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１はじめに   
	 理工分野を中心とする日本の 80 あまりの学術団体が加盟する男女共同参画学協会連絡会

が2012年に大規模アンケートを実施しました1)。このアンケートには大学院生・ポスドクを

含む若手からシニアの研究者まで16000名を超える回答が寄せられました。そのアンケート

結果によると、男女共同参画のために必要なこととして、2007年に実施されたアンケート結

果と比べて「女性の意識改革」が大きく増加したそうです。	 

	 理工系分野において、素質や能力に男女で大きな差がないとすると、相対的に女性の中に

優れた人材が埋もれていることが現状の男女比から推察されます。小学、中学、高校と学年

が上がるにつれて、理系科目や理系の進路に興味をもつ児童・生徒の男女比が男性に偏って

いくのには、女性にバイアスした制限があるのではないでしょうか。	 

	 科学と技術の発展のためには、それを担う人材の「多様性」が不可欠です。総務省統計局

の平成25年度科学技術研究調査2)によると、日本における2014年3月31日現在の女性研究

者の割合は14.6%（13万6000人）です。微増傾向が続いてはいますが、英国（37%）、米国（34%）、

ドイツ（23%）など欧米諸国に比べてはるかに低く、韓国（14.9%）にも抜かれているのが現

状です3)。	 

	 より多くの女子高校生が理系の大学に進学するようになれば、学生の多様性も高まり、教

育と研究の両面において新たな可能性が開かれると期待されます。このような背景から、理

工学研究科は2013年度から、女子中高生が理系に進学するのを応援するためのプロジェクト

を開始しました。このプロジェクトの企画・運営は、理工学研究科に設置された男女共同参

画ワーキンググループが行いました。多忙な中を絶妙な協力と集中力により、大きな成果を

あげたワーキンググループのメンバーをはじめ、このプロジェクトの主役として大活躍した、

学生・大学院生の皆さんに心から感謝の意を表します。	 

1) http://www.djrenrakukai.org/enquete.html 
2) http://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/kekkagai/pdf/26ke_gai.pdf 
3) http://www.gender.go.jp/whitepaper/h23/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-08-07.html 

	 

理工学研究科長	 

可知直毅	 
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	 この報告書は、首都大学東京	 都市教養学部理工学系・大学院理工学研究科において、男

女共同参画に関し、特に女子の理系進学に焦点をあてた平成27年度の活動について述べたも

のです。	 

	 	 内閣府に男女共同参画局がおかれ、政府により男女が社会における対等なパートナーとし

て参画できる施策が進められるなか、大学においても研究教育機関としての取組みが求めら

れています。男女共同参画白書（概要版）平成26年版によると、平成25年度において、大学

卒業後ただちに大学院に進学した割合は、男子15.0%に対し、女子6.0%です1)。もともと大学

への進学割合も男子の方が多いこと、理系の方が文系よりも大学院進学率が圧倒的に高いこ

とを考えると、女子が理系の高等教育を受ける割合は非常に低いと考えられます。本学にお

いても理工学系における女子の割合は、生命科学コース以外はおしなべて低くなっています。	 

	 もし才能や意欲があるにも関わらず、理系進学を諦める女子学生がいるとすれば、どのよ

うな理由があるのでしょうか。これまでの取組みの中での中学・高校教員との話し合いから、

次の２点があぶり出されてきました。	 

	 

・ 中学高校で数学に苦手意識が出てしまい、理系への入試を諦める。	 

・ 人生設計における不安や、女子が理系に進むことを心配する周囲の意見に影響される。	 

	 

そこで、以下の２つをねらいとした取組みを行うことにしました。	 

① 数学は受験だけではなく大学以降でも使うことや、数学の面白さ・重要性を伝えることで、

興味や勉強の優先度を高めてもらい、やる気を引き出す。	 

② 中高生に年齢の比較的近いロールモデルを見てもらうことで、自身の将来像をイメージし、

不安を解消してもらう。	 

	 

