

日間。閉校式で涙ぐみながらメアド交

換をする中高生を見ているとジンとく

る。 

Q.あなたにとって夏学とは？  

 

 

世界はますますボーダレスになってい

ます。理数系教科ばかり勉強するので

はなく、社会科系の科目などの文系科

目にも明るくなっておきましょう。入

試などで今使わない教養こそ将来必要

になります。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



実験等プログラム講師 

 

まっちゃん 
日立製作所 日立研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中学生の頃は音楽や数学が好きでし

たが、高校で生物や物理に興味を持つよ

うになり、特に物理が好きになりまし

た。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

最初（高校 1 年）は、理系の方が覚え

ることが少ないだろうという安易な気

持ちで、理系を選択しました。2 年に

なると、物理を教えて頂いていた先生

の影響で、理科クラブを作って、色々

な実験をするようになりました。こう

いった活動をするなかで、大学で物理

を学びたいと思うようになりました。

ですが、どんな職業に就きたいかまで

は真剣に考えていませんでした。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

平日は仕事、週末は DVD 鑑賞や旅行、

たまにマラソンをしています。マラソ

ンは、会社の同期の勧めで始めたので

すが、走ってみると意外と楽しく、「実

は私も走ってるんです」という方が多

く、ネットワークが広がります。また、

あまりに字が汚いので、ペン習字の練

習を最近始めました。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

近い将来のことはいつも考えこんでし

まいます。研究は自分に向いてるのか

な、あんな職業もいいな、こんなことも

やりたいな、と悩みや夢は広がります。 

遠い未来への夢は、こどもが無事巣立っ

て（まだいませんが）、平和な日常を送

りつつ、やっぱり研究を続けていること

です。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

子どもたちと交流できる数少ない場の

一つだと感じています。会社に入って

から、家族以外で中学生や高校生と接

する機会がほとんどないため、中高生

の率直な意見や考えを聞かせられる

と、とても新鮮で楽しい気持ちになる

と同時に感心させられます。 

 

 

 

理系を選択すると、大学や就職先では、

やはり女性が少ないです。そのせいで

寂しい思いをすることもありました

が、今働いていて、やっぱり理系に進

んで良かったなと思っています。それ

は、私が理科が好きだからだと思いま

す。しんどいこともあるけれど、好き

なことをできるのはとても幸せなこと

だと思います。だから、自分の好きを

見つけていって進路のこと、職業のこ

と、将来の夢を描いていってください。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 



夏学卒業生 → 学生企画委員 

 

松村 聡子 
千葉大学大学院 園芸学研究科 博士前期課程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目：図工、理科 

何かを作ること、観察すること 

植物図鑑が大好きだった。 

今思えば、ボタニカルアートから、植

物観察へと興味が広がっていった。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

夏の学校の TA の先輩方 

高校２年生のとき理系女子って楽しそ

うと、単純に思った。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

研究は植物に関して行っています。 

その他には理科を一般の人がもっと楽

しめる、プログラムの企画運営 

を行っています。 

趣味は、お菓子作り（料理≒実験なの

でたのしいです）、世界の博物館に行く

こと、です。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

理系女性として素敵に生きる！ 

これがより実現可能となる社会を作る

こと。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

もうひとつの母校 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

理系女性は絶対に大変な選択肢です。 

ですので人生楽したいなら、諦めたほ

うがいいです。 

ただし人生を誰よりも楽しみたいな

ら、選ぶ価値はあります！ 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



ポスター参加 

 

上垣 鮎香 
奈良工業高等専門学校 情報工学科 3年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小さい頃から実験ができる理科、体を

動かせる体育が好きでした。また、昔

から男女年齢関係なく、たくさんの人

とお話することが大好きでした。 

 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

自分は、本当に理系に進みたいのか？

という不安はありました。しかし、父

が理系の学校に行っていたので、理系

に対しての固いイメージはありません

でした。 

 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

今は、プログラミングやコンピュータ

の仕組みなどについて勉強していま

す。様々なことを知っていけることに

喜びを感じています。また、今でも人

と話すことがとても好きです。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

高専を卒業するまでに、プログラミン

グなどの専門教科の理解を深めて行き

たいです。卒業後は、女性技術者とし

て自信と誇りをもって男性にも負けず

に働いて行きたいと思っています。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

世間から見た高専ならではの強みや、

女性技術者が必要とされているという

ことを知ることができました。 

また、女子大生の方に研究内容などに

ついて話してもらうことができ、自分

たちもいずれはこんな風に研究できる

ようになればいいなと思えたので、す

ごく良い経験になりました。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 
 

 

 

理系=数学、理科ができる。というイメ

ージがあるかもしれませんが、そんな

ことはありません。好きならそれでい

いのです。できるかどうかよりも、好

きだということが大切なのだと思いま

す。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



ポスター参加 

 

