中 学 生・高 校 生・女 性 研 究 者 の ポ ス タ ー 発 表
■ポスター発表

数学

1 数独

文京学院大学女子高等学校

永石奈優・椎名美紀(富樫純子)

文京学院大学女子高等学校

高梨奈・深町美桜・北口翠子(岩倉寛樹)

文京学院大学女子高等学校

岩﨑里帆・郷原仁夏・小室栞・中村文香・畠山結衣(岩倉寛樹)

2 暗号理論

3 シャボン玉の割れる時間
4 四角形のフェルマー点
清心女子高等学校

本田雅子・難波歩由未(橋岡源九郎)

化学

生物

環境

その他

女性研究者

50 花由来の野生酵母による還元反応の可能性を探る
清心女子高等学校

小林愛佳・窪内胡桃(坂部高平)

51 保湿力が高いクリームとより保湿力を高める液体は？
清心中学校

則武咲希・渡辺日華里(隅田由香)

52 温度によるメダカの行動応答
立命館慶祥高等学校

山本茉由・佐々木希(岩城里奈)

53 ダンゴムシのひみつ−君って不思議−
東北学院榴ケ岡高等学校

髙島菜穂(佐々木貴紀)

5 河川の堤防決壊に関する研究〜実験水路の作製〜

54 八木山に生息する野生トウホクサンショウウオの生態調査−知ることは守ること!−

6 スカートめくり!?めくれないスカートの開発

55 ハイゴケは土壌を使わずに育てられるか

7 パラシュートの安全性

56

玉川学園高等部

二宮瞳子(矢崎貴紀)

東京都立戸山高等学校

城間理沙・久保明日香(村田律子)

文京学院大学女子高等学校

小柳百花・柴田彩奈・水沼琴菜・竹田彩乃・田崎りか(作田友美)

文京学院大学女子高等学校

國澤芽生・櫻井彩乃(椎名智之)

文京学院大学女子高等学校

高橋朱里・増本雛乃(岩川暢澄)

岡山県立倉敷天城高等学校

岡佳乃(小林俊彦)

8 茶運びロボット

仙台城南高等学校

佐々木朋華・上遠野望羽・針生奈都希・齋藤成(中野智保・三浦麻帆・大江毅)

清真学園高等学校

髙栖香乃・向山沙弥香・涌田陽菜(十文字秀行)

清真学園高等学校

小林万莉亜・藤代彩花(十文字秀行)

57 ニワトリの胚の発生

9 トライアングルの力を100％引き出すための周波数解析

58 発光バクテリアの利用

10 内部構造変化に着目したゴムの伸長過程における力の伸び依存性

59 ハチミツの抗菌作用

11 乾電池から大きな熱を出すにはどうすれば良いのか

60 二十日大根のコンパニオンプランツ

12 水素イオンによる放電の妨害

61 化粧水を作る

13 光学異性体の検証

62 潰瘍性大腸炎モデルマウスから観察したマヌカハニーの機能性

清心中学校

伊藤真那(隅田由香)

立命館慶祥高等学校
清真学園高等学校

佐古田瑞穂(八島弘典)

金子彩音・雲林海音・関野彩香・石垣優衣(大録貴代美)

市川学園市川高等学校

金知

市川学園市川高等学校

大関彩貴(牧田裕道・島田亮輔)

市川学園市川高等学校

五十嵐優・寺木遥(牧田裕道・島田亮輔)

市川学園市川高等学校

庄司明花音・早川真菜子(牧田裕道・島田亮輔)

山村学園山村国際高等学校

(牧田裕道・島田亮輔)

新井倭愛(天野誉)

14 BZ反応の窒素による置換

63 ヒト頭髪の形状の違いが与える影響

15 サーモクロミズムの研究

64 知られざるウミウシの生態

16 カフェインの副作用を除くには？

65 おからの再生利用

17 ひまわりで油絵具

66 葉緑体の単離と光合成電子伝達反応の測定

東京都立多摩科学技術高等学校 森川結菜(柴田秀久)

市川学園市川高等学校

岩船杏南・高村茜(宮澤雄宇基)

市川学園市川高等学校

小野田美陽・西川結菜(舩橋秀男)

東京都立多摩科学技術高等学校

18 褪色の原因を探る

東京都立戸山高等学校

19 卵殻膜の再利用方法
東京都立戸山高等学校

柴田彩音・小原瑞月(中安雅美)

今井裕来(大島輝義)

東京都立多摩科学技術高等学校

20 打ち水で温暖化改善

堂領のどか・鈴木由佳・平田結海(中安雅美)

古屋涼凪(田中義靖)

東京都立戸山高等学校 内藤碧(鶴島富士彦)

東京都立多摩科学技術高等学校
東京都立戸山高等学校

南部優理愛・和田桃華(小澤栄美)

櫻井奏音(小泉重雄)

67 ヨーグルトのカードとホエーの比較
東京都立多摩科学技術高等学校

68 竹でロウソクをつくる
東京都立戸山高等学校

戸塚まや(小澤栄美)

ペイン樹里(鶴島富士彦)

69 大島産椿炭じゃがいもを売り込む
東京都立多摩科学技術高等学校

渡部日和・渋谷礼佳(橋本利彦)

