
　　　　　　　　　　　

№ 団体名 テーマ 概要

1 産業技術総合研究所

日本最大級の
公的研究機関
「産総研」っ
てどんなとこ
ろ？

国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）は、我が国最大級の公的研究機関で
す。日本国内での研究開発に加え、世界各国の主要研究機関と協定を締結して、連携
を進めています。産総研では、最先端の科学技術を研究する女性研究者、それを支え
る女性事務職員が生き生きと働いています。産総研がどんなところか紹介するととも
に、進学や就職など将来へ向けたキャリアの一例を紹介します。

2
原子力発電環境整備機
構

技術系の仕
事・なんでも
相談コーナー

技術系の仕事になんとなく興味がある人、技術系だけどそれ以外の仕事もやってみた
い人、やりたい仕事がばっちり決まっている人…、どんどん相談・質問してください
ね。お話ししながら一緒に考えていきましょう。
・どんな仕事ができるの？
・会社では、やりたい仕事をやらせてもらえるの？
・仕事も自分の生活も大切にしたいのだけれど……。
・結婚したり、子どもが生まれたりしたらどうなるの？
・仕事は楽しい？  仕事のやりがいは？

3 日本生態学会
「エコロ
ジー」ってな
に？

環境にやさしいなどの意味で使われる「エコ」という言葉は、もともと「エコロ
ジー」という「生態学」を意味する言葉に由来します。生態学とは、生物と環境との
関係を解き明かす学問分野のことです。生物と環境の関係を明らかにすることで、生
物多様性の保全や気候変動などの環境変化の生態系への影響といった自然環境に関わ
る問題の解決にも貢献しています。自然や環境に興味がある人はぜひこちらのブース
にお越しください。

4 WiN-Japan

サイエンスコ
ミュニケー
ションって
何？

サイエンスコミュニケーションは、人文学や工学も含めた「サイエンス」に関する専
門家と市民との間の双方向のコミュニケーションのことです。サイエンスコミュン
ケーションや非常に近い領域にあるリスクコミュニケーションについて、なぜこれら
のコミュニケーションが重要なのか？どのように実現していくのか？など、簡単なク
イズを通して、紹介していきます。

5
日本原子力学会/量子
科学技術研究開発機構

量子ビームっ
てなんだろ
う？

量子ビームとは、加速器やレーザー装置、研究用原子炉などから得られる、イオン
ビーム、電子線、レーザー、中性子線等を総称したものです。パネル展示では、量子
ビームを使った暮らしに役立つ新しい製品の研究開発について紹介します。また、参
加者の方に分かりやすく理解（体感）してもらえるよう、電子線を照射して機能性を
付与したプラスチックを使って実験の実演を行います。

6 プラズマ・核融合学会

次世代のエネ
ルギー源・核
融合とプラズ
マ

次世代のエネルギー源として研究・開発が進められている核融合とその研究に不可欠
なプラズマについて分かりやすく説明します。また、当学会で活躍している女性研究
者の様子を写真で紹介します。

7
日本バイオイメージン
グ学会

カラフルな色
で見る生命現
象

生物の体の中では不思議なことがたくさん起こっています。でもそれを生きたままの
状態で目に見えるようにするのは、とても難しいのです。私たちは、生命のさまざま
な瞬間を切り取って観察したり、ある特定の分子の動きだけを追いかけたり、そのた
めの色素や顕微鏡を開発したりしています。カラフルで美しいミクロワールドへ、是
非お越し下さい！

8 日本農芸化学会

身近で役立つ
バイオの主
役：もっと知
ろう！農芸化
学

食品、生物、自然環境など、身近にあるものを化学的に研究し、役立つものを開発す
る・・そんな、私たちの生活に密着した学問が農芸化学です。本展示では、食品や微
生物を使った実験を見て・知って・体験していただき、農芸化学の魅力をお伝えした
いと思います。

9 日本分子生物学会

モデル動物を
用いた不妊原
因を明らかに
する基礎研究

不妊症は世界的に増加しており、カップル総数の10～25%が悩んでいます。不妊症の原
因は、女性側と男性側でほぼ50％ずつであると考えられているものの、その分子機構
についてはよくわかっていません。そこで、モデル動物であるマウスを用いて受精卵
の着床過程、子宮内環境、分娩のメカニズムを研究することで、女性不妊の分子機構
を明らかにし、不妊の治療法の確立に貢献したいと考えています。