	 	 この取組みは平成25年度に始まり、初年度は４校、次年度は２校の出張講義と大学説明会

における個別説明会を行ってきました。いずれも大変よい反響を得ています。出張講義では、

女子高校生に数学の重要性や面白さを大学生・大学院生のプレゼンテーションとグループデ

ィスカッションを通して伝えてもらい、好評を得ています。	 

	 本年度は１校の出張講義に加えて、女子高校生が自分自身で数学の面白さを考えてもらう

ための講座という新たな試みを行いました。デジタルペンを用いたユニークな形式の講座の

中で率直な意見交換が行われ、女子高校生が数学について自ら考える良い機会になったと思

います。本年度２回行われた大学説明会での個別相談に関しては、様々な専攻の学生に対応

してもらいました。年齢の近い学生との個別の話し合いを通して、それぞれ訪問する女子中

高生のニーズに合った取り組みができたと考えています。アンケート結果をみてもおしなべ

て好評でした。この活動が将来の女子の理系進学へ繋がっていくことを期待しております。
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実施にあたっては、ダイバーシティ推進室とも連携を行いました。ご協力いただいた各学校

の皆様、各関係部局の皆様、熱心に活動された皆様に深く感謝いたします。	 

	 

1)	 http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h26/gaiyou/index.html	 (p.29)	 

	 

平成27年度	 首都大学東京理工学系男女共同参画ワーキンググループ	 

委員長代理	 髙橋	 文	 
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2 プロジェクトの趣旨 

 
理系の諸専攻が協働で行う。	 

理系進学のための「数学を中心とした学習の動機付け」	 

	 	 

生徒と年齢の近い学部生・大学院生が関わる。	 

理系の研究と理系科目への向き合い方を等身大で伝える。	 

	 	 

本学への受験目的ではなく、長期的な視点に立って取り組む。	 

広く理系女子の進学を応援する。	 
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3 組織 
理工学系男女共同参画ワーキンググループ 
委員長	 可知直毅	 （理工学研究科長、生命）	 

委員長代理	 高橋	 文	 	 （生命）	 

委員	 高津飛鳥	 （数理）	 

委員	 荒畑恵美子（物理）	 

委員	 阿部穣里	 	 （化学）	 

委員	 中村成志	 	 （電気電子）	 

委員	 古島	 剛	 	 （機械）	 

	 

アドバイザ	 小林正典	 （全学ダイバーシティ委員、数理）	 

	 福田公子	 （生命）	 	 	 	 

	 服部久美子（2014年度委員、数理）	 

	 五箇繁善	 	 （2014年度委員、電気電子）	 

	 小原弘道	 	 （2014年度委員、機械）	 

	 首藤	 啓	 （2013年度委員、物理）	 

	 

会計事務	 牛尾洋子	 	 （化学）	 

	 

田園調布雙葉高等学校チーム 
担当教員：福田公子（生命）・高津飛鳥（数理）	 

GPアシスタント：物理	 –	 1名	 (D1)	 

 
品川女子学院チーム 
担当教員：阿部穣里（化学）・荒畑恵美子（物理）	 

GPアシスタント：	 

	 生命	 –	 3名（M2・M1・B4）	 
	 機械	 –	 1名（M1）	 
	 分子物質化学	 –	 3名（M1）	 	 

	 	 	 アドバイザ：	 

	 物理	 –	 1名（D1）	 
	 生命	 –	 1名（M2）	 
	 機械	 –	 1名（M2）	 
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オープンキャンパスチーム	 
	 第１回大学説明会オープンキャンパス（7/19）	 

	 	 担当教員：中村成志（電気電子）・古島	 剛（機械）	 

	 	 	 GPアシスタント：	 

数理科学 	 -	 2名（B4）  

数理情報科学 –	 1名（M1） 

物理学	 –	 4名（M2・M1） 

分子物質化学 –	 2名（M1） 

化学 –	 1名（B4） 

生命科学 –	 3名（M1・B4） 

電気電子工学 – 2名（M2・M1） 

機械工学	 -3名（M1・B4） 

	 

	 第２回大学説明会オープンキャンパス（8/16）	 

	 	 	 担当教員：中村成志（電気電子）・古島	 剛（機械）	 

	 	 	 GPアシスタント：	 

数理科学	 -	 2名（B4）	 	 

物理学	 -	 3名（M1）	 

分子物質化学	 –	 ２名（M1）	 	 

生命科学	 -	 4名（M2・M1・B4）	 	 

電気電子工学	 -	 2名（M2・M1）	 

機械工学	 -2名（M2・B4）	 

	 

報告・交流会 
担当：高橋	 文（生命）	 
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4 平成27年度会計報告 
	 

予算  （単位：円） 

費目	 金額	 

理工学研究科・学生教育経費	 500,000	 

理工学研究科長アルバイト費 104,614	 

合計	 604,614	 

   

決算  （単位：円） 

費目	 項目	 金額	 

田園調布雙葉高等学校	 3,900	 

品川女子学院	 147,366	 

7月大学説明会	 170,300	 

8月大学説明会	 117,120	 

1.	 人件費	 

（GPアシスタント及び臨時職員

雇用）	 

	 	 