21 やっちゃえ泥炭、やっちゃえ陽イオン吸着

70 セイタカイソギンチャクと共生する褐虫藻の挙動

22 環境による薬の溶け方

71 ゲーム中の脳波とゲームスコアの関係

東京都立多摩科学技術高等学校

東京都立戸山高等学校

中野斗憂矢・壬生七星・飯塚凌大・佐藤勇志(中安雅美)

内田愛子(田中義靖)

玉川学園高等部

村松澄香(今井航)

玉川学園高等部

池田百音(佐治量哉・森研堂)

玉川学園高等部

甲矢桃子(佐治量哉・森研堂)

玉川学園高等部

木下紗永子(佐治量哉・森研堂)

玉川学園高等部

伊藤凪紗(佐治量哉・森研堂)

玉川学園高等部

若林妃奈子(佐治量哉・森研堂)

玉川学園高等部

生田野乃歩(佐治量哉・森研堂)

玉川学園高等部

髙橋碧波・髙木伽菜乃(森研堂・寺内一美)

玉川学園高等部

大貫萌音・小野朱音(森研堂・寺内一美)

玉川学園高等部

林杏音・渡辺七海(森研堂・寺内一美)

玉川学園高等部

土屋萌恵(森研堂・寺内一美)

玉川学園高等部

椙田さくら(森研堂・寺内一美)

23 ベニバナからのカルタミンの抽出と「紅」の調製

72 作業効率と色の関係

24 おいしい出汁をつくろう！！

73 集中力が持続する環境での脳の働きについて〜脳波を用いた研究〜

東京工業大学附属科学技術高等学校

東京都立多摩科学技術高等学校

加藤萌花・長屋礼恵(森安勝)

吉野はなみ・大前結・長澤里緒(小澤栄美)

25 ペットボトルを用いた雪の結晶の作成

74 人の心理に及ぼす言葉の影響

26 柿渋と木材との消臭実験

75 文字フォントと色による印象変化

文京学院大学女子高等学校

内田千香子・宮崎トゥリーナ(蓮池一哉)

文京学院大学女子高等学校

池田さくら・忍足末依(鶴田美生)

文京学院大学女子高等学校

桑原來々寧・萩原里奈子(岩川暢澄)

文京学院大学女子高等学校

山下千智(岩川暢澄)

文京学院大学女子高等学校

阿久津凪沙・大藏麻由(岩川暢澄)

27 尿素の花

28 アルギン酸ボールのすきま

76 音楽と味覚に関する多感覚知覚の研究

77 異なる光質環境下で成育したシソの形態変化

29 緑のごぼうで健康になろう 煮える温度が緑化に与える影響

78 植物と音波の関係性 〜高音下における植物の成長〜

30 体に害の無いチョーク

79 養液栽培リーフレタスに及ぼす栄養濃度の影響

文京学院大学女子高等学校

伊藤響・泉水萌花(鶴田美生)

文京学院大学女子高等学校

太田はなこ・勝海葉月・澁谷愛美(鶴田美生)

文京学院大学女子高等学校

中山琉花・比佐野彩音(鶴田美生)

文京学院大学女子高等学校

猪股璃咲・三王凜(岩川暢澄)

文京学院大学女子高等学校

曽楚喬(岩川暢澄)

文京学院大学女子高等学校

稲葉心咲・國中美咲(浅井郁美)

文京学院大学女子高等学校

加藤亜弓(岩川暢澄)

文京学院大学女子高等学校

市田暁美(鶴田美生)

文京学院大学女子高等学校

阿出川瑞稀・白井榛乃(蓮池一哉)

文京学院大学女子高等学校

工藤美帆・柳沢はるか(蓮池一哉)

文京学院大学女子高等学校

奥山愛由・宮下夕奈(鶴田美生)

31 PVA膜を用いてトマトの保存期間を延ばす方法

80 塩ストレスによるブラッダー細胞の活性化

32 みかんとグレープフルーツの皮を使った消臭実験

81 ティランジアの葉面吸収の仕組み

33 振ると色の変わる水

82 カルス培養を用いたクズの研究
文京学院大学女子高等学校

丹治希美・藤井彩音(椎名智之)

文京学院大学女子高等学校

市川古都里・佐藤友里江(浅井郁美)

文京学院大学女子高等学校

後藤花・佐々木彩花(浅井郁美)

文京学院大学女子高等学校

近松未悠・清水咲希・蓼沼瑞希(内藤康恵)

文京学院大学女子高等学校

冨樫睦実(岩川暢澄)

文京学院大学女子高等学校

江野雅・中川愛菜・工藤あすか(源田かおる)

文京学院大学女子高等学校

金子桃子・宮本莉理・八橋涼香(浅井郁美)

