
理系の世界を知り、女性の進路や働き方について考え語り合う 

長崎大学「夢・憧れ・志を育むリケジョ育成プログラム」“志セミナー” 

【本リリースに関するお問い合わせ・取材申込先】
長崎大学 教育開発推進機構 生涯教育センター 
リケジョ育成プログラム事務局沖田・三原・松尾
TEL： 095-819-2184 FAX： 095-819-2185 
E-mail： jfp@ml.nagasaki-u.ac.jp 

 
2021 年 11 月 25 日 

報道機関 各位 
 

 

長崎大学では、令和 3 年度「夢・憧れ・志を育むリケジョ育成プログラム」“志セミナー”を、12 月
４日(土)13:00～、長崎大学文教キャンパスのスカイホール・G38・G3A にて実施します。 
本プログラムは、中学校、高等学校の女子生徒を主な対象としています。今回は、宇宙鉱物学研究や

建築士の道に進まれた講師やリケジョ大学生の講演等を聴き対話する場を設けています。これらのプロ
グラムを通して、理系進路へのモチベーションを高め、交流しながら、主体的に理系進学の選択を行う
ことができるよう支援することを目的としています。 
つきましては、本セミナーをぜひ取材していただき、貴紙・貴番組などでご紹介いただきたくよろし

くお願いいたします。 

なお、取材いただける際は、事前に下記までご連絡をお願いいたします。 

記 

日 時：令和 3 年 1２月４日（土） 1３：00～1６：00 
場 所：長崎大学文教キャンパス スカイホール・G38・G3A 

（長崎市文教町１-14 （グローバル教育・学生支援棟 4 階・3 階） 

内 容：１．リケジョ講演 

東京大学 理学系研究科 准教授 瀧川 晶 

2．リケジョ講演 

株式会社 PAL 構造 建築設計部 一級建築士 林田 真奈 

３．大学生リケジョトーク (相談会：質疑応答含む) 

※添付のチラシ、実施要項も参照ください。 

対 象：女子中高生、保護者、教員（男子中高生も可）100 名程度 
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日 　時 令和３ 年１２月4日（土）13：00～16：00
会　場 長崎大学　文教キャンパス　スカイホール・G38・G3A
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～

14:30
40分
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～

14:40
10分
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～
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75分
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お問合せ先：長崎大学 教育開発推進機構 生涯教育センター
TEL 095-819-2184　FAX 095-819-2185　E-mail jfp@ml.nagasaki-u.ac.jp

「令和3年度　夢・憧れ･志を育むリケジョ育成プログラム」

志セミナー 実施要項(案）

開会あいさつ

１.講　演   「役に立たない宇宙鉱物学 ～最先端技術で世界を拓く～」
東京大学　理学系研究科
准教授　瀧川　晶
　　　　　　　　　　※質疑応答含む

２.講　演　「建築物を支えるデザイン」
株式会社PAL構造　建築設計部
一級建築士　　林田　真奈
　　　　　　　　　　※質疑応答含む

                           休憩

３.大学生リケジョによる学部紹介　＆　リケジョトーク（相談会）
　※医学部・薬学部・工学部　３ブース程度に分かれて実施予定
　※学部紹介１０分、相談１０分、移動５分×３ブース
　
　理系学部の大学生リケジョが、どうしてその学部に進学したのか、
　 進学した学部はどんなことをしているのかご紹介します。
　 また、リケジョに進路や将来の仕事について相談してみませんか？

閉会あいさつ

主催：女子中高生の理系進路選択支援プログラム長崎運営委員会
【長崎大学生涯教育センター、長崎大学ダイバーシティ推進センター、長崎県校長会、長崎県高等学校長協会、

長崎県ＰＴＡ連合会、長崎県公立高等学校ＰＴＡ連合会㈱ＰＡＬ構造、長崎ペンギン水族館、させぼパール･シー㈱】



入場
無料

令和3年度  長崎大学リケジョ育成プログラム

リケジョ講演リケジョ講演

※新型コロナウイルス感染症対策により、内容を変更する場合があります。

令和
３年 12/ 4（土）
13:00～16:00

大学生リケジョによる学部紹介＆
リケジョトーク（相談会）
大学生リケジョによる学部紹介＆
リケジョトーク（相談会）役に立たない宇宙鉱物学

～最先端技術で世界を拓く～
東京大学 理学系研究科 
准教授

瀧川　晶　

建築物を支える
デザイン
株式会社PAL構造
建築設計部 一級建築士

林田　真奈

対象

マテリアル・シンバイオシスのための生命物理化学

【共催】

理系の世界を知り、女性の進路についてみんなで考え、
語り合う交流セミナーです。みんなみんな集まれ!!

