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特定非営利活動法⼈ ⼥性技術⼠の会 
ニュースレター vol.29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

暑い夏が終わり、朝夕肌寒さを感じる季節となりました。秋は、運動会や⾏楽など休⽇の⾏事でリフレッ
シュできる季節でもあります。皆さまはいかがお過ごしでしょうか。 
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 29 号では、2016年 8⽉〜2016年 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  
 冊⼦「理系の仕事って︖ －進路に悩むあなたへ－」第 3 版改訂  
 発 ⾏︓2016年 8 月 1 日（月）（改訂作業活動期間︓2016年 4⽉〜7 月） 
 企画・制作・発⾏︓本法⼈ 
 活動主体︓冊⼦改訂プロジェクトチーム（猪狩、⽝⾛、川上、⽊村（了）、笹尾、廣瀬、沼澤、宮地、宮
本） 

 経 緯︓2014年度の「⼥⼦中⾼⽣夏の学校」を機に、⼥⼦中⾼⽣の理系への進路選択⽀援ツールとして
本冊⼦を制作した。毎年、「目指す職業へのアプローチの⽅法」や「理系の仕事の事例紹介」の掲載数を
少しずつ増やし、内容を充実させていくこととしている。昨年度は第 2版、今年度は第 3 版として改訂版
の制作を⾏った。 

 目 的︓⼤学の学部選択とその後の職業との関連をわかり易く解説し、理系の仕事の幅広さ・奥深さを伝
え、⼥⼦中⾼⽣の理系進路選択⽀援及びその後の職業選択の⼀助となること。 

 概  要︓今年度はプロジェクト
チームに新メンバーが 4 名加わ
り、新たな視点で改訂作業を⾏
うことができた。主な改訂箇所
は「理系の仕事の事例紹介」で、
多くの会員の協⼒を得て、これ
までの 8例から 12例に増やし、
理系の仕事の多様性を⽰すこと
ができた。また、原稿の背景色・
フォント・書式の統一や、色別
インデックスを付けるなどして、
⾒やすさ・使いやすさにも配慮
した改訂となった。 

第 3版は、早速、今年 8⽉に開催された「⼥⼦中⾼⽣夏の学校 2016」で配布し、⼥⼦中⾼⽣をはじめ、
保護者・教員からも非常に好評であった。また、本冊子の PDF版は、原稿提供者及び関係者の了解を得
て、本法人 Web サイトにも掲載し、広く情報公開している。 

 
 ⼥⼦中⾼⽣夏の学校 2016 〜科学・技術・⼈との出会い〜  
 日  時︓2016年 8 月 7 日（日） 
13︓00〜15︓50（ポスター展示の時間） 

 場  所︓国⽴⼥性教育会館（埼⽟県⽐企郡嵐⼭町菅
谷 728 番地） 

 活動形態︓協賛 
 主 催︓（独）国⽴⼥性教育会館（NWEC） 
 対象者︓⼥⼦中⾼⽣ 115 名、保護者 16 名、教員
11 名（NWEC からの発表） 

 参加者︓本法⼈の参加者 9 名（他団体としての参加者を含む） 

 

女 性 技 術 士 の 会

特定非営利活動法人

中高生・学生 TA（ティーチングアシスタント） 写真︓NWEC 
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 経 緯︓このイベントは、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、（独）国⽴⼥性教育
会館が毎年主催している 2 泊 3 日の合宿研修で、開催
期間のうち一日、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に触れて
もらい、理系進路の魅⼒を伝えるとともに、実際に企
業や⼤学・研究機関で働く科学者や技術者とも交流し、将来のキャリアイメージを掴んでもらうこと。 

 概  要︓本法⼈のブースでは、ポスター展⽰および配布資料（冊⼦「理系の仕事って︖ －進路に悩むあ
なたへ〜 Vol.3」）を通して、技術系の資格・職域を紹介するとともに、大学の学部選択とその後の職業
との関連を分かり易く説明した。 
改訂版の冊⼦では、会員の実際の業務内容を紹介する「理系