10 日本腎臓学会

からだの不思
議～秘められ
た腎臓のパ
ワー～

私たちの身体には生命を維持するための様々な知恵が散りばめられています。腎臓は
血液中の老廃物を絶えずろ過し、100倍濃縮にして捨てる働き者の臓器で、他の臓器た
ちとも深く関わっています。しかし腎臓は無口な臓器で、病気になっても特効薬のな
い臓器！そこで私たちは腎臓の病気のメカニズムや治療のための研究を日々行なって
います。腎臓の働きや仕組みについて学びましょう。もちろん生物系研究者として
キャリア相談も！

11 日本生物物理学会
生物＋物理＝
生物物理

「生物物理学」という学問を聞いたことはありますか？生物と物理なら知っているけ
ど…という人が多いかと思いますが、生物物理学はその名の通り、生物と物理の両分
野にまたがる最先端の融合科学です。皆さんの身体をつくるのは様々な分子であり、
その分子が集まって細胞ができ、器官がつくられ、個体ができている…このような階
層構造の中で、生命現象を理解し、階層同士をつなぐ法則を見つけることが、生物物
理学の大きな目的です。このブースではそんな生物物理研究の一端を紹介します。

12 日本蛋白質科学会
生命を支える
蛋白質のかた
ちと働き

蛋白質には肉や卵に含まれる栄養素というイメージがありますが、ヒトを含む全ての
生物の生命活動はさまざまな蛋白質に頼っています。蛋白質の形や働きを調べること
によって、病気の原因なども解明され、薬も作られています。蛋白質科学会では、蛋
白質の秘密を解明するため、生物、物理、化学、計算科学などさまざまな分野の研究
者が集まっています。当日は、緑に光る蛋白質（GFP）や蛋白質の模型やパズルなども
展示します。
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13
（公益財団法人）土木
学会 /土木技術者女性
の会

くらしと安全
を支える土木

土木は、道路、鉄道、上下水道、電気など一人一人の日常生活に欠かせない様々な基
盤整備を担っています。また、地震、津波、洪水、斜面崩壊などの災害から、命と資
産を守るための基盤整備の担い手でもあります。私たちのくらしに身近な土木を紹介
するとともに、簡単な土木技術（橋の原理など）を体験していただきます。

14 地盤工学会
生活を支える
身近な地盤工
学

皆さんは地盤(じばん)という言葉を知っていますか？地盤は、皆さんの生活を支えて
います｡またひとたびこの地盤が自然災害などで被害を受けると、皆さんの生活に大き
な影響を与えます｡
地盤工学会は、この地盤について、建設、防災､研究、開発などの立場で活動をすすめ
ています。今回は、事例を通して、皆さんに地盤の大切さや地盤を対象に仕事をする
やりがいについて理解を深めて頂きたいと思います｡是非ご覧ください。

15 日本木材学会
低炭素社会を
築く木質の科
学と技術

日本各地の大学に木材について専門的に学ぶ学科があるのをご存知ですか？日本木材
学会は木の研究者・実務者が集まる学術団体です。様々な木材の特性を研究し、木の
良さをもっと活かせる使い方を探っています。木材は古くから人間の身近にある親し
みやすい材料ですが、最近では木材利用が地球温暖化防止に役立つことも知られるよ
うになっています。日本木材学会の若い世代では約3割が女性です。理系女子となって
一緒にチャレンジしましょう。

16
株式会社
常磐植物化学研究所

植物化学を通
じた素材開発

植物のちからを引き出し、新たな価値を創造する。私たち常磐植物化学研究所は、植
物化学を通じて、人々の健康に寄与する仕事をしています。
そのなかで、今話題の機能性表示食品素材の開発を例に挙げ、基礎研究から応用研
究、商品化までの開発過程での理系の知識の活かし方について、当社で取得した科学
的データを交えてご紹介いたします。

