
フェスタ

未来をつくる

in かがわ

私の未来をデザインしよう
～リケジョ的生き方のススメ～

女性研究者・技術者（ロールモデル）の紹介（50音順）

ロールモデルの紹介

美馬 のゆり
公立はこだて未来大学教授
日本科学未来館元副館長

講師

8月21日    

女子中高生

参加無料

200名
保護者/学校関係者 等

対  象

定　員

公立はこだて未来大学（北海道）および日本科学未来館の設
立計画策定に携わる。設立後、大学では教授、科学館では副
館長(2003-2006)を務める。中央教育審議会委員、科学技
術・学術審議委員会委員などを務めている。著作に「理系女
子的生き方のススメ」（岩波書店）などがある。平成26年度
文部科学大臣表彰科学技術賞（理解増進部門）を受賞。

お客さま対応や社内の様々な仕事を支える
情報システムがしっかりと機能するよう運用
管理を行っています。皆さんの夢に一歩でも
近づけるように色々な話をしませんか。

月
場所：第1小ホールロビー
県内大学等による パネル展同時

開催

主催 ： 香川県

サンポートホール高松

有井祐三子 【情報処理技術者】

採血せずに血糖値を測れるセンサーの開発
や環境計測への応用を目指して、赤外線を
用いた成分分析装置を研究開発していま
す。自分の興味を見つけてみよう。

石田　　茜 【製造技術者（開発）】

看護技術・スキルをあげて看護水準を高める
認定看護師です。医療・看護の現場をイメー
ジしている皆さんの不安や、悩みを聞いてな
ぜ？何？に答えていきます。

岡田　博子 【医療技術者】

建物を安全に使用していただくメンテナンス
業務や、改修工事を担当しています。快適な
住まいづくりのために日々勉強。発見！勉強！
の楽しさを一緒に考えましょう。

片岡　賢美 【建築・土木・測量技術者】

建築物の設計図などから、必要な工事を考
え、各工事に必要な物の数量を計測する設
計・数量積算が仕事です。みなさんの将来へ
のライフデザインの設計もお手伝いします。

関　早矢加 【設備設計積算者】

お酒がどのようにできるのか。酵母の培養・
発酵などの研究でおいしいお酒づくりを目
指します。身近にある研究材料から「楽しい」
をみつけてみてください。

千葉　　茜 【製造技術者（開発）】

橋梁や港湾施設などの調査・点検が仕事で
す。生活に不可欠なインフラがきちんと使え
るように細かなチェックは欠かせません。理系
を身近に感じられるような時間にしましょう。

中条奈津希 【土木・測量技術者】

医薬品をより安全・安心して使用できるよう
に品質管理（微生物検査）を行ってます。誰か
のためになる研究・仕事を自分の将来の仕事
にできるように、何でも相談してください。

西岡　茉美 【製造技術者（品質管理）】

植物の成長に役立つ窒素肥料を作り出す根
粒菌はマメ科の植物のみに共生します。その
不思議や、謎を研究の様子と一緒にご案内
します。研究のおもしろさを学んでください。

野村　美加 【研究者】

人間の記憶、思考などの知的機能のしくみ
を、心理学などのさまざまな分野の視点から
紐解く認知科学・情報工学を研究しています。
皆さんの夢を応援するお手伝いをします。

美馬のゆり 【研究者】

理系か文系か

迷っている女子中高生注目！

場所：第1小ホール

永合由美子
BMDesign研究所
　　　技術コンセプトデザイナー
日本女性技術者フォーラム
　　　　　  　メンター部会長

講師

保護者の疑問や不安を解消します。

第1部

第2部

場所：54会議室

サイエンス
カフェ

女子中高生向け

リケジョの先輩の美馬先生や

香川で活躍する女性研究者・

技術者（ロールモデル）と

気軽に語り合う企画です。

理系の魅力を発見して進路の

不安を吹き飛ばそう！

定員：100名

13:10～14：10

14:10～14：40

サイエンスカフェは
100名

応募多数の
場合は
抽選

講演

お申込は裏面へ

science
café

桜田今日子
国立女性教育会館　事業課長

保護者向け

キャリア講座

定員：100名

15:00～16：20

13：00～16：20
平成29年

第1小ホール・54会議室

香川県教育委員会、高松市、高松市教育委員会、香川大学、徳島文理大学、香川高等専門学校、四国職業能力開発大学校、
香川県商工会連合会、高松商工会議所、かがわ産業支援財団、国立女性教育会館、日本女性技術者フォーラム

