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「学生の皆さん！このイベントに参加して、キャリア形成に役立ててみませんか？」の声掛けのもと、様々な

土木分野で活躍する、新卒からベテランまで幅広い層の女性技術者が経験を交えて、学生の皆さんと、ワーク

ライフを語るセミナーを開催しました。 

■ 開催概要 

 開 催 日：2022年 11月 19日（土）9：30～12：00 

 場  所：オンライン（Zoom開催） 

 参加人数：30 名（正会員 19 名※うち他支部からの参加 2 名、学生会員 2 名、その他社会人 1 名、その他学生 8 名） 
 内  容：基調講演・ライフスタイル紹介～ちょっと先輩の一日～・グループディスカッション 

■ ライフスタイル紹介①：美谷 依利さん 

 タイトル：私が土木を選んだ理由 

 ご所属 ：茨城県土木部 常陸大宮土木事務所 
「私が土木を選んだ理由」と題して、ご経歴や現在の仕事内容をご説明いた

だいた後、『地元で、公職で、土木技術者』を志した理由や日ごろ働くうえで

大切にしたいと考えられていることなどをお話いただきました。 

使命を全うされながら、仕事を楽しみつつ、向上心を持って技術を磨かれて

いる姿に感化されたというご意見やお仕事への熱意に圧倒されたとの感想が

寄せられました。 

■ ライフスタイル紹介②：野崎 宥美子さん 

 タイトル：ちょっと先輩の一日 

 ご所属 ：西松建設株式会社 
業務内容を「現場編」・「設計編」と分けて、一日の過ごし方をお話ください

ました。入社を決める際の「やってみないと分からない！本当に無理ならその

ときに何とかする！」のバイタリティで業務を実践されている姿に、学生さん

は背中を押されたのではないでしょうか。 

また、現場での実践的なお話に悩んでいるのは私だけではないんだなと…、

共感される社会人の方も多数いらっしゃいました。 

■ 基調講演：深瀬 尚子講師 

 タイトル：土木やってたら大体何でもできます 

 ご所属 ：西日本旅客鉄道株式会社 大阪工事事務所 
「土木やってたら大体何でもできます」を実体験から裏付ける深瀬さんなら

ではのバラエティに富んだ講演内容で、アンケートでも絶賛の感想が寄せられ

ていました。「女性らしさ」や「女性ならでは」ではなく「あなたらしさ」で勝

負すれば良い！のメッセージに学生さんは強く心を打たれた様子でした。 

また、学生や若手社会人から産後復帰についての質問が多数挙がったことか

ら、社内（身近）にモデルケースが少ないことがうかがえました。 

 

 

 

 

 

 

  

○基調講演において，「ロールモデル」ではなく，「ロールパーツ」として捉えるという話が印象的であった．(大学院生) 

○基調講演のお話が非常に自分のキャリアを考えていくうえで参考になったからです．特に産休育休前後での仕事に対する    
モチベーションの変化をグラフで表現していただいたことがためになりました．(大学院生) 

○講演者さんのお話がためになりました。お仕事への熱意に圧倒されました。バイタリティが高く、かっこいいと感じまし
た。(大学院生) 

○基調講演が貴重すぎた。３名の発表を聞いて、内容ももちろんだが話し方も勉強になった。(社会人（6～10 年目）) 

○仕事紹介のお二人の、前向きな姿勢は、参加した学生を勇気づけたと思います。(社会人（21 年目以上）) 

参加者の皆さんからいただいた感想(抜粋) 
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■ グループディスカッション 
学生さんと社会人をバランスよく混合し、６つのグループ（４～５名）に分かれ、各班のファシリテーターを

中心に、グループディカッションを行いました。テーマは、申込時に回答いただいた『当日、聞いてみたいこと』

を参考に、以下の流れで議論を進めました。 

各班とも時間切れになるほど活発なディスカッションが展開されていました。アンケートでも、『将来を考える

参考になった』、『日ごろの悩みを共有できた』、『他社の動向を知ることができた』、『普段は聞けないような話が

聞けた』などプラスになったという感想をたくさんいただき、感激しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 開催後アンケート 
今回のセミナーに、学生さんが全体の４割もご参加