17 住友化学株式会社

化学会社で活
躍するリケ
ジョを知ろ
う！

住友化学は化学の力を使い、皆さんの生活を豊かにする様々な素材製品をつくってい
る会社です。例えばスマホに、まるでそこにいるみたいに鮮やかに写る素材を開発・
提供することで、遠くにいるおばあちゃんやおじいちゃんとも顔を見て話すこともで
きます。「化学」には、「あったらいいな」という願いをかなえてくれる魔法の力が
あります。化学会社で働く女性はどんな仕事をしているの？当社のリケジョに是非質
問に来てください。

18 日本化学会

女性化学者が
未来を創る―
皆さんもチャ
レンジしよ
う！

・女性化学者が未来を創る―活躍する女性化学者
・化学グランプリ・国際化学オリンピックの紹介と参加の呼びかけ

19
日本女性技術者フォー
ラム

女性技術者の
ロールモデル
を見つけよ
う！

1992年設立の日本女性技術者フォーラム（Japan Women Engineers Forum）は、女性技
術者なら誰でも参加できる自発的なコミュニティーです。理系に進学した女性の将来
像、ロールモデルとなる素敵な技術者がたくさん参加しています。あなたの10年後、
20年後をこの機会に考えてみませんか？

20
女性技術士の会

技術系の資格
と仕事の紹介

技術系の資格にはどんなものがあるでしょうか？
その資格を取るとどんな分野で活躍できるのでしょうか？
「どうしたら取れるの？」「どんな仕事をしているの？」
技術者を目指すあなたの疑問に、女性技術士がズバリお答えします。
また、「大学の選択学部と仕事の関係」「目指す職業のアプローチの方法」「理系の
仕事の具体例」などをまとめた冊子を使って分かり易く説明します。

21
日本技術士会
男女共同参画推進委員
会

あなたの好き
をプロフェッ
ショナルに

理系の進学後は科学者や研究者になるというイメージが強いのですが、実は多くの女
性は技術者（エンジニア）となって社会に貢献しています。技術者としてプロフェッ
ショナルになるキャリアパスの１つに国家資格である「技術士」の取得もあります。
技術士には、建設・電気電子・情報工学といった20の専門分野があり、様々な分野で
の女性技術者の活躍を知ることは、あなたの未来へのヒントになるかもしれません。

22 日本女性科学者の会
日本における
女性科学者の
活躍

日本女性科学者の会では、医学・薬学・理学・工学などの広い分野で活躍している日
本の女性科学者を皆様にご紹介し、皆様のキャリア相談にのります。
未来を拓くのはあなたです。進路決定にお悩みの方、医薬系から農理工系まで多分野
の先輩がお待ちしています。お気軽に本会のブースへお立ち寄りください。

23 技魔女
(仮)お仕事相
談

企業内でのキャリア事例を紹介し、仕事の相談にのる。

24 株式会社リコー
“コピーの不
思議”と“色
の形成”

コピー機はどの様な原理で紙に出力するのでしょう？トナーと呼ばれるプラスティッ
クの粉末は５μｍ（５／１０００ｍｍ）程度の大きさです。このトナーを電気的に制
御して紙に固定する技術を簡単な実験を交え解説します。また同時にコピー画像の色
彩がどの様に形成されているのかも解説します。日頃何気なく見ている画像もルーペ
で見れば新たな気づきと物理的な興味を抱かせてくれる事でしょう。

25
日本地球惑星科学連合
（JpGU）

地球惑星科学
分野の1日研
究者になって
みよう！

日本地球惑星科学連合は、地球惑星科学全般の研究・教育をリードする研究者・技術
者・教育関係者・科学コミュニケータ、それを学んでいる学生や一般市民からなる個
人会員と、地球惑星科学関連50学協会を団体会員とする学術団体です。私たちの源、
生命の地球に思いをはせ、地球を作っている物質や生物を顕微鏡のサイズで、あるい
は、地球や月、惑星、極限の環境などを丸ごと見て感じてみませんか。いつもとは違
う世界を体験できますよ。
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26 日本地形学連合

