
長崎大学ダイバーシティ
推進センターの紹介

※本事業は「国立研究開発法人科学技術振興機構、女子中高生の理系進路選択支援プログラム」の助成を受けて実施しております。 

令和元年度 女子中高生の理系進路選択支援プログラムスケジュール(予定)

今後も長崎大学では、中高生・保護者や教員の方々を対象に様々なセミナーの開催を
予定しております。 各学校への広告の配布や、長崎大学HPへの掲載もいたしますので、
ぜひご覧ください! 皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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PROFILE

　今回は長崎大学『ダイバーシティ推進センター』を紹介いたします。 私たちの仕
事は、一言でいえば、ダイバーシティ研究環境の構築と推進です。長崎大学には、
多様な教職員、多様な学生がいます。その多様性を尊重し、活かしつつ、一人ひと
りがワークライフバランスを実現し、研究成果を上げ、学生・院生の教育効果を上
げていけるよう、バックアップをするのが仕事です。教職員や学生・院生が、自分
らしく生き、自分の能力を最大限に活かす、働きやすい職場づくりのサポートをし
ています。それが、多様性を生かし、ともに生きる『ダイバーシティ&インクルー
ジョン』なのです。
　その一環として、女性研究者を増やし、女性教授の活躍を支えるのも取組みの
大きなテーマです。女性研究者のロールモデル、たくさんあります。またご紹介し
ていきたいと思います。
　特に理系の女性研究者、農工系、医歯薬学系の研究者を増やすことは国の重点
目標でもあります。長崎大学には医学部・歯学部・薬学部・工学部・水産学部・環
境科学部があり、そして4月には情報データ科学部も新設されます。伝統的にも、
理系研究者の宝庫です。素敵な研究者リケジョがたくさんいます。
　しかしながら、こうした取り組みは長崎大学に限ったことではありません。多く
の大学が、男女共同参画の推進に全力をあげています。リケジョを今、日本という
国が全力で支えようとしている中、長崎大学も、リケジョ育成のため、女性活躍推
進のため、頑張っています!
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23番講義室

小中高生保護者、
男女参画等支援行
政関係者等、女子
理系関係研究者等

●リケジョ講師による講話
　(長崎県男女参画・女性活躍推
　進室 有吉佳代子 他)
●リケジョ・カフェ

11月30日（土） 30名
程度

セミナー 開催日時 対象者/定員 活動内容会　場

13：00～16：00

志
セミナー

長崎大学
グローバル教育
学生支援棟4階
スカイホール

女子中高生、保護者、
中学校・高等学校教員、
一般県民など
(男子生徒も可)

●リケジョ講師による講演 
　(武田薬品工業(株)吉岡智子、 
　 TOTO(株)下釜玲)
●リケジョと学ぶ体験ブース
●リケジョ・カフェ

12月15日（日） 150名
程度10：00～16：00
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◆令和元年度事業紹介
◆長崎大学ダイバーシティ推進センターの紹介 ◆令和元年度プログラムスケジュール

◆リケジョの1日 ◆アンケートレポート



こんなセミナーを開催しました! リケジョはどんな1日を過ごしているの?

大島さんの起床から就寝までのおもな1日の様子

リケジョに対するイメージ

理系学部への進学に踏み切れない理由
H30年度アンケート結果まとめより(回答者数80名)(複数回答可) H30年度アンケート結果まとめより(回答者数80名)(複数回答可) 

大村会場(大村高校) 7月30日(火)

【主な参加リケジョ】
医師/薬剤師/地方公務員/教員(工学系、教育系)/研究職員(工業系、農業系) 
建築系職員/動植物園職員/大学生・院生(医学、環境、情報、教育)

●リケジョ講話 (講師:長崎県警察本部研究所職員、三菱重工業研究所職員) 
●中高生による研究発表会 (長崎大学「ジュニアドクター育成塾」受講生) 
●リケジョカフェ 地元リケジョや大学生・院生との交流 
●保護者・教員向けキャリアセミナー

長崎県警察本部 刑事部
科学捜査研究所 主任研究員

所属・役職

6：00

世間のイメージ(沢〇靖子や錦〇亮)と比べてかなり地味な仕事ですが、
犯人逮捕につながる 結果を出せるとやりがいを感じます。
働きながら長崎大学法医学教室へ通い、昨年、博士号(医学博士)を取得しました。
結婚し一児の母となった後も、子供を育てながら働きやすい環境であると思います。