長崎大学文教キャンパス
スカイホール
G38/G3A
長崎市文教町1-14

※本セミナーは、小・中学生対象「長崎大学
　パスポート」の加点対象講座です。

女子中高生、保護者、教員

定員

日時

場所

100名　

（男子中高生も可）

理系学部の大学生リケジョが、どうしてその学部に進学したのか、進学
した学部はどんなことをしているのかをご紹介します。
また、リケジョに進路や将来の仕事について相談してみませんか？
※薬学部・医学部・工学部などから参加予定。

“自分らしい進路”って？ “自分らしい生き方”って？
悩んでいるのはきっとあなただけじゃない。

女子中高生の理系進路選択支援プログラム長崎運営委員会【主催】
長崎大学生涯教育センター、長崎大学ダイバーシティ推進センター、長崎県校長会、長崎県
高等学校長協会、長崎県PTA連合会、長崎県公立高等学校PTA連合会、㈱PAL構造、
長崎ペンギン水族館、させぼパール・シー㈱

令和2～6年度 文部科学省科学研究費助成事業
学術変革領域研究（A）「物質共生」



キリトリキリトリ

東京大学　理学系研究科
准教授　瀧川 晶

株式会社PAL構造　建築設計部
一級建築士　林田 真奈

※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。
※個人情報は、本事業の範囲で適切に使用をし、それ以外での目的では使用いたしません。
　ただし、本事業の成果を測る観点から参加後進路調査を行うことがあります。個人情報の取扱について同意していただける場合は、お申込みください。

参加申込書 〈長崎大学文教キャンパス スカイホール〉 ※申込締切／11月17日（水）
令和3年度 長崎大学リケジョ育成プログラム「志セミナー」

教育開発推進機構 生涯教育センター

TEL.095-819-2184
〒852-8521 長崎市文教町1-14  FAX095-819-2185  E-mail：jfp@ml.nagasaki-u.ac.jp

氏 名

フリガナ

フリガナ

学校名
中学校 ・ 高校

学年

緊急連絡先

保護者の参加

参加保護者氏名

住 所　（〒 　　　-　　 ）

有（　  人） 無 有 無

電 話

メールアドレス
（必ずご記入ください）

個人情報の取扱に同意していただける場合は、四角にチェックを入れてください。

～みんなで語ろう、リケジョの未来～

役に立たない
　　　　宇宙鉱物学
～最先端技術で世界を拓く～

参加申込書の内容をHP申込フォーム、FAX等でお伝えください。 お申込み
①セミナーを安心して開催するため、セミナー開催日前より各ご家庭で検温を実施し、体調管理に気を付けてください。
　当日はマスクの着用をお願いいたします。
②体調に違和感がある方、ご家族に感染が疑われる方がいる場合は、参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。
③当日は受付にて、検温・手指消毒を実施し、体調の確認をさせていただきます。また、場合によっては健康確認チェックシートの提出をお願いすることがございます。
④新型コロナウイルス感染症拡大及び天候等の状況により、延期または中止する場合もございます。その場合は前日までにメールにてご連絡いたします。

志セミナー スケジュール

新型コロナウイルス感染症対策について

リケジョ講演①13 10： リケジョ講演②13 50：

参加お申込み
フォーム

【締切】11月17日（水）

建築物を支える
　　　　　デザイン
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大学正門 大学東門

大学生リケジョによる学部紹介＆リケジョトーク（相談会）14 40：
理系学部の大学生リケジョが、どうしてその学部に進学したのか、進学した学部はどんなことをしているのか
ご紹介します。また、リケジョに進路や将来の仕事について相談してみませんか？
※薬学部・医学部・工学部などから参加予定。 ※複数ブースにわかれての気楽な座談スタイルです。

自家用車での入構希望
構内での駐車は
有料です（300円）。

本セミナーは小・中学生対象「長崎大学パスポート」の加点対象講座です。
◎パスポートを持っている中学生は、当日受付時にパスポートまたは会員番号を提示してください。
◎まだ会員でない中学生は、生涯教育センターのホームページ（http://www.chiikiedc.nagasaki-u.ac.jp/passport/）から新規登録が可能です。

長崎大学パスポート 検索
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