の仕事の事例紹介」のパートを増やすことにより、理系の仕事
の多様性を⽰し、また、「社会に役⽴つ理系の仕事」のイメー
ジが伝わるよう努めた。 

中高生からは、資格に関する質問や、「将来、○○になりた
いけれど、どのように進めばよいか︖」など、具体的な質問も
多く、進路選択に真剣に向き合っている様⼦が伺われた。 
本冊⼦は、昨年同様、非常に好評で、⼥⼦中⾼⽣が目を輝か

せて⾒⼊っている姿が印象的であった。 
 

 INWES1 APNN2 2016 国際会議 in ニュージーランド（ウェリントン） 
 日  時︓2016年 8 月 18 日（木）・19 日（⾦） 
 開催場所︓ニュージーランド ウェリントン 
⼀⽇目︔IPENZ3 National Office、⼆⽇目︔Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa (Te Papa) 

 活動形態︓INWES 会員としての参加 
 事務局︓IPENZ 
 活動報告国︓オーストラリア、韓国、台湾、チベット、マレ
ーシア、フィリピン、モンゴル、日本 

 参加者︓⼀⽇目︔全体 23 名（日本 7 名、台湾 4 名、韓国 4
名、オーストラリア 2 名、マレーシア 1 名、チベット 1 名、
フィリピン１名、ニュージーランド 2 名、米国 1 名）、うち
本法人 5 名（井本、木村（了）、千⽊良、林、沼澤） 
二日目︔全体約 170 名、うち本法人 2 名（井本、沼澤） 

 概  要︓⼀⽇目は Country reportとして、参加国の代表者から各国の次世代⼥性科学者・エンジニアの
育成やキャリア形成の問題点について報告があり、活発な議論が⾏われた。⼆⽇目は Diversity in Action 
Summitとして、以下の４つの基調講演とパネルディスカッションが⾏われた。 

                                            
1 INWES︓International Network of Women Engineers and Scientists、国際⼥性技術者・科学者ネットワーク 
2 APNN︓Asian Pacific Nation Network、INWES の環太平洋地域のネットワーク  
3 IPENZ︓The Institution of Professional Engineers New Zealand、ニュージーランドの技術士会相当の組織 

スタッフ・保護者・教員   写真︓NWEC 

⼥⼦中⾼⽣との交流（本法⼈ブースにて） 

一日目のオープニングイベント 
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「How diversity improves the bottom line」 
「Developing inclusive reward strategies and solutions」 
「A strategic framework for inclusiveness wellbeing 
and diversity in engineering workplaces」 
「Should we fix the leaky pipeline?」 
本法人からは沼澤朋子さんが、一日目に、日本の Country 
report を発表した（詳細は、下記「プロジェクト参加報告」
参照）。 

 
 第 10回⽇韓⼥性技術⼠交流会 
 日  時︓2016年 10 月 2 日（日） 15︓00〜20︓30 
 場  所︓栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉 きぬ川ホテル三日月 
 活動形態︓（公社）日本技術士会との共催 
 参加者︓⽊村（了）、宮地、岩熊、氷上、中⻄、井本（急病
により欠席）、廣瀬、⽯⽥、千⽊良（本法人から 8 名）、栃
⽊県内⼥性技術者（技術⼠を含む）10名、茨城県内⼥性技
術士 1 名、韓国⼥性技術⼠ 8 名 

 概 要︓両国活動報告 
論⽂発表「都市の⾥⼭－⼈⾃然、そして⽣物多様性のための場所－」井本郁⼦（木村が代理発表） 
論⽂発表「浄⽔、浄化および脱臭技術の発展のための CO2 の包集および再活用」申浩傳 
懇親会 
 

プロジェクト参加報告 
 沼澤朋子さん（経営工学部門） 「INWES APNN Meeting 2016 に参加して」 
私は、ニュージーランドのウェリントンで⾏われた INWES APNN Meeting 2016 に参加し、一日目には

日本の Country Report を発表し、二日目は聴講しました。 
 Country report では、各参加国の代表者による 2015年度の次世代⼥性科学者・エンジニアの育成の活動
報告やキャリア形成の問題点について報告があり、活発な議論が⾏われました。⽇本からは、INWES-Japan
（INWES の日本支部）が、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）とな
ったことや、「⼥⼦中⾼⽣夏の学校 2016」への参加などを報告しました。 