	 	 事務アルバイト	 126,400	 

	 	 （小計）	 565,086	 

2.	 物品費	 インクジェット用紙	 23,328	 

3．委託費	 Webサイト更新	 16,200	 

4.   残額	 	 	 0	 

合計	 604,614	 
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5 活動報告 
5-1: 活動概要 
(1) 高等学校訪問（田園調布雙葉高等学校・品川女子学院） 
	 教員と大学院生・学部生が女子高等学校に訪問、「数学」に関する話題を提供し、女子高校

生とともに「数学」を学ぶことについて考えた。田園調布雙葉高等学校では、授業支援ツー

ルであるデジタルペン＊を活用し、生徒一人一人の情報を参加者全体で共有しながら、「数学

を好きになるにはどうしたらよいのか」を女子高校生自身に考えてもらう講義を行った。品

川女子学院では、高校数学で扱う等比数列・指数関数を「音」や「飛ぶ」などの身近なこと

がらに関連させて紹介し、数学の面白さを伝えた。	 

 
＊デジタルペンは、紙のワークシートに手書きされた内容をリアルタイムでデジタル化し、

その情報を電子黒板やタブレットで共有できるツールである。	 

	 

(2) 大学説明会オープンキャンパス（首都大学東京） 
「大学生・大学院生による理系女子進学応援隊」として、去年まで行われていた「数理科

学」に加え、「物理学」、「化学」、「生命科学」、「機械工学」、「電気電子工学」の６専攻がそれ

ぞれブースを構え、様々な専攻の学生が中高校生に理系生活や研究内容の紹介、学習や進学

へのアドバイスをするなどの個別相談を行った。なお、オープンキャンパスは全学ダイバー

シティ推進室および理工入試広報委員会と提携して実施した。	 

	 

(3) 報告・交流会 
今年度の活動を報告するとともに、来年度の活動に向けて学生・院生と教員の交流会を行

った。	 

	 

【スケジュール】	 

6/17（水）	 田園調布雙葉高等学校「高校生が数学を好きになるには	 

	 	 	 	 	 	 	 どうしたらいいか考える」	 

	 	 	 	 	 	 （高校３年生	 15名）	 

6/26（金）	 品川女子学院「数学が面白くなる講座」	 

	 	 	 	 	 	 （高校１年生	 22名）	 

7/19（日）	 大学説明会・オープンキャンパス	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第１回|	 大学生・大学院生による理系女子進学応援隊	 

	 	 	 	 	 	 （女子高校生	 47名、保護者	 27名）	 

8/16（日）	 大学説明会・オープンキャンパス	 
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	 	 	 	 	 	 	 第２回|	 大学生・大学院生による理系女子進学応援隊	 

	 	 	 	 	 	 	 	 （女子高校生	 61名、保護者	 36名）	 

11/19（木）	 ８号館１階	 イニシアティブスペース	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 理系女子数学応援プロジェクト報告・交流会	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 （参加者	 約23名）
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5-2: 活動内容 
(1) 高校生が数学を好きになるにはどうしたらいいか考える＠田園調布雙葉高等学校 
① 概要 
日時：2015年６月17日（水）	 10:45-12:35	 

場所：田園調布雙葉高等学校	 

担当教員：福田公子（生命）・高津飛鳥（数理）	 

GPアシスタント：物理	 1名（D1）	 

参加者：	 高校生	 15名	 

	 

【プログラム】	 

（小林潤一郎先生の社会情報学の公開授業の一環として実施）	 

I)  全体の流れの説明（小林先生）	 
II) 自己紹介	 
III)	 数学についてアンケート	 
IV) 高校数学裁判	 
	 	 ・原告	 裁判官	 生徒	 

	 	 ・被告	 数学	 

	 	 ・弁護人	 大学教員（数学、生物）	 

	 	 	 	 	 	 	 大学院生（物理）、高校教員（数学）	 

	 	 	 	 	 	 	 社会人（大日本印刷	 ITメディアの方）	 

V)  高校生が数学を好きになるための提案の議論	 
VI)  発表	 
VII) まとめ	 
VIII) 生徒フィードバック入力	 

	 

② 本プログラムを実施することになった経緯 
	 品川女子学院や雙葉高等学校で「数学を面白くする講座」を昨年度まで実施してきたなか

での反省として、	 

1.	 準備に非常に多くの時間がかかる	 

2.	 高校生が聞いているだけで、自分で考えるシーンが少ない	 

	 

