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レポート
Report
彩の国
女性研究者ネットワーク

キックオフセミナー
〜埼玉大学ダイバーシティ研究環境実現に向けて〜
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Ⅱ イベントⅡ イベント

埼玉県の女性研究者と技術者が相互に交流し、活躍推進を図るために、
埼玉大学と埼玉県が連携して立ち上げた「彩の国　女性研究者ネットワーク」。
その活動の幕開けとなるキックオフセミナーを、
去る 2018 年 2月 5日（月）、埼玉大学にて開催しました。

オープニング
挨 拶　埼玉大学長　山口宏樹／埼玉県知事　上田清司 氏
来 賓 挨 拶　文部科学省　科学技術・学術政策局　人材政策課人材政策推進室長　石丸成人 氏
概 要 説 明　埼玉大学副学長（男女共同参画担当）堀田香織
学長表彰授与　学長特別賞（みずき賞）

第1部
基調講演「無意識のバイアスと女性研究者活躍推進」
沖縄科学技術大学院大学　男女共同参画・人事担当副学長　マチ・ディルワース 氏

第2部
パネルディスカッション「埼玉県における女性研究者・技術者の活躍推進のために」
エンディング
閉会あいさつ　埼玉大学副学長（男女共同参画担当）

｜プログラム｜
program
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「彩の国　女性研究者ネットワーク」
とは、埼玉大学と埼玉県の5つの研究
機関（環境科学国際センター、衛生研
究所、産業技術総合センター、農業技
術研究センター、がんセンター臨床腫
瘍研究所）が立ち上げたプロジェクト。
埼玉県内の女性研究者・技術者の交流
を図ることで更なる活躍の推進や女性
研究者が働きやすい環境を整備しよう
とするものです。
埼玉大学で2月5日（月）に開催され

た「彩の国　女性研究者ネットワーク
キックオフセミナー　～埼玉大学ダイ
バーシティ研究環境実現に向けて～」
はその活動の第一歩となるもので、会
場となった埼玉大学総合研究棟シア
ター教室には、定員一杯となる120名
の来場者が集まりました。
セミナーは、山口宏樹埼玉大学長と

上田清司埼玉県知事のあいさつから
始まり、山口学長は、あいさつの中で
埼玉大学の女性教員比率が17.3％と
全国の国立大学の平均より若干下回っ
ていることを説明した上で「『彩の国　
女性研究者ネットワーク』を活用し、
女性研究者や技術者の活躍を進めてい
くこと」を宣言しました。「一定程度の
決意と熱意をもって推進する」とのこ
とです。
上田知事は「日本経済が直面してい

る危機を乗り越えるためには、女性の
視点が必要」なことに言及し、このネッ
トワークの活動により、女性研究者、
技術者が増えることで「日本の科学技

術、研究者のレベルアップにつながる
ことを期待している」と話しました。
山口学長と上田知事の挨拶に続いて

行われた来賓挨拶では文部科学省　科
学技術・学術政策局　人材政策課人材
政策推進室長の石丸成人氏が登壇し、
現在、政府が最重要課題として取り組
んでいる女性の活躍推進の背景につい
て「科学技術、学術分野において、異な
る意見、異なる視点、異なる発想を取
り入れることが、イノベーションを活
性化させる。そのような意味で女性が
研究の現場で活躍することは極めて重

要である」という見解を述べました。　
その後、埼玉大学の男女共同参画担当
を務める堀田香織副学長による「彩の
国女性研究者ネットワーク」の概要説
明を挟んで、学長特別賞（みずき賞）の
学長表彰授与が行われました。
みずき賞は、教育研究活動に顕著な

功績を残し、かつ研究リーダーとして
活躍する自然科学系の女性研究者を学
長が表彰するもので、第1回目となる
今回は、埼玉大学　大学院理工学研究
科　生命科学部門の日原由香子教授が
受賞し、山口学長からトロフィーと副

埼玉大学長　山口宏樹 埼玉県知事　上田清司 氏 文部科学省　科学技術・学術政策局
人材政策課人材政策推進室長　石丸成人 氏

学長表彰授与　学長特別賞（みずき賞）

Kick off Seminar

オープニング
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Ⅱ イベント

オープニングセッションに引き続
き、沖縄科学技術大学院大学男女共同
参画　人事担当副学長を務めるマチ・
ディルワース氏による、基調講演「無
意識のバイアスと女性研究者活躍推
進」が行われました。
講演は、人事的な判断にも影響を及

ぼす「無意識のバイアス」について、そ
の意味や男女共同参画の推進に及ぼ
す悪影響、そして影響を最小限に抑え
る方法について話が進められました。
「無意識のバイアス」とは、誰もが潜
在的に持っている偏見のことで、性別
や人種、貧富の差などその対象は様々
ですが、ディルワース氏は、この偏見
が人事的な評価や判断に及ぼす影響
を次のような具体例を用いて説明し
ました。
1970年代当時、米国のオーケスト

ラで演奏する女性奏者は全体の5～
10％でした。そのような状況の中、い
くつかのオーケストラで、審査員が
演奏だけで判断するブラインド・オー
ディション（演奏者と審査員の間に仕
切りを設けて行うオーディション）を
開始しました。その審査方法が広く行
われるようになった結果、2000年に
は一次審査をパスする女性の割合が5
割上昇し、現在ではアメリカのトップ
オーケストラの女性奏者の比率は25

～46％になりました。この話は、人を
評価する際に、女性であるという「無
意識のバイアス」が、正しい判断を妨
げる好例だとディルワース氏は説明
しました。
「無意識のバイアス」は、効率よく判
断を下すために、脳が情報処理の過程
をショートカットしようとして生ま
れるもので、人間なら男女問わず誰し
も持っているものです。「無意識のバ
イアス」を持っていることへの罪悪感
を持つのはむしろ逆効果で、誰でも当
然に持っているものだと認識した上で、
行動することが重要とのことです。
そして、無意識下ゆえに、自制が難

しい「無意識のバイアス」の悪影響を
避けるには、「自分自身の『アンコン
シャスバイアス』の表れ方を認識し、
自らの行動を常に確認する̶̶とい
うアクションを個人個人で起こすこ
とが重要である」と述べられました。
そして、「教員を募集する際、応募者の
女性と男性の比率が同じになるまで
選考を始めない」という米国のある大
学の取り組みを例に挙げ、「最も効果
的な対策はMIND（考え方・意識）を変
えることではなく、PROCESS（課程、
やり方）の変容が必要である」とお話
をされました。

