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第 2回ユース・ラウンド・テーブル実施結果について 

令和元年度青少年意見募集事業 

第 2 回ユース・ラウンド・テーブル実施結果について 

 

１.実施の趣旨 

（１）本事業の趣旨・目的 

  ユース・ラウンド・テーブルは、ユース特命報告員が特定のテーマの関係府省の担当

者と対面して直接意見を交わすイベントであり、内閣府が従来から行っている「青少年

意見募集事業」の関連事業として以下の目的・趣旨に基づき実施している。 

  ①子供や若者の考えを直接把握し、子供・若者育成支援施策の企画・立案に活用す

る。 

②子供・若者から聴取した意見を関係府省へフィードバックすることで、子供や若者

の社会参画意識の向上に寄与する。 

③子供・若者政策を担当する職員が直に子供・若者と接する機会を設ける。 

 

（２）今回実施の背景 

本格的な人口減少社会を迎える中、我が国が持続的な成長を続け、また、社会の様々な

問題を解決していくためには、科学技術のイノベーションが必要である。さらに、持続可

能な社会を実現するためには、多様な視点や発想を確保することが不可欠であり、ＡＩ、

ＩｏＴなど、技術革新が急速に進む中においては、より一層女性研究者・技術者の活躍が

期待される。 
しかしながら、日本における女性研究者の割合は、諸外国に比べてまだまだ低い水準に

留まっている。さらなる技術発展のためには、研究者の裾野を拡大していく必要があり、

そのために理学部や工学部等で学ぶ女子学生、さらには、理工系分野への進路を選択する

女子生徒を増やしていくことは重要な課題である。 
こうしたことから、内閣府では、女子生徒等の理工系分野への進路選択を支援するため、

「理工チャレンジ（リコチャレ）」としてイベントやロールモデル等の情報提供といった

取組を進めている。それぞれの経験などに基づき、理工系を選択する理由は何であるか、

または理工系を選択しない理由は何であるのか、なぜ女性は理工系を選択しないと思う

かについて意見交換を行い、理工チャレンジの取組をより効果的なものにする等、今後の

女子生徒等の理工系分野への進路選択を支援する施策の参考とする。 
 

２．実施内容 

（１）実施時期・会場 

日時：令和元年 11月 29日（金）18:00～20:00 

会場：中央合同庁舎８号館４階 416会議室 
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（２）テーマ 

「理工系分野に進む女子生徒はなぜ少ないのか」（提案元：内閣府男女共同参画局） 

研究者の大半を占める工学分野及び理学分野の研究者に占める女性の割合は、大学等の

研究本務者で 12.6％（工学 11.1％，理学 14.6％）、企業の研究者で 8.1％（工学 5.6％，理

学 14.8％）と低い水準です。この原因を明らかにするために、参加者の皆さんのご自身の

経験などに基づき、①理工系を選択する理由は何であるか、または理工系を選択しない理

由は何であるのか、なぜ女性は理工系を選択しないと思うかについてご意見を伺い、何が

女子生徒の理工系分野への進路選択を阻害しているのかを議論します。 
その上で、②具体的に国がどのような施策を行っていくと良いと思うかを議論します。 

 

（３）参加者 

  ユース特命報告員：37名  

（中学生４名、高校生 11名、大学生・大学院生 14名、社会人６名、無業者２名） 

  内閣府男女共同参画局：３名 

  内閣府青少年担当：３名 

 

（４）実施方法 

  ＜タイムスケジュール＞ 

18:00-18:15 開会、オリエンテーション（15分） 

・事務説明 

・テーマとディスカッションの流れについて説明 

18:15-19:25 意見交換（70分） 

・自己紹介，発表者決め 

・グループ内で意見交換，発表の準備 

19:25-19:45 発表（20分） 

・グループごとに意見発表（各グループ３分） 

19:45-19:48 講評（３分） 

・内閣府男女共同参画局政策参与より講評（３分） 

19:48-20:00 閉会（12分） 

・事務連絡 

・アンケート記入 

   

 ＜配席図＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

B C A 

：内閣府男女共同参画局職員 
：内閣府青少年企画担当職員 
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３．意見交換で出された主な意見及びとりまとめ結果 

各グループで出された主な意見は以下のとおり。 

 