34 愛玉子ゲル化における二価金属イオンが与える影響

83 植物における音の影響

35 廃棄物を使った髪質の改善

84 ミドリムシの効率的な増殖法の研究

36 ニンニクの酢浸けにみられる緑化進行メカニズムの解析

85 緑茶で口腔内微生物の増殖を抑制できるか？

37 タイ米と日本米を用いた米粉パンの生成

86 菌の融合と反発

38 アボカドが髪の毛を変える

87 高校生女子の足にかかる圧力と外反母趾の関係

39 日本とタイのお茶に含まれるポリフェノール量の比較

88 梅干に含まれる有機酸の制菌効果

40 タイ米ともち米を原料とするパン生地の発酵条件の検討

89 守れ！ふるさとのカスミサンショウウオⅩ〜生殖行動を誘発する性フェロモンと受容体について〜

41 産地による緑茶の成分の違い

90 長良川・揖斐川における環境DNA定量解析を用いた生物分布モニタリング〜アユと冷水病菌の季節的相互関係を探る〜

42 美味しい昆布だしをとる方法

91 わさびの抗菌効果

43 鉄分を効率よく摂取する方法

92 シロツメクサの特性を生かした土壌侵食防止と根粒菌

44 塩色反応による中間色の作成

93 イースト菌による乳酸菌増殖への影響

45 天然の抗ウイルス剤「メチルグリオキサール」の安価で高効率な合成に関する量子化学的研究

94 ゴーヤジュースの抗菌効果

46 シクロデキストリンの乳化作用に関する検討

95 アカハライモリのクローン作成

47 酸化実験に用いる銅粉の保存方法の提案

96 油脂分解酵母菌を求めて

48 モモ種子が保有する抗酸化活性

97 アカハライモリが好む水深と呼吸数との関係

49 ＢＲ反応の不思議〜硫酸マンガンの量による反応限界〜

98 身近な菌を抗菌する

玉川学園高等部

北見藍子(渡辺康孝・木内美紀子)

玉川学園高等部

古川モア奈(渡辺康孝・木内美紀子)

玉川学園高等部

山本萌絵(渡辺康孝・木内美紀子)

北杜市立甲陵高等学校 伊原惠映・関彩乃・中嶋菜月・上野陽南・松野優花・五味桃花・佐藤佳乃(中嶌健司)

7

物理

京都教育大学附属高等学校

森野恵里加・小仲美齢・久保いつき(佐原大河)

岡山県立倉敷天城高等学校

岡野一未緒(中屋亜希子)

清心女子高等学校

田中栞織・長安茅里(山田直史)

清心女子高等学校

難波ゆいか・則武莉彩子(坂部高平)

岐阜県立岐阜高等学校

田中琴子・天満陽奈子・藤吉里帆(矢追雄一・高木雅紀)

岐阜県立岐阜高等学校

藤吉里帆・天満陽奈子・田中琴子(矢追雄一・高木雅紀)

静岡市立高等学校

佐々木優希・田澤萌海・竹下明希・平井夢乃(園明子)

愛知県立明和高等学校

神頭優理菜・黒田紗希(入船芳枝)

岡山県立倉敷天城中学校

竹本理世(橋田千寿)

岡山県立倉敷天城高等学校

武原菜々花(浅原芳弘)

清心女子高等学校

太田井麻令乃(田中福人)

清心女子高等学校

中原明日美・福原古都音(田中福人)

清心女子高等学校

金岡愛華(田中福人)

清心女子高等学校

荒木詩音・川崎来海・須藤瞳・高見杏子(田中福人)

中 学 生・高 校 生・女 性 研 究 者 の ポ ス タ ー 発 表

99 ミズクラゲにおける感覚器と傘の開閉運動との関係

121 熱帯雨林 in Malaysia

100 フィリピンウォータークローバーの研究

122 生物多様性 in Malaysia

101 デンジソウの就眠運動の研究

123 バナナの皮でQRコードを作る

102 果物を使った化粧品の研究

124 高校生のHPVワクチンに対する考え方

103 粘菌による重金属削減の可能性

125 安全なホウレンソウの着色料

104 きのこの栽培向上に廃材は有効か

126 雲と大気と夜間の明るさの関係

105 DNAを光らせるには

127 同調圧力に屈しない人の特徴の研究

106 蚊の発生とその特徴

128 良い同調と悪い同調〜良い同調を誘導していくには〜

107 ナナホシテントウ虫の雌雄の割合について

129 スマートフォン依存とストレス値の関係

108 土の性質を探る

130 キュウリの保存方法と水分量の変化を調べる

109 オオイタサンショウウオの飼育方法の確立を目指して

131 広島大学海洋実習で学んだこと 〜ムラサキウニの発生について〜

110 停滞前線と季節変化

132 生体内輸送タンパク質を用いた新規SN-38誘導体の可溶化と抗腫瘍効果

清心女子高等学校

松永悠奈・西脇千晃(田中福人)

清心女子高等学校

中原美咲・西井香奈(田中福人)

清心女子高等学校

清水陽南子(田中福人)

清心女子高等学校

川上叶・笹岡英里子・長尾実栞・吉本媛(田中福人)

清心女子高等学校

清水風花・田中日奈子・濱子あこ(田中福人)

友成晴華(田中福人)

清心女子高等学校

貝原京華・延原里穂・後閑日南子(田中福人)

清心中学校

長田侑子(隅田由香)

志田莉奈(隅田由香)

清心中学校

小寺りり子・本安未侑(隅田由香)

宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校
東京都立戸山高等学校

谷口愛莉・西井香歩(田中福人)

清心女子高等学校

中根みなみ・藤原歩美(田中福人)