賞の研究助成金が贈呈されました。
日原教授は、今後、若手女性研究者

の模範となるリーダーとして、埼玉大
学を牽引することを期待されている研
究者の1人。2015年には日本植物学会
の学会誌である「Journal　of　Plant　
Research」において最も引用回数が
多かった論文に贈られる「Most-Cited　
Paper賞」を受賞するなど、研究分野
で優れた功績を残すとともに、教育実
績などが評価され、今回の受賞に至っ
たということです。

埼玉大学副学長（男女共同参画担当）堀田香織

埼玉大学　大学院理工学研究科　生命科学部門
日原由香子教授

Kick off Seminar

基調講演
第１部

沖縄科学技術大学院大学
男女共同参画・人事担当副学長
マチ・ディルワース 氏
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基調講演の後に、休憩を挟んで行わ
れた「埼玉県における女性研究者・技
術者の活躍推進のために」と題したパ
ネルディスカッションでは、「彩の国　
女性研究者ネットワーク」に参画する
研究機関や企業の研究者の方々がパネ
ラーを務めました。

■埼玉県環境科学国際センター
研究推進室副室長　松本利恵 氏

■埼玉県衛生研究所
　化学検査室長　石井里枝 氏
■埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所
　がん診断研究担当主幹　大平美紀 氏
■大正製薬株式会社
　安全性・動態研究所薬物動態研究室
　グループマネージャー　安平明公 氏
■シチズン時計株式会社
　研究開発センター開発部企画課長
　塚田京子 氏
■埼玉大学　大学院理工学研究科教授
　川合真紀

このセッションでは、初めにパネラー
一人ひとりが、自身の所属する組織の
女性研究者の状況や男女共同参画を推
進する上で直面している課題などを紹
介しました。埼玉県環境科学国際セン
ターの松本氏は、男女共同参画を推進
する上で直面している課題として「公
募しても女性研究員の応募が少なく、
現在1名いる女性研究員に続く人材が
いないこと」を挙げ、その改善が求め

られていることを語りました。
また、埼玉県衛生研究所の石井氏は、

同研究所の研究員の約6割が女性であ
ること、埼玉県立がんセンター臨床腫
瘍研究所の大平氏は、研究所スタッフ
の過半数が女性であることを説明しま
した。前者では、女性研究者が増えた
ことによって「産前産後休暇や育児休
業の際の代替職員の確保が困難である」
という課題が、後者では「世代交代が
進み、新規職員の採用自体に困難が伴
う状況下で、若手女性研究者の新規正
規雇用がなく、今後の女性職員の比率
低下」という懸念があることについて
説明されました。
大正製薬の安平氏は、社内で調査し

たアンケートの結果を紹介しました。
同アンケートによると、「出産や育児
中の社員は、時間的制約や負担の増大
を考え、昇進に抵抗感を持っているこ
と」や「研究職に従事する社員は専門
性を高めようとする意識が強く、管理
職になることを避けがち」という傾向
もあるとのことで、このような意識を
改革するための研修の実施を検討する
など、社内意識調査の結果を女性活躍
推進施策に生かすようにしているとい
います。
シチズン時計の塚田氏も、男女共同

参画を推進するための取り組みとして
「ヒアリングやアンケートによる実態
調査を実施しているほか、社内交流会
や女性社員だけの懇親会などで社員同

士の意見交換を図る取り組みを行って
いる」と述べました。
埼玉大学の川合教授は、同校の理工

学研究科の教員の女性比率について、
「7.5％という現在の数字を20％にす
ることが目標」だと述べた上で、女性
教員が少ない理由を「理工系、自然科
系では公募しても応募する女性が少な
いこと」や「大学院に進む女性が少な
いこと」にあると話します。そして、埼
玉大学では、このような状況を改善す
るために様々な施策を講じており、在
籍する女性研究者の上位職への昇格を
促す取り組みや女子学生にロールモデ
ルを示す工夫を行っていくということ
です。
続いて、ファシリテーターを務める

埼玉大学　大学院理工学研究科の小口
千明准教授の進行の下、パネルディス
カッションが行われました。パネリス
トの発表内容や事前にネットワーク参
画組織に行ったアンケート調査の結果
などを元に、改めて「男女共同参画を
推進する上で直面している課題・問題」
や「所属する機関において行っている
男女共同参画の推進に向けた取り組み
や工夫」について意見交換が行われま
した。
セミナーの最後には、堀田副学長が

「彩の国　女性研究者ネットワークに
参画している様々な組織で実践して
いる様々な工夫を互いに共有しつつ、
共に歩んでいくことを期待する」とあ
いさつをすると、会場からは拍手が沸
き起こり、約2時間30分に及んだセミ
ナーは大盛況のうちに幕を閉じました。

Kick off Seminar

パネルディスカッション

第 2部
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Ⅱ イベント

——今回はみずき賞の受賞、おめでと
うございます。初めに先生が取り組ま
れてきた研究について教えてください。
日原　葉緑体の祖先といわれるシアノ
バクテリアの環境応答について研究し
ています。環境応答というのは、光合
成生物が光や温度などの環境が変化し
た時に、光合成の調節、細胞の中の代
謝を制御することです。その際、遺伝
子発現レベルで変化が起きている訳で
すが、その一連のメカニズムを解き明
かすことが目的。光合成のメカニズム
自体はすでに明らかになっていますが、
その調節に関してはまだ未知の部分が
多いのです。

——そもそもこの研究に進んだきっか
けはどのようなことだったのでしょう
か？
日原　母校である東京大学で、光合成
をテーマにした講義を受けて、小さな

生き物の中でこんなに精緻な仕組みが
あるということにとても驚いたのが、
光合成に興味を持ったきっかけでした。

——研究における今後の目標をお聞か
せください。
日原　今までは環境応答に関する因子
それぞれの個別解析をやってきました
が、今後は調節のメカニズムの全体像
を明らかにしていくような方向に研究
を持っていきたいと考えています。

——これまでの研究人生でご苦労され
たことはありますか？
日原　ドクター（博士後期課程）時代に
子供が生まれたんですが、埼玉大学に
就職した時は、ちょうど子供が4歳く
らい。幼稚園への送り迎えや保護者会
への出席など、育児と教育研究を両立
させるのには苦労しましたね。その後
も小学校低学年くらいまでは色々と大