Ａグループ 

グループ構成：８名（社会人６名、無業者１名、内閣府青少年担当職員１名） 

 
【①理工系分野に進む女子生徒はなぜ少ないのか】 
 〇幼少期の環境 
・女性は幼い頃に理工系につながる遊びを与えられていないので、理工系に関心を持

ちづらい（男子は鉄道・プラモデル、女子は人形・ぬいぐるみなど）。 
 ・理工系の子供向け番組等は、ほとんどが男子向けであり、女子は理工系に触れる機

会がない。 
〇社会の風潮や理工系へのイメージ不足 
・進路選択の際に、理工系を選択する女子が少ないので、周囲に合わせて文系に進ん

でしまう。 
 ・進路が決まっていない場合、男子は理系に、女子は文系に、という風潮がある。 
 ・男は理系、女は文系という固定観念がある。親や教師にもそのような考えがある。 
 ・理工系に進んだ女性のロールモデルが身近におらず、理工系で働くイメージが湧か

ない。 
〇ライフスタイル面でのマイナスイメージ 
・理工系の仕事に就くと、結婚、出産、育児等のライフイベントに合わせた働き方が

期待できないというイメージがある。 
 
【②国がどのような施策を行っていくと良いか】 
 〇短期的な視点―理工系女性の数を増加させる 
・海外から女性研究者に来ていただき、理工系女性の数を増やすとともに、理工系女

性のロールモデルになってもらう。 
〇中期的な視点―理工系女性の研究・労働環境の整備 

 ・理工系の国立女子大学を作る、大学に女子寮を完備するなど、理工系の女性が学び

やすい環境を作る。 
 ・男性の育休取得を促進するなど、理工系の女性が働きやすい環境を作る。 
・理工系に進んだ女性向けの奨学金制度を作る。 
〇長期的な視点―理工系へのイメージや幼少期の環境を変える 
・女子生徒向けの理工系イベントや授業を企画する。 
・男は理系、女は文系という親や教師の意識を変え、女子に対する幼い頃からの教育

を変える。 
・テレビ等で理工系の女性を取り上げる。 
・理工系選択につながるような子供向けコンテンツ（テレビ番組等）を広める。 
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Ｂグループ 

グループ構成：７名（大学生・大学院生６名、内閣府青少年担当職員１名） 

 

【①理工系分野に進む女子生徒はなぜ少ないのか】 

 ○情報の少なさ 
 ・理工系分野の情報が少なく、従来の固定観念にとらわれている。 
  例：大学院まで出ないといけない、研究が大変、女性が活躍できない。  

 ○女性のライフスタイル 
 ・結婚、出産、育児などで研究等を継続するのが難しい。 
・制度や支援が女性の生活習慣に合致しない。 

○その他 
 ・高校までの教員の意識改革。 
・数学での挫折。 

 

【②国がどのような施策を行っていくと良いか】 

 ○女性科学者を増やす 
 ・理工系分野にも新たな視点が必要であり、女性からの視点が求められる。 
 ・空間的認識など従来女性が苦手とされる分野では、むしろ女性の視点を入れること

で新たな振興が期待できる。 
 ○具体的な政策 
 ・小中高女子生徒向けの理工系分野に関する啓発資料の作成。 
・女性研究者の要望調査。 

 ・女性研究者への性差に基づく差別の禁止。 
 ・女性研究者の負担となっているフィールド・ワークでの補助。 
 ・出産・育児を行う女性研究者への支援。 
 ・博士号取得後、研究者としての就労支援。 
・女性研究者への奨学金の充実。 
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Ｃグループ 

グループ構成：８名（大学生・大学院生７名、内閣府青少年担当職員１名） 

 

【①理工系分野に進む女子生徒はなぜ少ないのか】 

 ○男女共通の課題 
・理工系に関する情報（生活、就職先など）が認知されていない。情報がなければ興

味も湧かない。 
 ・勉強が大変そうで、キャンパスライフを楽しむことができない印象がある。 

 ○女性特有の課題 
・日本社会の根底にある性別役割意識が背景にあるのではないか。親世代の知識不足

もつながっているように思う。 
 ・男子は理系、女子は文系という固定概念がある。 
 ・研究職は拘束時間が長く、肉体的にもハードなイメージがあるため、家庭を持った