立命館慶祥高等学校

清心女子高等学校

清心中学校

清心女子高等学校

清真学園高等学校

稲川陽菜(関根康介)

飯塚みなみ(大石光建)

東京都立多摩科学技術高等学校

関口楓(小澤栄美)

東京都立多摩科学技術高等学校

岡野颯(小澤栄美)

玉川学園高等部

川口明日菜(矢崎貴紀)

玉川学園高等部

大谷理歩(矢崎貴紀)

玉川学園高等部

鈴木詩織(矢崎貴紀)

迫田寛南(武下晃慎)

岡山県立倉敷天城中学校

清心女子高等学校

福盛葵・柿木原初花(中原崇史)

佐藤南櫻(内記昭彦)

東瑠夏・池田渚月・杉本真那(田中福人)

大阪府立大学生命環境科学研究科

坂本詩穂

大阪府立大学生命環境科学研究科

中嶋優里

大阪府立大学生命環境科学研究科

東﨑愛生

大阪府立大学生命環境科学研究科

奥山真衣

111 ペットボトルのケミカルリサイクル

133 大豆ボディ構造体高度可溶化酵素生産麹菌の探索

112 福島の水質浄化

134 耐熱性酵母の熱ストレス応答

東京都立多摩科学技術高等学校

齋藤友里・志村快斗・竜田剛志(小澤栄美)

東京都立多摩科学技術高等学校

幸田沙和子・三宅里奈(小澤栄美)

東京都立多摩科学技術高等学校

岩永夏歩・川添果南(小澤栄美)

東京都立多摩科学技術高等学校

田中美羽・日比花架(小澤栄美)

東京都立多摩科学技術高等学校

北川芽依(小澤栄美)

113 食品廃棄物を使ったＦＲＰの作成

135 クルクミンのGPCRを介した抗2型糖尿病作用に関する研究

114 サンブスギによる色素を抽出

136 近傍棒渦巻銀河における分子ガスの性質と星形成の観測的研究

115 キノコの力

大阪府立大学理学系研究科

黒田麻友

137 脳波分析を活用したヒトの食べたい気持ちの測定
株式会社J-オイルミルズ

西脇美香

116 波力発電の効率化を目指す研究

138 目指すのはニキビ悩みの根絶！フローラコントロールで叶えるニキビ0（ゼロ）の時代

117 富士山ハリモミ林の土壌環境評価

139 企業研究のリアル―化粧品会社若手研究員の1日

118 外来生物に対する小学生〜高校生の意識高揚に関する研究Ⅱ

140 缶用鋼板の研究開発

119 富士山梨ケ原の野焼きによる土壌動物の多様性変化

141 植物と微生物の共生〜土の中で起きている不思議で精妙な相互作用

玉川学園高等部

坂下万優架(矢崎貴紀)

山梨英和中学校・高等学校

五味真奈美・中川春菜(山本紘治)

山梨英和中学校・高等学校

加藤薫子・坂尻巴奈(御園生真美)

山梨英和中学校・高等学校

輿石葵・相原乙葉(山本紘治)

山梨英和中学校・高等学校

佐藤愛・清水千暖(山本紘治)

株式会社桃谷順天館

宇山彩香

株式会社桃谷順天館

栗田千波

JFEスチール株式会社

椎森芳恵

農研機構

120 水環境の指標動物となるミズダニの研究

集 ま れ！理 系 女 子

今泉（安楽）温子

女 子 生 徒 に よ る 科 学 研 究 発 表 会（ 地 方 大 会 ）の 紹 介

2018年は、学習院大学で行う「集まれ！理系女子 第10回女子生徒による科学研究発表交流会」に加えて、東北地方、九州地方、四国地方の3 ヵ所で地方大会を
実施しました。各地域の女子が集い、互いの課題研究の成果発表を行うことに加え、女性研究者の方々に講演をして頂きました。

〇「集まれ！理系女子

女子生徒による科学研究発表会

東北大会」

開催日 2018年8月4日

開催場所 宮城学院女子大学（宮城県仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1）

【課題研究発表校及び研究テーマ】

・宮城県仙台二華高等学校「好塩菌の散布による塩害土壌の土壌改良に対する考察〜好塩菌を用いた土壌のナトリウムイオン除去活動〜」
・仙台城南高等学校「野生トウホクサンショウウオの産卵期における生態調査２」
・東北学院榴ヶ岡高等学校「ダンゴムシのひみつ〜君って不思議〜」
・宮城学院中学校高等学校「食用廃油の資源化」

〇「集まれ！理系女子
開催日 2018年8月11日

女子生徒による科学研究発表会

【主題講演講師及び講演タイトル】

福田公子氏（首都大学東京理学研究科准教授）
「課題研究で楽しく学ぼう！〜自分から学ぶ、生涯学ぶ」

九州大会」

開催場所 南九州大学（宮崎県都城市立野町3764番地1）

【課題研究発表校及び研究テーマ】

・宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校「オオイタサンショウウオの飼育方法の確立」
・宮崎県立高鍋高等学校「イカリモンハンミョウを救え！〜君のすきな場所〜」
・宮崎県立宮崎大宮高等学校「来たるべき脅威に立ち向かう−南海トラフ地震で水を安定供給するためには−」
・宮崎県立宮崎北高等学校「ハクセンシオマネキの日周期と親愛なる敵効果」
・清心女子高等学校「正四面体の極小曲面の面積について」