変なことはありましたが、主人や双方
の父母とのチームワークで何とか乗り
切りました。

——みずき賞受賞について、ご自身で
はどのような点が評価されたとお考え
ですか？
日原　何か目覚ましい功績があったか
らというよりは、埼玉大学に移ってき
た2000年から基礎研究をコツコツと
やってきたという̶̶継続性みたいな
ところを評価していただいたのではな
いかと考えています。受賞の報告を受
けて、これまでの歩みを評価していた
だいたことを、本当にありがたく感じ
ました。この賞の授与は、理系で数少
ない女性研究者のロールモデルとして
の役割を果たすことを期待したエール
ではないかと感じており、それをしっ
かり受けとめて今後活動していきたい
と思っています。
̶̶研究の道へ進みたいと考える女子
学生にメッセージを送るとしたら、ど
のような言葉をおかけになりますか？
日原　日本のように研究の分野が男性
社会というのは特殊で、世界的にみれ
ば研究者は男女平等な職業。ですから、
今後、日本の研究環境もそういう形に
持っていかなくてならないと思います。
そう考えると、研究者になりたいとい
う若い人は、自らが日本の研究の環境
を変えるくらいのつもりで、たじろぐ
ことなく、どんどん研究者の世界に飛
び込んできて欲しい。それと自分の興
味のあることをとことん追求できるの
が理系の研究者の醍醐味だと思うので、
そういう想いを大事にしてもらいたい
ですね。

——「彩の国　女性研究者ネットワー
ク」に期待することについて教えてく
ださい。
日原　このようなネットワークに参加
することで、私自身も世界が広がりま
すし、埼玉大学の学生にとっても、こ
れから開催される訪問セミナーなどで、
県内の研究機関の活動に直接触れられ
る機会が増えるのはメリットが大きい
と思います。また交流によって共同研
究などが生まれる可能性もあるでしょ
う。地域での研究が活性化する効果も
あるかと期待しています。

「彩の国　研究者ネットワークキックオフセミナー」内で学長表彰が行
われた学長特別賞（みずき賞）を受賞した埼玉大学　大学院理工学研究
科の日原由香子教授に受賞の感想や研究内容についてお聞きしました。

日原由香子教授
特別インタビュー

平成29年度
学長特別賞
（みずき賞）
受賞
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埼玉県立がんセンター
臨床腫瘍研究所
2018年2月7日（水）、第1回目の「彩の国 女性研究者ネットワーク訪問セミ
ナー」を開催しました。今回のセミナーでは、北足立郡伊奈町にある埼玉県立が
んセンターを訪問。19人の学生ががん医療の最先端の研究現場を見学しました。

第 1回　彩の国女性研究者ネットワーク

訪問セミナー
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Ⅱ イベント

研究所紹介
　埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所長　上條岳彦 氏
女性研究者による研究紹介
　埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所
　がん診断研究担当主幹　大平美紀 氏、同主任専門員　山口ゆり 氏
埼玉大学卒業生と大学院生の紹介
　埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所　がん治療研究担当技師　迎恭輔 氏
　埼玉大学　大学院理工学研究科1年　片井友貴さん、並木梢さん
研究所見学
病院見学

プログラム
program

える遺伝子診断支援なども行っている
と、上條氏は説明しました。
これまでのがん治療は、がん細胞と

共に正常な細胞にも作用し、強い副作
用が現れる抗がん剤が広く使われてき
ました。しかし、近年登場した分子標
的薬は、がん特異的な遺伝子やタンパ
ク質をピンポイントで攻撃するため、
比較的副作用が少なく、患者の負担を
抑えられます。ただし、この分子標的
薬の効果は、標的となる分子の遺伝子
変異が患者のがん細胞に存在しなけれ
ば効果が現れないため、効率的な治療
を実現するには遺伝子検査が必要にな
ります。
そして、現在、このような「がんゲノ

ム医療」の普及に向け、「がんゲノム医
療中核拠点病院」の指定が行われるな
ど、国を挙げた取り組みが進められて
いる最中だといいます。
このような「ゲノム医療」の将来像

について上條氏は、「患者の検体を使っ
て解析した遺伝子情報を、病理医など
と協力してさらに分析する。そして、
そこから得られた結果を元に、エキス
パートパネルという医療や生命倫理の
専門家などを含めたチームで治療法を
決めていくという『ゲノム医療』が行
われつつある」と説明しました。そして、
同研究所も「がんゲノム医療中核拠点
病院」と連携して、このような「ゲノム
医療」を実践していくとのことです。

最初に、埼玉県立がんセンター臨床
腫瘍研究所長で、本学大学院理工学研
究科の連携教授を務める上條岳彦氏に
よる研究所の説明がありました。
上條氏は、本研究所が埼玉県立がん

センターに併設された機関であり、新
たながん治療の開発や実際の治療に役
立つがんの遺伝子診断、基礎的な発が
んのメカニズムなどについての研究に
取り組んでいることを説明されました。
特に、小児がんの神経芽腫に関して

は、国内のほとんどの患者のサンプ
ルが本研究所に集められ、分子診断
（DNAなどを調べ、疾患を特定するこ
と）が行われ、治療方針の決定が成さ
れるということで、全国的にも中心的
な役割を果たしているそうです。
また、この研究所では、現在、「ゲノ

ム編集による分子機能解析・標的分子
同定」や「iPSとその分化誘導系を用い
た発がん機構の解析」の研究に力を入
れていることを解説されました。
具体的には、前者は「遺伝子の不活

化をゲノム編集で行い、遺伝子の機能
解析や標的分子をスクリーニングする」
ことを、後者は「iPS細胞の遺伝子を導
入し、そこから誘導した細胞にがん遺
伝子を発現させて現象を網羅的解析す
る」ことを行っています。これらの研
究を通して、発がんメカニズムの解明
に関する先進的な研究が実施されてい
るそうです。
そして、患者の遺伝子情報を診断や

治療に生かす「がんゲノム医療」を支

これからのがん治療を担う
最先端研究施設

埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所長
上條岳彦 氏

上條氏の説明を聞く学生たち
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なったことを大平氏は強調しました。
この装置により「一気にゲノムを解読
することで、より具体的な治療法の選
択が可能になった」と話し、「ゲノム医
療」を実現する技術や装置が、ここ数
年で大幅な進歩を遂げていることを説
明しました。
研究生活の話では、学会などに出席

