
ジョケリ

ふとしたきっかけからリケジョに!?
　理系に進学した動機は人それぞれ。
佐藤さん「実験が好きだったので、迷わず理系にしました」
横谷さん「私は理系科目が苦手でした。高校で文理選択をする時に理
系大学の先生の話を聞く機会があり、遺伝子やバイオテクノロジーの話
をしてくれました。その話がすごく面白くて、生命科学部に興味を持ちはじ
めました」
田辺さん「ずっと英語教師になるのが夢でした。でも高校の生物の授業
が楽しくて。教科書には偉大な発見が色々載っていますが、まだ発見さ
れていないことも多くあり、理系は“0を1にする”という先生の話に惹かれ
て理系に進みました」

自分の力で達成できる喜び
　毎日実験、実験…。こうした理系へのイメージを抱いている人は多い
のではないだろうか。実験の醍醐味は結果がゴールではなく、可能性を
広げるためのヒントをどれだけ見つけられるかだ。
田辺さん「理系は新たに発見できる機会が多く、『私がこれを発見したん
だ』という喜びがあります。そういう存在意義を学生でも得られるのは大き
いですね」
佐藤さん「私は実験できることそれ自体が幸せです ！ 悩んだり、考え込ん
だりすることも、討論したり、学会発表で他大学の研究者たちと話し合う
ことも、すべて楽しんでいます」

横谷さん「就職活動の時も理系で良かったと改めて思いました。文系で
は難しくても、理系だと受けられる会社もありますし、専門知識があるので
幅広い職種に対応できます」
　「私にもできるんだ ！ 」そんな自信を与えてくれる経験が積めるのが、こ
の分野の特徴かもしれない。

キャンパスライフを満喫する秘訣は・・・
佐藤さん「お祭り好きなので、スポーツ大会や大学祭、創立125周年の
Autumnフェスのスタッフとしてイベントに参加しました。実験優先ですが
学業以外も充実させることができ、楽しい思い出ばかり。両立するのはす
ごく大変でしたけど（笑）」
横谷さん「研究室対抗のソフトボール
大会があったりと、研究の空き時間な
どにスポーツをしたりする子は多いで
すよ。私は実験が忙しくなるまで2つの
アルバイトをしていました」
田辺さん「先生から紹介していただい
て、埼玉県の水田農業研究所でアル
バイトをしました。先生方がユニークで、
そういった特殊なアルバイトを紹介して
くれることもありますね」
　大学生活には、サークル活動やア
ルバイトはつきもの。横谷さんは自宅か

ら2時間かけて通学しているという。自宅から通学する学生も多い。それ
では両立が難しいのでは…と心配になるが、さすが女子 ！ 器用にこなし、
プラスに変えてしまうのだ。

学生生活を終え、次のステージへ
佐藤さん「大学院に進学します。普通は3年生から研究室に入るのです
が、早く実験がしたくて興味のある分野の先生のところに通い詰め、2年
生から実験に参加させてもらいました。とにかく実験が好きなので、今は
博士課程進学も考えています」
田辺さん「私はバイオ・化学系分野の研究現場で働く特定派遣の会社
から内定をもらっています。どんな分野に配属されても、大学院で学んだ

知識を活かし、研究職として活躍したい
です」
横谷さん「私は行きたかったCRO（受託
臨床試験機関）から内定を頂きました。理
系の女子は増えていますし、男性に負け
ず私もバリバリ働きたいと思っています」
　3人とも「まずは卒業研究ですが ！ 」と
口をそろえたところが印象的だった。理系
女子の活躍は、今や大学だけではなく日
本が期待するものとなっている。社会に
出ても、彼女たちの探究力は輝き続け、
未来を明るく照らしていくだろう。

板倉キャンパス
の

リケジョ
◆ リケジョの可能性へ期待
　理系と言えば男子のイメージが強いが、近年、これまで未開拓で
あった女子たちへのアプローチが教育業界全体で高まっている。社会
でも女性の研究者、技術者たちの活躍できる場を増やそうと、活発に
なってきた。
　本学の主な理系学部には、次世代に必要なものづくりの技術を学
ぶ理工学部、生命・環境・食をテーマとする生命科学部、文系・理系の
枠を超え知識情報化社会に対応する総合情報学部の3つがある。現
在、理系学部全体のうち約2割が女子学生。まだまだ少ない数字だが、
各キャンパスでは研究・実験設備の完備など、充実した環境づくりを推
進している。
　女性の社会進出が活発になっているとはいえ、研究者、技術者は世
界各国と比較すると少ないのが現状。しかし、専門知識があり、誠実に
研究に励み、さらに女性らしい気遣いもできるリケジョは社会から強く
求められている。企業には女子の視点から技術開発の発想を多様化
させたいという狙いもある。