上嶋 優矢 
株式会社栗本鐵工所 

研究開発職 

研究開発部門で磁気粘性流体という材料の開発をしています。磁気粘性流体は磁石を近づ

けると液体から固体に硬さが変わるものです。現在、この性質を利用してさまざまな分野で

の応用が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生の頃は生物の授業が好きでした

が、高校以降は物理や化学も好きでし

た。実験をするのが特に好きで夏休み

の自由研究などではよく手の凝った実

験を行っていました。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

予備校の化学の先生 

一年間の浪人生活でゼロから勉強しな

おしたとき、これまで決めていた進路

とは違う新しいものも見えてきまし

た。その中での化学の授業は受験のた

めの勉強という枠にとらわれず、その

ものの面白さに気づける内容であった

ため、進路を化学系に選択しなおしま

した。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

現在、研究開発という仕事をしており、

まだ世の中にないものもしくはさらに

良いものを作るため努力しています。

新しいものを作り出すのは大変なこと

ですが、その分、やりがいのあること

だと思います。自分の作ったものを誰

かに認めてもらったときに大きな喜び

を感じることが出来ます。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

近い将来の夢は開発中のものが製品と

して世の中に出て行くことです。また、

将来的にはより広く世界で使われるよ

うになり、どこかで皆さんの生活に役

立つことが出来ればうれしいです。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

私は夏学のことははじめ知りませんで

した。まず、理系に関心を持ってくれ

ている女子生徒がこんなに大勢いるこ

とに驚きを感じました。夏学で弊社の

ブースに来てくれた生徒たちの熱心さ

と発想力の豊かさにも驚かされまし

た。理系の先輩として望みましたが、

逆にいろいろと勉強させていただきま

した。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 
 

 

 

理系をめざされる生徒さんに一つだけ

アドバイスをさせていただくなら、女

性としての感性を大事にしていただき

たいということです。現状はやはり理

系は男性の方が多いです。しかし、や

はり男性ばかりに偏ってしまうと新し

い発想も出にくいと思います。理系分

野においても新しい発想は求められて

います。そこで皆さんには女性として

の感性を活かした新しい発想をしてい

ただきたいと思います。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



企画委員 実験等プログラム講師 ポスター参加 

 

森岡 由紀子 
NEC 技術・知的財産統括本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かわいい後輩のキラキラした可能性に

触れることができ、初心に帰ることので

きる素敵な機会 

 

 

 

好きだった科目は歴史、中学からは化

学も。 

小さい頃から好きだったのは、音楽。

小学校から合奏サークルに入っていた

し、音楽の授業も好きでした。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

中学の授業で、化学って面白い、と感

じたときに「大学では化学を勉強した

い」と思い、それ以降疑ったり迷った

りすることなく、そのまま進路になり

ました。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

仕事：会社全体の特許戦略（社内の特

許に関するルールづくりや、「どの分野

に何件の特許を出すべきか」の指針な

ど） 

やりがい：自分の頭で判断したことが

会社全体に少しでも役に立ったと思え

ること 

趣味：吹奏楽サークル、映画・お芝居

の鑑賞、など 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

近い将来も遠い未来も、自分の実力より

ちょっと上の目標に向かってがんばっ

て、少しずつ達成感を味わいながら生き

ていくこと（仕事でも、趣味でも） 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

 

無駄な経験はない！むしろ、遠回りに

見える経験をしても「この経験をどう

活かすかは自分次第」とポジティブに

考えて進むと、そのうち自分のやりた

かったことができるようになったり、

自分に向いていることに出会ったり、

するのではないでしょうか。まずは一

歩踏み出してみよう！ 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



ポスター参加  

 

神津 薫 
東京電機大学 未来科学部 ロボットメカトロニクス学科 

  講師  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好きだったこと：エレクトーンを演奏

したり映画を観ること． 

パソコンをさわること． 

好きだった科目：数学，音楽 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

地歴のように暗記したりする科目より，

数学や物理のようにいろいろな式を使

い，答えを導くのが好きでした． 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

・今年の担当授業科目は電気回路，数

学（微分，積分，対数，ラプラス変換）

などの基礎科目をメインで教えていま

す． 

・趣味は美味しい物を食べること 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

・夢というか希望ですが，卒研生がや

りたい研究をして，就きたい職業に就

職すること． 

・遠い将来の夢：かっこいい女性の研

究者になりたいです． 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

今回，初めて参加させて頂き，意識の

高い女子学生がとても多いなと思いま

した。今年はモータの展示を行いまし

たが，来年も参加できたら，電気はこ

んなことにも使われているんだよ！と

いうものを紹介したくなりました。 

やる気のある女子学生と話すことによ

り私も刺激を受けた良い場でした． 

Q.あなたにとって夏学とは？ 
 

 

 

