
目的 
国際女性技術者・科学者のネッ
トワーク化を推進するINWES 
(International Network of 
Women Engineers and 
Scientists )の活動をアジア諸国
に浸透させる会議、APNN (Asia 
& Pacific Nation Network) 
の第7回会議として持続的成功
を目指します。 

アジア各国で実施されている様々
なプロジェクトについて、その経済
的な目標と、女性科学者・技術
者の役割・価値について相互理
解を図ります。またメンバー間で具
体的な連携の企画・推進のため
の討議を行います。 

アジア各国の女性科学者・技術
者のお互いの多様な経験、情報
を共有します。 

International Conference 

INWES・APNN2017＆GWST  
International Conference, APNN 2017 
 & Global Women in Science / Technology 
 
 
Date：2017.7.14-15    
Place：Yokohama Symposia 
 
Your dream changes the world ！ 
 
 

主催：日本女性技術者科学者ネットワーク,  
    日本女性科学者の会, 女性技術士の会, 
    日本女性技術者フォーラム, チーム技魔女 

共催：横浜市 

後援：内閣府男女共同参画局, 文部科学省, 
    男女共同参画学協会連絡会,  

物質材料研究機構, 東京薬科大学,  
    東京工業大学, お茶の水女子大学,  
    東京理科大学, 東京農工大学,  
    横浜国立大学, 横浜市立大学,  
    早稲田大学, 慶應義塾大学, 東海大学,  
    東京大学, 岐阜薬科大学,名古屋大学, 
    愛知大学教育研究支援財団 

協賛：日本IBM, 富士通, 日本総研, LION, 
    東レ,三菱電機,日産自動車, SCSK 
    日立ハイテクノロジーズ, 日立製作所, 
    東芝テック,日本ガイシ 

世界で輝け理系女子！あなたの夢が世界を変える 

ボランティア・参加者募集！ 
理系学生・若手社会人、理系好き女子高生・大学生・院生・技術者・科学者 
（外国人招待者アテンド、会場案内、受付、会場設営等） 

2015 ウランバートル 

APNN参加1３か国 
日本、韓国、オーストラリア、ニュー
ジーランド、モンゴル、マレーシア、イン
ド、ベトナム、パキスタン、スリランカ、
台湾、ネパール、バングラディッシュ
（約３０名） 

INWES ボードメンバー(US, ヨーロッ
パ、アフリカ) 

GWST国内参加者400名 

参加費は無料！ 
ウェルカムパーティ・懇親会   
は有料です 

アジアの新興国において、国際的
なSTEM（科学 / テクノロジー / 
エンジニアリング / 数学/薬学）
団体の設立を支援し、グローバル・
ネットワークにつなげ、既存組織や
女性科学者・技術者の役割拡大
と地位向上を支援します。 

GWSTでは、日本におけるリケジョ
不足問題に取り組みます。 

開催地 
横浜シンポジア（横浜商工会議所９F） 
みなとみらい線日本大通り駅徒歩３分 

山下公園 大桟橋 

県庁 

日本大通駅 

ボランティア申込み先： apnn.secretary@gmail.com   参加申込み： http://apnn.jnwes.org/entry/ （3月開設）  

概要 
APNN 7/14：10：00-18：00 
開会宣言、内閣府男女共同参画局 
局長武川恵子氏挨拶（予定） 
各国のレポート発表、総会、 
18：30-ウェルカムパーティ 

GWST 7/15：10：00-17：00 
輝け理系女子！ 
トークショーやラウンドテーブルで海外の参
加者やリケジョの先輩に直接話を聞き、
質問して、リケジョに関する日頃の疑問を
払しょくできます。パラレル・セッションで、大
学や企業、リケジョサークルのブースでの説
明会や参加者(日本、外国)による研究
発表、ポスターセッションも予定しています。 
17:30- 懇親会 