が上がった。そこで、「女子高校生自身にどうしたら数学が面白くなるのか考えてもらう」と

いう内容で講座を開くことを考え、田園調布雙葉高等学校の小林教諭に相談したところ、自

分の授業の「社会情報学」の一環としてやってもよいと快諾していただき、このプログラム

を実施した。	 
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③ 本プログラムの様子 
	 本プログラムは情報の授業でもあることから、大日本印刷のデジタルペンを使った方式で

実施した。デジタルペンを使うと、配布したワークペーパーの生徒の書き込みをその場の全

員で共有することが可能で、議論を進ませるのに非常に効果的だった。	 

	 今回は、図１のようなワークペーパーを使い、アンケートをとりながら、講座を進めてい

った。高校３年文系コースの生徒だったので、 初のアンケートで「数学が嫌いである」と

いう強い意見が多かった。そこで、ワークペーパーには書いていなかったが、「数学を嫌いに

なった理由」を書いてもらった。すると、ある時期（多くは中３から高１）に数学の問題が

解けなくなり、それを教員に咎められるまたは放置された経験があるという人が多かった。	 

	 

図１.配布資料	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 次に高校数学裁判と称した討論会を行った。原告である高校生に、数学で嫌いな単元をあ

げてもらったところ、「三角関数」「虚数」「証明問題」など多くの単元が上がったので、それ

らがのちにどのようなシーンで必要となるのかを我々が説明した。また、公開授業に同席し

ていたデジタルペンの販売を手掛ける大日本印刷株式会社の社員の方にも、証明問題に関し

て、文系職においても必要であることを説明してもらった。	 

	 続いて、高校生にチームを作ってもらい、数学を好きになるにはどうしたら良いのかを考

え、発表してもらった。	 

	 

【数学が好きになるには】	 

・ イケメンか可愛いか、面白い先生を数学の先生にする 
・ 先生に数学がわからないということを分かってほしい 
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・ わからないところは、わかった友達から習い、それで分かった人がさらにわからない人

に教えるなどの工夫 
・ １クラスの人数を減らす 
・ 数学が何に役に立つのかも教える 
などの案が出された。	 

	 後にこの授業の感想を入力してもらい、授業を終了した。	 

 
④ 担当教員の感想 
	 今回は珍しく文系志望生徒のみの受講となったので、これまでの講座より数学が嫌いな生

徒が多かった。生徒達が数学を嫌いになってしまうのは、非常に早い時期に受けた一つのつ

まずきから回復できずにいるためであることが分かった。	 

	 彼等は授業をどうすれば良いのかも真剣に考えており、【数学が好きになるには】の1項

目「イケメン、、、」は、次の２項目の、自分の気持ちを汲み取って欲しいということの裏返し

だと思われる。３項目の学び合いのアイデアを含めて高校数学を変えることは、理系進学支

援の大きな項目になると思われる。	 

	 また、感想にもあったが、このように「自分の受けている授業を振り返って、改善点を考

えるという行為をもっとやりたい」と考えている生徒もおり、授業を受け身でなく、能動的

に受けるというアクティブラーニングを行う上で、今回実施したようなプログラムが必要に

なるのではないかと考えられた。	 

	 今回の講座は、こちらから高校生に説明するというこれまでの方法に比べ、準備の負担が

少なく、少人数で対応できたが、生徒の意見をうまくまとめるファシリテーターの力が必要

になるため、生徒数が多くなると、それに対応できるファシリテーター役の確保が難しくな

るだろう。	 

	 

⑤ メディア取材 
本授業講座はリセマムの取材を受け、内容は以下に掲載されている。	 

http://resemom.jp/article/2015/06/29/25418.html	 	 
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(2) 数学が面白くなる講座＠品川女子学院 
① 概要 
日時：2015年６月26日（金）	 16:00-17:30	 

場所：品川女子学院	 

担当教員：阿部穣里（化学）・荒畑恵美子（物理）	 

GPアシスタント：	 	 

	 	 生命	 -	 3名（M2・M1・B4）	 

	 	 機械	 -	 1名（M1）	 

	 	 分子物質化学	 -	 3名（M1）	 

	 	 	 	 アドバイザ：	 

	 	 	 	 物理	 –	 1名	 (D1)	 
	 	 生命	 –	 1名	 (M2)	 
	 	 	 機械	 –	 1名（M2）	 

	 

参加者：高校1年生	 22名	 

	 