いただき、「有意義であった」、「大変勉強になった」、

「将来の参考になった」との感想をお寄せいただきま

した。また、社会人参加の方からも、「内容が充実して

いた」、「自分自身の考えを整理するきっかけになった」

といったご意見をいただきました。 

皆さまから、次回への要望などもうかがえたので、

今後のイベント開催の際には基礎資料として参考にし

ていただければと存じます。 

※３頁以降に、アンケート結果を掲載しています。 

■ 振り返り～セミナーを終えて～ 
 

今回のグループディカッションにおいて、前年度の同セミナー

に参加されていた学生さんから、就職活動中にこのセミナーに参

加し、色々な話を聞けたことで、ご自身の就職先の検討に参考に

されたというお話をお聞きし、今年度もたくさんの学生さんが参

加してくださって本当に良かったと思いました。 

また、いただいたアンケートに『普段、女性の土木技術者の方

とお話させていただく機会が少ないため、ワークライフバランス

や女性として求められること等の話が非常に参考になった（大学

院生）』との感想をいただき、学生と社会人が自由にトークでき

るこのような機会は、学生さんだけでなく相互にとっても重要だ

なと実感いたしました。 

全体を通したトークテーマとして、「キャリアプラン」、出産・

育児といった「ライフイベント」や「女性技術者としての働き方」

に関する話題が多く、同じ土木業界内ではあるものの、世代も地

域も業種も職種もポジションも多様なメンバーで情報共有がで

きる貴重な当セミナーを今後もハイブリッド型で継続していけ

ればと思います。 

ご参加いただいた皆さま、本セミナーのスタッフの皆さま、 

ファシリテーターの皆さま、本当にありがとうございました。 

報告：河添 典子（東日本支部）  

 イベント全体の感想  参加者の世代 

①自己紹介 

②テーマ 

・各講演に対する感想 

・学生さんからのご質問 

・ワークライフバランスについて 

・キャリアアップについて 

・職場の女性技術者対象の取り組みについて 

・残業や在宅勤務といった働き方について 

など  

ディスカッションの流れ 

▲各グループでのディスカッションの様子 
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非常に良かった

84.0%

良かった
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■ アンケート結果報告 

 今回のイベントに参加された理由を教えてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 今回のイベントを知った経緯を教えてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 今回のイベント全体の感想を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 グループディスカッションで話して良かったテーマ、話してみたかったテーマを教えてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○前回参加し、先輩の皆さまとお話しする
ことができて楽しかったので、今回も参
加しました(大学院生) 

○若い人たちが、何に悩んで考えているか
知りたかった（社会人 6～10年目） 

○研究室の先生にお勧めされたため（大学
院生） 

○現状の土木女性技術員が興味が あるこ
とを把握するため（社会人 6～10 年目） 

 

ご意見(抜粋) 

(N=25) 
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24%
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40%

0% 20% 40% 60% 80%

1.【学生】キャリア選択の参考にするため

2.【学生】社会人になるにあたっての準備のため

3. 女性土木技術者同士の交流を図るため

4. ワークライフバランスの参考にするため

5.【社会人】若手・後輩へのアドバイスや応援のため

(N=25) 

40%
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32%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1.土木技術者女性の会のお知らせから

（ウェブサイト・メーリングリスト・メールニュース）

2.土木技術者女性の会の知人から

3.大学の広報から

4.大学の知人（先生・先輩・同期・後輩・卒業生など）から

5.職場の知人（上司・先輩・同期・後輩・取引先など）から

6.スタッフ・講師として参加

7.その他

（インターネットで調べていたら、サイトを見つけました）

○個別で質問ができたため。普段かかわらない業種の方とも話せたため。(大学生) 

○土木業界の雰囲気、仕事内容、ワークライフバランスなど、様々なことを知ることが
できました。将来、就職する時の参考になりました。(大学生) 

○実際に土木技術者として働いている方々のキャリアパスや志望動機、家庭との両立な
ど非常に具体的にお話を聞くことができ、大変勉強になりました。(大学院生) 

○土木業界で働く女性技術者の業務内容や考え方を知ることができ有意義でした。ま
た、講師として参加したこともあり、自分自身の考えを整理するきっかけになったこ
とも良かったです。(社会人 6～10 年目) 

○自分の成長に向けて現在の状況を前向きに捉えることができた(社会人 21 年目以上) 

ご意見(抜粋) 

○それぞれの業種（鉄道事業者、建設コンサル等）をなぜ選んだのか、入社のきっかけ(大学生) 

○仕事と育児のバランス。仕事に戻るタイミング(大学生) 