後援：

場所：第1小ホール



「リケジョフェスタ in かがわ」FAX お申込欄（下記記入欄は必ず記載してください）

■「サイエンスカフェ」グループディスカッションに参加したい女性研究者等（ロールモデル）に○をつけてください。

学校名氏　名

フリガナ
中学

高校
年

住　所
TEL
FAX

サイエンスカフェに □ 参加する　 □ 参加しない
E-mail

配慮事項（該当事項を○で記入）

※ご記入いただいた情報は、当「リケジョフェスタ in かがわ」運営・管
理のために使用するものとし、他の目的に使用することはありません。

※「未来をつくるリケジョフェスタ in かがわ」は香川県から委託を受けて（株）アド・サービス・センターが運営します。

住　所氏　名

フリガナ

TEL

保護者向けキャリア講座に □ 参加する　 □ 参加しない

□ 希望（ 　　人）
※事前申込

FAX E-mail

託  児

本
　人

保
護
者

学校名氏　名

フリガナ

TEL

保護者向けキャリア講座に □ 参加する　 □ 参加しない

FAX E-mail

教
　員

下記ホームページ「リケジョフェスタ」の申込フォームまたはFAXによりお申込みください。

FAX 087-826-5610 
H P

申込方法

スケジュール 会場のご案内

http://www.rikejo-kagawa.com  

氏名 勤務先 研究の内容 第1希望 第2希望 第3希望 氏名 勤務先 研究の内容 第1希望 第2希望 第3希望

美馬のゆり 認知科学・情報工学

野村　美加 植物と土壌微生物の共生メカニ
ズムの研究

石田　　茜 赤外分光イメージング装置の開発

千葉　　茜 日本酒等の製造、分析、酵母の培
養・発酵に関する業務

西岡　茉美 医薬品製造における品質管理業
務（微生物検査）

公立はこだて
未来大学　教授

香川大学農学部

アオイ電子（株）

川鶴酒造（株）

（株）伏見製薬所

片岡　賢美 建築施工物件のメンテナンス業
務、改修工事担当

中条奈津希 橋梁や港湾施設等インフラの調
査・点検業務

関　早矢加 建築物の電気・機械設備工事に
おける設計・積算（見積）業務

有井祐三子 業務システム、オフィスシステム、情報
システム基盤の運用、運用管理業務

岡田　博子 慢性心不全看護認定看護師

（株）合田工務店

（株）東洋コンサルタント

（株）カナック

四国電力（株）

高松赤十字病院

申込締切

8月7日　月

車いす、手話通訳、その他（　　　　）

配慮事項（該当事項を○で記入） 車いす、手話通訳、その他（　　　　）

配慮事項（該当事項を○で記入） 車いす、手話通訳、その他（　　　　）

高松自動車道

栗林公園

中央公園

玉藻公園

レクザムホール
（香川県県民ホール）

至志度

至徳島方面

至徳島

ことでん
高松築港駅

高松港

JR高松駅

JRホテル
クレメント高松

高松中央IC国道11号バイパス至坂出

30

11

11

155

サンポートホール高松
第1小ホール・54会議室

香川県政策部　男女参画・県民活動課
男女参画・ボランティア推進グループ

TEL：087-832-3197

開会（第1小ホール）13：00 ー13：10

15：00 ー16：20

13：10 ー14：10

14：10 ー14：40

【第1部】 講演（第1小ホール）
講師：美馬のゆり
演題：私の未来をデザインしよう　～リケジョ的生き方のススメ～
女性研究者等（ロールモデル）の紹介（第1小ホール）

【第2部】 ①「サイエンスカフェ」
　女性研究者等（ロールモデル）との対話交流
　（54会議室）

②「保護者向けキャリア講座」（第1小ホール）
　講師：桜田今日子
　　　 永合由美子

[同時開催】大学等によるパネル展（第1小ホールロビー）

お問合せ先
リケジョフェスタ in かがわ運営事務局
（(株)アド・サービス・センター内）

TEL：087-826-5600申込先