【主題講演講師及び講演タイトル】

田崎和江氏(金沢大学名誉教授)
「自然との共生；理系女性研究者としてなんとかしなきゃ！日本と世界を駆け巡り50年」

〇「集まれ！理系女子

女子生徒による科学研究発表会

四国大会」

九州大会の様子

開催日 2018年8月25日

【課題研究発表校及び研究テーマ】

・新居浜工業高等専門学校「ファインバブルによる染料の脱色」
・愛媛県立宇和島東高等学校「ハマヒルガオの強光に対する適応戦略についての検討」
・愛媛県立今治西高等学校「オニクマムシの乾眠からの蘇生条件」
「 ハリガネムシの生態に関する研究」
・愛媛県立西条高等学校「カブトガニの足の動きの比較」
・愛媛県立松山南高等学校「糖の分子構造と浸透現象の関係性」
・愛媛大学附属高等学校「酢酸菌Komagataeibacter属のゲノム多型を利用した国内造酢文化伝播経路の解明」
・清心女子高等学校「アカハライモリのクローン作成を目指して」

開催場所 愛媛大学（愛媛県松山市文京町２番５号）
【主題講演講師及び講演タイトル】

片岡圭子氏（愛媛大学大学院農学研究科教授）
「農学部で学ぶ」

※上記以外に以下の大会を予定していますので、ご参加のほどよろしくお願いいたします。

〇「集まれ！理系女子

女子生徒による科学研究発表会

関西大会」開催

開催日 2018年12月15日

1 3：00 〜 1 6：30

開催場所 奈良女子大学(奈良県奈良市北魚屋東町)

各校による課題研究ポスターセッション】

【主題講演講師及び講演タイトル】大西響子氏(愛媛大学宇宙進化研究センター研究員)「天文学者への道のスタートラインから見えるもの」

8

女子生徒の理系進学を考えるための資料

日本の大学はどのように女性研究者を支援し、育てようとしているのか。
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ・
旧女性研究者研究活動支援事業内容の分類（凡例）
A 事業の基盤となる組織の設置
男女共同参画協議会やそのもとにおかれる男女共同参画センターなど。
また複数の機関にまたがる連携型におけるコンソーシアムや地域型におけるネットワークの構築など。
。。
B 意識改革・啓発
男女共同参画やダイバーシティ推進を支える意識の改革を広く学内
（幹部レベルを含む）
や学外
（社会一般）
を対象に行う。

1
2

C 研究力向上支援
メンター制度や英語プレゼンテーション・英文論文執筆講座、研究力向上セミナー・リーダーシップセミナー・
マネジメントセミナーなど 研 究者 本人の 研 究 力や 運 営 能 力向 上に資するもののほかインセンティブ付与の
資金や表彰制度また外部資金獲得のためのセミナーなど。

3
4

D 採用・登用支援
女性限定公募・昇任制度・テニュアトラック制度など。

18

E ワークライフバランス
（ＷＬＢ）
支援
妊娠・出産育児・介 護などのライフイベントにあたる時期の
支 援。研 究 補 助員の配 置など 研 究 力の 維 持をはかるものと
学内保育・ベビーシッターという保育支援など生活面での支援
の両面がある。
F 女性研究者裾野拡大
学部生に対する大学院進学の働きかけの他、高校生・
中学生・小学生や保護者に対する啓発イベントなど幅広い。

…選定年度

1

北海道大学（拠点型）
道内研究大学・道立研究所・ベンチャー企業
全北海道女性科学者研究活動推進協議会“Full-HoWs”
広域メンター

11

2

室蘭工業大学
北海道内大学女性研究者ネットワーク構築
男性研究者にも研究支援員

3

弘前大学
つがるルネッサンス！地域でつなぐ女性人才
学会時の託児支援

4

秋田大学（拠点型）
県内６高等教育機関・試験研究機関・産学連携機構連携企業
女性研究者支援コンソーシアムあきた
架橋型介護支援モデル

弘
前

秋
田

秋田大学
大学間連携と女性研究者支援 in
架橋型ソーシャルキャピタル
5

岩
手

東
北

7

8

福島県立医科大学
在外研究と英語教育の推進

9

宇都宮大学（一般型）
女性研究者ネットワークペルソナ対応型データベース

10

茨城大学（特色型）
水戸市共済セミナー

福
島

宇
都
宮
茨
城

39

20

48

筑波大学（牽引型）

研究補助員支援適

千葉大学（連携型）
千 東邦大学、放射線医学総合研究所
葉 「ダイバーシティ CHIBA研究環境促進コンソーシアム」
構築

15

明治大学（一般型）
女性のエンパワーメント原則（WEPs）に基づいたエンパワーメント計画の策定
お茶の水女子大学（連携型）
芝浦工業大学、物質・材料研究機構
「工学系女性研究者比率向上の好循環モデル」の構築
連携大学院方式
宇宙航空開発機構（一般型）
グローバルメンター

