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秋も深まり、東京は「紅葉」にはもう一息、「黄葉」

がきれいな季節になって来ました。他にも、「芸術の秋」、

「スポーツの秋」、「読書の秋」、「食欲の秋」などなど。

みなさまはどの「秋」を満喫なさっていますか。 

本ニュースレターは、特定非営利活動法人女性技術

士の会会員のみなさまへ、本法人の活動内容を中心に

お知らせいたします。第 25 号では、2015 年 7 月～10

月の活動報告、リレーエッセイ、運営報告、今後の活

動予定などをお届けします。今回も楽しい記事が満載ですので、どうぞお楽しみください。 

なお、ニュースレターではみなさまからの投稿記事を募集しますので、仕事のこと、趣味のこと

など、お気軽に投稿してください。詳細は巻末のアドレスまでお問い合わせください。 
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活動報告 

 第 3 回 Q 例会「仕事に役立つ撮影術 －デジカメの基本を理解する－」 

 日 時：2015 年 7 月 31 日（土）19：00～20：30 

 場 所：四谷地域センター 

 活動形態：会員の自主活動 

 主 催：本法人有志 

 講 師：高橋俊一氏（（株）ウォーパル代表 一級建築士） 

「小石川植物園の樹木」、「山手線が渡る橋・くぐる橋」で写真を公開中 

 参加者：会員 6 名（井本、木村、千木良、廣瀬、三原、宮地）、会員外 3 名 

 目 的：皆が今までちょっと苦手に思っていたカメラの基本理論を勉強する。 

 概 要：参加者の撮影技術や使用カメラのレベルは様々であったが、それぞれに苦手な写真シ

ーンがあったようだ。一人一人講師のアドバイスを受けて、「とても勉強になった」「早速実践

してみたい」「良いカメラを買いたくなった」「続編を期待します」などの感想が寄せられた。 

  

 女子中高生夏の学校 2015 ～科学・技術・人との出会い～ 

 日 時：2015 年 8 月 7 日（金）13：00～17：20（中高生・保護者・教員向けポスター展示） 

 主 催：（独）女性教育会館（NWEC） （本法人は協賛参加） 

 場 所：（独）女性教育会館（NWEC）（埼玉県比企郡嵐山町菅谷 728 番地） 

 参加者：本法人；10 名（内、他団体としての参加者も含む） 

女子中高生；約 100 名、保護者・教員；約 50 名 

 経 緯：本イベントは、国立研究開発法人 科学技術振興機構

（JST）の「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」の助成

事業として NWEC が毎年実施しており、本法人もポスター展示

参加団体として、2009 年以降、継続参加（協賛）している。 

 目 的：女子中高生に理系の幅広い研究分野の魅力に触れてもらうと同時に、実際に企業や大

学・研究機関で働く科学者や技術者と交流し、将来のキャリアイメージを掴んでもらう。 

 概 要：ポスター展示および配布資料（冊子「理系の仕事って？ Vol.2」）により、技術系の資

格・職域に関する紹介と、大学の学部選択とその後の職業との関連をわかり易く説明した。改

訂版冊子「理系の仕事って？」は、「目指す職業のアプローチの方法」と「理系の仕事の事例紹

介」を 2 例ずつ増やし、昨年同様、非常に好評であった。本冊子を通して、「目指す職業へのア

プローチの方法は一つではないこと」、「理系の仕事の幅広さ・奥深さ」を理解してもらえるよ

う心掛けた。また、今年度も学生企画「Gate Way」に協力し、進路相談にも対応した。 

 

 第 7 回日中韓女性科学技術指導者フォーラム 

 日 程：2015 年 9 月 25 日（金）～28 日（月） 

 開催地：プラザホテル（韓国ソウル市） 

 活動形態：国際女性技術者・科学者ネットワ－ク（INWES）としての参加 

 参加者（講演者）：中国；5 名、韓国；8 名、日本；5 名（本法人からは磯打会員が参加） 
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 テーマ：Together We Advance 

 概 要：本フォーラムは「Gender Summit 6 – Asia Pacific 2015」と同時に開催された。フォー

ラムは、①「Women Scientists and Engineers in Public Safety」、②「Updating the Status of 

Policies to promote Women Scientists and Engineers」、③「Exploring Ways to Close Gender Gap 

in Computer Science and Engineering」の 3 つのセッションで構成され、そのうち、セッショ

ン①で、本法人の磯打会員が話題提供し、フロアーとの質疑応答が行われた（詳細は、「プロ

ジェクト参加報告」参照）。 

 