2016 ウェリントン 

JNWES会長 

菅原香代子 

ICWES会長 
Pf.Kong Jong 
Lee 

「協賛企業」、「広告De応援」を募集しています 

GWST議長 

Pf.近藤科江 

JNWES 



時間   スピーカー 

10:00-10:05 開会宣言 未定 
10:05-10:15 歓迎スピーチ JNWES 会長 菅原香代子 
10:15-10:30 歓迎スピーチ, INWES 会長  Prof. Kong-Joo Lee  
10.30-11:00 ゲストスピーチ１ 内閣府男女共同参画局(予定) 
11:00-11:20 休憩   
11:20-11:40  カントリーレポート: オーストラリア Engineers Australia  
11:40-12:00  カントリーレポート: バングラデシュ WISE Bangladesh 
12:00-12:20  カントリーレポート: 日本 JNWES 
12:20-1:20 昼食   
1:20-1:40 ゲストスピーチ2: APNNサーベイ 未定 
1:40-2:00 カントリーレポート:韓国 KWSE 
2:00-2:20 カントリーレポート:インド WISE India 
2:20-2:40 カントリーレポート: マレーシア IEM WE 
2:40-3:00 休憩   
3:00-3:20  カントリーレポート: モンゴル WSTEM in Mongolia 
3:20-3:40 カントリーレポート: ネパール WISE Nepal 
3:40-4:00 カントリーレポート:ニュージーランド IPENZ 
4:00-4:20 カントリーレポート:パキスタン CES 
4:20-4:40 休憩   
4:40-5:00 カントリーレポート: スリランカ WISE Sri Lanka 
5:00-5:20 カントリーレポート: 台湾 TWiST 
5:20-5:40 カントリーレポート:ベトナム VAFIW 
5:40-6:00 APNN 年次総会 APNN議長 菅原香代子 
6:30-8:30 懇親会   

INWES Asia Pacific Nation Network 2017 会議 
日時 ： 2017年7月14日(金)  場所 : 横浜シンポジア 9階, 大会議場 １階 開場：9:00am 

 会議はすべて日本語で行われます。同時通訳は準備する予定です。 
•上記のプログラムは 2016年12月１日現在の予定であり、内容は随時変更される場合があります。 
•懇親会を クロージング後、シンポジアから徒歩１分のワークピア横浜（http://workpia.or.jp/）で17:30から行います。 
•懇親会費は、社会人（5000円）、学生(2000円) を予定しています。  

Global Women in Science and Technology  
日時：2017年7月15日(土) 場所:横浜シンポジア 9階, 8階 開場：8:00am, 受付開始：9:30 am 

レセプション
スペース

801 802 803 804 805 特別会議室

企業ブース
大学ブース

理系の仕事を
知ろう‐Ⅰ

理系の仕事を
知ろう-Ⅱ

リケジョの素顔
企業では

どんな仕事が
待ってるの？

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30 企業ブース

16:30

開会式・挨拶

「理系に進むと
こんなことが
できるの?!」
大学の生活・
ファッション
科目別相談・

香水を
作ってみよう・

ドラマで見る理系

「学生の間で
ささやかれる

噂、
その真相や
いかに!?」

リケジョの素顔・
理系の職業・
ライフスタイル

宇宙
水質

応用理学
教育
建築
土木
環境
衛生
製薬
食品

造園
農業

地域計画
電気・電子

機械
情報工学
化粧品

トークショー
理系研究者たちによる

「研究するって面白い！」

テーブルミーティング
演者に話を聞いてみよう

閉会式

9階 ８階

全体講演会+企業ブース 大学生活紹介

議場

受付開始

大学連携会議

会社ではどんな
仕事・

労働環境が
待っているのか
企業の方に
聞いてみよう14:30

15:30

企業ブース
大学ブース14:00

テーブルミーティング
「APNN代表に質問しよう」

パネルディスカッション
「APNN代表と考えるジェンダーフリー」

フリートーク
世界のリケジョの現状は？

トークショー
「ＡＰＮＮ代表が語る各国のリケジョ事情」
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http://workpia.or.jp/
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