した際の思い出として、ノーベル賞授
賞式の晩餐会場など特別な場所で、国
内外の著名な研究者と討論できた経験
などを挙げ「学会や論文による研究成
果の発表は大変なことも多数あるもの
の、国際交流など視野が広がる新たな
体験ができる楽しみもある」と語りま
した。
大平氏の後を受けて、登壇したがん

診断研究担当の主任専門員である山口
ゆり氏は、これまでの研究歴などを紹
介した後、近年、取り組んでいる「乳が
んのホルモン療法」についての説明を
行いました。
山口氏によれば、現在、一般的に行

われているがんの治療法には、「外科
療法」「化学療法」「放射線療法」があり

ますが、乳がんの場合は「ホルモン療法」
が適用されるケースが多いといいます。
「乳がん」の3分の2は、エストロゲン
というホルモンがエストロゲン受容体
という分子に結合することでがん細胞
が増殖しますが、「ホルモン療法」とは、
このホルモンの作用を抑える薬を使う
ことで、がん細胞の増殖を抑制する治
療法です。
山口氏は、エストロゲンの産生を抑

制する薬剤によるホルモン療法にお
いて耐性を克服するための研究を進
めているそうで、具体的には「治療を
続けることで、発生する薬剤耐性獲得
のメカニズムを明らかにするため、乳
がん細胞の耐性モデルの構築、耐性症
例の検体の解析を行っている」とのこ
とです。
講演の最後には、山口氏も大平氏と

同様に「研究には困難なこと以上に楽
しさがある」ことをアピールし、参加
した学生たちに向け「ぜひ頑張って研
究者になってほしい」とエールを送り
ました。

上條所長に続き、研究所で活躍する
がん診断研究担当主幹の大平美紀氏と
主任専門員の山口ゆり氏が、研究者と
して、自身が取り組んでいる研究内容
と研究生活について説明しました。
最初に登壇した大平美紀氏は「ヒト

ゲノムDNAの変化と病気の関係性」
をテーマに研究に取り組んでいます。
同氏の研究の目的は「DNAの変化や

特徴を利用して、がんの新たな診断法
や治療法の開発につなげる」ことであ
り、それについての説明をされました。
その後、研究で使われている「CGHマ
イクロアレイ解析」という技術に話は
及びました。
この技術は、がんのDNAコピー数

の変化を解析するもので、現在は以前
よりも高密度の解析が可能になってお
り、「23対の染色体全体のパターンが
2～3日間で解析できる」そうです
さらに遺伝子配列を高速に読み出す

ことが可能な「次世代シークエンサー」
という装置についても触れ、かつては
十数年かかっていたヒトゲノムの全
配列の解読が、現在では数日で可能に

現在取り組む研究内容を
女性研究者2名がレクチャー

埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所
がん診断研究担当主幹　大平美紀 氏

埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所
がん診断研究担当主任専門員　山口ゆり 氏

臨床検査の現場に学生たちも興味津々

がんの診断を行う病理標本
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「CGHマイクロアレイ解析」を行うシ
ステムをはじめ、がん組織やがん細胞
の弾性測定が可能な「原子間力顕微鏡」
や暗室不要でタイムラプス撮影が可能
な「オールインワン蛍光顕微鏡」など
を見学。最先端の研究装置に学生たち
も興味津々で、時折質問をしながら、
研究者の方々の説明に熱心に耳を傾け
ていました。
セミナーの最後には、病院棟にある

検査技術部や外来治療センターへ移動
し、実際の治療や診断時に実施される
感染症･病理･遺伝子など様々な臨床
検査の現場を見学しました。
セミナー終了後、大学に戻るバスの

中では「論文などで存在は知っていた
ものの、いままで目にすることができ
なかった研究方法や機器が見られてよ
かった」「現在、基礎研究に携わってい
るが、そのような研究が医学の進歩に
直結することが認識できた」「第一線で
活躍している研究者の方から、研究の
成果について直接話が聞けたのは貴重
な経験だった」という声が聞かれまし
た。最先端の研究現場を訪問し、その
研究者から話を聞くという本セミナー
は、学生たちにとって有意義であり貴
重な機会となりました。

大平氏と山口氏の講演の後には、埼
玉大学の卒業生と大学院生による講演
も行われました。
iPSを使ってがん化のメカニズムを

解明する研究に、がん治療研究担当技
師として携わる迎恭輔さんは、埼玉大
学で大学院博士後期課程まで過ごした
後、この研究所に入所したそうです。
講演の中で迎さんは、大学院時代には、
植物を使った形態形成学の研究をして
いたことを話された上で、「埼玉大学
には医療系の学部はないが、このよう
な形で医療と関われる道があること」
をアピールしました。
続いて、大学院理工学研究科に籍を

置きながら、本研究所の研究室で研究
に携わる埼玉大学　大学院理工学研究
科1年生の片井友貴さんと並木梢さん
の2名が、それぞれの研究生活を紹介
しました。
「多様な人との交流」や「様々な実験
方法が学べること」など、この研究所
で研究をするメリットが数多くあると
いう話を聞いて、学生たちは研究所で
の生活や研究を続ける醍醐味について、
具体的なイメージを持つことができた
ようです。
その後実施された研究所内の見学ツ

アーでは、先の講演の中で紹介された

最新技術や装置に触れる
貴重な機会に

埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所
がん治療研究担当技師　迎恭輔 氏

埼玉大学　大学院理工学研究科 1年
片井友貴さん

埼玉大学　大学院理工学研究科 1年
並木梢さん

埼玉大学大学院生の説明に熱心に耳を傾ける学生たち

がん細胞の硬さを測定できる原子間力顕微鏡



埼玉県環境科学
国際センター
2018 年 2 月 8 日（木）、第 2 回目となる「彩の国女性研究者ネットワーク
訪問セミナー」を開催しました。今回のセミナーでは、埼玉県加須市にある埼
玉県環境科学国際センターを訪問。研究所の見学や現役の研究員の方への質問
会などのプログラムが行われました。

第 2回　彩の国女性研究者ネットワーク

訪問セミナー
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開会あいさつ
　埼玉県環境科学国際センター総長　畠山史郎 氏
概要紹介
　埼玉県環境科学国際センター　研究企画室長　高橋基之 氏
見学ツアー
何でも相談会
　土壌・地下水・地盤担当　専門研究員　柿本貴志 氏
　資源循環・廃棄物担当　専門研究員　磯部友護 氏
　自然環境担当　主任　角田裕志 氏