    
 一日目 集合写真   一日目 発表の様子      二日目 会場の様子 
 

どの国のアンケートデータでも、⼥性の家事の負担が多く、おおよそ半数の⼥性が家事の多さに不満を感
じています。しかし、男性の労働時間が⻑いという理由で⼥性の負担が多くなるのは、韓国と⽇本のみの現
象であることがわかりました。 
 二日目の基調講演とパネルディスカッションでは、参加者のプレゼンテーションがパワフルなことにも驚
きましたが、講演と参加者のディスカッションの時間が同じくらいであり、内容が濃いと感じました。 
 オーストラリア代表として、Country report を発表し、基調講演者も務めた Kanga さんは、二人のお子

一日目 IPENZ 担当者の挨拶 

⽇韓の⼥性技術⼠、笑顔満載の集合写真 
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さんを育てつつ、博士学位をとり、起業もしています。講演の合間のティータイムには気軽に会話に応じて
いただき、育児と勉強・経営を夢中でこなしたことや、ご両親の Kanga さんへの教育思想なども伺いました。 
実は、APNN Meeting参加国の中でも（その他の⽂部科学省の統計でも）、科学者における⼥性の⽐率やエ

ンジニアにおける⼥性の⽐率は日本が最下位であり、危機感を感じています。 
来年は横浜で、第 7 回目となる INWES APNN Meeting 2017が⾏われます。SJWS4、JWEF5、本法人が

⼒を合わせることで、会議が成功すると良いと思っています。 
 

会員からの発信 
 ⿊⽊みつ⼦さん（環境部門・修習技術者） 「15年ぶりの地元での⽣活」 
⾼校卒業まで⼤阪で過ごし、その後⼤学進学を機に⼤阪を離れ、

進学・就職・結婚・出産をいろいろな地域で経験し、去年家族を連
れて再び大阪に戻りました。気が付けば 15年経っていました。 

大学生の頃は、知らない土地で出会った人といろんなことを経験
していくのがとても楽しく、⼤阪はたまに帰れば満⾜で、地元を離
れていろいろな経験が出来たことはとても良いことだったなと思
っていました。その後、学生の時から研究テーマとして実施してい
た環境分析を活かして、計量証明業を⾏う神奈川の会社に就職しま
した。元々環境に関わる仕事をしたいと思っていたので、その仕事ができるということを重視していて、特
に⽣活拠点については気にしていませんでした。仕事がある程度順調に進んできた頃くらいから、漠然と家
の心配や、自分の将来やりたい仕事像について考えるようになりました。ちょうどその頃に結婚の話が進み、
いろいろ考えた末、愛媛に⾏くことにしました。 
今まで⾏ってきた仕事をさらに発展させていきたいという思いがあったので、結婚しても仕事を続けるつ

もりでした。ただ、神奈川から愛媛への移動は、仕事を探す上でかなり不利な条件になってしまうという現
実に直面しました。結局、将来的に子供が欲しいということも考え、派遣社員として働くことにしました。
幸いに派遣先として決まった大学の研究室の研究テーマが、環境に関することで、そこで分析結果を正確に
出していくという責任ある仕事を任せてもらうことが出来ました。この仕事をしていく中で、技術士への思
いも強くなり、一次試験の合格まで実現しました。二次試験の合格を目指して日々仕事をする中で、子供 2
⼈を出産しました。それぞれ、⼀⼈目は派遣社員の⽴場、⼆⼈目は契約職員の⽴場で産休・育休を取得する
ことができ、働き続けられたのは、恵まれていたなと感じます。 
出産後、仕事と育児両⽅を⾏う⽣活が始まりました。周りに知り合いはおらず、少し⽥舎の町に住んでい