【プログラム】	 

I) みんなの周りでこんなに役立っている数学	 
・ドレミに隠れた数学	 

・３秒ルールは正しいか！？数学×生物	 

・数学で空を飛ぶ	 

II)	 グループディスカッション	 
	 	 大学院生による数学の勉強へのアドバイス	 

III) アンケート記入	 
	 

② 事前準備 
	 ４月末に院生・学生のGPアシスタントのメンバーが決定し、以降、講座の直前まで週１日

のペースで話し合いを行った。昨年の品川女子学院のGPアシスタントであった博士前期２年

の２名と博士後期１年の１名にも会議に適宜参加してもらい、アドバイスをうけた。以前に

実施した『音楽と数学』と『飛行機と数学』というテーマは引き継いだものの、構成を新た

にして、実演をメインにした議論に変更した。指数関数・等比数列など高校数学で今後扱わ

れる内容の布石になるように、身近なことがらと数学の関係について話を展開することを心

がけた。	 
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③ 講座の様子 
	 『ドレミにかくれた数学』では純正律と平均律という異なる12音の取り方について、特殊

な楽器を用いて実際に聞いてみることで、和音の振動数が整数比になる純正律だと耳になじ

むことを体感してもらった。	 

	 『３秒ルールは正しいか？！』では、落ちたものを何秒で拾って食べればセーフかという

身近なテーマを議論しつつ、指数関数の導入を行った。漫画のキャラクターを用いたプレゼ

ンに親近感が湧いたのではないかと思う。	 

	 『数学で空を飛ぶ』では、数年前の鳥人間コンテストでパイロットを務めたGPアシスタン

トが発表をした。手作りの紙飛行機を用いて、翼面積や速度と揚力の関係を実演によって理

解してもらうことを目的とした。鳥人間コンテストで用いた飛行機の翼を実際に生徒が振り

回すことで、揚力をどのように得て飛行機が空を飛ぶのかが、よくわかったと思う。	 

	 また、発表を直接行わなかったGPアシスタントも、スライド作成や当日の司会、ディスカ

ッションなどで活躍し、一人一人が協力・貢献してくれたおかげで、非常にスムーズに講座

を行うことができた。かなりよいチームワークであったと思う。	 

	 ディスカッションでは２グループに分かれ、各20分ずつ２回に分けて行った（前半と後半

で生徒を入れ替え）。初めはなかなか質問が出なかったが、後半は「どのようにして専門的

な興味を見つけるのか？」、「生物の研究は就職の役に立つのか？」、「航空力学のある数

式について大学に入ると皆学ぶのか？」などユニークな質問が飛び交った。なかでも、現在

就職活動を行っているGPアシスタントが、生物・物理・化学などにおける就職について比較

しながら説明した内容は非常に説得力があり、生徒からの反響も特によかったと思う。「高

校の数学が面白くない」という生徒の悩みについて、「はじめは面白くないが、だんだんパ

ズルのように感じ始めて面白くなった」というGPアシスタントの意見に、生徒が納得すると

いうこともあった。また「どうしてそれが成り立つのかわからないまま覚えて使う」という

ことに違和感を覚えるという生徒に対して、「そういう人こそ理系に向いている。ぜひその

疑問を突き詰めて、自分で調べて、解決していくように。そうすると楽しくなる。」という

アドバイスをし、担当教員自身も大変納得させられた。	 

	 

④ アンケートからわかったこと 
	 95％の生徒がこの講義や取り組みについて、「大変面白い」または「面白い」と答えており、

いつもの高校の学習とは異なる身近な数学の存在に気が付いてもらえたのではないかと思う。

また理文の選択に役に立ったという記述もあった。さらに大学生と直接話せる機会を得たこ

とにも大きな満足を得ているようであった。	 
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＜講座の様子＞	 	 
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アンケート集計結果  （回答者数22名）	 
    Q1: 志望は決まっていますか？    Q2: 数学は好きですか？ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

 

 

 

 

 

 

Q4: 理科は（どれか一科目でも）好きですか？ 

   

 

 

 

 

 

 

Q5大学院生の数学の勉強へのアドバイスは？ (面白くなかった 回答０) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 

 

 

 

 

 

 

 

理系 
50% 

文系 
9% 

まだ
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ない 
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普通 
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Q6: 似たような講座をまた受けたいですか？(受けたくない 回答０) 

	 	        

 

 

 

 

 

 

Q7: 講座を受けて、数学に対しての印象が変わりましたか？(面白くなくなった 回答０、
無回答1) 
	 	 	 	 	 	 	 

