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かなテラス（ かながわ男女共同参画センター） 報告事項 

１．「かながわリケジョ・エンカレッジプログラム」の進捗状況と今後の展開について 

（１）事業スキーム 

・ 下記の通り、 現役リケジョ を講師として出前講座に派遣することをかなテラスが調整。  

 NPO法人日本女性技術者科学者ネット ワークとは 

※ Ｊ ＮＷＥ Ｓ＝ＮＰ Ｏ法人

日本女性技術者科学者 

ネット ワーク

会員リケジョ  

約600名 

「 かなテラス」 が

コーディ ネート

大手企業等

20社から現

役リケジョ

を協力派遣 

日本女性技術士の会、日本女性科学者の会、日本女性技術者フォーラム、日立技術士会活動グ

ループ「 チーム・ 技魔女」 の４つの法人会員が中心となり共同運営されている団体。日本と世

界の女性技術者・ 科学者の交流、連携、支援などの活動を行うとともに、国内では次世代の女

性技術者・ 科学者のキャリア形成と、女子中高校生たちに理工系の魅力を伝え、理工系への進

路選択の支援活動を積極的に行っている。

資料３
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（２）出前講座実施状況と今年度実施見込み 

・ 29 年度の 2 倍（6 校）実施予定。中学 3 年生対象（公立中学校）初開催。

〇 平成30年度の実施予定 

…    ・  県立高校、 私立中高 平成29 年度実施２校（ 継続） ＋ 新規３校 ＝ ５校

…  ・  公立中学 平塚市立中学校 １校

開催日 会場 講師
参加

(見込)

６ 月13 日

（ 水）

県立追浜高等学校

（ 継続）

日本発条（ 株） ばね生産本部 

評価・ 実験部試作グループ 野田 香織 氏
546 

NPO法人日本女性技術者科学者ネット ワーク 

（ 株） アット システム代表取締役 佐宗 美智代 氏

６ 月15 日

（ 金）

県立市ケ尾高等学校

（ 継続）

神奈川県環境農政局環境部大気水質課 

森田 菜津美 技師
20 

NPO法人日本女性技術者科学者ネット ワーク 

（ 株） 栄設計 木村 了 氏

７ 月17 日

（ 火）
県立厚木東高等学校

アツギ（ 株） 経理部財務グループ 

グループリーダー 浅田 季実子 氏
280 

NPO法人日本女性技術者科学者ネット ワーク

（ 株） 山下設計情報管理部副部長 廣瀬 由紀 氏

９ 月予定 県立鶴嶺高等学校 400 

11 月予定 横須賀学院高等学校 30 

３ 月予定 平塚市立浜岳中学校 245 

【 参考】 平成29 年度実績

開催日 会場 講師 参加者

10 月17 日

(火) 
県立市ケ尾高等学校

(株)資生堂ｸ゙ ﾛー ﾊ゙ ﾙｲﾉﾍ゙ ｼーｮﾝｾﾝﾀー ｱﾄﾞ ﾊ゙ ﾝｽﾄﾘｻー ﾁｾﾝﾀー 素材

開発グループ 小口 希氏
12 

県西土木事務所小田原土木センター道路都市課

吉田 佳代氏

12 月25 日

(月) 

聖園女学院

高等学校・ 中学校

NPO法人日本女性技術者科学者ネット ワーク

14 
(株)栄設計 木村 了氏

(株)山下設計情報技術室室長 廣瀬 由紀氏

防衛医科大学校医学教育学部准教授 武井史恵氏

１ 月17 日

(水) 
県立追浜高等学校

京浜急行電鉄(株)鉄道統括部事業戦略課

長井 李絵氏
546

アサヒビール(株)酒類開発研究所

主任 大室 繭氏

(今年度の開催概要は４～５ページのとおり。配布資料は、かなテラス資料コーナー及び HP で公開) 

(人)

(人) 

