
未来のリケジョが集う
バーチャルフェスタ

OPEN！
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リケジョフェスタフェスタ in かがわ

を未来つくる未来をつくる

リケジョ
メールに記載されたURLをタップしてホームページへ

まずは申し込み。
後日メールでURLが送られてきます

定員

150名名応募多数の場合は抽選となります。

オンライン
開催！

令和4年令和4年

218 日

参加無料
※通信費が

　必要です
。

 10:00仮想空間OPEN

START 13:00
※10時から仮想空間内を自由に散策できます
　・先輩リケジョによるフリートークコーナー
　・企業インタビューパネル　などが楽しめます

主催 ： 香川県 内閣府男女共同参画局／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：

❶株式会社NTTドコモ
❷ライフスタイルイノベーション部
　モビリティビジネス推進室

高井 理沙
たか   い　    り     さ

2030年頃には、日本の町中を、自動運転車が運転席無人
で走り回っているだろう…と言われています。そんな自動
運転市場で、ドコモが通信やAIといった技術を活用し、ど
んなビジネス・サービスを展開できるか？考えて、企画・開
発しています。
理工学部を卒業後、一般企業で具体的にどんな仕事・生活
をしているのか。皆さんの疑問にお答えします！

❶ラトガース ニュージャージー医科大学
❷細胞生物学・分子医学 学部
❸研究員

❶所属　❷部署　❸役職

向井 理紗
むか  い   　り     さ

心臓は私たちが生まれてから亡くなるまで休まずに全身に
血液を送り続けるため、たくさんの機能によって保護され
ています。現在は、心臓にダメージが加わった場合、どのよ
うに心臓を保護しているのかという研究をしています。
研究者としてどういう道を歩んできたか、また海外留学とは
どういうものかをお話しします。
事前に質問を受付中。当日、回答します！

❶淀川キリスト教病院
❷外科
❸副医長

❶株式会社 ナレッジハンズ
（元 東京大学医学部付属病院）

山内 沙耶

ふじ  わら    さと    こ

消化器外科を専門に働いています。平日は週1日外来を行
い残りは手術を行っています。医療関係を目指す方、また
女性の少ない職場で働くことを考えている方の悩みが解
決できれば嬉しいです。（山内）
東京大学医学部付属病院で看護師として働いていて現在
は病院の経営をサポートするコンサルタントとして働いて
います。医療の分野に興味を持ってもらえように、医療の分
野がどういう世界なのかをお話したいと思います。（藤原）

❶香川大学
❷創造工学部先端材料科学領域
❸教授

上村　忍
うえ  むら　    しのぶ

数ナノメートル（ナノ：10億分の１）の薄いシートで、分子
やイオンを分ける膜を作る研究をしています．分子サイ
ズの孔を有するシートができれば、低エネルギーコスト
の海水淡水化の膜などへ応用できます。
色の変わる実験動画などを通して、色の変化がどういう
材料につながるのか、化学（科学）のおもしろさを一緒に
体感しましょう。

❶香川県
❷土木部住宅課
❸技師

堀上  智香子
ほり  かみ    　ち     か     こ

住宅の審査業務で、申請者とのやりとり及び立入検査な
ど、国費事務で、国土交通省および県内市町との連絡窓
口を担っています。
理系科目が苦手だった私が、なぜ理系を選択したのか、い
つ頃進路を決定したのかなど、皆さんの年齢時に何を考
えていたのか、振り返ります。
一人で悩まず、参加者全員で自由に意見交換しましょう！
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ロールモデルからのメッセージ

tel.087-868-3994
当日入り方が分からなかったり、困ったときは

これらの頭文字を取った
言葉で、科学・技術・工学

・芸術・

数学の教育分野を総称し
たキーワード。

理数系と芸術の両分野に
力を入れる教育法で、これ

からの

社会において、以下の三つ
の力が必要です。

●文章や情報を正確に読
み解き、対話する力

●科学的に思考、吟味し活
用する力

●価値を見つけ出す感性
と力、好奇心・探求力

今回のリケジョフェスタ
はこの中でも理工系分野

である

STEM に注目し、思考の幹
（英単語でSTEM）を作り

、未来

に大きな枝葉を広げる皆
さんを応援するイベントと

して開

催します。

◎S : Science（科学）　　
　　　 ◎T : Technology（

技術）

◎E : Engineering（ものづ
くり）　◎A : Art（芸術）

◎M : Mathematics（数学
）

STEAM教育とは

藤原 聡子



「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）

学校名氏　名

フリガナ 中学

高校
年

住　所

TEL
FAX

E-mail

参加したい交流会を
3つ選択してください。 参加希望2 参加希望3参加希望1

リケジョフェスタ in かがわ2022運営事務局
TEL：087-868-3994詳しくはHPを

チェック！
（受付時間/平日9：00～17：30）

※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」は香川県からの委託を受けて
　西日本放送サービス（株）が運営します。

お問合せ先

FAX 087-867-6799 
H P https://www.rikejo-kagawa.com  

リケジョフェスタホームページ（下記アドレス）の申込フォームまたはFAXによりお申し
込みください。お申し込みをいただいた参加者に、8月16日までに、メールにてURLを
送付します。メールに記載されたURLをタップしてバーチャル会場へご入場ください。

申込締切

8月16日　火

自分の名前（イニシャルや好きな名前で
OK）を入力しよう

各チェックボックスを確認したら仮想空
間にログイン

仮想空間にログイン 会場内を歩いてみよう 話しかけてみよう登録しよう1 2

パソコンの方は自分のアイコンをクリック
しながらMAP内を歩けるよ。スマートフォ
ンの方は行きたい方向へタップしてみよう

自分の周りに表示される黒い円が自分
の声が届く範囲です。ロールモデルや
先輩リケジョに気軽に話しかけてみよう

13：20 ー14：05

14：15 ー15：00

15：10 ー15：55

13：00 ー13：10

13：10 ー13：20

開会・主催者あいさつ
ロールモデル紹介

ロールモデル交流会①

ロールモデル交流会②

ロールモデル交流会③

各ロールモデルのスペースに移動して話を
聞こう。交流会は時間ごとに3回開催するよ

ロールモデル交流会で
ロールモデルの話を聞こうステージへ

開会宣言、主催者のあいさつに引き続き、
ロールモデルの紹介を行います

右下のカフェスペースで、
先輩リケジョのスタッフに
進路や勉強についての悩
みを相談したり、インタ
ビューや座談会などを開催
しています！
気軽に参加して、交流して
みよう！

また、様々な分野の先輩リケジョの取材内容をまとめたパネルも
ご用意。普段聞けない企業の先輩の話を覗いてみよう

PC推奨

通信を使用しますので
Wi-Fi環境下にてご入場されることを

お勧めします。

タブレット・スマートフォンでも
ご利用できます

10：00～

13：00 13：20

3 4

5 6

入り方が
分からなかったり、
困ったときは tel.087-868-3994

リケジョフェスタinかがわ202
2運営事務局

ログインしたけどやり方が分からないときは

人のイラストの赤いマークのスタッフに声をかけてね。
その際は、マイクをONにすることを忘れずに
（チャットでもOK）スタッフ

申込から当日の
スケジュール

話を聞きたいロールモデルを３名お選びください。（表面のロールモデルA～E）
参加する交流会の予定は８月中旬頃から順次URLと参加順をメールにてご案内いたします。
（応募状況により、ロールモデルとの交流の時間帯・順番は決定いたします。）

ロールモデルへ聞きたいことがあればご記入ください。（事前に各ロールモデルへお伝えします）