際に、家事・育児との両立が難しい。 
・理工系に進学し、研究職などになると「婚期を逃してしまう」という不安もあるの

ではないか。 
 ・研究開発で常に成果を求められる理工系分野では、結婚等で研究が中断することが

デメリットになってしまう。 
○その他 
・進学する上で金銭的負担が大きい。 

 ・理工系は男性が多いので、女性はなんとなく敬遠してしまう。 
・ロールモデルが少ないと思う。 

 ・親世代も理工系に関する知識がない。 
・大学不正入試の問題が、ネガティブなイメージを与えた可能性がある。 

 

【②国がどのような施策を行っていくと良いか】 

 ○福祉（育児など） 
 ・女性がもっと働きやすくなるような環境整備の一環として、保育士を企業に派遣す

る。 
 ・定時退勤を促す制度を作り、男性も女性も働きやすいようにしていく。 
 ・男性も育児休暇を取りやすいようにすることで、家庭での女性の負担を軽くする。 
 ・新しいライフプラン（働き方）を提示する。 
 ・産休を取得する場合において、その時点でのポストが維持されることを法律で定め

る。 
 ○男女の役割・性差への偏見 
 ・性的な役割・イメージに対する偏見をなくしていくようにすべき。 
 ・海外での実施例を参考に、匿名による入試を実施する。 
 ・現状では理工系を取り巻く情報が知られていないため、リコチャレを含め、多くの

情報が認知されるような取組を行う。 
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   ・教育を通じて、性差に対する偏見を意識させる機会を作る。 
 ○金銭面 
 ・金銭的な負担を軽減する奨学金などの補助。 
 ・ベビーシッターの利用などに対する金銭的な支援。 
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Ｄグループ 

グループ構成：６名（高校生３名、大学生・大学院生１名、無業者１名、内閣府男女共同

参画局職員１名） 

 

【①理工系分野に進む女子生徒はなぜ少ないのか】 

〇学費 
・理工系分野の私立大学の学費が高い。 

 ・理工系の多くが、大学院まで進学するため負担が大きい。 
〇脳の違い（身体的な違い） 
・男性脳と女性脳は違いがあり、物事を俯瞰的に見ることができる男性の方が理系に

向いていると聞いたことがある。 
 ・体力的にも、理系は男性に向いている職業が多い。 
〇資格 
・医療系の資格は思いつくが、理工系の資格は思いつかない。 

 ・理系の女子の多くは、資格を取得して活躍できる医学方面に進学する。 
〇少数派 
・理系の方が、文系に比べ学科の種類が限られている。 

 ・大学や就職先に理工系の女性が少なく、進学先や就職先として気が進まない。 
・女性は英語系（国際系）に進学する人が多い。 

 ・前例が少ないことから、将来のイメージが湧かない。 
〇就職先 
・理工系は研究者にしかなれないというイメージがある。 

 ・就職先がすぐに思いつかない。 
〇学校での機会 
・小中高の間に理工系に触れる機会が少ない。 

 ・小学校の実験器具が古いため、実験が楽しめない。 
〇親の影響 
・母親に文系が多いことから、子供は母親の影響を受けて文系に進む。 
・資格をもっている親からの影響を受けやすい。 

〇将来設計 
・理系だと仕事と子育てを両立することが難しい。 

 ・理系だと結婚しにくいイメージがある。 
 ・研究は途中で中断して再開することが難しい。 
〇固定概念 
・理系は男子、文系は女子というイメージが学生にある。 

 ・研究職は男性のイメージがある。 
 
【②国がどのような施策を行っていくと良いか】 

〇小学校 
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・小学校の実験器具を充実させる。 
 ・中学・高校だとある程度進路が決まるため、小学校から理工系に触れる機会を与え

る。 
 ・固定概念が形成される前に、理工系に触れる機会を作る。 
〇スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ） 
 ・ＳＳＨを増やす取組を行う。 
〇企業 
・理工系分野で活躍する女性の紹介。 

 ・女性を多く採用する企業には、法人税を下げるなどの優遇制度を設ける。 
 ・理工系なら、大企業に就職しやすいというメリットをアピールする。 
〇ドラマの作成 
 ・理工系の女性が主役のドラマを放映する。 
〇大学 
 ・理工系学部の入試で女性枠を作る。 
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Ｅグループ 