プログラム
program

能の研究領域は「地球環境・自然共生
研究領域」「資源循環研究領域」「水・土
壌研究領域」の3つがあり、それぞれの
領域は次のような担当に分かれている
ということです。
■地球環境・自然共生研究領域：温室
効果ガスの実態に関する調査・研究な
どを行う「温暖化対策担当」、大気汚染
物質・有害物質の調査・研究などを行う
「大気環境担当」、生物多様性保全に関
する研究などを行う「自然環境担当」
の3つ
■資源循環研究領域：資源循環システ
ムに関する研究などを行う「資源循環・
廃棄物担当」とダイオキシン類などの
有害化学物質の調査・研究などを行う
「化学物質・環境放射能担当」の2つ
■水・土壌研究領域：水域環境管理に関
する研究などを行う「水環境担当」と
土壌・地下水汚染に関する研究などを
行う「土壌地下水・地盤担当」の2つ
各研究領域の詳細な説明のあと、「研

究分野は多岐に渡るが、研究の内容は
時代の要請に合わせて少しずつ変化し
ている。例えば、以前は環境問題に関
する研究といえば、公害対策をテーマ
とするものが大半だったが、現在は公
害問題はある程度解消されており、温
暖化や気候変動、生物多様性などの問
題が深刻視されている」とのことです。
高橋氏によると、そうした状況を反映
し、「地球環境・自然共生研究領域」に
おいて、温暖化対策や自然環境といっ
た担当が設けられているそうです。

最初に、埼玉県環境科学国際セン
ター総長の畠山史郎氏が開会のあいさ
つを行い、「政府が男女共同参画社会
の実現を最重要課題に位置付けてか
ら、長い時間が経つが、特に研究の分
野では、男女比率のアンバランスさが
顕著であり、まだ女性の力が発揮でき
る状態とは言えない。本セミナーに参
加する女子学生には、この機会をきっ
かけにして、研究者を目指してもらい
たい」と話されました。
さらに、セミナーに参加する男子学

生に対しても「女性が活発に研究活動
などの仕事を続けるためには、女性の
努力はもちろんのこと、その活動を支
える男性の力も非常に重要である」と
語り、女性が力を発揮できる環境を整
えるためには、男性の協力が必要不可
欠だというメッセージを送りました。
畠山氏のあいさつに続いて、研究企

画室室長の高橋基之氏が、埼玉県環境
科学国際センターの概要を説明しま
した。
高橋氏の説明によると、本施設は、

埼玉県における環境科学の総合的中核
機関に位置づけられており、環境問題
に関する学習の場を提供する「環境学
習」機能、市民の身近な生活環境から
自然環境までを対象とした「試験研究」
機能、海外からの人材の育成や調査の
技術協力を行う「国際貢献」機能、そし
て、試験研究情報などを発信する「情
報発信」機能の4つの機能を有してい
るとのことです。そして、試験研究機

埼玉県における環境科学の
総合的中核機関

埼玉県環境科学国際センター
研究企画室長　高橋基之 氏

埼玉県環境科学国際センター総長　畠山史郎 氏
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のSPM（浮遊粒子状物質）をハイボリ
ウムエアサンプラーという装置を使い、
捕集してきたフィルターのサンプルを
見せていただきました。
これを見ると、1991年当時のフィ

ルターは色が黒く、近年のフィルター
は色が薄くなっており、大気汚染が大
幅に改善されていることが一目瞭然。
学生たちも思い思いに声をあげながら、
興味深そうに観察していました。
研究所の見学後、セミナー参加者一

行は、一般の来場者が楽しみながら環
境問題への理解を深めるための展示館
に入館しました。
展示館では、学習・情報担当の担当

課長　針谷さゆり氏の案内で、埼玉
県の平均的な家族が、1年間に出すゴ
ミの量を一目で確認できる「ごみのタ
ワー」やリサイクルについての展示物
などを見学したほか、参加者がクイズ
を解きながら地球環境問題について考
える「メディアワークショップ」や、リ
アルタイムの地球の姿を見ることが可
能なデジタル地球儀「触れる地球」な
どを体験しました。

高橋氏の話に続いて、センター内の
研究室や実験室をめぐる見学ツアーが
行われました。
最初に土壌地下水・地盤担当の研究

で使用される無響室に案内されました。
ご案内いただいた研究推進室長の白石
英孝氏によると、この施設は「音の反
射をなくした部屋で、機械から発生す
る音を低騒音化するための技術開発な
どに使われている」とのことです。学
生たちは実際に声や手を叩いて音を出
しながら、通常の部屋との響きの違い
を確認していました。
その他、地面の微振動を観測する装

置を見学した際には「装置から得られ
た波形を元に地下構造を推定する『微
動探査法』と呼ばれる探査技術の実用
化に同センターが多大な貢献をした」
ことが紹介されました。また、この技
術を用いて同センターが解明した地下
構造は、県の地震被害想定調査や内閣
府の首都直下地震の震度予測などにも
利用されているとのことです。
また、大気環境担当のコーナーでは、

1991年から県内の数箇所で、大気中

研究室や実験室を見学
研究装置に触れる
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無響室

デジタル地球儀「触れる地球」

展示館で環境問題への理解を深めました見学ツアーの様子

大気中のSPM（浮遊粒子状物質）をハイボリウムエ
アサンプラーという装置を使い、捕集してきたフィ
ルターのサンプル



磯部氏と角田氏は、同じ質問に対し
て「多様な経験をすることや場合によっ
ては遊ぶことも大切」だと述べ、角田
氏は大学時代に空手をやっていた経験
が海外の研究者の興味を引いたことや、
ガソリンスタンドでアルバイトした経
験が、海外での研究・調査中に自動車
のトラブルに見舞われた際に役立った
思い出などを挙げながら説明してくれ
ました。
「研究者を志したきっかけは？」と
の質問には「高校時代にバングラデシュ
でヒ素汚染が起きていることに関心を
持ったことがきっかけ。その後、大学
で勉強する内に、そのような問題の背
景には様々な要因があることに気付き、
公衆衛生について研究することを決め
た」と柿本氏は返答し、「研究の道に進
む際には、興味のあることを細かく分
析した上で、自分が真に望んでいるこ
とを把握することが重要」だと語りま
した。
磯部氏は「研究の奥深い魅力を実感