 第 9 回日韓女性技術士交流会（速報） 

 日 程：2015 年 10 月 22 日（木） 

 開催地：江原道春川市 Elysian Gangchon Resort 

 活動形態：共催 

 主 催：韓国技術士会 女性委員会 

 参加者：日本側 6 名（石田、木村了、千木良、中西、氷上、廣瀬）、韓国側 10 名 

 テーマ：持続可能なインフラの構築法 

 日本側発表：「日本水道関係者の持続可能な取り組みの紹介」（中西）、活動報告（木村了） 

韓国側発表：活動報告（金淑子） 

 

プロジェクト参加報告 

 三原麻未さん（東京工業大学大学院理工学研究科 材料工学専攻）「APNN 国際会議に参加して」 

私は今回、INWES1の地域ネットワーク会議 APNN (Asia ＆ Pacific Nations Network) Meeting お

よび理工系で活躍する女性のための国際会議 ICWSTEM (International Conference of Woman in 

Science, Technology, Engineering ＆ Mathematics) に参加しました。今年はモンゴルで開催され、

来年はニュージーランド、再来年は日本で開催されます。1 日目の APNN では、各国代表者からの

Country Report があり、日本からは INWES-Japan2の活動や、日本の女性研究者事情について報告

がありました。モンゴルの大学では近年女性比率が上昇しており、教授は 36％、准教授は 53％、

講師等は 66-7％が女性です。卒業生も 64%が女性、工学系では 29％を女性が占めています。いか

に日本が遅れているか痛感すると共に、日本の女性研究者事情は異常であると危機感を覚えました。  

   

 2 日目の発表の様子                参加者集合写真 

                                                      
1 INWES：International Network of Women Engineers ＆ Scientists 
2 INWES-Japan：INWES の日本支部。7 月 8 日付けで、NPO JNWES（特定非営利活動法人 日本女性

技術者科学者ネットワーク）に移行。 
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2 日目の ICWSTEM では、まず午前に閣僚や議員による発表、教育や技術の発展に関する発表、

アメリカの革新プログラムやモンゴルの状況についての発表がありました。午後は 5 つのセッショ

ン（Engineering & Technology, Medical Science, Social science and Humanities, Natural Science, 

Agriculture and Biotechnology）から成り、私は Social Science and Humanities にて、「How talented 

females slave in STEM field?-case study of Japan and Norway」というタイトルで発表しました。東

京工業大学とノルウェー工科大学における男女共同参画事情を、アンケートとヒアリング調査によ

って比較・検討した結果、女子学生がロールモデルと出会う機会の重要性を痛感し、東工大で新し

いプロジェクトを進めているという内容です。緊張しましたが非常に良い経験になりました。 

私は今回の経験を通して、世界の女性研究者とのネットワークを一層拡げると共に、世界中に活

躍する格好良い女性がいて、それぞれの課題に逞しく立ち向かっていることを再確認できました。

日本の方々の熱心な取り組みはもっと世に知られるべきですし、今後、世界中の理工系女性研究者

と強いネットワークが構築されていくことを望みます。 

最後に余談ですが、笑い話があります。日本人だけで街へ買い物に行った時のこと。目的地へ向

かう途中、一人の男性に声を掛けられました。彼は買い物先まで付いてきて、私たちの買い物が終

わるまで待っていました。私たち日本人はとても彼を警戒し、何とか振り切りましたが、実は彼は

私たちが泊まっていたホテルのボーイさんでした！仕事の休憩中に私たちを見かけて、気にかけて

くれたようです。警戒しすぎも良くないですね。これもまた良い経験になりました。 

 

3 日目のツアーで訪れた 13 世紀村 

 