理系に進むことで，就職の範囲が広が

ることもある。 

とにかくやりたいと思ったことはなん

でもやってみよう！！ 

 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



実験等プログラム講師 

 

大月 祥子 
専修大学・講師 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好きだったこと：読書（ほとんど物語、

少し図鑑） 

好きだった科目：図画工作、国語、算

数 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

恐竜か、宇宙や地球について勉強したか

った。 

高校生のときにテレビの火星探査機「マ

ーズ・パスファインダー」特集見て、そ

の中で火星着陸用エアバッグを作って

いる人に憧れた。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

現在の仕事では、文系の学生さんたち

に宇宙についての講義をしている。ま

た、金星探査機「あかつき」のプロジ

ェクトに参加し、金星大気の地上観測

などもしている。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

近い将来の夢：「あかつき」からの観測

や地上望遠鏡からの観測で、まだ見た

ことのない金星の姿を見ること。 

遠い未来の夢：自分の関わったものが

太陽系の各地を旅すること。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

いろんな道を進む先輩たちと、夢にあふ

れる中高生の皆さんにお会いでき、たく

さんの刺激を貰える場所。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

例え忙しくても大変でも「楽しい！」と

思える道を見つけてください！ 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



ポスター参加 

 

大矢 浩代 
千葉大学大学院工学研究科・助手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実家が電気屋で，父は電化製品の修理

が主な仕事でした。家にオシロスコー

プやテスターがあり，小さいころ，テ

スターで遊んだり，父が修理のために

テレビの裏側のカバーを外していて，

私はテレビの裏側から中を見るのが好

きでした。中学のときは特に理系科目

が好きなわけではなかったのですが，

高校から数学が好きになりました。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

高 1 のときは英語が好きだったので，

英文科などの文系に進学しようと漠然

と思っていました。しかし数学も大好

きで，高 2 の時の地学の先生が魅力的

な女性の先生で，理系地学のクラスが

開講していたこともあり，地球科学の

学科に進学することを決めました。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

現在取り組んでいる仕事は，トウィー

ク空電と呼ばれる雷から放射される電

磁波を解析して，電離圏という地球に

一番近い宇宙のプラズマの状態を探る

ことです。トウィークは地表から高度

60～110 km の電離圏で反射しなが

ら，数千 km 伝搬するので，日本で観

測していても赤道付近で発生する雷起

源のトウィークを観測することがで

き，地球の広い範囲の電離圏の状態を

探ることができるのです。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

現在，国際共同研究で国内の他の研究

者と一緒に東南アジアに観測ネットワ

ークを構築していて，今年フィリピン

とベトナムに観測システムを新設しま

す。近い将来の夢は，早くその観測を

軌道に乗せたいと思っています。遠い

将来の夢は，海外の大学・研究機関に

留学することです。私は 20 代で結婚・

出産したため，これまで海外で研究す

る機会がありませんでした。子供が大

きくなり手が離れたら，海外で修業し

たいと思っています。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

夏祭り（？）。今年初めて参加させてい

ただきましたが，女子中高生のみなさ

んの元気・パワーに圧倒されました。

真面目に将来の進路を考えつつ，基本

的にイベントは楽しくあるべきと思い

ます。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

私も高校生の時，文学部か理学部か，

あるいは教育学部に行って教師になる

ことを考えたこともあり，いろいろ悩

みました。人生の岐路に立った時，正

直言って頭で考えても分かりません。

悩んだときは，シンプルですが自分の

気持ちに正直になって進路選択するこ

とをお勧めします。日本語には，「腹を

決める」という言葉がありますが，頭

で考えて分からないときは，腹で決め

てみてください。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



学生 TA(班付き) → 企画委員 

 

大澤 悠 
公立中学校 教諭（理科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生の頃から、一番好きだった教科

が理科でした。『なぜ？』、『どうして？』

と考えることが好きでした。どうした

ら実験が上手くいくのか、良い結果が

出るのかを、友人たちと議論するのが

とても楽しかったように記憶していま

す。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

最も影響を受けたのは、高校時代の生

物と物理の先生です。生物の先生は女

性の先生だったのですが、身近な理系

女性ということで、『格好良い！！私も

なってみたい！！』と思っていました。

物理の先生は授業がわかりやすく、生

徒からの人気が高かったです。そんな

２人の先生のようになりたかったので

す。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

現在は公立中学校で理科を教えていま

す。生徒と一緒になって実験や観察を

するのがとても楽しいです。中学生の

疑問が、私自身の知識を高めてくれる

ことが多く、私も勉強の毎日です。『理

科って面白いですね！！』と言っても

らえることが、一番のやりがいです。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？  

 