応援団員企業等と NPO法人日本女性技術者

科学者ネット ワークから一人ずつ講師を派遣

する形での実施を予定
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（３）今後の展開について 

・「 現役リケジョの派遣」「出前講座（潜在的理系希望者への積極アプローチ）」が特色。

・ 今後もコーディ ネート 力を保持した形で事業拡大を図りたい。

（ 参考） 研究・ イノベーショ ン学会 女性エンジニア活生分科会からのオファーあり。

    案内チラシ（ ６ページ） のとおり

２．女性の部下を持つ男性管理職向けセミナーについて 

・ 平成30年度から新規メニューとして実施（ 9/19）  

開催概要は案内チラシ（ ７ ページ） のとおり 



4 

かながわリケジョ ・ エンカレッジプログラム平成30年度実施例 

１  県立追浜高等学校 

(1)実施日 平成30年６月13日（ 水）  ９時55分～10時50分 

(2)参加者 546人 （ １、 ２ 年生）  

(3)内容    ・ １、 ２年生対象の「 プロフェッショ ナル・ セミ ナー」 と題した進路講演会として実施 

      ・ 仕事の紹介や理系進路選択に関わるアドバイスなどの講義（ 20分×２ 名）  

      ・ 事前に生徒から募った質問に講師が回答 

(4)講師  〇かながわ女性の活躍応援団から派遣 

      日本発条（ 株） ばね生産本部 評価・ 実験部 試作グループ 野田 香織 氏 

      〇JNWESから派遣 

      株式会社アット システム 代表取締役 佐宗 美智代 氏 

(5)実施校、 参加生徒からの感想等 

（ 学校） あまり取組みがなかった大学進学のその先を考えるよい機会になった。  

（ 生徒） 進路に迷っているので、 こういった将来に関する話はとてもためになった。 /社会の役に立っ

ていることが仕事のやりがいやモチベーショ ンになっている姿に憧れる。 /自分の好きなこと、 やり

たいことをやろうと思った。 /社会人に対するイメージが良い方向に変わった。  

（ アンケート 結果） 設問「 理工系分野に対する考えは変わりましたか」 に対し、 57. 9％が「 変わっ

た」 と回答。 そのうち、 61. 7％が「 理工系の印象が良く なった」 と回答。  

※ パワーポイント 資料の一部、 当日の様子
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２  県立市ケ尾高等学校 

(1)実施日 平成30年６月15日（ 金）  15時45分～16時45分 

(2)参加者 １～３年生 20名

(3)内容    ・ 市ケ尾高等学校進路公開室「 第７ 回キャリアアップ講演会」 （ 放課後に開催、 自由参加 

       のミ ニ講演会） として実施 

      ・ 理系進路全般の説明（ 木村氏） と仕事の紹介や理系進路選択に関わるアドバイスなどの 

       講義（ 20分×２ 名）  

         ・ 質疑応答 

         ・ 参加者に冊子「 理系の仕事って？」 を配布 

(4)講師    〇かながわ女性の活躍応援団から派遣 

      神奈川県環境農政局環境部大気水質課 森田 菜津美 技師 

      〇JNWESから派遣 

     （ 株） 栄設計 木村 了 氏 

      JNWES理事長、 一級建築士、 一級造園施工管理技士、 技術士（ 農村環境部門）  

(5)実施校、 参加生徒からの感想 

（ 学校） 個別に質問に答えてもらえる時間もあり良かった。 自分からこのような機会を捉えて、 参加

する積極性を育てたい。  

（ 生徒） 文理選択で今、 悩んでいるので、 実体験が聞けてよかった。 /理工系で１ つのものを目指すに

は、 １ つの道しかないと思っていたけど、 様々 なところからその道に進むことができるということ

がわかった。 /とても分かりやすい説明で為になった。 高校から努力を続けることができたら、 大学

もその先も努力できるという考えをこれから大事にしていきたい。  

※ パワーポイント 資料の一部、 当日の様子          





女性部下との

関わり方を

学ぼう

講師プロフィール

＜7/5申込締切＞

魅力ある 

『女性リーダー』育成セミナー 

7月18日(水)19時開講・全6回 

かなテラス（藤沢駅）にて開催 

※申込先は本セミナー同様、下記へ

リーダーを目指

す女性部下の方

におススメ!  

女性を部下に持つ 
男性管理職向けセミナー 
９月19日（水）13: 30～16: 30 

女性活躍推進法が施行され女性管理職の早期育成が求められる一方、「リーダーや管理職に

なりたがらない」「昇格を伝えたら辞めたいと言われた」「女性管理職モデルがいな

い」・・など、どう育てたら良いのかわからないと悩んでいる管理職も少なくありません。

本セミナーは「無意識の遠慮」や「過度な配慮」をせず、個人の資質や実情に合わせた「個

を活かす」マネジメントスキルを学ぶことで、日頃の部下への関わり方を振り返りながら、

改善点に気づき、実務に活かせる内容となっています。

●受講対象 女性を部下に持つ男性リーダー･管理職（座席に余裕のある時は、女性管理職の方も受付けます） 

●定員   30人（応募者多数の場合は抽選）

●受講料  500円（講座当日に受付でお支払いください） 

●キャリアコンサルタント 川楠 裕子氏 大手クレジットカード会社にて企画・広報、国際営業を 

経験。2度の育児休業を取得し男の子2人のママでありながら部下34 名を持つ部⾧代理職を務める。 

勤続20年を機に退職後キャリアカウンセラー資格を取得し活動開始。再就職支援、企業内カウンセ 

リング、大学就職支援室での相談業務、研修・カウンセラー育成講師として多岐にわたり活動中。 

自分らしくイキイキと働くことをテーマに、特に女性のキャリア支援に力を入れている。 

会場 かながわ県民センター 15階1501会議室 
（横浜市神奈川区鶴屋町２－24－２）

                主催 かなテラス 

電話またはホームページより8月31日（金）までにお申込みください。 

① ― ② ③ ④ ⑤ ⑥必要事項: 「男性管理職向けセミナ」 氏名（ふりがな） 〒 住所 電話番号 お勤め先の業種  

お申込み・お問合せ かなテラス参画推進課 

電話 ０４６６－２７－２１１７（休館日: 月曜日、７月17日、８月14日） 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/kouza_event/danseikanrisyoku2018.html

７  


