
年 月 活動内容 内容

2007 11 ＮＰＯ法人認証取得 会社法人等番号0101-05-007068

1 パネル展示参加協力
（社）日本技術士会修習委員会主催　技術士第一次試験合格者・JABEE
課程修了者ガイダンスへの出展

2
特定非営利活動法人女性技術士の会
設立記念講演会

「ひろがれ、つながれ、 女性技術者ネットワーク」－新しい時代を担う技
術分野の 女性ネットワークづくりをめざして－
来賓　内閣府男女共同参画局長　　板東久美子氏
　　　　社団法人日本技術士会会長　高橋　修 氏
講演　「あたらしい時代の女性技術者とその使命」
　　　東京大学男女共同参画室特任教授・コーディネーター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都河　明子氏

3 女子学生向け講演(日本女子大学大学) 「技術士制度、女性のキャリア形成に関して」　会員３名 

5 女子学生向け講演(山梨大学) 「技術士制度、女性のキャリア形成に関して」　会員２名

5 第１回通常総会

9 第２回日韓女性技術士交流会（新潟） 会員９名

10 女子学生向け講演(横浜国立大学) 「技術士制度、女性のキャリア形成に関して」　会員２名

10 東京ウィメンズプラザフォーラム参加 「女性技術士の職域と社会活動」－ICWES 14報告

11 WPETF主催-第１回技術サロン JABEE課程及び高専の女子学生９名、会員７名

11 見学・交歓会 「１００万人の市民現場見学会」東京国際空港D滑走路連絡誘導路工区

11 市民向けシンポジウム
女性技術士の視点から
－私が考える、住んでおもしろいまちづくりへの発言「これからのまちづく
りに望まれるおもしろさと女性技術士の役割」

1 パネル展示参加
（社）日本技術士会修習委員会主催　技術士第一次試験合格者・JABEE
課程修了者ガイダンスへの出展

4 講演会共催 荻窪法人会主催「エコシティとエコライフ」に関して、会員７名

4 WPETF主催-第２回技術サロン JABEE課程及び高専の女子学生12名、会員他６名

5 造園学会主催－ミニフォーラム 会員４名

5 第２回通常総会
招待講演　「社会総がかりでの教育活性化に向けて－男女共同参画社
会実現の課題－」
　経済産業省産業技術環境局大学連携推進課　二ﾀ村　森氏

6 女子学生向け講演(山梨大学) 「理系女性のキャリア形成」　会員１名

7 WPETF主催-第３回技術サロン 理系女子学生４名、教員２名、会員５名

8 夏の学校参画支援・パネル展示
女子中高生夏の学校2009－科学者・技術者のたまごたちへ－
「技術系の資格とは　-あなたが技術者になったとき-」、会員４名

8 ＢＩＥＮ2009参加(釜山)
女性技術士の会活動並びに女子学生支援活動についてのプレゼン
テェーションおよびパネル展示　　会員２名

9 ポートフォリオ出版
「行動する女性技術士たち－理系は楽しい・おもしろい－」
部数：500部（A4版　53ページ）

10 WPETF主催-第４回技術サロン 理系女子学生６名、若手社会人(２年目）１名、会員６名

10 女子学生向け講演(横浜国立大学) 「技術士制度、女性のキャリア形成に関して」　会員２名

10 第３回日韓女性技術士交流会（仁川） 会員９名

10
第２回日中韓女性科学技術指導者フォーラ
ム（東京大学）

INWES-Japan共催　韓国５名、中国６名来日、会員８名

11 サイエンスアゴラ参画支援 ポスター作成ならびに展示要員、会員３名

12 市民向けシンポジウム
「おもしろいまちづくり」シリーズ第２弾
－ぱぱ・まま・こどもの　おもしろ まち あそび－

12
女子学生向け講演(福井工業高等専門学
校)