大学４年生で教育に進むか、大学院に

進むかで悩み、教育に進むことを選択

しました。今の職業に就いたことに後

悔はありませんが、できるならばもう

一度大学院を目指し、研究をやりたい

と思っています。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

学生時代は夏休みに必ずやらないと落

ち着かないものでした。 

社会人になってからは、理系女子のタマ

ゴたちに出会える、私にとって原点に帰

れる場所です。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

やるか悩んだら、とりあえずやってみ

ること。やってみたら、実は悩んでい

たことが些細なことだったりします。

やらずに後悔するより、やって後悔す

るほうがいい。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



学生 TA(班付き) → 実行委員 実験等プログラム講師 ポスター参加 

 

岸雄 慧美 （旧姓：塚田） 

高校生向けの理科の教材編集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼少期は植物の観察や、折り紙などの工

作が好きでした。中高時代は理科（特に

生物）が好きでした。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

理科が楽しくて好き♪という理由で理

系進学を決めました。高校時代は数学

が苦手でしたが、同級生に、「数学が苦

手だからという理由で、研究の道をあ

きらめられるの？」と問いかけられ、

すぐに「ＮＯ」と答えられた自分に気

づき、迷いがふっきれました。大学・

大学院での研究は充実していて楽しか

ったです。理系に進学したことで、夏

の学校に出会えたことにも感謝してい

ます。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

高校時代は研究職に憧れていました。

大学・大学院で研究をする中で、学会

や夏の学校でポスター発表をする機会

をいただき、「言葉の一つひとつを自分

で選んで、専門的な内容を分かりやす

く人に伝える」ことの面白さに気づき

ました。そして修士 1 年の冬、企業に

就職する道を選びました。今は進研ゼ

ミの教材づくりの仕事をしています。

教材使ってくれた方から、役立ったと

言ってもらえる瞬間が最も嬉しいで

す。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

将来の夢、というより、目標かもしれ

ませんが、家庭と仕事を両立しながら、

夏学にかかわっている偉大な先生方の

ように、社会が抱える課題を見過ごさ

ず、自分にできることを行動に移して

いきたいと思っています。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

先生方やＴＡのみなさんを見て、大人

になっても（大人の方が）進路やキャ

リアに悩んでいるんだとわかって、と

ても励まされました。夏学で皆さんと

お会いすると、「自分も頑張ろう！」と

思います♪ 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

今は「私の夢は●●です！」と言い切

れなくても悩まなくて大丈夫です！人

は日々成長しているのですから、一度

夢を決めたとしても、成長とともに夢

は変わるものだと思います。ぜひ、た

くさんの「やってみたい！」「こうなり

たい！」と思うものに出会い、全力で

追いかけてみてください！ 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



学生 TA(班付き) 

 

保科 さや香 

筑波大学理工学群物理学類２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数学が大好きで大好きで大好きで仕方

なかった！あとは星を見るのがすきだ

った。プラネタリウムとかよく行って

た。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

両親が２人とも理系だったのでいろい

ろアドバイスをもらった。理系に進む

と決めたのは、もう中学に入ってすぐ

だった。だって国語とか社会楽しくな

いんだもんっというような感じで。し

かし、進む理系の分野を決めたのは悩

みに悩んで高校３年生の夏だった。高

校の物理の先生の存在はその進路選択

にとても大きい存在だったかもしれな

い。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

今は、物理のいろいろな分野を学んで

選考を考えている途中。大好きな数学

をたくさん使えているし、興味のある

宇宙分野について学べているからとて

も楽しい。ただ、今まで自分のしらな

かった分野がたくさん知れて、視野が

だんだんと広がってきた。とりあえず

今はいろいろ考え中。後は息抜きにテ

ニスを趣味としてやっている。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

大学院にいって修士までいく。将来は

JAXA に勤めたい。そしていつか、宇宙

旅行～！ 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

私は TA としてしか参加したことがあ

りませんが、みんな理系の人たちだっ

たので、とても楽しい場でした。趣味

や話の合ういい友達に出会える場だと

思います。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

理系は大変なんじゃないかと思ってい

ると思いますが、大変です笑。しかし、

好きなことができるのですから、多少

大変でも全然苦ではないです！ぜひ、

みなさんも理系をどんどん目指してく

ださい。ただし、数学や理科は必須な

ので、しっかりとお勉強を笑 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



学生 TA(班付き) → 学生企画委員 

  

ゆいね 

東京薬科大学生命科学部分子生命科学科生命医科学コース 4年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小さい頃は星を見るのが好きでした。

