
●令和4年度採択機関（11機関）

●令和3年度採択機関（5機関）

●平成28年度～令和2年度採択機関

秋田大学

琉球大学

信州大学

北九州市立大学

佐賀大学

同志社大学

京都光華女子大学

女子中高生の理系進路選択支援プログラム実施機関

◎お問い合わせ

国立研究開発法人科学技術振興機構

理数学習推進部　能力伸長グループ

女子中高生の理系進路選択支援プログラム

〒332-0012　埼玉県川口市本町4丁目1番8号

TEL：048（226）5671／FAX：048（226）5684

E-mail：jyoshi@jst.go.jp

URL: https://www.jst.go.jp/cpse/jyoshi/

函館工業高等専門学校

福島工業高等専門学校

滋賀県立大学

徳島県立あすたむらんど
子ども科学館

四天王寺大学

熊本大学

埼玉大学

東京薬科大学

お茶の水女子大学

◎平成28年度～令和2年度採択機関

平成29年度（5機関） 群馬大学 電気通信大学 武庫川女子大学 島根大学 熊本大学

平成31年度（5機関） 旭川工業高等専門学校 秋田大学 米子工業高等専門学校 北九州市立大学 有明工業高等専門学校

八戸工業高等専門学校 山形大学 新潟大学 小山工業高等専門学校 山梨大学 滋賀県立大学

京都光華女子大学 武庫川女子大学 久留米工業高等専門学校 佐賀大学 長崎大学 琉球大学
令和2年度（12機関）

北海道大学 筑波大学 国立女性教育会館 東京女子医科大学 静岡大学 同志社大学

大阪大学 愛媛大学 大分大学 長崎大学

採択年度

平成28年度（10機関）

採択機関

鶴岡工業高等専門学校 帝京大学 立教大学 山梨大学 同志社大学 新居浜工業高等専門学校

佐賀大学 長崎大学 鹿児島大学 琉球大学
平成30年度（10機関）

※女子中高生の理系進路選択支援プログラムは、平成21年度から単年度事業として始まりましたが、平成28年度より2年間の支援を通して女子中高生の理系進路選択を
支援する体制を全国各地域につくる事業となりました。



女子中高生の理系進路選択支援プログラムの概要

各機関の特色を生かした女子中高生の理系進路選択を応援するプログラムを企画してください

○理工系分野での多様な学びの機会を提供する

実験体験
　ものづくり体験

○科学技術に関係する職業や幅広い進路を紹介する

研究機関・
　　　企業 見学

○多様なロールモデルを示す

講演会・座談会
　サイエンスカフェ

○保護者・教員の理系進路選択への理解を促す

セミナー
　　座談会
　　　相談会など

女子中高生の理系進路選択支援プログラムとは 本プログラムにおける主な取組（例）※令和2年度・3年度の実践

（東京薬科大学：出前実習（泥電池）） （お茶の水女子大学：海の生き物観察会）

（京都光華女子大学：天然林サイエンスツアー） （京都光華女子大学：天然林 VR ツアー）

（山形大学：サイエンスカフェ） （小山工業高等専門学校：ＯＧロールモデルトーク）

（琉球大学：教員研修会） （長崎大学：教員研修会）

各機関や学校を会場とするプログラム

共同機関 連携機関

参　　加

実　　施

中学校・高校

プログラム
の周知

女子中高生 保護者 教員

・企画の立案・実施
・実施体制の構築及び事業継続に向けた基盤形成

民間企業・研究機関・自治体・
高等教育機関・教育委員会など

成果の普及＆取組の継続

未来の女性研究者＆エンジニア

女子中高生　：理工系分野への興味を持ち、理系進路選択を自身の
　　　　　　　キャリアとして捉える
保護者・教員：女子中高生の理系進路選択への理解を深め支援する

実施体制
実施機関

企画への実施協力共同して企画を立案実施 ○プログラムの成果を発信する

デジタルコンテンツ
ロールモデル集

成果報告書

（函館工業高等専門学校：デジタル企業カタログ）

※応募要件など詳しくは、JSTホームページの募集要項をご覧ください
（埼玉大学：活動報告書2021）（東京薬科大学：ロールモデル集）

　さまざまな分野での女性の社会進出が期待されている中で、理工系分野での女性の活躍が世界的

に見て少ないことが、わが国の課題となっています。女性の理工系研究者や技術者が少ないのは、

中学校・高校における周囲の女子の進学動向、保護者や家族の考え、ロールモデルの不在など、

女子中高生を取り巻く進路選択の環境が影響していると考えられます。

　理工系分野の女性活躍を推進するためには、女子中高生が理工系分野で学んだ知識と実社会との

つながりを理解し、主体的に理系進路選択を考える機会を提供するとともに、保護者や教員が女子

中高生の理系進路選択について理解を深め、これを後押しする環境を醸成していくことが必要です。

　国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）では、女子中高生の理系進路選択支援プログラムを

通して、実施機関・共同機関・連携機関で構成される持続可能な実施体制のもと、女子中高生の

理系進路選択を支援する拠点づくりを推進しています。
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