第1期 女性技術者リーダー養成塾カリキュラム＆スケジュール

女性技術者がリーダーとして
活躍するためのキャリアデザイン

CURRICULUM & SCHEDULE

会場 イーブルなごや

■入塾式
■オリエンテーション
■特別講演会 「女性の力を経営に活かすには」

第1回

7/21

女性が技術者として働き続けるために

午後 （13 ： 00 ～ 16 ： 00）

午前 （10 ： 00 ～ 12 ： 00）

火

企業にとって女性が活躍できるかどうかが重要なテーマになっています。

※経営者同席必須
会場 イーブルなごや

女性技術者がリーダーとしての必要なスキルを学ぶとともに、 それぞれのキャリアデザインをともに考える

第2回

■男女平等講座

■キャリアデザイン講座１

ことで、 キャリアアップした未来の自分を目指してもらうことにつなげます。

8/4

「職場における男女平等」

「自己分析①～未来の私をイメージする～」

女性の視点に立ったキャリア ・ コンサルタントやものづくり専門の講師による講座は、 女性技術者が男性技

火

椙山女学園大学 准教授 小倉 祥子

２級キャリア ・ コンサルタント 市川 麻波

術者と同じようにキャリアアップし、 働き続けるための実践的なヒントがいっぱいです。 受講者同士で語り

第3回

■ロールモデルとの座談会

■キャリアデザイン講座２

東海地域のものづくり企業で活躍している方
２～３名

「自己分析②～私らしく働き続けるためには～」

合い、 女性特有の悩みやアイデアも共有してステップアップにつなげます。

8/18
火

■主催者からのメッセージ
■塾長

■副塾長

名古屋工業大学大学院 教授
男女共同参画推進センター長

■事務局長
イーブルなごや
指定管理者アイ･コニックス
グループ
代表

名古屋工業大学大学院
教授

仁科 健

藤岡 伸子

伊藤 克恵
ものづくりに求められる価値が、 量から質へ、
速さからゆとりへ、 大きさから繊細さへと大
きく変わりつつある今、 女性技術者リーダー
に技術革新の担い手として大きな期待が寄せ
られています。 皆さんの躍進を後押ししなが
ら、 ものづくりの新しい姿を共に模索したい
と思います。

本講座は東海地区における中堅 ・ 中小企業の
次世代工場長の教育に実績を持つ名古屋工業
大学工場長養成塾が協力をします。 受講する
女性技術者の方々のものづくりにおけるマネ
ジメントスキルの向上に少しでもお役に立つ
ことができればと思っています。

名古屋市男女平等参画推進センター ・ 女性会
館である 「イーブルなごや」 は、 あらゆる場
面で女性が男性と同等に活躍できる社会にな
ることを願っています。 女性技術者リーダー養
成塾では、 素敵な仲間との出会いをお手伝い
できればと思います。

9/1

～ 「品質」 をテーマにものづくりのマネジメントを考える～

第5回

■リーダー養成講座２

9/15
火

第6回

9/29
火

10/１３
火

神田 幸治

専門分野は応用認知心理学 ・
人間工学です。 日頃ぼんや
りしているので、 日常生活
上の人間の注意のはたらか
せ方に関心があります。
名古屋工業大学
大学院
教授

鷲見 克典

やる気、 しあわせ、 ストレス、
問題解決、コミュニケーション、
性格など、 ひとの心理をテー
マにしています。 工場長養成
塾では 「気づきの心理ゼミ」
を担当しています。
名古屋工業大学
大学院
教授

仁科 健

ものづくりにおけるデータ
解析の活用を研究テーマに
しています。 名古屋工業大
学工場長養成塾の塾長を務
めています。

椙山女学園大学
准教授

小倉 祥子

会場 イーブルなごや

■リーダー養成講座１

第7回
名古屋工業大学
大学院
准教授

名古屋工業大学大学院 教授 仁科 健
会場 イーブルなごや

～ 「ポカミス」 をテーマにものづくりの安全を考える～
名古屋工業大学大学院 准教授 神田 幸治
会場 イーブルなごや

■リーダー養成講座３
～ 「こころ」 をテーマにものづくりの職場を考える～
名古屋工業大学大学院 教授 鷲見 克典

リーダースキル
問題解決スキル
プロジェクトマネジメントスキル
ストレスマネジメントスキル
コミュニケーションスキル

leader skill

キャリア
デザイン
自己分析・発見

２級キャリア ・
コンサルタント

市川 麻波

career design

受付や人材教育の経験を活か
し教育機関や企業で人材育成
をしています。
「個々が輝く社会」 のためキャ
リア育成に取り組んでいます。

会場 イーブルなごや

■キャリアデザイン講座３
「ストレスマネジメント」 「効率的な時間の使い方」 など
2 級キャリア ・ コンサルタント 市川 麻波

会場 名古屋工業大学
■卒塾式
■報告会 「リーダーとなるための行動宣言」
■特別講演会 「女性技術者への期待」
■交流会 ※経営者同席必須

第8回

１０/2７
火

専門分野は、 社会政策、 生活
経済学です。
最近の主な研究テーマは、 労
働市場における女性のキャリ
ア形成などです。

２級キャリア ・ コンサルタント 市川 麻波

第4回
火

会場 イーブルなごや

※都合により講座の日程・内容・講師等が変更になる場合があります。

■特別講演会 （入塾式 ・ 卒塾式） の紹介

7/21 女性の力を経営に活かすには

会場 イーブルなごや

10/27 女性技術者への期待

経営戦略としての女性活躍推進

世界の女性エンジニア達

公益財団法人 21 世紀職業財団業務執行理事兼事務局長
（元ソニー株式会社 ＶＰ 環境推進センター長）

森松工業株式会社 取締役

高松 和子
ソニー株式会社女性初のヴァイスプレジデント （VP） 就任。 同社ダイ
バーシティプロジェクト発足時より代表幹事。 2013 年 4 月から現職。

西村 今日子

会場 名古屋工業大学

提供 ： 毎日新聞

１９８６年、 名古屋大学文学部日本史学科卒、 現在、 森松工業株式会社
取締役海外事業部部長他、 関連海外子会社の取締役を兼任。

“経営は人を活かすこと” なり

経営に活かす女性の力

名古屋工業大学大学院 教授

株式会社光機械製作所 代表取締役社長

浜田 恵美子

西岡 慶子

「記録できる CD」 を世界で初めて発明し、 CD-R、 DVD-R の事業化に
従事し、 企業在籍 23 年。 現職は産業戦略工学専攻教授。

会議 ・ 商談通訳を経て、 1996 年工作機械メーカーである株式会社
光機械製作所に入社。 2001 年より現職。
※都合により一部講師の講演日が変更になりました。