その後、中学受験をするときに塾で担

当してくださった先生の影響で社会科

と理科が大好きになり、特に日本史と

人体・天体が好きという子でした。知

的好奇心旺盛な子どもで、勉強の好き

な子どもでした。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

高校時代に体調を崩していた時期があ

り、そのときの主治医の先生の影響が

大きかったように思います。働く女性

として、医師として、というお話しを

たくさん聞き、私もそのようになりた

いと憧れを抱き、理系に進むことを決

めました。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

現在は C.elegans という線虫を用いた

生物活性物質の探索をテーマに研究を

しています。朝から晩まで研究に追わ

れる生活で、大変ではありますが充実

しています。土日祝日問わず研究室に

いるので、自分の居場所とやるべきこ

とがあることが嬉しく、研究結果が最

終的に誰かの役に立てば良いと考えて

います。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

私の夢は子どもと関わる仕事をするこ

とと医療に関わる仕事をすることでし

た。そのうち、子どもと関わる仕事は

中学受験塾の講師として 4 年間働くこ

とで叶ったので、もう１つの夢は今年

の 4 月からは病院で新薬開発の仕事を

することで叶える予定です。将来的に

は結婚し、子育てをしながら働いてい

きたいなと思っています。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

出会いの場だと思います。様々な分野

で活躍している大人や女子大生、いろ

んな夢を持っている中高生と出会っ

て、たくさん話して自分の人生にプラ

スの影響を与えてくれるような場所だ

と思います。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

やりたいことがあったら「自分には無

理だろう…」と諦めずにとりあえずや

ってみてください。数学や理科が苦手

でも、好きならやってみれば変わるこ

ともあります。夢を諦めなければ意外

なところでチャンスが巡ってくるかも

しれません。学生は夢を見て良い時期

なので、たくさんの経験を積んで、素

敵な人になってください。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



企画委員 実行委員 実験等プログラム講師 ポスター参加 

 

野呂 知加子 

日本大学大学院総合科学研究科生命科学専攻・生産工学部応用分子化学科･医学部細胞再生移

植医学講座･教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時計などの分解、模型飛行機つくり、天

体観測、猫の飼育、音楽、バレエ、理科、

数学、英語 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

女子中高一貫校（フェリス女学院）の

担任の生物の女性の先生。生き生きと

元気なお人柄、興味深い実験、夏休み

課題図書「結婚・遺伝・生命―親子の

証明―」 児玉浩憲 三省堂新書 41

（1968：絶版） の影響を受け、生命

とは何かについて、研究してみたいと

思いました。その後も大学や大学院で

いろいろすばらしい先生の薫陶を受

け、それらを糧として今の自分があり

ます。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

近い将来の夢は、自分が今までやって

きた研究を自分なりにまとめて集大成

し、そこから新しい発見をすること。

遠い未来への夢は、人類の幸福のため

に科学を役立てること。そして、あま

り遠くない未来に、女性も男性も自分

の能力を発揮して社会で活躍し、かつ、

自分の生活（結婚･育児等含む）も楽し

めるような時代が来ることを願ってい

ます。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

生き物の不思議を分子の言葉で語る。

再生医療やがん転移の基礎研究をして

います。次世代や一般の人に科学のお

もしろさを伝える。もっと普通に女性

科学者がたくさんいる社会を作る。趣

味は音楽なので、音楽とサイエンスの

コラボをやりたいですね。サイエンス･

ミュージックカフェとか。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

次世代女子中高生に科学のおもしろさ

を伝える場。これがきっかけとなって、

大学でも女子学生プロジェクトを始め

ました。暑い夏ですが、貴重な体験を

させていただいています。また、国立

女性教育会館との出会いも、その後男

女共同参画についていろいろ勉強させ

ていただく上で、大変役立っています。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

理系は手に職といった面もあります

が、理系的考え方というのは、これか

らの社会のいろいろな場面で重要とな

ってくると思っています。また国際交

流という側面も重要です。理系専門科

目の他、英語の勉強もして、外国人と

も対等にディスカッションする女性科

学者として、世界で活躍してください。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



実験等プログラム講師 

 

柳 優 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

ソフトウェア開発研究所 

ソフトウェア・テクニカル・サポート所属 

 

 

 

 