「ライフ・ワーク・バランス、キャリアデザイン、ライフステージについて」　会
員２名

12 第４回アンケート調査実施

特定非営利活動法人女性技術士の会　これまでの主な活動実績　

7
第14回 国際女性技術者・科学者会議
｢ICWES 14｣参加 （フランス・リール）

2009

2008

ポスターセッション参加（女性技術士の会：2件、会員個人：5件）
オーラルセッション参加（会員個人：2件）　参加16名



年 月 活動内容 内容

1 パネル展示参加協力
（社）日本技術士会修習委員会主催　技術士第一次試験合格者・JABEE
課程修了者ガイダンスへの出展

2 WPETF主催-第５回技術サロン JABEE課程及び高専の女子学生４名、若手社会人１名　会員他７名

5 第３回通常総会
招待講演　「女性技術士の会を外から見ていて－面白きかなー人との出
会い（ふとした事から、１３世紀モンゴルのバグダッド・ダマスカス陥落ま
で）－」　社団法人日本技術士会評議員 田中久雄氏

6 女子学生向け講演(山梨大学) 「理系女性のキャリア形成」　会員１名

6 WPETF主催-第６回技術サロン 理系女子学生３名、社会人３名、会員７名

8 夏の学校参画・パネル展示
女子中高生夏の学校2010－科学者・技術者のたまごたちへ－
会員６名

8
NWEC フォーラム2010～女性のエンパワー
メントと男女共同参画社会づくり～

講師　会員１名（WPETF 活動への協力）

9 WPETF主催-第７回技術サロン 理系女子学生２名、社会人２名、会員３名

10 女子学生向け講演(横浜国立大学) 「技術者教育講演会」　会員２名

10 第４回日韓女性技術士交流会（下関） 会員等13名、韓国側８名

10 見学会 国立天文台三鷹キャンパス

11
第３回日中韓女性科学技術指導者フォーラ
ム（中国　福州市）

Conference of China Association for Science and Technology（CAST）の
年次大会の一部　　ＮＰＯからは理事長１名出席

11 サイエンスアゴラ参画 ポスター作成ならびに展示当日の説明　会員12名

11 市民向けシンポジウム
「おもしろいまちづくり」シリーズ第３弾
－くらしの中のエコ技術－

12 WPETF主催-第８回技術サロン 理系女子学生３名、社会人３名、会員３名

12 第４回アンケート調査 継続及び集計・分析

1 パネル展示参加協力
（社）日本技術士会修習委員会主催　技術士第一次試験合格者・JABEE
課程修了者ガイダンスへの出展

2 WPETF主催-第９回技術サロン
JABEE課程等の女子学生２名、若手社会人２名　会員他５名（うち１名は
男性技術士）

4 女子学生向け講演(徳山高専専攻科) 「社会で働く女性技術者」　会員２名

5 女子学生向け講演(山梨大学) 「理系女性のキャリア形成」　会員１名

5 第４回通常総会
総会後の講演会に代えて、会員の意見交換会として本法人としての「東
日本大震災に対する支援のあり方」を協議

6 WPETF主催-第１０回技術サロン
理系女子学生１１名（うち２名はＮＰＯ震災復興支援事業として参加支援
の学生）、社会人３名、会員５名

7
第15回 国際女性技術者・科学者会議
｢ICWES 1５｣参加 （オーストラリア・アデレー
ド）

ワークショップ（女性技術者の仕事事情）主催
ポスターセッション（女性技術士の会：１件、会員個人：１件）
会員８名参加

8
平成23 年度全国高専教育フォーラムワー
クショップ(鹿児島大学)