していたため、研究者以外の道は考え
なかった」と回答。角田氏は「研究者の
道に進むことを決心したのは大学院の
前期博士課程の頃だった」と振り返り、
決心したきっかけについて「欧州で行っ
た研究に大きな充実感を覚え、自分の

興味のある研究を突き詰めていきたい
と思った」からだと述べました。
本相談会は、研究者に憧れる学生た

ちにとって、将来のことを考える上で
も、いまをどう過ごすべきかを考える
上でも、大きなヒントを与える機会と
なりました。
セミナーには、留学生も参加してお

り、相談会では、研究者の方々も日本
の学生たちも英語を使って質疑応答を
行うシーンが至るところで見られまし
た。留学生も、日本の学生も、滅多にな
いこの機会をいかして、センターの研
究者に、思い思いの質問をなげかけて
いました。

セミナー最後のプログラムは、本セ
ンターで研究を行う研究員の方と交流
ができる「何でも相談会」でした。
この日ご協力いただいたのは、土壌・

地下水・地盤担当 専門研究員の柿本貴
志氏と資源循環・廃棄物担当 専門研究
員の磯部友護氏、そして自然環境担当 
主任の角田裕志氏の三人の方で、相談
会は研究員と参加学生、それぞれの自
己紹介から始まりました。
磯部氏は埼玉大学出身で、現在も大

学院理工学研究科の川本健教授が取り
組むベトナムの建設廃棄物の適正処理
推進プロジェクトに関わっているとの
ことです。
自己紹介後、学生から最初に挙がっ

た質問は「研究員になるために学生時
代にやっておいた方がよいことは？」
というものでした。
この質問に対し、柿本氏は「学部生

時代に学ぶような、基礎をしっかり勉
強することが非常に重要である」と回
答し、その理由について「大学院に進
学するにしても、社会に出て研究を行
うにしても、自分がやりたいと思うこ
とだけに取り組めるとは限らない。そ
のような状況に対応するためにも基礎
レベルの知識を、幅広く持つことが必
要だと思う」とまとめました。

何でも相談会では
現役研究員の方と交流

将来のことを考える上でも、大きなヒントを与える
機会となりました
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セミナーには、留学生も参加 現役研究員に向けて、様々な質問を投げかけていました
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ストックホルム
国際青年科学セミナー（SIYSS）

参加報告会
2018年1月24日（水）、SIYSS参加報告会が開催されました。SIYSSとは、世界各国からの若手
研究者が、ノーベル賞受賞式が行われるストックホルムに集まり、様々なイベント通じて交流す
る国際セミナー。そこに参加し、貴重な体験をしてきた人の話を聞こうと、たくさんの学生たち
が集まりました。

ストックホルムストックホルム
r e p o r t
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ノーベル賞受賞者と
直接話せる機会も
この報告会では、2017年12月にス

ウェーデンで開催された「ストックホ
ルム国際青年科学セミナー（SIYSS）」
に参加した埼玉大学大学院　理工学研
究科　環境システム工学系専攻　環境
制御システムコース　博士前期課程2
年の大塚美緒子さんが、セミナーの内
容や参加した感想などを報告しました。
SIYSSとは、スウェーデン青年科学

者連盟が、ノーベル賞の授賞式が行わ
れるストックホルムで実施する若手
科学者向けセミナーで、毎年ノーベル
ウィーク（ノーベル賞関連の式典が行
われる期間）に合わせて開催するもの
です。授賞式をはじめとするノーベル
賞関連のイベントや現地の高校生に自
身の研究内容を発表する「SIYSSセミ
ナー」などに参加したり、セミナー参
加者同士で交流が図れたりと貴重な体
験ができるとあって、毎年たくさんの
応募者を集めています。大塚さんは国
際科学技術財団から派遣する2人のう
ちの1人に選ばれました。なお今回の
SIYSSには、世界各国から25名の若手
研究者が集まったとのことです。
報告会は3部構成で進行し、最初に

ノーベル賞関連の式典に参加した話、
次にその他に体験したこととSIYSS
の話、最後に自身の学生生活が語られ
ました。
ノーベル賞関連の話では、授賞式と

式後の晩餐会に和服で参加したエピ
ソードが披露され、この中で大塚さん
は「和服のおかげで、日本語を学習し
ている人や日本に勤めていたことがあ
る人などに話しかけてもらい、和服を
着たのは正解だった」と振り返りまし
た。
そして、晩餐会では、物理学賞受

賞者のバリー・バリッシュ（Barry C. 
Barish）博士とキップ・ソーン（Kip S. 
Thorne）博士、経済学賞の受賞者であ
るリチャード・H・セイラー（Richard H. 
Thaler）博士と限られた時間だったも
のの、直接話す機会があったといいま
す。
その中で、特に印象的だったのが、

大塚さんが「どのようにご主人を支え
てきたのか？」と奥様に質問したとこ

ろ、博士が「いつも“Are you sure?（大
丈夫？）”と確認してくれたことが支え
になった」と回答したというリチャー
ド博士ご夫妻とのやり取りとのことで
す。
その様子から「非常に仲睦まじい雰

囲気が感じられ、今回の受賞は奥様の
支えもあっての結果だと感じた」とい
います。
この他にも、ノーベル賞関連の話で

は、文学賞を受賞したカズオ・イシグ
ロ氏の記念講演を聴いたことなどが紹
介されました。

若手研究者、現地高校生との
交流から気づかされたこと
続いて、SIYSS参加者との交流を図

るプログラムが行われたことに話しは
及びましたが、その中で、大塚さんの
印象に残っているのが、ノーベル博物
館で実施された「倫理セミナー」だと
いいます。
これは、あるテーマについて、SIYSS

に参加した若手研究者が賛成派、反対
派4人ずつのグループに分かれて討論
するセミナー。
テーマと、自分が賛成派、反対派の

どちらかに属するかは、あらかじめ決
められており、大塚さんは「人工知能
を用いて裁判の判決を下すこと」の是
非を問う議論に参加したといいます。
賛成派の大塚さんの主張は「AIを用い
て裁判を行うことの最大のメリットは、

感情を抜きにして事実をとらえられる
ため、人間よりも正確な判決が下せる」
というものでしたが、この議論の中で、
反対派の最終論者を務めた米国のスタ
ンフォード大学の学生の話が忘れられ
ないと語りました。
他の参加者は2、3分の討論を行って