○失敗からどのように立ち直るかや海外業務についてお聞きすることができて良かった．(大学院生) 

○精神的につらいときの乗り越え方についてお話しできたのはよかったと思います。自分が頑張ることで他の人のためにな
るという考えは大変すばらしいことだと感じました。(大学院生) 

○社内での女性活躍推進に向けた取り組みについて他社の情報もお聞きでき、情報共有できたことがよかったです。(社会
人 6～10 年目) 

○ライフイベントに関する質問が多いのは、まだまだ変わらないなーと思いつつ、皆キャリア継続を前提に悩んだり相談し
ているのは素晴らしいなと思いました。(社会人 21 年目以上) 

○学生が「働き方改革」について考えているのには驚きました。今回は 1 年生もいたため、職業選択についてもう少しお話
できればよかったです。(社会人 21 年目以上) 

 

ご意見(抜粋) 
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1.気軽な交流会

2.現場見学会

3.他業種の女性との交流会

4.キャリアパス形成に関するセミナー・講演会・意見交換会

5.ダイバーシティ推進に関するセミナー・講演会・意見交換会

6.働き方改革に関するセミナー・講演会・意見交換会

7.専門分野の勉強会

 

 参加した感想、良かったこと、印象に残ったこと、気づいたことを教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後のキャリアセミナーで行ってほしいこと、改善点、ご提案などを教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zoomでの開催について、感想、改善点、ご提案などを教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性技術者が集まる場として、参加してみたい企画があれば教えてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 
(N=25) 

○もう少し、グループディスカッションも様々な方と時間で区切ってお話ししたかったなと思いました。(大学院生) 

○ちょっと先輩の経験談、基調講演、グループディスカッションのバランスが良いので、今の形式を続けて欲しい。(社会人
21 年目以上) 

○もっと多くの学生、社会人に参加してほしい(社会人 21年目以上) 

○そろそろリアルで行ってもいいのではないかと思いました。(社会人 11～20 年目) 

○毎回、気づきや励ましを得られるセミナーですので、一日を通したイベントとして対面での開催を望みます。(社会人 11
～20 年目) 

○グループディスカッションが短く感じました。午前中だけの開催とするとこれ以上時間をとれないため、午後からとして
あと 1 時間延長してもいいかも？または「zoom ランチ？昼から飲み会？」をしながらフランクに話せる第 2 部があっても
いいと思いました。(社会人 21 年目以上) 

 

ご意見(抜粋) 

○開催地や時間を気にせずに気軽に参加することができ、良かったと感じています。(大学院生) 

○移動時間がない分、拘束時間が短く気軽に参加できたのでよかったです。(社会人（6～10 年目）) 

○コロナ 3 年目になり、非常にオンラインの会がスムーズに進行されていると思いました。(社会人（11～20 年目）) 

○Zoom（オンライン）開催は、遠隔地からの参加のハードルが低い反面、次につながる交流になるには接触が少ないと感じ
ています。(社会人（11～20年目）) 

○学生さんと気兼ねなく話すことができたので、良かったと思う。閉会後の参加者交流などを考えるとメタバースなどを検
討してもよいかもしれない。(社会人（21 年目以上）) 

 

ご意見(抜粋) 

○自分と同じ悩みを抱えた学生の方が多かったことは、これからともに働く同期として心強いと思いましたし、実際に悩み
ながらも自分なりの解決方法で解決されている先輩方と土木業界で働くことが純粋にうれしいなと感じる機会となりまし
た。ありがとうございました。(大学院生) 

○ロールパーツという考え方に共感しました。さまざまな先輩方のお話を伺い、私が未来どうであるかはわからないけれ
ど、決断の時に思い出して自分の選択ができたらいいなと思いました。(大学院生) 

○なかなか他社さんとの交流ができる機会が少なく、今回参加できたことで様々なことに気づき、自分の中でモヤっとして
いたことが解消されたように思います。今よりも女性が珍しいねと言われながら活躍されたお話聞くと私も頑張ろうと言
うふうに思えました。今回のセミナーを糧に今後も考えていきたいと思います。(社会人（1～5 年目）) 

○学生さんのキャリアプランを描きづらいという話をたくさん聞いたことで、もっと実務者が経験等を大学等の場に出向
き、働き方や人生設計についてアドバイスや意見交換をする機会があればなど思いました。 

ご意見(抜粋) 
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