国立高等専門学校機構の全国大会ににおいて講演　会員２名

9
男女共同参画推進委員会（日本技術士会）
主催-第１１回技術サロン

理系女子学生９名（うち２名はＮＰＯ震災復興支援事業として参加支援の
学生）　会員他８名（うち１名は男性技術士）、ゲスト１名

10 市民向けシンポジウム
「おもしろいまちづくり」シリーズ第４弾-リスク回避の生活術を考えよう-・
バザー実施

10 第５回日韓女性技術士交流会（大邱） 会員７名、韓国側20名

10 見学会 金町浄水場高度浄水施設工事現場

11 サイエンスアゴラ参画
「新たな科学のタネをまこう ― 震災からの再生をめざして」をテーマとし
たポスター展示、液状化化実験　会員10名

12
男女共同参画推進委員会（日本技術士会）
主催-第１２回技術サロン

理系女子学生６名（うち１名はＮＰＯ震災復興支援事業として参加支援の
学生）　、会員４名

2011

2010



年 月 活動内容 内容

1 女子学生向け講演(香川高専) 「女性技術者による技術士制度」の概要説明等　会員４名

1 パネル展示参加協力
（社）日本技術士会修習委員会主催
技術士第一次試験合格者・JABEE課程修了者ガイダンスへの出展

3
男女共同参画推進委員会（日本技術士
会）主催-第１３回技術サロン

理系女子学生７名（うち１名はＮＰＯ震災復興支援事業として参加支
援の学生）、社会人９名、会員４名

5 女子学生向け講演(山梨大学) 「理系女性のキャリア形成」　会員１名

5 第５回通常総会
総会後の講演会に代えて、会員の意見交換会として本法人の活動
への参画のあり方に関を協議

6
男女共同参画推進委員会（日本技術士
会）主催-第１４回技術サロン

理系女子学生６名（うち２名はＮＰＯ震災復興支援事業として参加支
援の学生）、社会人３名、会員７名

8 夏の学校参画・パネル展示
女子中高生夏の学校2012 －科学者・技術者のたまごたちへ－
理系の職業紹介　会員９名

9
男女共同参画推進委員会（日本技術士
会）主催-第１５回技術サロン

理系女子学生2名（うち１名はＮＰＯ震災復興支援事業として参加支
援の学生）、社会人5名、会員7名

10 第６回日韓女性技術士交流会（名古屋） 会員15名、韓国側6名

11 市民向けシンポジウム
「おもしろいまちづくり」第６弾 －目指せエコ達人－（参加型）－サイ
エンスアゴラ会場にてシンポジウムを体験が妙子ゲームに代えて実
施

12
男女共同参画推進委員会（日本技術士
会）主催-第１６回技術サロン

理系女子学生２名（ＮＰＯ震災復興支援事業として参加支援の学
生）、社会人５名、会員４名

1 パネル展示参加協力
（公益社団法人）日本技術士会修習委員会主催
技術士第一次試験合格者・JABEE課程修了者ガイダンスへの出展

3
男女共同参画推進委員会（日本技術士
会）主催-第１7回技術サロン

理系女子学生３名（うち２名はＮＰＯ震災復興支援事業として参加支
援の学生）、社会人６名、会員５名

4 女子学生向け講演(山梨大学) 「理系女性のキャリア形成」(技術士資格、私の経験他)会員１名

5 第６回通常総会
総会後に、会員２名による技術発表会（途上国の水問題と日本の協
力、日本のエネルギー供給と再生エネルギー供給時の課題）を実
施。

6
男女共同参画推進委員会（日本技術士
会）主催-第１８回技術サロン

理系女子学生２名、社会人１１名、ゲスト１名、会員７名

8 ポートフォリオ出版
「行動する女性技術士たち」－理系は楽しい・おもしろい－Vol.2
　　26名の女性技術士のワークモデルを紹介

8 夏の学校参画・パネル展示
女子中高生夏の学校2013 －科学者・技術者のたまごたちへ－
理系の職業紹介　会員７名

9
男女共同参画推進委員会（日本技術士
会）主催-第１９回技術サロン

理系女子学生３名（ＮＰＯ震災復興支援事業として参加支援の学生２
名）、社会人３名、ゲスト１名、会員7名

10 第７回日韓女性技術士交流会（水原） 会員６名、韓国側15名

11 市民向けシンポジウム
「おもしろいまちづくり」第６弾 －生き物のいるまちづくり（生物多様
性は必要か？）－サイエンスアゴラ会場にてシンポジウム実施

11
第５回日中韓女性科学技術指導者
フォーラム（日本大学会館）

会員７名　会員による発表「女性技術者の社会的現状、我々の役割
と活動」

12
男女共同参画推進委員会（日本技術士
会）主催-第２０回技術サロン

理系女子学生３名（ＮＰＯ震災復興支援事業として参加支援の学生２
名）、社会人６名、会員５名

*水色（太字）は本法人が主体・主催、黄色は国際活動関連　　**会員数は当日参加者数で記載

2013

2012