算数・数学 - 色々な法則を組み合わ

せて計算をしたり、証明問題を解いた

りすることが好きでした。他の教科は

途中で飽きてしまっても、数学の問題

なら答えが出るまで何時間でも取り組

むことができました。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

「女性が少ない」「勉強ばかりで遊ぶ時

間がない」という噂を聞いていたので

本当に私は理系進学をして大丈夫かと

悩んだ時期があります。しかし進路相

談会等で、実際に理系進学をして理系

の職業に就いている女性の先輩方が世

の中にはたくさんいることに気が付

き、自分も頑張れば同じように出来る

はずと思うことが出来ました。今振り

返っても、一時的な不安に負けずに自

分の思いを貫いて良かったと思いま

す。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

私が担当しているソフトウェア製品で

発生する障害について、対応力 NO.1

になりたいと思っています。そのため

に、空いた時間で自ら本を読んで勉強

をし、かつ、様々なケースの問題に積

極的に関わるようにしています。自分

が頑張って問題を解決した時、お客様

や同僚から「あなたのおかげで助かっ

た」、「あなたから多くのことを学んだ」

と言われると頑張って良かったと思い

ます。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

近い将来：アメリカ出張に行って、海

外の開発部門のメンバーと一緒に新製

品のテストをする 

遠い未来：日本はもちろん、海外の同

僚・お客様に最も頼られる存在になる。

夢の海外生活！どこかの国の研究所で

エンジニアとして働く。定年後はハワ

イでゆっくり過ごす。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

たくさんの可能性を秘めている中高生

の皆さんとお話が出来る場所。昔の自

分を思い出しながらお話をしているの

で、忘れ去っていた思いや夢に気がつ

くことが多くあります。また皆さんか

ら質問を頂くことで、私自身がとても

刺激を受けていますし、新たな挑戦を

するきっかけになっています。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 
 

 

 

『常に未来をイメージしましょう』                   

●目標や夢を常に答えられるようにし

ましょう                  

●その夢に向かって、行動を起こしま

しょう                   

●尊敬できる人を見つけ、行動を真似

してみましょう 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



ポスター参加 

 

林 ゆう子 

東京工業大学 産学連携推進本部 産学連携コーディネーター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 歳のころ、学校で行った実験で、溶

液の色が変わるものがありました。化

学者だった父や５歳年上の兄の影響で

原子や分子の概念を知っていたので、

原子の結合状態が変わることで色が変

わるのって素敵！と思いました。その

時から化学をきちんと体系立てで、勉

強したい。と思うようになりました。 

 

 

 

好きだったのは、算数（数学）、理科（た

だし、動植物や鉱物、星・星座の名前

を覚えるのは嫌い、足のない虫は写真

や絵のあるページをセロテープで閉じ

てしまうほど嫌い）です。読書（小説）、

作文も好き、物理・化学系の実験は大

好きでした。ピンクや赤の服は着ない

し、髪飾りなどつけない、かなり偏っ

た好みの子でした。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

10 年前まで研究者だった時は、分子の

動きを色に変換して見る事をしていま

した。時々自分が組み立てた理論によ

る予想と違うことが起こり、いつまで

も驚きと不思議が続く日々でした。現

在の仕事は、大学の先生の研究を実際

に世の中で使ってもらえるように、企

業の研究者との間を橋渡しすることで

す。様々な先端科学と実用化されてい

る先端技術とに触れていられる、知り

たい！が満たされる幸せな仕事です。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

いつまでも、人が困ったことを解決した

り便利に思ったり喜びにつながる技術

や、これまで解らなかったことが解き明

かされる科学に触れていたいです。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

元気いっぱいの女子中高生が目をキラ

キラさせながら、色々なものを覗き込

み、現象に驚き、活発な会話を交わす

のを見て、「教えられることは何でも教

えてあげたい。」「一緒に考えられるこ

とは一緒に考えたい。」と思う場です。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

勉強としての理科・数学だけでなく、

生活の中にある様々な疑問に目を向け

て、頭の中に浮かんだ疑問を紙に書い

てみると、理系って面白いな、奥が深

いな。と思うはずです。不思議！素敵！

知りたい！が基本の楽しい時間を過ご

しましょう。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



実験等プログラム講師 

 

ct 

フランス、大学、研究員  (夏学 2012参加当時は JAXA研究員) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好きなことを仕事にできるのは、機会

にも恵まれたのもあるが、本当に幸せ

と思う。いろいろなことを体験し、好

きなこと・興味あることを見つけて進

んでください。 

 

 

さまざまな出会いときっかけの場（現

役世代と将来世代、それぞれの世代同

士、進路の提案など） 

 

 

 

数学、理科 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

理数系科目が好きだったこと、きれいな

惑星画像に感動したこと。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

惑星環境モデルを作ってその特徴を調

べ、過去の探査データの理解や惑星探

査ミッションに向けた観測項目の提案

を試みています。 

物理の他、フランスに来てからはフラ

ンス語を勉強し、街歩きが楽しみです。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

国際協力体制の大きな惑星探査ミッシ

ョンをよいものにし、科学へ貢献した

い（遠い未来）。そのために世界の人々

との交流を強く太いものにし、知見を

学び、提案して行きたい（近い未来）。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



企画委員 

  

廣瀬 史子 

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 

エンジニア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

惑星探査機の軌道計画を立てたり、スペ

ースデブリ（宇宙ごみ）の軌道を決める

仕事 

 

 

 

好きだったもの： 飛行機や宇宙 

好きな科目： 数学、英語 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

考えたこと： 将来は宇宙に関係する職

業に就きたい。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

近い将来：わくわくする宇宙開発を企画

したい 

遠い将来：宇宙開発を通じて、国際貢献

出来たら嬉しいな。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

一生懸命メモを取りながら企画に参加

してくれた学生さん達に感謝！ 

Q.あなたにとって夏学とは？ 
 

 