◆ リケジョは就職に強い ！
　政府、企業もリケジョの育成を後押ししている。就職情報サイトを運
営する（株）マイナビの調査によると、理系女子の内々定率が文系女
子を上回ったという。（2012年8月時点）
　女性が理系を目指す背景には、就職や結婚に対する価値観の変化
も影響している。女性が仕
事を続けるためには、出産、
育児の負担が大きい。だか
らこそ「手に職をつける」こ
とで、道を切り拓こうとする自
立意識に繋がっているのだ。

今、全国的に理系学部へ進学する女子が増えており、
「理系女子（リケジョ）」と呼ばれる女子学生たちが注目を集めている。
今回は東洋大学で輝くリケジョにスポットを当て、
彼女たちのリアルなキャンパスライフを語ってもらった。

生命科学部生命科学科 4年
横谷早紀さん

研究テーマ：
極限環境下でも生育できる微生物の
研究。なぜアルカリ耐性がつくのか、

そのメカニズムを探る。

生命科学部食環境科学科 4年
佐藤綾美さん

研究テーマ：
アスベストが原因で発症する悪性
腫瘍（がん）の分子種の特定と、

それを抑制する抗がん成分候補物質
（ビタミンＥ）の効果研究。

 大学院生命科学研究科 2年
田辺綾野さん

研究テーマ：
ソライロアサガオにおけるクマリン
生合成に関わるオルト位水酸化酵素
のクローニングとその機能解析。

探究力と女子力からなる科学反応

理  系 女 子
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健康・スポーツに特化したマネジメント能力
食品機能という栄養学の観点から、アスリートの支援や幅広い世代の運動・
生活指導まで、心身のコンディショニングに必要な知識や能力を身につけます。

　近年、スポーツにおいては、選手のコンディションやパフォーマンス
に対する食事・栄養の関わりが注目されています。2012年度に本格
始動した陸上競技部女子長距離部門、そして2013年度に始動す
ることが発表されたサッカー部女子サッカー部門それぞれが板倉キャ
ンパスに本拠地に置くことになった意図のひとつは、「食」との関わり
を重視したことにあります。
教員・学生が、アスリート
育成のための栄養学の
観点から献立づくりに関
わるなど、教育研究活動の

“具体的実践の場”として
の展開も見据えています。

食品科学のプロフェッショナルに
先端的バイオテクノロジーによる食資源の有効活用や最新の分析技術を
身につけ、「食」を通して、健康で質の高い暮らしを実現する食品科学のプ
ロフェッショナルを育成します。

「ものづくりに携わる」これが魅力 ！
磯前さん「中学生の頃から理科や数学が好きだったのですが、高校に
入ってからは物理がとても楽しく、気づいた時には理系しか考えられず…。
ものづくりに携わりたいという思いがあったので、自然と理系に進みました」

山本さん「私も中高で理系科目が好きだったので、迷わず理系に。パソコ
ンに興味があったことも決め手ですね」
　二人とも理系科目が得意だったということもあり、大学進学には迷いは
なかったよう。中学・高校で芽生える好奇心がリケジョ心に火をつけたのか
もしれない。

理系だったからこそ、出会えた就職先
山本さん「私は大学院に進学するつもりだったので、就職活動はしていま
せんでした。ですが偶然、マイクロソフト（株）が就職セミナーをやっていると
聞いて行ってみたんです。実はそれが人事面接 ！ その後の選考もスムー

ズに進み、内定を頂きました。大学院卒業後に就職するつもりでしたが、
憧れの会社からの内定だったので就職することに決めました」
磯前さん「私は医療機器メーカーから内定を。化学メーカーも受けましたが、
研究してきたことを活かせる医療機器に携わる仕事がしたかったので、今
の会社を選びました」
　「就職試験場に女子学生が多かった」という声を聞いた。これは決して
珍しい現象ではない。それほど女性の社会進出が進み、その活躍が女性
に希望を与えていることは確かだ。自分らしく充実して働き続けたい、そん
な女子学生は少なくない。

女子を迎える心地良い空間づくり
　2009年、川越キャンパスには新たに総合情報学部が開設。これにあ
わせて、本学でも女子が過ごしやすい環境を整えるため、各施設の改築
工事を行った。総合情報学部は文理融合ということもあり、理系の中では
女子学生から注目を集め、山本さんはその1期生にあたる。
山本さん「先輩がいない分、苦労したこともありますが、その分、みんなと協力
して勉強しました ！ 研究室とは別に自主ゼミ（現・総合ゼミナール）に入り、1
年生の時から興味のあることを学べました。その経験は大事な財産ですし、
そこで出会った仲間はこれから先もずっと付き合っていきたいですね」
磯前さん「研究室には他学科の先輩もいて、みんなでスポーツをしたり、ご
はんを食べに行ったりします。研究室のメンバーと過ごす時間は多いですし、

