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１．概要

デジタルものづくりカフェを通じた
リケジョ発掘・育成プログラムとは
未来の理系女子（リケジョ）を
発掘し、育成するための
プログラムです。

このプログラムでは、理系進路選択の中
でも女子学生の比率が依然として低い
機械や電気分野に焦点を当てています。

機械系や電気系のものづくりの楽しさを伝え
るために３Dプリンタなどの最新のデジタル
ものづくり機器を取り入れたデジタルものづ
くりカフェを開店！

プログラムの目的
（１）自分でデザイン・設計したものを形にする体験を通して、

ものづくりや科学への興味・関心を惹く。

（２）年代の近い理系女子学生（学生ロールモデル）との出会い
を通して、理系進路選択の道を示す。

（３）働く理系女性（ロールモデル）との出会いを通して、理系
進路選択後のキャリアを示す。

プログラムの取組内容
①デジタルものづくりカフェ
②女子力up!科学実験
③リケジョトーク

～現役理系女子学生と本音トーク～
④女性技術者講演会・座談会
⑤ものづくりフェア

本プログラムは、有明⾼専が実施する「リケジョ発掘・育成」事業です。

1



2

２．活動報告

①デジタルものづくりカフェ

デジタルものづくりカフェは、自分で
デザイン・設計したものを形にする体
験を通して、ものづくりや科学への興
味関心を惹くことを目的として開催
しました。

参加者には、まず、３ＤＣＡＤを使用し
て、コンピュータ上で立体モデルを
作成してもらい、それを３Ｄプリンタで
出力しました。今回は、ネームプレー
トとフォトスタンドを製作しました

３Ｄプリンタの出力を待っている時間
は、積層の仕方などを説明したり、実
習工場で実際の工作機械を見学し
たりして、ただ作るだけでなく、加工
技術も学んでもらいました。

大牟田市内の中学校で、電子工作
の出前授業も実施しました。今回は
LEDを点滅させる回路を製作しまし
た。参加した生徒は、初めてのはん
だ作業で、苦戦しながらも、女子学
生と一緒に回路を組み立てていまし
た。

令和３年１２月１２日（日） 有明高専
令和４年 ３月 ７日（月） 明光学園
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②女子力up！科学実験

女子力up!科学実験では、有明高専
の女子学生が考えたおしゃれなアイ
テムを実験しながら製作します。この
取組も自分でデザイン・設計したも
のを形にする体験を通して、ものづく
りや科学への興味関心を惹くことを
目的としています

今回は、オリジナルキャンドルづくり
を体験していただきました。参加者は、
サンプルなどを見ながら、作りたい
キャンドルのイメージを決めてもらい
ます。イメージが決まったら、女子学
生と一緒に作業を進めていきます。

キャンドルづくりでは、溶かしたロウ
を型に流し込みます。溶かしたロウに
クレヨンで色付けしたり、先に固めて
おいたロウのブロックをモザイク状に
並べて固めたりと、さまざまなキャン
ドルが出来ました。また、温度を測り
ながら、ロウを溶かしてもらい、融点
や凝固点なども体験していただきま
した。

令和４年１月２３日（日） 石炭産業科学館
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２．活動報告

③リケジョトーク
～現役理系女子学生と本音トーク～

リケジョトークは、現役の理系女子学
生の姿（ロールモデル）を見せて、理
系進路を選択したときの近い将来の
自分を想像できるようにすることが
目的です。理系女子学生とは何なの
か！？という疑問に現役理系女子学
生が答えます。

リケジョトークは保護者や先生も参
加可能で、女子学生が、学校の様子
から卒業後の進路まで、理系進路を
選択した先輩として、いろんな質問
に答えました。

学内のカフェスペースを使用して、
ランチを食べながら、リケジョトーク。
リラックスした雰囲気で、学生生活
のことや、授業のこと、女子学生が中
学生のころの話などで盛り上がって
いました。

※２０２１年は、感染症予防のため、各イベントの空き時間で実施。
参考のため、２０１９年度の内容を掲載しています。
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④女性技術者講演会・座談会

女性技術者講演会・座談会は、現役
の女性技術者に、仕事の内容や理
系進路を選択した理由、仕事と家庭
の両立などについて話してもらい、
理系進路を考える女子中高生の
ロールモデルとなってもらうことを目
的としています。

今回は、大牟田市内の企業にお勤
めの2名の女性技術者に講演してい
ただきました。講演内容は会社での
仕事内容や理系進路を選択した理
由、学生の時のことなど、仕事と家
庭の両立など、理系進路の参考にな
るような内容でした。

座談会では、参加した中学生のほか、
保護者や一緒に参加した有明高専
の女子学生からも質問があり、活発
な意見交換ができました。また、昼休
みには、石炭産業科学館の館長より、
石炭産業の歴史や、産業を支えてき
た技術について説明がありました。

令和４年１月２３日（日） 石炭産業科学館
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２．活動報告

⑤ものづくりフェア

理工系イベント参加へのきっかけを
作ることを目的として、大牟田市内と
荒尾市内のショッピングモールの会
場をお借りして、ものづくりフェアを
開催しました。

ものづくりフェアでは、グリセリンソー
プを使用したオリジナルせっけんづく
りを実施しました。また、参加者には、
レーザー箔転写プリンタを使用した
オリジナルネームプレートを製作して
もらいました。