首都大学東京
ダイバーシティを理念とする首都大学東京女性研究者支援事業
研究支援員の終了後ポスト獲得支援 多様性による新たな知の創造
順天堂大学

再教育支援企画（離職者復帰）

東邦大学
生命（いのち）の科学で未来をつなぐ女性研究者への継続的支援モデル
医学部生カリキュラム

東京海洋大学
海の利用研究に取り組む女性者支援
任期終了後の補助員に対する就職支援

千葉大学
支援循環型体制による女性研究者育成モデル
理系定年退職ポスト２年間前倒しによる女性枠

上智大学
グローバル社会に対応する女性研究者育成

群馬大学（特色型）
まゆだまプランーアドバンスト
全学ランチミーティング

東京都市大学
工学系イノベーションの男女共同参画モデル
男女共同参画

群馬大学（一般型）
くるみんマーク取得

慶應義塾大学
ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援

埼玉大学（特色型）
ダイバーシティ推進オフィス

国際研究スタート支援

理化学研究所（特色型）
世界トップレベルを目指す科学力展開プラン
上回る育児・介護休業制度の定着
東
京
23
区

情報・システム研究機構（一般型）
トップリーダー育成セミナー・論文執筆合宿

東京女子大学

12

14

東京医科歯科大学（連携型）
順天堂大学、株式会社ニッピ

東京医科大学（一般型）
上位職内部登用制度 女性限定上位職学外公募

（独）物質・材料研究機構
隠れた人材を活用した女性研究者支援
人材データベース人ナビ・リクルーター派遣

埼
玉

東京藝術大学（特色型）
HOPPING WOMEN PROJECT TOKYO GEIDAI
外国人研究者・障害を有する学生等への支援を含める
附属音楽高校との連携

帝京大学（一般型）
国際メンター

（独）森林総合研究所
応援します！家族責任を持つ女性研究者

13

15

東
京
23
区

芝浦工業大学（一般型）
『Shiba‐jo プラチナ・ネットワーク』
の構築
就業時間見直し 父母懇談会

(独)産業技術総合研究所
女性研究者グローバルエンカレッジメント
女性研究者・外国人研究者の積極採用

群
馬

9
11 10
14
16 15 12
17
50

(独)農業環境技術研究所
双方向キャリア形成プログラム農環研モデル
国際学会参加費援助
アウトリーチ活動

東北大学（特色型）
杜の都女性研究者エンパワーメント推進事業
リサーチアドミニストレーター（URA）

山形大学
山形ワークライフバランス・イノベーション
女子中高生対象ジェンダー関連授業開講

41

32 2 9 2 8
31 30 2 7

（独）農業・食品産業技術総合研究機構
元気な食と農を支える女性研究者支援モデル
役職員への啓発
全職員のワークライフバランス

岩手大学（牽引型）
弘前大学・八戸高専・一関高専・農研機構東北農業センター・
ミクニ（株）
ダイバーシティ実現で北東北の未来を先導

山形大学（連携型）
山形県立米沢栄養大学、大日本印刷株式会社研究開発センター
有機エレクトロニクスを活用した未来の生活創造への女性研究
者の参画

49

40

38

19

筑波大学
持続可能な女性研究者支援、筑波大スタイル
諸外国の現状調査
発見しよう理系の魅力！繋がろ
う理系仲間！ in Tsukuba

東北大学
杜の都女性科学者ハードリング支援事業
世界トップクラス研究リーダー養成
山
形

46

47

34

36

筑波大学（拠点型）
３大学７企業 約900名女性研究者在籍
研究マネジメントリーダー養成
用拡大

岩手大学（拠点型）
岩手県立大学・岩手医科大学・一関高専・八戸高専・県内５研究機関
いわての復興に貢献する女性研究者支援

6

43

37

6

8

13

21
25
26

LGBT支援
輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会・イクボス宣言
女子中高生の理系進路選択支援プログラム

秋田

岩手大学
共生の時代を拓く、いわて女性研究者支援
両住まい手当・配偶者転勤等同伴休業

44

42

33

筑 多世代にわたる女性研究者・技術者のシームレスエンカレッジ
波 モデルの実現を目指してダイバーシティ推進を経営戦略に

北海道大学
輝け！女性研究者！活かす・育てる・支えるプランin北大
国際学会旅費支援
理系応援キャラバン隊
室
蘭

35

45

『ダイバーシティ研究 環 境 実現イニシアティブ（
』平成 2 7 年度〜2 9 年度）
『女 性 研究者研究 活動支 援 事 業（
』平成 2 2 年度〜2 6 年度）

札
幌

23 22
24

7

5

東京女子医科大学（特色型）
事業推進シンボルとしてのロゴマーク
所属長意識改革
女性事務管理職の目標値設定

法を

津田塾大学
世代連携・理文融合による女性研究者支援
女子中高生プログラミング実習
東海大学
産学協働女性キャリア支援

東海大学モデル

東京医科歯科大学
女性研究者への革新的支援
在宅研究支援

当初の事業は女性研究者支援のみを目的にしていたが男女共同参画推進へ、さらに現在はダイバーシティの豊かさ（女性も男性も外国人も障害のある方もＬＧＢＴ・ＳＯＧＩの方も）を

9

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ・旧女性研究活動支援事業
出典：文部科学省・国立研究開発法人科学技術振興機構HPより作成
15