たこともあり、⾞移動が主流の町で⾃転⾞しかないという条件、必死で保育園や児童センターに⾃転⾞で⼦
供を連れて⾏きました。⼦供が病気の時、病児保育は隣町にしかなく、しかも枠は 3市合同で 4 人という条
件だったので、⼦供を預けられず、仕事をよく休まざるを得ませんでした。職場はかなり理解があり、元々
仕事内容をセーブして働いていたので、仕事へ大きく影響することは避けられました。ただ、子育てで四苦
八苦しつつも、セーブした仕事内容にだんだん物足りなさを覚えて、もっといろいろな仕事を進めていきた
いという思いが強くなっていきました。 

仕事への思いと、子育てへの思い両方を実現するため、様々な状況を考えた結果、近くに頼れる人がいて、
その他子育て支援の活用が可能な地元への移住を決意し、実現しました。転職を考えた際には、私のような
条件(⼩さな⼦供がいて、時間の⾃由度が低い)でのフルタイム勤務は受け入れてくれるところが少ないとい
                                            
4 SJWS︓The Society of Japanese Women Scientists、一般社団法人日本⼥性科学者の会 
5 JWEF︓Japan Women Engineers Forum、⽇本⼥性技術者フォーラム 
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う話でしたが、幸い私の経歴に興味を持った会社が現れ、採⽤まで⾄ることが出来ました。再就職して半年
経った位なので、まだまだ仕事は手探り状態で、子育てもバタバタですが、いろいろな人の手を借りて、少
しずつ進んで⾏こうと思います。また、このような経験をいろいろな⽅と共有して、技術⼠取得を実現し、
情報発信していければと思っています。 
 

リレーエッセイ 
 笹尾圭哉子さん（上下水道部門） 「今頃考えるワーク・ライフ・バランス」 
実は昨年（2015年）の 12 月 14 日に満 60歳となり、12⽉末に定年退職をした。翌⽉から嘱託として勤
務しており、今のところ、勤務状況にあまり変化はない。22 歳にな
る年に⼊社して今年で 39 年目なので、我ながら、よく働いたものだ
と思う。建設コンサルタントという職業柄、残業が多く、ほんの数年
前まで年に何度か徹夜をすることもあった。周囲からは丈夫だと思わ
れているが、赤ん坊の頃は毎日のように病院に通っていたらしいし、
⼩学校低学年のときも病弱で休みがち、出席⽇数を稼ぐために登校し
てすぐ帰宅することもあった。もともとは虚弱体質だったのだが、社
会⼈になってからは、しだいに鍛えられて体⼒（耐⼒かもしれない）
が付いていったようだ。それでも、定年前と⽐較すると、体⼒的に⻑時間の残業ができなくなってきており、
否が応でも変化せざるを得ないと感じることが多くなった。 
⻑いこと、この働き⽅は建設コンサルタントであれば当たり前のことで、残業は頑張っている証拠、すな

わち褒められるべきことと思ってきたが、最近、自分は働き過ぎなのではないか、この働き方は褒められた
ものではないのでは、と疑うようになった。いくらやってもやっただけ仕事は入ってくるし、万年疲労状態
ではできばえに限界がある。仕事は時間を区切り、健康な頭脳を使って効率的かつ集中的にすべきではない
か、と考えるようになった。最近の若⼿は残業の多さで知られるこの業界を避けると聞いたこともある。⻑
時間労働は、私個人の問題というよりは、業界全体の未来に関わる問題といえる。業界の話題はさておき、
何より仕事だけでなく、⽣活者としても⾃⽴して、なんでも普通にできるようになりたいと思った。 

我が家は私と⺟とナナ（柴⽝）の 3 人（正確には 2 人と 1匹）暮ら
しである。これまで家事は⺟任せで殆どしてこなかった。通勤時間片
道約 2 時間にもかかわらず、夜中過ぎに帰宅する、という仕事中⼼の
⽣活を⻑い間続けてこられたのは、⺟の協⼒あってのことだった。そ
れが 2 年前、⺟が腰を痛めてからは、朝晩のナナの散歩と、いくらか
の家事をせざるを得なくなり、家事の大変さに未だに慣れないでいる。
休日は掃除、洗濯、食事の準備と後片付けで 1 日が終わってしまう。