 磯打千雅子さん（総合技術監理・建設部門）「日中韓女性科学技術指導者フォーラムに参加して」 

私は、9 月 25 日～28 日にソウルで開催された「第 7 回日中韓女性科学技術指導者フォーラム」

の「Women Scientists and Engineers in Public Safety」のセッションで話題提供をしました。 

座長は、日本大学の野呂先生がお務めになり、他の話題提供者は、中国上海の鉄道維持管理会社

マネージャーMs. Haiyan Zhan、韓国Chungnam National Universityの学部長・教授Dr. Heesun Chung

でした。 

話題提供の内容は、Ms. Haiyan Zhan からは、上海鉄道の維持管理事業において女性がどのよう

に活躍しているか、Dr. Heesun Chung からは、Public Safety の考え方と、先生のご研究分野である

遺伝子分析（例えば事件事故捜査における DNA 鑑定など）に必要な素養は、女性の方が備わって

いるということでした。 

磯打からは、南海トラフ地震を想定し四国で取り組んでいる組織間連携活動を例に、女性が他者

との共通点を見出し、共感することができる“共感力”を、今後防災計画立案と維持に活かすべき

といったお話をいたしました。他の講演者から質問を頂きましたが、磯打のつたない英語ではコミ

ュニケーションに四苦八苦いたしましたが、野呂先生はじめ参加者のみなさまの暖かいフォローを

いただき、何とか役目を終えることができました。 
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今回参加させていただいた一番の収穫は、第一線で活躍されている女性は、国籍を問わず年齢を

重ねるごとに益々輝き（色々な意味で）、凛としておられるということにあらためて気づかされた

ことです。加えて、女性が社会で活躍していく上での課題の根底は、各国共通であることも驚きで

した。 

 

 

 

 

 

 

    フォーラム参加者のみなさんと    本体の Gender Summit 6    座長の野呂先生と 

 

会員からの発信 

 青木治子さん（建設部門） 「私の趣味～プロ野球観戦～」 

皆様、はじめまして。プレストレスト・コンクリート橋を中心とした建

設会社に勤めています青木治子と申します。名古屋に在住しているため、

なかなか皆様とお会いできる機会がありませんので、自己紹介といっては

なんですが、私の趣味（ストレス解消？）について書かせていただきます。 

私の趣味は、プロ野球観戦です。名古屋に生まれ育ち、野球好きの祖父、

父の影響を受けて物心ついた頃から地元のチームを応援しています。年間

140 試合近く試合があるのですが、だいたい 20～30 試合程度現地観戦をしています。休日を中心

に観戦に行っているのですが、平日でも早めに仕事が終わりそうな時は、定時ダッシュをして球場

に行ってしまうこともしばしば。球場に行き、大声で応援をしているととてもいいストレス解消に

なります！勝つと、ストレス完全に発散できた～！と思うのですが、負けると『実はストレス増え

てる？』と思うことも無きにしも非ず・・・ですが。 

基本、地元球場で観戦をしていますが、休日は球場で知り合った 10 年来の仲間たちと連れ立っ

て他球場に足を運んで観戦をしています。東京ドームをはじめとしたセ・リーグの本拠地には毎年

1 回はいっているような気がします。パ・リーグの本拠地は北海道や福岡といった遠方が多いため、

なかなか行くことができないですが、いつかは全て行ってみたいと思っています。 

そんな中、プロ野球では毎年どこの球団も本拠地を離れて地方球場での開催を年に数回行ってい

ます。この地方球場での試合が非常に楽しみで、タイミングがあえば行くようにしています。近い

ところでは、岐阜長良川球場や浜松球場などがありますが、東海地方を離れた地方に行くのがとて

も好きです。甲府や松本、平塚、相模原 etc・・・色々なところに行きました。本来の目的である

野球の試合ももちろんですが、名古屋からの電車での行き方、時刻表とにらめっこして、どのルー

トで行くかな、と考えることからはじまり、電車の車窓からの景色、特に仕事柄少し変わった橋梁

に見入ってしまったり、その土地の街並みを楽しんだり、名物を食べたり、お城などの観光地にい

ったり、と楽しみが盛りだくさんです。一番の思い出は、甲府に行った時に、甲府駅の近くでふら
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っと入った焼き鳥屋さんがとてもおいしかったこと！なかなか甲府に行く機会はないですが、野球