身近な「地
形」を科学す
る女性研究者
たち

『地形学』はフィールドワークや実験、地図の判読を基に、山地や平野、海岸などの
様々な地形の特徴や成り立ちを科学的に明らかにする学問です。ポスター展示では、
地形学が世の中でどのように役立っているのを解説するとともに、女性地形学者の日
常の仕事や、どのように進路選択をしてキャリアを重ねてきたのかを説明します。
フィールドワークで使用する道具や書籍の展示、地形を立体的に観察できる空中写真
の判読体験も行います。

27 日本応用数理学会
多視点ワイ
ヤーアートを
作ろう

針金のようなものを用いて、2つの方向から見ると全く異なるものに見える3次元物体
を作ることを考えます。平面に２つの線画（塗りつぶされていない絵）を描き、2つの
方向から見ると最初に描いた線画に見える物体を、コンピュータを用いて求められま
す。実はこの性質を満たすものは沢山あり、どれを選びたいかという条件を設定する
と、その条件を満たすものを計算することができます。３Ｄプリンタで作った作品も
お見せします。

28 日本数式処理学会

計算力の限界
を探る ー手
計算の限界を
超えてひらけ
る世界ー

数式処理は計算式を通して人とコンピュータの会話を助けてくれる技術です。数式処
理システムを使うと、電卓ではできないような計算や複雑な式変形、また、方程式が
成り立つ条件を見つけることもできます。  な・の・で、計算が苦手な人でも数学を
楽しむことができるんです！  ぜひ、コンピュータが可能にする数学の世界を体験し
にきてください。ポスター、計算デモ、懸賞問題を用意して皆さんをお待ちしていま
す。

29
地球電磁気・地球惑星
圏学会

惑星探査の最
前線

地球から水星、金星、火星などの大気、電離圏、磁気圏、宇宙空間といった惑星を取
り巻く環境に関する研究を行っています。今、観測を行っている、または打ち上げ予
定の衛星探査機にあらせ（ジオスペース探査衛星）、BepiColombo（水星探査衛星）、
あかつき（金星探査衛星）、MAVEN（火星探査機）などがあります。最新の衛星探査で
惑星の何がわかるのか、実際の研究ではどんなことをしているかをご紹介します。

30
日本気象学会教育と
普及委員会

温暖化研究の
最前線

温暖化についてはみなさんご存知だと思いますが、その予測に使われているモデルに
ついてはほとんど知られていません。
実際に温暖化の研究をしている研究者が温暖化について、最新の研究も含めて紹介し
ます。

31
日本ＣＣＳ調査株式会
社

地球の未来を
支える技術、
ＣＣＳとは

なぜ、地球温暖化が起こるのか、温暖化が進むと地球はどうなるのか。そして、温暖
化を防ぐために、今、私たちにできることは何か？
地球温暖化が進むと未来は大変なことになると言われています。温暖化対策の切り札
の１つＣＣＳ（シーシーエス）は、工場などから大気に放散されるＣＯ２を放散せず
に集めて、地中深くに封じ込める技術。
地球の未来のために、そして私たちの未来のために、ＣＣＳについて一緒に学んでみ
ませんか。

32 日本火災学会

火災から命や
財産を守るた
めの最先端の
科学技術を学
ぼう！

「地震・雷・火事・おやじ」と呼ばれるように、火災は、人間にとって昔から恐ろし
い現象の１つでした。しかし、火災現象の科学的な解明により、火災に伴う延焼や煙
拡散の予測が可能です。また、初期消火対応や火災時の避難行動の予測も併せて行う
ことにより、火災が発生しても安全な建築物やまちづくりを計画することが可能で
す。この機会に、女子中高生の皆様も、火災から命や財産を守るための最先端の科学
技術を学びましょう。

33 日本海洋学会

「海」には謎
がいっぱい―
海の謎を探る
研究あれこれ

海洋学は、物理・化学・生物学・地学すべてと関わりのある総合科学です。興味のあ
る分野を通して、海の謎に迫ってみませんか。ミニ実験・観察を用意してお待ちして
います。

34 日本数学会
確率論で未来
戦略

「確率」は私たちの身の回りにあふれています。先の読めない未来の選択や決断を決
める戦略を確率論から考えてみましょう。ネイピア数（自然対数の底、2.71828…）が
いろいろなところに出てくる面白さを学びましょう。
・ベストな相手を見つけるお見合い問題
・コイン投げモデルを使って商品の価値を決めるデリバティブ論
・お金を預ける・借りるときの金利は単利と複利どっちがいい？