 
 
 
 
 
 
 
Q8: 今回の講座で良かった点を挙げてください。 
・ 大学生の話が聞けたこと。	 

・ 大学の話や、文理選択のことが聞けて良かったです。	 

・ 大学の知らないことについて沢山分かった。	 

・ 理系に進んだらこうなるっていうのがすこしみえた！！！	 

・ 理系の方のお話が直接聞くことができてとても面白かったです。私は元素が大好きなので

化学の話を聞くことができて、とても参考になりました。	 

・ 日々何気なくつかっているものに隠れている数学を知ることができてよかった！特にド

レミの授業が楽しかったです！！吹奏楽部なのでドレミについて難しかったけれど楽し

かった。	 

・ 実際に大学の話が聞けて良かったです。	 

・ 実際にきかせてもらったり見せてもらったりできて楽しかったです。	 

・ 理系の大学のようすが知れたこと。	 

・ 大学生や大学院生のリアルな学生生活の話がきけてよかった。	 

・ スライドが分かりやすかったです。	 

是非
受け
たい 
45% 

受け
たい 
50% 

分か
らな
い 
5% 

面白く
なった 
67% 

変わら
ない 
33% 
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・ 講座の説明が分かり易く、難しい内容もおもしろく学べました。	 

・ 個人でいろいろ受け答えできたこと。	 

・ 後の質問で様々な質問や答えを聞けた点。	 

・ 羽。	 

・ 大学生と話せたことで視野が広がった。	 

・ 面白かった。	 

・ 羽がおもしろかった。もやしもんが楽しかった。	 

・ あまり数学に関係ないことでも、裏側には数学などがすごく関わっていることにすごく面

白かったです。	 

・ ディスカッションの時間がいちばん楽しかった。飛行機がカッコよかった。	 

・ 普段はできない考え方や見方ができた。	 

・ 生徒にいっぱい質問をしてくださって講義だけでなくたのしかった。	 

 
Q10: 今回の講座で良くなかった点やこうした方がいい点を挙げてください。 
・ ないです。	 

・ ないです。	 

・ 実際にもっと体験してみたいです！	 

・ 特にないです。	 

・ 特にないです。	 

・ 腹から声をだしてほしい。	 

・ 特にありません。	 

・ 羽がはえなかった。	 

・ 特にないけど後半の時間をもっと長くとってほしかった。	 

・ ないです。	 

・ ちょっと字が小さかった。	 

・ 特に無いです！	 

・ もっと他の分野の人もたくさんつれてきてほしいです。	 

・ もう少しはっきり喋った方が良いかなとも思いました。	 

・ ないです。	 

 
Q11: 講師の大学院生にメッセージをお願いします。 
・ ありがとうございました。すごく楽しかったです。	 

・ ありがとうございました。大学生活のお話を聞けてイメージがふくらみました。	 

・ 文理選択に役立つ講座でした。ありがとうございました。	 

・ 大学がんばってください。	 
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・ 理系に進みたいと思っているので、先輩方（？）を目指して頑張りたいです！	 

・ まだやりたいことも得意なこともないので迷っていますが、今日の話をきいてオープンキ

ャンパスに行くとか大学生の先輩に話をきくとか、いろいろ考えてみようと思います！貴

重なお話をきけたので受講して良かったです！！ありがとうございました。	 

・ 今日はありがとうございました！！！	 

・ 理系の大学がどんな感じかよく分かって面白かったです。	 

・ 講座がおもしろかったです！ありがとうございました！	 

・ おもしろい授業をありがとうございました。先生が話す理系とはイメージがかわりました。	 

・ 今回様々な話を聞けてためになりました。ありがとうございました。	 

・ いつか鳥人間で空を飛べるようがんばってください。	 

・ 今回の講義で生物に進むことがどんなことになるのか、それが分かってとても良い経験を

しました。ありがとうございました。	 

・ 羽になりたい。	 

・ がんばって下さい。私もがんばります。	 

・ 頑張って下さい（研究）。数学をパズルと思えるように私も頑張ります。	 

・ 就職がんばってください。	 

・ 大学での話もたくさん聞けて、本当に楽しかったです！ありがとうございました！♥	 

・ 社会に出てもどうか頑張ってください。本日は楽しかったです。	 

・ とても面白かったです。理系に興味が持てました。	 

・ 研究がんばってください。	 
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(3) 大学説明会・オープンキャンパス	 
 第１回｜大学生・大学院生による理系女子進学応援隊 
 