グループ構成：６名（高校生５名、内閣府男女共同参画局職員１名） 

 

【①理工系分野に進む女子生徒はなぜ少ないのか】 

〇理工系で活躍する女性のイメージが湧かない 
 ・理工系は専門性が高いため、敷居が高いと感じる。 
・ノーベル賞受賞者が男性ばかりであり、女性が理工系分野で活躍するイメージが湧

かない。 
 ・理系というと、研究者と医者しかイメージできず、他にどんな職業に就けるのか分

からない。 
 ・数学をはじめ、勉強が難しく、苦労するというイメージがある。 
 ・就職や結婚がしにくく、さらに結婚して子供ができたときに、研究などの専門的な

仕事と両立ができるのか想像できない。 
〇育った環境の影響 
 ・育った環境や男女の性質の影響。 
 ・理工系に進学すると女性が少なく、同性の友達ができないと不安を感じる。 
 ・男子は理系、女子は文系という固定概念。 

 
【②国がどのような施策を行っていくと良いか】 

〇理工系で活躍する女性のイメージが湧かないことに対する施策 
・進路選択前の女子生徒に対して、理工系分野で活躍している女性に、理工系への進

路選択のメリット・デメリットやどのような職業に就けるのか等について話を聞く

機会や交流する機会を作る。 
 ・研究と育児を両立している女性をクローズアップし、メディアを活用して発信を行

う。 
〇育った環境の影響に対する施策 
 ・保育園や幼稚園のときから、理工系への興味につながる遊びを男女分け隔てなく取

り入れる。 
 ・地域にある数学の大会は、参加者が男子ばかりで女子が参加しにくい印象であるた

め、女子の大会を行う。 
 ・楽しさを知るためにも、もっと学校で理科の実験を行う。 
 ・子供の進路選択は、親の影響が大きいため、親に対して学校で理系の進路について

学ぶ機会が作る。 
・親がよく読んでいる教育本に、理系の進路について掲載する。 
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Ｆグループ 

グループ構成：８名（高校生３名、中学生４名、内閣府男女共同参画局職員１名） 

 

【①理工系分野に進む女子生徒はなぜ少ないのか】 

〇理工系で活躍する女性のイメージが湧かない 
・男性が多いイメージ。 

 ・理工系は中学校からの積み重ねの勉強となり、どんどん難しくなっていくため、途

中でつまずく人が多いのではないか。 
 ・理系というと、進路がイメージできない。特に工学だとエンジニアしかなれないの

ではないかと思う。 
・エンジニアは、転勤などがあって女性は就職や結婚がしにくいのではないか。 

 ・理工系の仕事で働きやすい配慮があるのか分からない。 
・学校の先生をみると、数学・理科は男性、英語・国語は女性が多い。 
・理工系で活躍している女性が思い浮かばない。 
・高校でも理工系に進む女性の先輩が少ない。 

〇育った環境の影響 
・幼少期に与えられたおもちゃからして男性はロボット、恐竜、車。女性はおままご

とやお人形で、そもそも女性は理工系のイメージが持ちにくい。 
〇学費 
・理工系は学費が高く、親に負担がかかる。 

 
【②国がどのような施策を行っていくと良いか】 

〇理工系で活躍する女性のイメージが湧かないことに対する施策 
・早めに苦手分野を把握し、クラス分けをして理解度に合わせた授業を行う。 

 ・小学校の理科の授業を増やす。 
・科学館への見学機会を作る（自分ではそもそも足が向かない）。 

 ・学校で進路に関する授業を行う。そこに理工系に進んだ若手の女性に来てもらい、

理工系に進んだ女性がどのような配慮を受けているか話してもらう（労働時間や仕

事内容、研究分野など）。 
 ・理工系で就ける職業をもっと明確に伝える。 
 ・女性向けの理工系のイベントをもっと増やす。 
〇育った環境の影響に対する施策 
 ・幼少期に男女関係なくいろんな遊びをする。 
 ・女の子だからお人形を与えるのではなく、子供が興味を持った物を与えるべき。 
〇学費に対する施策 
・学費をもっと軽くする（奨学金についてのイメージは、成績が優秀な人しかもらえ

ない、借金をする、といった声が上がった）。 
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