社外活動や趣味をするには、家事にかける時間を短縮しなければならない。世の中の多くの人たちは、いか
にして家事をこなしているのだろうか。⼼技体というが、家事をするには覚悟と⽂明の利器を含めたテクニ
ックと体⼒が必要だ、としみじみ思う（昨年⾷洗機を購⼊した）。 
それまで漠然と捉えていた「定年」が現実のものとなったこと、仕事のし過ぎではないかという疑惑や家

事の必要性への気づき、そして、諸々感じる⽼化現象について考えるにつけ、ここらへんでワーク･ライフ･
バランスを真剣に⾒直さなければこの先の⼈⽣が危うい、と思うようになった。もう少し早く気付いていた
らなお良かったのだが、思い⽴ったが吉⽇、このエッセイを書くことを契機として、仕事はできるだけ決め
られた時間内に終える、家事の達⼈になる、年に⼀度は家族と旅⾏をする、そのほか家族と過ごす時間を増
やす、と目標を⽴ててみた。 
まだまだやりたいことはたくさんある。昔書いた⽂章には、定年後は友禅（趣味の⼿描友禅染）三昧した
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いと書いてあるが、友禅どころか題材にする草花の写生もできていない。日がな一日絵を描いて過ごしてみ
たい。学生時代のおさらいもしたいし、仕事もさらに経験を積みたい。ペーパードライバーを返上して、ナ
ナも連れての旅⾏もしてみたいとひそかに考えている（乗りたい⾞種は決まっている）。実現したらさぞかし
楽しいことだろう。ささやかな夢は広がるばかりだが、その実現のために、”ワーク“と”ライフ”のグッドバラ
ンスの実現を目指して⽇々修⾏していこう、と思う。 

 
運営報告 

 
主  体 日  時 議   題 

理 事 会 
8 月 2 日（土）10︓00〜12︓30 夏学準備、シンポジウム内容検討、APNN について、各部会報告、他 

10 月 22 日（土）10︓00〜12︓30 シンポジウム準備、NWEC ワーキンググループについて、各部会報告、他 

事 務 局 － ⼊退会管理、資⾦管理、Web 確認 等 

企 画 部 10 月 20 日（木）13︓15 シンポジウム講師との下打ち合わせ 

広 報 部 10 月 17 日（月）18︓30〜21︓00 理事会協議事項の伝達、ニュースレター（Vo.29、Vol.30）について、 
リレーエッセイに代わる企画について 

国 際 部 
メールによる活動 第 10回⽇韓⼥性技術⼠交流会開催準備、INWES APNN 2017 開催準備 

10 月 26 日（水） 18︓30〜20︓30 JNWES 運営委員会参加 

地域交流部 メールによる活動 会員交流に係るアンケート調査の実施 

 
今後の活動予定 
 シンポジウム「⼥性技術者とワークライフバランス〜仕事と介護編〜」 
 日  時︓2016年 11 月 19 日（土）14︓00〜17︓00（受付開始 13︓40）  
 場  所︓⽂京シビックセンター３階 会議室 2 
 活動形態︓主催 
 対象者︓介護と仕事の両⽴に悩む社会⼈ 
 テーマ︓「家庭の責任と仕事の責任」 
 講 師︓久次ひさつぐ奈美な み氏 東京福祉大学 非常勤講師（JAXA 子育て・介護アドバイザー、社会福祉士、精神保
健福祉士 他） 

 概  要︓専門家による講演や参加者も交えてのパネルディスカッションを通じて、仕事を続けながら⼦育
て・介護する実際的な⽅法を考える。今は介護問題に直⾯していない若い⽅にとっても決して他⼈ごとで
はないこの問題について、介護保険制度などにも触れながら、介護と仕事との両⽴について専門家のお話
を伺う。質問コーナーも設ける予定であり、⽇頃の悩み解消の良い機会です。奮ってご参加下さい。 