せっけんづくりでは、いろいろな形の
型の中から好きな形を選んだり、食
紅で様々な色を作ったりして、参加
者が思い思いのせっけんを製作して
いました。製作したせっけんやネーム
プレートは記念に持ち帰ってもらい、
子供からお年寄りまで楽そうに参加
されていました。

令和３年１２月 ４日（土） あらおシティモール
令和４年 １月１６日（日） ゆめタウン大牟田
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３．広報活動

有明高専は、毎月第一金曜日と第
三金曜日に「What's up 有明高
専」という１５分間の番組を持ってお
り、有明高専の紹介や各種イベント
の告知を行ってきました。本プログラ
ムのイベントについても同様に告知
や企画紹介のインタビューを放送し
ました。

大牟田市、荒尾市、玉名市、南関町
の広報誌にイベント案内を掲載して
いただきました。ご協力ありがとうご
ざいました。

ラジオ番組での情報発信

本プログラムのHPを更新し、イベン
トの告知および参加申し込みなどを
行ないました。

HPでの情報発信・参加者募集

広報紙への告知掲載
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４．アンケート結果

生徒の回答（総数16人）

生徒の声

73%

27%

0%

0%

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

Q1 現在、何年生ですか？ Q2 文系、理系のどちらに
向いていると思いますか？

Q3 今回参加した取り組みは
面白かったですか？

Q4 今回の取り組みは進路選択の
参考になりましたか？

100%

0%
0%0%

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

12%

38%

50%
中学1年生

中学2年生

中学3年生 50%50%

0% 0%

文系

理系

文理どちらでもない

どちらかわからない

〇ものづくりの楽しさが分かった
〇アイテムを作るのが楽しかった
〇今まで使ったことのないアプリを使って、難しかったけど楽しかった
〇一つ一つの作業を分かりやすく説明してくれた
〇理系の学校でどんなことをしているかを知ることが出来た
〇授業で取り扱われている道具や、実際に授業で使っているものを使った点が良かった
〇理系の人は専門的なので、職につきやすいことが分かった
〇高専を卒業した方の話や体験を実際に聞くことが出来た
〇理系を学んだ後、どのような就職先があるのかが分かった
〇高専やリケジョになった時の、将来のことが参考になりました
〇キャンドル作りで、有明高専の人と学校や部活などの話をすることができて、不安や大変だな

と思うことが解消されました！
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保護者・教員の回答（総数32人）
Q1 今回参加した取り組みは

面白かったですか？
Q2 今回の取り組みに参加したことで、お子様を

理系に進ませたいと思うようになりましたか？

Q3 女子中高生の理系への進路選択を支援する上で、充実が望まれると
お考えの情報は何ですか？

80%

20%

0%

0%

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

Q５ 科学技術や理科・数学に対する
興味・関心が高まりましたか？

60%

40%

0%

0%

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

Q６ 今後、理系の進路を前向きに選択
しようと思うようになりましたか？

86%

14%

0%0%
。

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

73%

23%

0%
4% 0%

参加する前から理系に進ませたいと思っ

ていたが、参加することによりそれが更

に強まった
参加する前から理系に進ませたいと思っ

ており、参加した後もあまり変わらない

参加する前は文系に進ませたいと思って

いたが、参加することにより理系に進ま

せたいと思うようになった
参加する前から文系に進ませたいと思っ

ており、参加した後もあまり変わらない

参加する前よりも文系に進ませたいと思

うようになった

0

4

18

20

26

23
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その他
理系進路選択に関する講演やイベントの情報

就職後の職務内容や女性の処遇等についての情報
学部・学科・研究室の特色・状況についての情報

理系女子学生や卒業生による本音の情報
理系進路の学部・学科別の就職先や就職状況
理系進路の学費や修学年数等の基本情報

［%］



有明工業高等専門学校 総務企画係

〒836-8585 福岡県大牟田市東萩尾町１５０
メール：rikejyo@ga.ariake-nct.ac.jp
ホームページ https://dejicafe.wixsite.com/rikejyo

事業実施者・協力者一覧[２０２１年度]

実施機関：有明工業高等専門学校
実施責任者：

江﨑 尚和 有明工業高等専門学校 校長
実施主担当：
リケジョ発掘・育成プロジェクト推進室
室 長 岩本 達也 創造工学科メカニクスコース
副室長 野口 欣照 一般教育科
室 員 清水 暁生 創造工学科エネルギーコース

大木 泰仁 技術部
石橋 大作 技術部
古賀つかさ 技術部

事 務 総務課総務企画係

共同機関：有明広域産業技術振興会
吉田 武史 有明広域産業技術振興会 事務局
柿原 真 有明広域産業技術振興会 事務局

共同機関内協力者：
吉瀬 里穂子 デンカ㈱大牟田工場
井原 巳知 ㈱日立ハイテク九州

連携機関：教育委員会
下川 雅史 大牟田市教育委員会 指導主事
池田 祐樹 荒尾市教育委員会 指導主事

イベント開催協力：
ゆめタウン大牟田
あらおシティモール
石炭産業科学館

有明高専

※本誌の写真は掲載許諾を得ています。

敬称略