 

自分より学力優秀な人がごまんといる

なか、理系に進学しても就きたい職業

に就けるのか、もちろん不安がありま

した。けれども、やりたいことがあれ

ば続けることが大切。但し、やりたい

ことを続けながらも、幅広く経験を積

んで、自分の可能性を広げておくこと

も忘れないで。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



ポスター参加 

 

千木良 美由紀 
所属企業：株式会社 日立建設設計 ビジネスサポート本部 

職業：建築士 

所属組織：日立技術士会 理事･広報委員長 

日立技術士会 登録活動グループ「チーム･技魔女」001号 

公益社団法人日本技術士会 男女共同参画推進委員会 企業チーム長 

公益社団法人日本技術士会登録 企業内技術士交流会行事部会定例

会 主査 

特定非営利活動法人女性技術士の会 広報部会員 

INWES Japan 会員 

 

 

 

 

 

 

勉強は好きでした。が、特に理科や算

数が好きだったとか、得意だったとか

いうことはないです。全般的にどんな

科目にも、ある程度以上の興味を感じ

ていました。読書は大好きで、夏休み

は、妹と小学校の図書室に通ったこと

をよく覚えています。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

職業に直結することを大学で学びたい

と思い、文系：法学部・理系：建築学

科の 2 パターンで進路を検討しまし

た。小さい時から、漠然とですが、弁

護士か建築士になりたいと思っていま

した。結果として理系を選択したのは、

都市計画・建築系の仕事をしたいとよ

り強く希望するようになったからで

す。祖父は建設省のエンジニアで、父

は土木コンサルタント事務所を経営し

ており、工学系一家だったことも直接

的な理由だと思います。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

仕事：建築物・オープンスペースの企

画、企業・組織・人のブランディング 

勉強：ジェロントロジー（長寿社会の

総合的人間学）、経営企画 

趣味：海外旅行、街なか散歩、和文化

の探求、文通、ゴルフ、ベリーダンス 

やりがい：具体的・直接的に社会の役

にたつ仕事……に携わりたいが、なか

なか難しい 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

「夢」という言葉をあまり使わなくな

ってきている自分に、改めて気づきま

した(笑)。最近日常的に心がけている

のは、仕事の ON/OFF をうまく切り替

える「ライフワークマネジメント」で

す。「夢」というよりは、仕事をサクサ

クこなし、プライベートを楽しむ時間

を増やしたいという「欲」が出てきま

した。遠い未来、定年退職後は「和装

がばっちり決まるような人」になりた

いと思っています。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

理系のたまごの皆さんと出逢い、新しい

元気の素をもらえる 『場』。 

学生の頃の自分を、懐かしく恥ずかしく

想い出す 『時』。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

幅広くいろいろなことに興味を持って

取り組むのがいいと思います。試したり

迷ったりする時間をもっているのは、ほ

んとうに素晴らしいことですよ～。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



ポスター参加 

 

跡見 順子 

現在の所属：東京大学・アイソトープ

総合センター特任研究員（東京大学名誉教授） 

職業：研究者&教育者 

 

 

 

 

 