35 日本天文学会

宇宙の果てま
で冒険しよ
う！　コン
ピュータの中
の宇宙と宇宙
物理学

日本天文学会では、多くの研究者が宇宙の天体現象やその物理、宇宙そのものの成り
立ちなどを研究しています。本ブースでは、ポスターを用いて宇宙の中の星の進化や
研究者の生活を紹介しつつ、「国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクト」で開発
したMitakaソフトを使って、コンピュータの中でみなさんと一緒に宇宙探検をし、ど
のような天体や観測データがあるのかをご紹介します。

36 日本電信電話株式会社
世界を変える
新しい「ツウ
シン」

日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）というと何の会社と思いますか？新しい便利をつく
るために、みなさんが思い浮かべたより幅広い分野の研究開発をしています。新たな
便利で世界を変えるために日々行っているあたらしい技術の研究開発、そこで働く女
性研究者の様子をご紹介します。ぜひ、実際にＮＴＴの研究開発で活躍する女性研究
者とお話しいただき、将来、皆さんが研究者として活躍するイメージを描いてみてく
ださい。

37
日本電磁波エネルギー
応用学会

マイクロ波de
サイエンす！

マイクロ技術応用を、電子レンジを使い日常生活に近い出来事と繋げることで、身近
な技術として感じてもらう。
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38 応用物理学会
夢をかたちに
～応用物理学
会

応用物理学は、物理学をベースに理学と工学をつなぐ技術・学問領域であり、化学や
バイオ・医療分野への発展も含め、幅広い分野を対象としています。皆様の身近にあ
るスマートフォンや太陽電池、青色LEDなどを支える技術がこの分野から生まれてお
り、企業に所属する会員数も多く、全体の1/3を占めています。ポスターでは、応用物
理学会員の具体的な研究内容や、女性会員がどのような進路をたどり、現在の職業に
至ったかの事例紹介をします。

39 日本物理学会

物理を見よ
う！ ～不思
議なステンド
グラス

私たちの身の回りにあふれている“光”。あまりにありふれているように思えるこの
“光”の性質は、量子力学というミクロの理論で決まっています。『ああ難しい自分
には関係ない！』？ いいえ！実はサングラスにも使われる偏光フィルムを使って、
“物理学の不思議”な体験をすることが出来ます。“光の不思議”を“手に取って”
見て・感じてください。

40 日本鉄鋼協会
鉄の世界
ひろがる可能
性

鉄は、その多彩な性質を利用しさまざまな分野で活用されています。あなたの周りに
鉄が使われていないものはないと言っても良いでしょう。また、限られた資源・エネ
ルギーを無駄なく利用し、リサイクルでき、地球環境にもやさしい材料です。しかし
鉄はまだまだ未知な事が多く、無限の可能性をもっています。世界中の鉄の研究者、
技術者が夢中で取り組んでいます。その魅力を少しご紹介します。あなたも一緒に
チャレンジしませんか？

41 日本金属学会
「面白いぞ！
金属は」

金属材料の歴史は古く、金属なくしては現在の文明、産業は起こらなかったと言って
も過言ではないでしょう。それでもまだまだ金属材料の新しい可能性は広がります。
過酷な環境下で使われる構造材料の他に、半導体、熱電材料、形状記憶合金、水素吸
蔵合金などの機能材料等々金属材料は新しいエネルギーも支えます。

42 日本土壌肥料学会
生命と環境を
支える「土
壌」とは？

土壌は、岩石や火山灰などを母材とし、数万年以上に及ぶ長い時間をかけて気候や生
物の作用の結果できる、土地ごとに特色のある自然物です。そして、多様な生物の棲
みかを提供すると共に遺体を分解する、水や養分を保ち生態系内での元素循環を調節
する、環境の変化を緩衝するなど非常に重要な役割を果たしています。実物の断面標
本を用いた土壌の成り立ち、食糧・環境問題との関わり、注目されている研究テーマ
などを解説します。