東
京
23
区

東京工業大学
理工系女性研究者プロモーションプログラム
男女教員対象 女子高校生理工系進学サポーター
日本大学
キャリアウェイ・ユニバーサル化日大モデル
企業との連携 日中韓フォーラム付属中学校・高等学校の理系進学支援

24

福
井

25

岐
阜

東京大学
東大モデル「キャリア確立の１０年」支援プラン
東京大学女性研究者白書
女子高生向け説明会
お茶の水女子大学
COSMOS 女性研究者に適合した雇用環境モデルの構築
みがかずば研究員 勤務時間９時-５時体制 女子中
高生サイエンスフェスティバル

名古屋工業大学(特色型)
名 NITech CAN for ID
古
産学官連携
女子学生女子中高生「研究者「
」理系」選択への誘導
26

屋

東京農工大学（牽引型）
東京外国語大学・国際農林水産業研究センター・首都圏産業活性化協会
５大学等 １３企業と連携システムの共同運営 関東プラット
フォームの創生と全国展開
多言語コミュニケーショングローバル環境政策
電気通信大学（牽引型）
津田塾大学・ＮＴＴ先端総研
コミュニケーション・フロンティア創成

三
重

国立高等専門学校機構（特色型）
Re-Start研究支援プログラム 「目指せ高専研究者の道
プログラム」 ５５キャンパス活用同居プログラム

滋
賀

27

28

29

電気通信大学（一般型）
ポスドク研究員公募復帰支援枠

京
都

一橋大学（一般型）
一橋大学男女共同参画ポリシー策定公表
国際公募による若手女性教員の採用

17

横
浜

18

新
潟

横浜国立大学
みはるかす研究員制度

19

山
梨
20

静
岡

30

再チャレンジ制度

新潟大学（連携型）
株式会社タケショー
新潟大学
キャンパスシッターによる育成・支援プラン
新大シッター
山梨大学
咲くやCoの花プロジェクト
支援の見える化
研究講義サポーター 健康管理支援

21

22

富
山

23

金
沢

阪

金沢大学（拠点型）
石川県内２０高等機関 富山大学 福井大学 協力企業 研究機関
Hokuriku Women Researchersʼ Network(HWRN)
研究倫理教育
企業技術者のリカレント教育
金沢大学
やる気に応えます
中村賞創設

金沢大学女性研究者支援
研究写真展開催ジェンダー関連講義

３２機関

38

香
川

香川大学
香大発、地域ぐるみ女性研究者支援の高波を

三重大学
パールの輝きで、理系女性が三重を元気に

39

徳
島

滋賀医科大学
誰もが活き活きと働ける環境作りを目指して
三方よし人材バンク 職場復帰リカレント教育
立命館大学（特色型）
幹部セミナー 海外トップ大学との研究交流プログラム
京都産業大学(一般型)
大規模設置
休業中の研究費執行容認復職支援

40

愛媛大学

41

高知大学
しあわせぶんたん

女性研究者育成プラン
愛 「坂の上の雲」
媛
小中高生へのキャリアパス支援 小学生対象ママとサイエンス

42
小
倉

九州工業大学（特色型）
同窓会組織の女子組織との連携

43

九州大学（特色型）
男性教職員に対する啓発

福
岡

九州大学
世界へ羽ばたけ！女性研究者プログラム
女性枠設定による教員採用・育成システム

希望する女性教員全員に研究支援員配置

奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術を担う女性研究者の育成
遠隔実験支援システム

佐
賀

奈良女子大学
生涯にわたる女性研究者共助システムの構築
ならっこネット

長
崎

44

45

46

大
分

佐賀大学
三世代サポート型佐大女性研究者支援
子育て中男性研究者支援
長崎大学（特色型）
地域連携によるサポーター
長崎大学
おもやいキャンパスサポート〜長大モデル〜
国際公募 学内学童保育
大分大学（牽引型）
大分高専 フンドーキン醤油（株） 三和酒類（株） 三井住友建設（株）
まだまだ男社会の「おおいた」地域創生に貢献する女性研究者支援・育成
上位職男性の潜在意識変化
女子学生の地域雇用 男
性教職員の育休取得加速
大分大学
Fabulous Academics at Bundai
タイのリケジョ交流

47

大阪府立大学
元気！活き生き女性研究者・公立大学モデル
女子大学院生チーム（IRIS）による小中高生支援
大阪大学
次世代に繋ぐ女性研究者サポート連鎖の形成
戦略的なポスト配分
32

神戸大学（連携型）
兵 関西学院大学、兵庫県立大学
庫
「連携型共同研究」でのPI経験 女性研究者昇任状況調査による実行担保
兵庫県立大学(一般型)
女子学生特別入試
武庫川女子大学
アメリカ分校の拠点化と国際化

シングルファーザー支援

福岡女子大学(一般型)
女性学関連授業の企画運用
福岡大学

女子高生

大阪大学（牽引型）
医薬健栄研・ダイキン工業
女性研究者が切り拓く豊かなコミュニケーション社会
SOGI概念普及 学びなおしによる博士号取得支援、産学ク
ロスアポイントメント
小学生の一時あずかり・学童保育