いた中、彼は10分ほどの大演説を行っ
たそうです。彼はそれまで挙がった意
見を肯定しながら「人間は感情を持っ
た生き物である。それ故、罪を犯して
しまうのだ」と人間というものを定義
し直し、そして「人間は感情で罪を犯
してしまうからこそ、人間が感情を持っ
て判決を下す必要がある」という結論
に結びつけたというのです。
この説得力のある演説力に、大塚さ

んも「賛成派にもかかわらず、思わず
拍手を送ってしまった」といいます。
そして、彼の演説をきっかけに議論

がさらに活発化したということですが、
このやり取りについて「彼ら（海外か
らの参加者）の討論会に対する能動的
な姿勢や自身の意見を発信する力の高
さには非常に感心させられた」と大塚
さんは話し、疑問があれば、積極的に
発言し、それを全体で共有することで、
疑問解消に努める姿勢が重要であると
いう見解を示しました。
また、セミナー参加者がストックホ

ルムの高校生に自分の研究内容を発表
する「SIYSSセミナー」でも、気づかさ
れることがあったようです。
このセミナーでは、参加者はシアター

会場でのプレゼンテーションの他、ポ
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スター発表を行いますが、大塚さんは
自身が取り組む「熱電変換」を説明す
るため、材料であるビスマスの結晶や
デモ機などを用意したといいます。で
きるだけ具体的なイメージを持っても
らうための工夫でしたが、これが功を
奏し、「高校生たちは関心を持って熱
心に説明を聞いてくれた」とのことで
した。また「倫理セミナー」同様に、疑
問があれば積極的に質問をする高校生
の姿勢にも驚かされたようです。
　そして、このような高校生の姿を

見て「科学現象に強い興味を示し『理
解できた』という感動が彼ら自身の好
奇心をさらに高めていることが分かっ
た」と大塚さんは説明しました。

学問や研究には
年齢やジェンダーは
関係ない

SIYSSで学べたことについてまとめ
た大塚さんは、他参加者との交流につ
いて「これは『倫理セミナー』での経験
が大きいと思うが、自分の発信力が他
国の参加者と比較して低いという反省
点を持った。振り返るといつの間にか
他人の意見に感心、納得するのに終始
してしまった。発信力を養う必要性を
感じた」と述べるとともに、「ノーベル
賞受賞者のレクチャーを聞いて感じた
『自らの研究に対する強い発信力』を、
自分の研究に対しても持ちたい」とノー
ベル賞関連式典への参加で気づかされ
た想いを話しました。
なお、今回のノーベル賞を受賞した

研究はグループでの取り組みが多かっ

たこともあり「科学の進歩は様々な人
の努力から成り立つ」ということが実
感できたのも、学べたことの1つだと
説明しました。
また、歳上の自分に対しても物怖じ

せず話しかけてくる高校生や一緒に参
加した若手女性研究者と接したこと
で「学問には年齢やジェンダーは関係
ない」ということも強く意識させられ
たといいます。特にジェンダーについ
て「普段の研究環境では、女性が極端
に少ないことから、以前は大学院進学
を悩んだこともあったが、SIYSSの参
加者たちは、そのようなことをそれほ
ど問題にしていない。それよりも研究
をやりたいという意志が勝っていると
思った」と強調しました。
報告会の後半には、SIYSSの選考方

法について話した後、自身の大学生活
を振り返り、海外研修や学会参加、海
外の共同研究機関への訪問など、様々
なチャレンジをしてきたことが語られ
ました。そんな大塚さんの行動力の源
になっているのが、「常に＋αを求め
ること」「チャンスが眼の前にあったら
挑戦してみること」「チャンスを得るた
め他学部も含め学内掲示板をよく見る
こと」「自分に足りないものを得るため
にストレスの強い環境下に自分をおく
こと」「自学科の単位は必ず取ること」
ということです。
常に向上心を持ち、挑戦し続けるこ

とで活動の幅を広げている大塚さん。
来年度からは博士後期課程への進学も
決まっているそうで、今後のさらなる
活躍が期待されます。



27

Ⅱ イベント

——今日はお集まりいただきありがと
うございます。さて、皆さんは、報告会
を聞いて、どのような感想を持ちまし
たか？

北川　報告会の最後、大塚さんが心が
けていることの1つに挙げていた「＋
αを求める」ことが印象に残っていま
す。私は卒業後には就職するので、大
塚さんとフィールドは違いますが、社

会人になってもそういう意識を常に持
ち続けて色々なことに取り組んでいき
たいなと思いました。
佐藤　「＋αを求める」ということは、
いつから心がけていたんですか？
大塚　結構、昔からやっていたかな？　
中学の時に青森から埼玉に引っ越して
きたんだけど、初めは都会の学校につ
いていけるかどうか不安で̶̶。だけ
ど頑張れば、都会でも評価はもらえる

し、可能性が広がることが分かった。
それがきっかけだったと思います。そ
れから常に次のステージを目指して、
普通＋αのことをやるようにしてきた。
SIYSSの選考でも、積み重ねてきた経
験が評価されたみたいなので、これま
でやってきたことは間違いではなかっ
たと思いますね。林さんは今日の話、
どう思った？
林　大学にいながら、外で活動するチャ
ンス（留学や研修、セミナーへの参加
など）がたくさんあること̶̶、そして、
それが自分のために活かせることが分
かりました。これからはそういうこと

ノーベル賞は自分の研究の延長線上にあるかもしれない

ストックホルム国際青年科学セミナー（SIYSS）
参加報告会を終えて

特 別

座談会

ここからは、報告会終了後に開催した座談会の様子をレポートします。出席者は、
報告者を務めた大塚さんと講演を聞いた学生 3 名。報告会の感想や大塚さんに聞き
たいことなど、いろいろ話してもらいました。

佐藤里帆さん北川陽菜さん 大塚美緒子さん 林英里香さん
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にも目を向けて、どんどん挑戦してい
きたいと思いました。
大塚　私が1年生に言いたいのは、いっ
ぱい遊んでくださいということですね
（笑）。いまできる最大限の経験をする
ということが大切だと思うんです。だ
たし、遊びだけで終わっちゃうともっ
たいない。それだと普通の大学生で終
わってしまうので、私の場合は、そこ
に「＋α」して、人とちょっと違うこと
をやるようにしたということなんです。

——今日の報告会では、ノーベル賞に
関する様々な式典に参加した話も聞け
ました。埼玉大学の先輩には、梶田隆
章先生というノーベル物理学賞の受賞
者もいらっしゃいますが、皆さんはノー
ベル賞についてどんな印象をお持ちで
すか？