① 概要 
日時:	 2015年７月19日（日）11：15-16：30	 

場所:	 南大沢キャンパス12号館106室	 

担当教員：中村成志（電気電子）・古島	 剛（機械）	 

	 	 	 GPアシスタント：	 

数理科学	 	 -	 2名（B4）	 	 

数理情報科学	 –	 1名（M1）	 

物理学	 –	 4名（M2・M1）	 

分子物質化学	 –	 2名（M1）	 

化学	 –	 1名（B4）	 

生命科学	 –	 3名（M1・B4）	 

電気電子工学	 –	 2名（M2・M1）	 

機械工学	 –	 3名（M1・B4）	 

参加者:	 約74名（うち女子中高校生	 47名、保護者	 27名）	 

	 

② 会場の様子	 	 	 
午前・午後のコース説明会の時間帯には来場者が少なく、説明会後になってから人が少し

ずつ来て、ブースで相談が始まる感じであった。今回は６つのブース（数理、物理、化学、

生命科学、電気電子、機械）を設置して、大学院生（GPアシスタント）または学部４年生（臨

時職員）が対応した。また、教室の前後のホワイトボードに、“理系の大学生活”（図１）と

称して「実際の大学生・大学院生の1週間の生活スケジュール」や、「自分が高校生だったと

きに現在、所属しているコース・専攻を志望したきっかけや理由」、「入学前に思っていたこ

と」などを展示した。	 

非常に暑い中での開催であったことも関係していると思われるが、昨年度よりも訪問生徒

数は減少した。来場者の多くは進路（分野）の選択ができているようで、複数のブースで相

談するケースは少なかった。また、実際の女子入学者数に比例して相談を受けるコースが偏

っていた。相談の内容は、勉強の仕方、研究の内容、キャンパス生活についてなど多岐に渡

ったようである。	 

	 

③ 感想と意見 
年齢が近い大学生とフランクに話しができ、有意義な交流ができていたと思われる。なお、

「理系女子」ということで、都市環境学部やシステムデザイン学部の相談も本会場で実施さ
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れていると勘違いされたケースが多かった。次回に向けて、ポスターの記載を一部変更する

こととした。	 

	 

＜会場の様子＞	 
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第２回｜大学生・大学院生による理系女子進学応援隊 
	 

① 概要 
日時：2015年８月16日（日）11：15-16：30	 

場所:	 南大沢キャンパス12号館106室	 

	 	 	 担当教員：中村成志（電気電子）・古島	 剛（機械）	 

	 	 GPアシスタント：	 

数理科学	 –	 2名（B4）	 	 

物理学	 –	 3名（M1）	 

分子物質化学	 –	 2名（M1）	 	 

生命科学	 –	 4名（M2・M1・B4）	 	 

電気電子工学	 –	 2名（M2・M1）	 

機械工学	 –	 2名（M1・B4）	 

	 

参加者：約97名（うち女子中高校生	 61名、保護者	 36名）	 

	 

② 会場の様子   
第 1 回と同様、コース説明会後に少しずつ人が来て、ブースに座って相談していた。

６つのコース（数理、物理、化学、生命科学、電気電子、機械）の各ブースでは、大学院生

（GPアシスタント）または学部４年生（臨時職員）が来訪者の相談に応じた。第１回目と同

様に部屋の前後のホワイトボードに“理系の大学生活”（図１）の展示を行った。進路（分野）

があまり定まっていない生徒も多く、複数のブースで相談をする様子も見られた。第1回目

より全学的に訪問者が多かったこともあり（第１回6500名、第２回8600名）、全ブースで相

談対応中の時間帯もあった。ただ、当日はお盆休みの 終日ということもあり、15時以降は

来場者および会場周辺の人の流れがめっきり減少し、 終的な訪問生徒数は昨年度よりも減

少した。相談の内容は、勉強の仕方、研究の内容、入試の仕組み、キャンパス生活について

など多岐に渡ったようである。	 

	 

③ 感想 
理系と決めているがどのコース（分野）にするか迷っているという生徒が多く、第１回よ

りも複数のブースをまわって相談するケースが多かった。とても話が盛り上がっているブー

スもあり、相談を受ける方も訪問者もとても楽しそうであった。今回は、都市環境学部の理

系女子個別相談が同時開催されていなかったこともあり、混乱はなかった。	 

	 

＜会場の様子＞	 
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図１. 会場に展示した6コースの生活スケジュール 
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図2. 理系女子進学応援プロジェクトのポスター 
 