徳島大学（連携型）
香川大学、愛媛大学、高知大学
鳴門教育大学を加え「四国女性研究者活躍促進コンソーシアム」の構築
５大学連携非常勤講師相互支援制度
徳島大学
ＡＷＡ（ＯＵＲ）サポートシステム

高
知

大阪市立大学(一般型)
防災教育・研究

富山大学（特色型）
欧米提携大学への留学

おかやまサイ

広島大学（牽引型）
大学・ものづくり企業・国際協力シンクタンク
国際型ダイバーシティ研究環境実現プログラム 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に取り組む
ジェンダー研究 ユビキタス研究環境支援

名古屋大学
名古屋大学方式 女性研究者採用加速プログラム
女性PI増加

奈良県立医科大学
アカデミック・ハラスメント予防

病

島根大学
地方から開く女性研究者の未来
ユビキタスで距離を超える

山口大学
女子学生参画型

大阪府立大学（特色型）

信州大学
女性研究者支援から男女共同参画推進へ
男性研究者に対しても

金沢大学（牽引型）
富山県立大学・ＹＫＫ株式会社
ものづくり分野国際会議開催
理系女子高生イベン
ト「大学のキャンパスで実験「
」グローバルサイエンスキャンプ」

36

広
島

大阪市立大学（牽引型）
（株）
大 大阪教育大学・和歌山大学・積水ハウス

静岡大学（拠点型）
県 4大学 １研究機関 ６企業
未来を拓く明日への架け橋“レインボープラン”
オンデマンド支援システム

富山大学
富山循環型女性研究者育成システムの構築

35

島
根

31

静岡大学
女性研究者と家族が輝くオンデマンド支援
健康問題支援
信
州

岡山大学
学部・岡大発 女性研究者が育つ進化プラン
ウーマン・テニュア・トラック事業
エンストーク中学高校訪問型

37
山
口

京都大学
女性研究者の包括的支援「京都大学モデル」
待機乳児保育室・おむかえ保育・病児保育
車座フォーラム・ジュニアキャンパス
奈
良

ウーマン・テニュア・トラック

名古屋市立大学
多様性のある豊かな大学をめざして
支援者自身のキャリアパス形成

京都府立医科大学
しなやかな女性医学研究者支援みやこモデル

東京学芸大学
学芸の森が育てる女性の力

岡山大学(特色型)
国際シンポジウム
児・病後保育

広島大学
リーダーシップを育む広大型女性研究者支援
採用ポイント制

京都工芸繊維大学
ＫＩＴ女性研究者支援
支援の重点化加速化

（独）国立高等専門学校機構
啓発資料の作成

鳥取大学
明るい脳村プロジェクト お母さんと一緒プロジェクト 女の一生プロジェクト

広島大学（拠点型）
企業群 中四国国公私立大学

京都府立大学(一般型)

東京農工大学（拠点型）
５機関１３企業１協会
女子学生キャリアセミナーを企業と協働して実施

東京農工大学
理系女性のエンパワーメントプログラム

34

岡
山

名古屋大学（連携型）
名古屋市立大学、豊橋科学技術大学
「AICHI女性研究者支援コンソーシアム」
構築
広域メンター制度

早稲田大学
研究者養成のための男女平等プラン
ワンストップ・サービス窓口 基礎講座の中高生への開放

杏林大学（一般型）

名古屋大学（特色型）
男女共同参画の推進のみならず、ジェンダー教育推進・男女共同参画による社会貢献目標
ジェンダー教育
名古屋工業大学(一般型)
持続可能な工学女性研究リーダー育成システム
OG人材バンク

日本女子大学
女性研究者マルチキャリアパス支援モデル
現代女性キャリア研究所 ユビキタスリサーチ支援
夏休み自由研究シリーズ

東
京
中
部

岐阜大学（連携型）
岐阜薬科大学、岐阜女子大学、アピ株式会社
地域循環型女性研究者を目指し、地域創生リーダーとなるよう支援
女性技術者学位取得支援
企業インターンシップ

鳥
取

岐阜大学
多様性活力発揮に向けての女性研究者支援

東京女子医科大学
保育とワークシェアによる女性医学研究者支援

16

33

福井大学

卒業生人材バンク

関西学院大学
Mastery for Serviceに基づく女性研究者支援
初等部・中学部・高等部を含めた学院全体組織
神戸大学
再チャレンジ！女性研究者支援神戸スタイル
研究中断者を育成研究員として雇用

熊
本

熊本大学（拠点型）
１４高等教育機関２自治体 研究所
福祉分野支援コーディネート
熊本大学
地域連携によるキャリアパス環境整備
バッファリング

48

宮
崎

宮崎大学（特色型）
清花アテナ男女共同参画推進事業
みやだい育メン養成講座
宮崎大学
逆風を順風に

宮崎大学女性研究者支援モデル

鹿
児
島

49

鹿児島大学
一人ひとりが伸びやかに 自分らしく輝くために
研究支援員のキャリア形成支援

50

琉球大学（特色型）

沖
縄

琉球大学
うない研究者支援センター

ゆいネットワーク

目指す事業へと変化した。また、初期の事業には具体的な登用支援、アクティブ・アクションがない。自然科学系分野の女性研究者の割合は平均的目標値の30％を下回る機関が多い。
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