学生のうちに一生の仕事を選択する事はとても難しいと思います。
目の前のタスクに全力で取り組みながら、いろいろなことにチャレンジし、
視野を広げていってください。

松浦会場(松浦高校) 8月5日(月)

【主な参加リケジョ】
医師/教員(工業系、教育系)/水族館職員/大学生・院生(医学、環境、情報、教育)

●リケジョ講話 
●ワールドカフェ 地元リケジョや大学生・院生との交流 
●保護者・教員向けキャリアセミナー

憧れセミナー（企業訪問）
諫早会場(長崎県農林技術開発センター) 8月22日(木)
●リケジョ講話 (講師:長崎県農林技術開発センター研究員） 
●視察・実習

農作物で問題となる病害虫の研究をしているビニールハウスを視察
しました。参加者の皆さんも虫眼鏡を使って実際に天敵が動き回る
様子を観察しました。

キクの花について、栽培技術の確立や新品種の育成などの研究をし
ているビニールハウスを視察しました。参加者の皆さんは実際に一輪
菊の余分なつぼみを摘み取る作業をしました。

〈リケジョおすすめポイント〉 

佐世保工業高等専門学校教員、押渕医院医師、
させぼパール・シー職員、志佐中学校教員

講
師

企業を訪問し、リケジョがどんな仕事を
しているのか実際に体験・実験・観察を
行いました。

夢セミナー 地域巡回型セミナーとして、県内2ヶ所で開催
しました。地元リケジョと交流し、実際の体験
談(進路)や本音を聞くことができました。

大島 友希 

卒業生のこえ

Yuki
Oshima

6：30 7：30 8：15

起床 息子を起こし、
朝食

息子を保育園に送り
そのまま仕事へ

仕事タイム
（DNA鑑定、鑑定書作成など）

出勤

17：15 18：00

退勤 息子を迎えに行く

21：00 23：30

息子就寝
翌日の夕飯づくり

就寝

学生に
メッセージ

●かっこいい
●勉強、仕事ができる
●むずかしい、大変そう
　(仕事第一で家庭との両立ができなさそう)
●少数派（職の数が少なそう）
●普通、めずらしくない
●理数系が得意
●まじめ、かたい
●その他

セミナー受講前
セミナー

受講者卒業後
の進路

H27～30年度
受講者進路追跡調査
アンケート結果より

その他の詳細
獣医学、ドルフィントレーナー専攻、
人文学部、地域創造学部など

●大学でやりたいことが見つからない
　(学ぶ内容のイメージができないなど)
●自分の適性が分からない
●理数教科の成績がふるわない
●学費が高い
●理系女子に対する世間のイメージに抵抗がある
　(多忙、地味など)
●就職先や職業が限定される

92%

66%
43%
14%
9%

3%

セミナー受講後
●楽しそう、キラキラしている
●女性でも活躍できる・需要がある
●得意、不得意は関係ない
●文系からでもリケジョになれる
●様々なことを経験できる
●その他

24%
23%
17%

14%
13%
3%
3%
3%

25%
38%
6%
3%
3%
25%

（ネットでは知ることのできないことをたくさん知れた）

リケジョセミナー参加者 アンケートレポート

当時高校1年生で、高校2年生から文理に分かれるため、文理 選択にとても役立ちました。実
際に理系の職業に就かれている女性から体験談を聞いたり、質問できたのがよかったです。

普通に生活しているだけでは、考えることのない研究におけるダイバー
シティなどを考える、とても良い機会でした。

女性のイメージがなく、今でも“工学部”と言うと、女子なのにと驚かれます。
このようなセミナーなどがあると、背中を押すきっかけにもなると思います。

研究者は休みがないと思っていたけど、産休・育休も取れて、休みもある
ことを知りました。

犯罪捜査における科学捜査を担当。
専門はDNA型鑑定、毛髪鑑定、
骨鑑定、顔画像鑑定等

仕事・研究内容

THE『
科捜研の女』

医学部
（保健学科含）

看護学科
その他

農学科

9%

17%
27%

10%
環境科
学科

水産学部

薬学部

10%
2%

工学部
理学部

13%
4%

6%

教育学部2%