とは関係なしに行ってみたいと考えています。 

さらに、球場で知り合った仲間たちとの交流もとても楽しいです。仕事

をするようになってから、仕事関係の方たちと接する機会が多く、周りの

友人も仕事中心となってしまいがちだったのですが、球場で知り合った仲

間たちは職業も年齢も様々で、色々な話をしているだけでとても貴重な時

間を過ごすことができます。土地柄、車関係の仕事をしている人も多いで

すし、先生になろうと頑張っている人、中学生のやんちゃ盛りの男の子（3

歳から成長を見守っています！）とそのお母さん、介護士さん、街の電気

屋さん etc・・・。お互いを尊重しあい、心配したり、励ましたり、なぜかこの仲間たちにお説教

をされると素直に聞くことができたり、大人になってからこんなに素晴らしい仲間と出会えたこと

はとても嬉しく、これからも仲良く付き合っていきたいと思います。 

こんな、野球バカの私ですが、どうか、皆様、よろしくお願いいたします。 

 

リレーエッセイ 

 井本郁子さん（総合技術監理部門、環境部門、建設部門） 「モンゴルの植物 －街の木－」 

これまで INWES や APNN の会議に参加するため、世界の各地を訪れる機会がありました。それら

の会議の合間や終わったあとに、木々や植物を眺めながら街中を歩いています。今回はウランバー

トルで出会った「木」と近郊の草原の野生植物を紹介します。これはウランバートルで 2015 年 6

月 25 日から 26 日に開催された APNN によるものです。 

ウランバートルでは 残念ながら街の風景をほとんど写真にとることができませんでした。滞在

期間が短く短時間しか街歩きができなかったこともありますが、撮りたいと思う風景（美しい街路

樹や街並）に出会えなかったのも一因です。ウランバートルの街中は乾燥地帯の街を実感させるよ

うに、風が吹くと砂が舞い、緑の少ない街でした。それでも、6 月の終わりは、モンゴルではもっ

ともよい季節といわれ、郊外の川沿いには緑が美しく、街中の木々も花や実をつけていました。 

街の中に植えられているポプラの木（Poplus sp.）は中国語で楊と書く樹木です。種子をつつむ

綿毛が雪のように舞い、道ばたにも白く積っていました。ウランバートルの初夏でもっとも印象に

残る自然のひとつでしょう。ポプラの仲間は種類がとても多く、アジア大陸東北部の自生種も多い

ため種を決めるのは難しそうです。（https://en.wikipedia.org/wiki/Populus（2015/9/30） 

https://en.wikipedia.org/wiki/Populus（2015/9/30
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郊外にある寺院の周りではカラマツの仲間（右上）や黄色い花の

咲くマメ科の樹木（Caragana arborescens）（右中）も植えられて

いました。寺院の敷地内は、周辺に比べると緑が多く、ほっとでき

る空間となっています。 

会議の 3 日目は、ウランバートル近郊のチンギスハーン記念施設

のほか 13 世紀テーマパーク（13th Century Thema Park）へのツア

ーでした。モンゴルの草原地帯の景観は、これまで見てきたアメリ

カやオーストラリアの乾燥地帯とも異なり、荒涼とした岩山とうっ

すらと緑の草原が、あるいは丘陵地の薄緑と谷間の濃い緑が、むき

出しの岩や地形の美しさを際立たせていました（右下）。さらには

短い夏にいっせいに開花する草花もとても華やかなものでした。 

今回は APNN の会議がよいきっかけとなって、素晴らしい自然を

知ることができました。来年はニュージーランドで開催です。今度

はどのような自然と出会うことができるか、ひそかに楽しみにして

います。みなさんもぜひ、一緒に参加しませんか。人との出会いと

同時に、自然との出会いを楽しみましょう。 

 運営報告 

   

主 体 日 時 議 題 

理 事 会 

8 月 1 日（土）10:00～12:30 
各部会活動報告、東京都への提出書類に関する変更確認、理事の増

員について、夏学の準備、シンポジウムについて、新規事業提案 

10 月 10 日（土）9:30～11:30 
各部会活動報告、理事の増員について、日韓女性技術士交流会につ

いて、シンポジウムについて 他 

事 務 局 － 入退会管理、資金管理、Web確認 等 

企画部会 

9 月 2 日（水）15:30～17:00 
山脇学園のサイエンスアイランド（理系育成プログラム）を視察後、

専任の先生と事務局長にヒアリングを行った。 

10 月 13 日（火）19 時～21 時 
シンポジウムの構成検討、役割分担、広報先等を検討 

出前講座のニーズ掘起しのためのアンケートを作成 

広報部会 10 月 22 日（木）18:30～20:30 
理事会協議内容の伝達、ニュースレター(Vol.25、Vol.26)について、 

改訂版冊子の会員配布および Web 掲載について 

国際部会 9 月 3 日（木）19:00～21:00 

国際部の今後の活動予定（2015.10 日韓女性技術士交流会）と

INWES-J 改め NPO JNWES についての報告。 

APNN プロジェクトチーム発足会開催 

   