林　すごい研究者が受賞するので、やっ
ぱり自分には縁がないものというイ
メージです。
大塚　以前は私も林さんと同じ印象で
した。でも、今回のような機会をいた
だいて、ノーベル賞のことを改めて考
えて、今は、この賞は世の中から評価
される研究をしてきた人が最終的に受
賞するものなんだという風に思ってい
ます。ですので、自分に縁がないと言っ
てしまうと、自分の研究が世の中に貢
献しない、意味のないものになってし
まうから、自分の研究の延長線上にあ
るかもしれないと考えています。
佐藤　私もやっぱりすごい賞だと思い
ますけど、そんな賞の授賞式に参加さ
れた先輩がいるということもすごいな
と̶̶。まだ1年生なので、研究をする
ことはあまり身近には感じられないの
ですが、これから学年が上がって身近
なものになったら、今日の話を思い出
しながら研究に取り組めたらいいなと
思います。

大学院に進学して
180度世界が変わりました

——それでは、皆さんから大塚さんに
何か聞きたいことはありますか？

佐藤　私はまだ将来のことは決めかね
ているのですが、大学院に進学してど
のようなことがよかったと思います
か？
大塚　大学院に進んでよかったかどう
かは、まだわからないけど、進学しな
いと見えなかったことは多いとは思う。
私の場合は、研究室に入る前と後で
まったく世界が変わったので̶̶。ま
ず、学部生時代に比べると、勉強も何
でも、自分からしにいく必要があるし、
日本以外にも共同研究者がたくさんい
るので、海外にも出ることができた。
色々な人と関わった結果、自分のこと
を少し客観視して見れるようになった
かなという気はします。
北川　報告会で、現地の高校生が研究
を熱心に聞く姿にびっくりしたとい
う話がありましたが、日本の高校生と
はやっぱり違いますよね？　日本とス
ウェーデンで、一体何が違うのでしょ
うか？
大塚　恐らく「小さい頃からの教育が
違うんだろう」と私は考えていて、日
本では「静かにしましょう」「よく考え
て、手を挙げてから発言しましょう」
ということが重視されるけど、海外で
はそこはそんなに重視されていなん
じゃないかと。海外の学生は、分から
ないことがあれば、こちらが発言して
いる最中でも「分からない」と言うし、
疑問点があれば、その都度聞いてくる。
問題提起など、議論にプラスになるこ
となら、積極的に発言する̶̶そうい

うことを大切にしているのではないか
と思います。それと、引率する先生た
ちと学生の距離がすごく近い。サイエ
ンスというテーマになれば、お互いす
ごくフラットな感じで話をするんです。
きっと教育を受ける側もする側も日本
とは少しずつ違うんでしょうね。

女性研究者として
悩みや葛藤はあるけれど——

北川　そもそもSIYSSに応募したのは、
どのようなことを知りたいと思ったの
がきっかけだったのでしょうか？
大塚　確かにノーベル賞の授賞式に参
加できることは、すごく魅力だったけ
ど、それよりも「いつまで学ぶことは
許されるのか？」という疑問の答えが
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知りたかった。日本だと就職するのが
ゴールみたいな感じで、特に理系だと、
女性が大学院で学ぶのはまだ一般的で
はないような気がしない？
北川　そうですよね。理系の技術者向
けのインターンシップに参加すると「女
性なのに大学院に行くんですか？」み
たいなことは、やっぱり結構聞かれま
すよね。
大塚　でも日本を出るとどうなんだろ
うと̶̶。今回のセミナーでは、20カ
国から25人の同世代の研究者が集ま
るということで、そこでぜひ研究の道
に進んだ人たちに話が聞きたかった。
でも、行ってみると話を聞くまでもな
いなという感じで̶̶。
一同　（笑）
大塚　研究のことになると、みんな熱っ
ぽく語るし、話が本当にとまらない。
やっぱり好きなんだなという感じがひ
しひしと伝わってくるわけ。SIYSSの
参加者は18歳からいるんだけど、自分
は若手研究者として研究に携わってい

るというしっかりとした自覚がある。
日本だと大学院生でも「まだ学生だし」
みたいな意識があるけど、そういう感
じはまったくないんです。
北川　日本でも、そういうスタンスで
研究を続けられると思いますか？　研
究者だけではなく、理系に進む女子自
体が少ないじゃないですか？
林　そうですよね。私は高校が女子高
で、そこは文系と理系の学生の比率が
半々だったんです。だから大学に行っ
ても、男女比はそれほど変わらないだ
ろうと思っていたんですけど、実際に
入ってみると、やっぱり圧倒的に女子
が少なくてびっくりしたんです。
大塚　実際、日本にいるとつらいこと
も多いし、SIYSSに行く前は、正直、ド
クター（博士後期課程）に進もうか迷っ
ていたんだけど、SIYSSで同室だった
子たちと話していたら「くだらないこ
とで迷っていたな」と思うようになっ
たのね。日本では理系の女性研究者は
圧倒的に少ないのは事実だけど、男女

比率は半々という国でも、ジェンダー
に対する葛藤や悩みはやっぱりある。
それでも彼女たちは研究の道を選んで
続けているということは、悩みや葛藤
よりも研究が好きなんだということに
気付かされた。だからこそ、10代でも
物怖じせず研究に加わるし、論文を書
くチャンスを活かして、国際学会とか
でも積極的に発表できるんだと思う。
一同　なるほど。
大塚　いま自分にも研究に対して「本
当にそういう気持ちがあるのか？」を
問い直しているところなんだけど（笑）。
ただ、私は研究には年齢もジェンダー
も関係ないことを知ってしまったから、
今後も日本で研究を続けるならば女性
研究者のロールモデルになりたいとい
う意識が芽生え始めているのね。結局、
今は女性研究者を目指そうにも、目標
となる人が少ないから、将来のヴィジョ
ンが描きにくいんだと思う。そういう
部分で、私自身がドクターに進む意義
は大きいのかなと考えています。

埼玉大学　大学院理工学研究科　環境システム工学系
専攻　環境制御システムコース　博士前期課程 2年
大塚美緒子さん

埼玉大学　工学部　環境共生学科 1年
佐藤里帆さん

埼玉大学　工学部　環境共生学科 4年
北川陽菜さん

埼玉大学　工学部　環境共生学科 1年
林英里香さん

参加者