 参加費︓500円（資料代、お茶代含む） 
 申込み︓https://ws.formzu.net/dist/S82121644/ 

 
 新年会 
 日 時︓2 月 11 日（土）予定 
※ 時間、場所等決定後、MLや Webサイトでお知らせします。 



8/8 

技術士を目指して 
 大場優子さん（土木設計者） 「good luck!!」 
只今、朝 5:23。10 月とは思えないよく晴れた日差しの中、第６回目となる運動会の場所取りに並んでお
ります。上が６年⽣、下が１年⽣、⼦供たちが同じ運動場で活躍してくれる最初で最後の年になります。⾔
い⽅を変えれば、我が家は下の⼀年⽣が卒業するまでの今後５年間、この 10 ⽉の恒例の⾏事が続くことに
なります。 
私が高校生の時は、まさにＭＭ21（横浜みなとみらい 21）開発の最中でありました。埋め⽴てが進み海岸
線が遠くなり、船の帆型の建物やランドマークタワーと次々に建っていきます。目の当たりに開発されてい
く様をみて、こんな面白い学問が他にあるのだろうかと心を動かされ、土木工学部に入学いたしました。 

そんな学生時代の恩師のお話をいたします。恩師曰く、「学生時代の勉強は、学生時代にしかできないこと
を学びなさい。ぎりぎりの低空⾶⾏で卒業する者ほど、要領・計画性・度量に優れている者はいない。いま
までとは違った視点で最後の⼀年、多くのことを学びなさい。」学年上位組の私にとってこの聞きなれない指
導はなぜだか深く心に響きました。 
素直な私は学⽣最後の年、この低空⾶⾏を試みるこ
とにいたしました。ぎりぎりで物事をこなす度量、い
ざという時のコミュニケーション能⼒、⾃分の実⼒に
合った時間設定。どれもこれも今までの勉強より数段
難しかったことを覚えております。この「低空⾶⾏の
精神」が、社会⼈になった今、どれだけ役に⽴ってい
るか言うまでもありません。 
社会人となり、がむしゃらに働き、結婚し、環境が
変わりました。妊娠、出産、保活、小１の壁、２回目の保活、２回目の小１の壁、そして今年は突然のお受
験。そろそろ介護も始まるなか、無事にこうして仕事を続けてこられたのは、「低空⾶⾏の精神」の成果だと
思っております。多くのことを実現するためには全⼒をもって低空⾶⾏を貫きます。もはや私のライフスタ
イルといっても過言ではありません。よって本日も、運動会の場所取り、原稿書き、弁当作り、応援、写真
撮影、ビデオ撮影、めったにお話しできないママたちからの有意義な情報収集……。今この時間、この瞬間
を全⼒で楽しみながら⾶び続けます。 

さてさて、このエッセイのタイトルは「技術士を目指して」です。唯⼀この低空⾶⾏が実践できていない
のが、この技術⼠受験です。若⼿操縦⼠では、育児の壁と仕事の壁を乗り越えるのがやっと。⾔い訳がまし
いようですが、さすがに受験勉強も同時進⾏とはいきませんでした。特に⼊園・⼊学時にそびえたつ⼤きな
壁「保活」と「小１の壁」。これらの壁はとても高く、強固でした。通勤時間は、学校からの膨大なプリント
の処理時間と化し、隙あらば寝てしまう⽇々のくりかえし。もはや体⼒勝負の⽇々でした。 
そんなこんなで、勉強もせず、とうとうこんな年齢になってしまいましたが、落ち込んでなんていられま

せん。いやいや、まだまだこれから! いまや、ベテラン操縦士の域に到達してまいりました。今後とも、壁
は限りなくやってくるのでしょうが、壁を乗り越える能⼒はだんだん上達しております。若⼿には若⼿の、
ベテランにはベテランのやり方ってものがきっとあるはずです。 

いつしか、いやいや早々に、涼しい顔で技術士の仲間入りができたらと思っております。 
そろそろ、運動会開門の時間になりますので、まずは目の前の壁を乗り越えてまいります。猛然ダッシュ

で場所取りいってきまーす。では、皆様、good luck!! 
 

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 
2016年第 4 号 通巻第 29 号 発⾏責任者︓特定非営利活動法⼈ ⼥性技術⼠の会 理事⻑ ⽊村了 