今後の活動予定 

 シンポジウム －女性技術者のワークライフバランス－ 

 日 時：2015 年 11 月 28 日（土）11：30～14：00 

 場 所：慶応義塾大学三田キャンパス内「社中交歡 萬來舍」 

 対象者：若手技術者 

 参加費：ランチミーティング形式のため、ランチ代として 1,300 円程度 

 目 的：女性技術者のワークライフバランスに関する意見交換 

 パネリスト：磯打千雅子氏（本法人会員）【香川大学産学官連携推進機構特命准教授（地域防

災・事業継続計画 BCP）】 
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 概 要：防災分野で活躍する磯打千雅子氏をパネリストとし、木村理事長との対談形式および

全員参加型で、ワークライフバランスの現実と理想、そして課題を探る。 

  

 新年会 

 日 時：2016 年 2 月 6（土）夕方から 

 場 所：未定（時間、場所、会費等決定しましたら ML や Web サイトでお知らせ致します。） 

 

技術士を目指して 

 井上香奈さん（農業環境工学） 「技術をもって、農業と自身の幅を広げたい」 

私は現在、東京農工大学大学院農学府、修士 2 年の学生です。農業環境工学を専攻し、授業では

農業土木・農業機械の勉強を主にしてきました。研究では、営農管理情報の整理、土壌センシング

を行っています。来年 4 月から、株式会社クボタの事務系営業として勤務する予定です。 

女性技術士の会のことは、昨年 7 月 YWS Camp3に参加し

て初めて知りました。YWS Camp では、アジアのさまざま

な地域の女性と話をすることができました。今までにない

経験でした。YWS Camp のメンバーとは、“女性”であり、

“エンジニアの卵”であることを強みに、良き友人になる

ことができました。いまでも韓国・台湾・シンガポール・

スリランカの友人とはフェイスブックで連絡を取り合って

います。現在は、女性技術士の会の広報部に所属し、また、

APNN プロジェクトチームのメンバーでもあります。 

さて、技術士を目指して、というテーマで書かせていただいていますが、私は、ひたすら遠回り

をしているように思います。高校物理・化学は好きになれず、生物選択で農学部へ進学。学部 1・2

年では、林学・生態学を中心に学びました。学部 3 年になり、生物分野の知識だけで物事を考える

ことに限界を感じ、農業工学を学ぶことにしました。研究室配属後は、農業機械の知識もそこそこ

に、農家さんとの交流と土壌分析をメインに取り組んでいました。修士論文では、3.11 を受けて風

評被害に遭われた福島県の農家さんの復興支援プロジェクトについて、土壌分析、圃場の周辺情報、

農家さんへのインタビューなどの記録から、検証していきます。 

就職先は、悩んだ末、前面に立てる営業を志望しました。いままで学んでこなかった、マーケテ

ィングなどの知識を得て、農業市場の開拓にかかわり、農業技術の発展に貢献していきたいと考え

ています。仕事をしていく中で、どこかで、機械部門や農業部門の技術士資格をとれたらいいなと

思っています。事務系の営業とはいえ、技術への理解が欠かせませんし、いままで大学で学んでき

た知識を生かし、自己啓発していくのに技術士の資格は最良なツールなのではないかと考えていま

す。これから、女性技術士の会の活動に参加していく中で、諸先輩方のご意見を伺い、情報収集し、

前進していきたいです。 

ニュースレターについてのご意見・ご感想はこちらまで：info@pej-lady.org 

 

                                                      
3 YWS Camp：Young Woman Scientist Camp は、2014 年は APNN＆MAPWiST（Asia Pacific Nation 

Network ＆ Meeting of Asia and Pacific Women in Science and Technology）と同時開催された、

若手女性科学者のためのキャンプで、アジア諸国の同世代とワークショップなどを行った。 

2014年 7月 APNN＆MAPWIST会場にて 