・小中：音楽・ダンス・習字、とくに

好きな科目はなかったが、嫌いな科目

もなかった。取り立てて言えば、地理

や地形の由来を考えるのが好きで、理

科は化学は何となく面白かったが、生

物は好きで はなかった  

・高校：テニス部でテニスで明け暮れ

る  

 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

地理科志望だったが地理科は理系では

なかった。第二志望で入学することに

なった保健体育科は、解剖学や生理学

などもあり、文理両方の基礎を学ぶこ

とになったが、生理学を通じて自分自

身を含めて人間システムを生物学的に

理解することで、はじめて心の底から

「面白い」 と思った。生理学的な生体

の現象に魅了された。小中高で影響を

受けた人は教師・友人ともにいない。

影響を受けたとすれば、良く勉強する

姉弟である。  

 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

高齢社会を、生き甲斐をもち、やり続

けることができる一生にしたい。その

ために、"自分で自律的に動くことがで

きる” 健康な身心を維持・育成する方

法を早急 に明らかにする必要がある。

その基本は、生命・細胞のコアシステ

ムと、「人 間」としての基本システム

を"生かす”必要がある。1 個の受精卵

から異なる組織 をつくる 60 兆の細

胞から成る身体を脳が理解し、統合体

としての人間として生 きる、その論理

と方法を確立したい。  

 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

人間の生物学、あるいは人間基盤科学

と いう新しい研究・教育分野の創成。

細胞と身体の両面で「動く」原理から

成る多細胞動物としての人間と、特有

の文化を生み出してきた人間の両面を

理系的な可能な方法論を駆使して、変

化し続ける存在としてとらえる分野を

創成したい。専門家である前に、一人

の人間として自分自身を理系的にも理

解する必要がある。 現在は、事が起こ

ってからの医学以外に人間をトータル

にみる分野がない。  

 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

若いときに出会った人間が生きている

ことの面白さ、不思議さを、若い女子

中高生にも理解してもらい、私の夢を

実現してくれる後輩達に夢を伝える

場。人間として生きていることの素晴

らしさを若い女子中高生に伝える場。

自分の身体に潜む自然のしくみを理解

し、自分自身が生きるのに役立てる方

法を発見してもらう 場。  

 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

人間は誰でも理系的側面も文系的側面

も 両方もっている。高校までに文理を

分けるのには反対である。とくに医

学・薬学・教育学・パラメディカル・

理学（とくに生物学も化学も生物物理

学）・生活科学は、生命（生物）として

の人間を対象として研究・教育を扱う

ので、身心に関して悩んだり疑問をも

ったこと、つまり自分が生きているこ

とをどのように科学としてとらえるこ

とができるか、という目を養ってほし

い。  

 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



企画委員 実行委員 ポスター参加 

 

江尻 省 

国立極地研究所・助教 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好きだったこと： なぞなぞ、手品、外

で遊ぶこと 

好きだった教科： 算数、図工 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

考えたこと： 好きなことをやろう 

影響を受けた人： 周囲の身近な人から

教科書や偉人伝の中の人まで多数 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

見えているようで見えていない、手が

届きそうで届かない、上空 100km前後

の『超高層大気』の研究をしています。

地球の中性大気と宇宙の電離大気がせ

めぎ合う領域で何が起こっているの

か？！地上からの光を使った遠隔観測

で明らかにしようとしています。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

近い将来の夢：南極で越冬観測をしてナ

イスなデータと共に帰国する。 

遠い未来への夢：内緒 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

女子のパワーを確認する場所 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

迷ったら、とりあえずやってみればいい

んじゃないでしょうか。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



夏学卒業生 → 学生 TA(班付き) → 学生企画委員 

 

にっしー 
首都大学東京 学部 4年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何かに熱中すること。教科は理科、数学。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

伯父が研究者で、研究は楽しいと小さい

ころから聞かされていた。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

勉強、研究。趣味は読書、語学、写真、

趣味探し 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

近い将来：修士に進学が決定 

遠い未来への夢：アカデミックポスト 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

サイエンスが好きで活力のある女の子

に出会える場 

Q.あなたにとって夏学とは？ 
 

 

 

やるときは集中してやる。すぐに結果が

でなくても自分を信じながら続ける。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 



学生企画委員 

 

吉岡 実里 
芝浦工業大学システム理工学部機械制御システム学科 4 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生の頃からよく本を読んでいまし

た。同時に、外で日が暮れるまで遊びま

わる、活発な子供でもありました。 

Q.小さい頃から好きだったことや科

目は？ 

 

 

 

最終的に理系に進路を決定したのは、

2008 年の夏学に参加した時でした。同

年の理系志望の女性たちと話すことで

受けた刺激は、やはり自分の進路を決

める一手だったように思います。「一緒

に頑張ろう」と言い合える同士を夏学

で見つけることができたことを嬉しく

思います。 

Q.理系進路選択にあたって考えた  

ことや、影響を受けた人は？ 

 

 

 

研究室では 1 年間、先進安全運転支援

システムの開発の研究をしてきまし

た。交通事故を未然に防ぐために、自

動車に組み込まれたシステムがドライ

バの認知の補助をすることで、事故を

軽減させることが目的の研究です。ま

だ研究段階なところが多い内容です

が、将来的には人の役に立つシステム

として活用されればと思い、取り組ん

でいます。 

Q.現在取り組んでいる仕事、勉強、趣

味、その他やりがいは？ 

 

 

近い将来の夢：今取り組んでいる研究

の報告書を完成させて、私がこの 1 年

間研究してきたことの集大成を形とし

て提出すること。      遠い未

来への夢：2 年前、ロールモデルに書

かせていただいた時、私は「人を幸せ

にする仕事に就く」という夢を掲げて

いました。これからもその軸をぶらす

ことなく、進んでいきたいと思います。 

Q.近い将来と遠い未来への夢は？ 

 

 

中学生・高校生・大学生、どの年代で

参加しても刺激を受ける場でした。そ

して、これから先参加したとしても、

やはり様々な年代と接し、意見を交換

することで良い刺激を受ける場だと思

います。 

Q.あなたにとって夏学とは？ 

 

 

 

とにかく「やってみたい」と思う気持

ちを大切にしてください。1 人で出来

ないことは、2 人で、3 人で、みんなと

協力し合って積極的に行動することが

大切です。みなさんのこれからの活躍

を応援しています。 

Q.理系をめざす女子中高生へ  

アドバイスお願いします。 