『大学生・大学院生による
理系女子進学応援隊』

理系進学を考えている女子中高生の皆さん！進路につい
て悩んでいませんか？

理系大学生の生活はどんなか、数学や理科の勉強はどう
すればよいか、理系進学に不安があるのだけれど...など、
首都大に進学した理系の先輩達に直接聞いてみませんか。

【日時】 2015 年 7 月 19 日（日）11:15～16:30 
8 月 16 日（日）11:15～16:30 

【場所】 首都大学東京 南大沢キャンパス
12号館1階 106号教室

主催 首都大学東京・理工男女共同参画WG

理系女子の大学生活

私にも
できそう！
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(4) 男女共同参画WG理系女子進学応援プロジェクト報告・交流会	 
中高校への訪問、および2回のオープンキャンパスでの取り組みを中心に男女共同参画WG

の活動を報告するとともに、プロジェクトの主役として大活躍した、学生・大学院生の皆さ

んに心から感謝の意を表することを旨として企画開催した。さらに、会を通じて、各プロジ

ェクト参加者の橫のつながりの強化や経験の共有化を図り、次年度以降の参加を検討してい

る学生・大学院生に向けた情報提供の機会として実施した。	 	 

	 

① 概要 
日時:	 2015	 年11	 月19	 日(木)	 17:00-19:30	 

場所:	 首都大学東京	 8号館1階	 イニシアティブ交流スペース	 	 

担当:	 高橋	 文（生命）	 

参加者:	 教員、参加学生・大学院生、一般学生	 総計23名（途中入退場含む）	 

	 

【プログラム】	 

I)	 	 全体報告(17:00-17:10)	 	 可知先生、高橋先生	 

II)	 個別報告(17:10-17:50)	 

・田園調布雙葉チーム	 

・品川女子学院チーム	 

・オープンキャンパスチーム	 

	 

III)	 交流会	 17:50-19:00	 

	 	 	 	 

② 報告会内容 
	 報告会においては、各プロジェクト参加のGPアシスタントならびに担当WG委員が実施状

況、内容、アンケート結果などを発表した。いずれのプロジェクトにおいても、参加した中

高生とGPアシスタントにとって有効な機会であったことが認識され、また、アンケート結果

などから次年度への課題も参加者全員で共有できた。	 
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	 	 田園調布雙葉チーム	 	 	 	 	 	 	 品川女子学院チーム	 	 	 	 	 	 	 オープンキャンパスチーム	 

 
③ 交流会内容 
	 報告会に引き続き開催した交流会においては、貴重なワインや日本酒の差し入れとともに、

昨年も大好評であった美味しいイギリス料理を囲んで、活動での様々な経験や印象に残った

エピソードなどが話題にのぼり、専攻分野をまたいで積極的な交流が行われた。来年度の参

加を検討している学部生や本活動に関心のある大学院生も加わり、楽しく交流を深めること

ができた。なお、報告会•交流会の参加者23名の内訳は、学部生6名、修士院生7名、博士

院生1名、教員9名であった。	 

	 	 

④ 今後に向けて 
	 報告・交流会は本年度の活動のまとめとして、とても有意義な機会であった。女子中高生

に理系分野進学を選択するきっかけを与えるにはどうしたらよいかについて、各チームの枠

を超えて、情報や考えを共有し、交流を図ることが出来た。参加した学生とWGの教員がざっ

くばらんに本活動について話をできるよい機会でもあった。来年度も多くの理系学生ととも

に積極的な活動が行えたら幸いである。	 
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GPアシスタント募集ポスター 
 

理系女子進学応援プロジェクト 
TA 募集説明会 

 
理系の研究で数学や数学の考え方がどう活かされている
か、理系に進学するためには何が重要かなど、理系の先
輩として後輩の女子中高校生に伝えてみませんか 
 
【日時】2015年 4 月 ７ 日(火)15:30～16:30  
【場所】8 号館 1 階イニシアチブ交流スペース 
 
　※これまでの活動紹介サイト↓ 
　　http://www.comp.tmu.ac.jp/gender-equality 
 
 問合せ：高橋　文（takahashi-a@tmu.ac.jp） 
    　　　生命科学専攻/理工男女共同参画WG 
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報告・交流会ポスター 

 
 

	  

	  

	 



	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

2015年度 理系女子進学応援プロジェクト報告書 
 

2016年1月21日 
 

首都大学東京 理工学研究科 
男女共同参画ワーキンググループ 

 
 