サークルのように和気あいあいと
した雰囲気で楽しいですよ」
　研究室を覗くと、教員と学生と
いう枠を超え、1人の研究者とし
て熱心に話し合っている様子が
見えた。また、キャンパス内では女
子学生らがベンチで語る光景も。
まだまだ女子学生は全体の割合
でみると少ないが、リケジョの存
在感は大きくなりつつある。

　文部科学省も「理系女子」の育成に対して、資金面の支援を強化して
いる。たとえばここに紹介するのは、独立行政法人科学技術振興機構

（JST）による「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」。“女子中
高生の理系分野への興味・関心を高め、将来設計を描く上で理系進路
がより身に感じられるよう進路選択をサポートする”という理念にかなった
特色ある大学の取り組みに対し、補助金を支給するという事業だ。今年
度は、東京大学やお茶の水女子大学などとならんで、本学生命科学部の
プログラムが見事採択された。
　採択を受けてこの夏に実施したのが、「女子中高生を科学の世界に誘
う、生命科学探求ツアー」。3コースを設置し、参加した多くの女子中高生
たちが、理系の魅力に触れた。

■第1回　7月25日～26日「ヒトの命を支える食の科学」
テーマ：食べ物の色が変わる ！ 抗酸化性食品で健康になるために

■第2回　8月7日～8日「日常生活に利用される驚くべき生物の力」
テーマ：発酵ってなに？～実験を通して、微生物のパワーを体感しよう～

■第3回　8月27日～28日「生命活動の不思議」
テーマ：話題のコラーゲンってなに？コラーゲンから生命の不思議を探る

　各ツアーは2日間で構成。1日目は生命科学部教員によるミニ講義や少
人数制の実験・実習、研究・開発に関わる女性研究者によるサイエンスカ
フェなどを行った。また2日目は前日の内容をふまえた工場見学や、そこで活
躍する女性研究者や女性社員たちによる理系職業の紹介、ツアーを振り
返っての意見交換などを行った。

協力企業：味の素ゼネラルフーヅAGF関東（株）／
正田醤油（株）館林東工場、研究所／（株）オーラコスメティックス

「食環境科学部」は、生命科学の知識を修得しながら、食を取り巻く環境
を深く掘り下げ、食品が本来持っている機能と人々の健康維持に果たす
役割を研究し、生命と健康、食の安全に係わる分野で、幅広く活躍する人
材を育成するための学部です。
食品の機能科学や栄養健康科学などを通して食の観点から生命をとら
え、バイオテクノロジーを基礎に、まだ利用されていない食資源の有効活
用や、最新の分析技術を修得します。また、食育を通じて、私たちの食文
化を維持・向上させ、健やかな命を育むプロフェッショナルを育成します。

食と健康のプロフェショナルに
高校で理系科目を履修していない人も、基礎から学べるカリキュラムを用
意し、卒業時には専門分野のエキスパートとしての力を身につけます。

2013年4月、理系の学びがさらに広がる

Faculty of   Food  Li fe Sciences

安全で安心、健康で快適な生活を支える健全な都市システムの実現と、都市の持続的な発展につなが
る自然との共生を実践的にデザインできる「環境創出のスペシャリスト」を育成する「理工学部都市環
境デザイン学科」。2013年度入試より、定員を増やします。

理工学部都市環境デザイン学科は
80名から100名に定員増

総合情報学部総合情報学科 4年
山本明日美さん

研究テーマ：
スマートフォンを向けた方向の天体
図を表示し、観測に不可欠な気象情
報や雲のデータを星のデータと重ね
て観測ができるという、これまでに

ないAndroidアプリを開発。

健康栄養学科

食環境科学科 スポーツ・食品機能専攻

食環境科学科 フードサイエンス専攻

川越キャンパス
の

リケジョ

理工学部生体医工学科 4年
磯前穂奈美さん

研究テーマ：
HUT・HDTの体位変換を行い、
中心静脈圧の変化を外耳道内圧
測定装置と下大静脈をエコーで

撮影し、比較検証を行う。

リケジョの
たまごたち！

独立行政法人科学技術振興機構（JST）
女子中高生の理系進路選択支援プログラム

生命科学部主催
「女子中高生を科学の世界に
誘
いざな

う、生命科学探求ツアー」
を開催

将来はみんな「リケジョ」に！？

陸上＆サッカー…「食」を学んだ
女子スポーツの活躍に期待！

食環境科学部誕生
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