日経ウーマノミクス・フォーラム２０２１年度シンポジウム
Are you ready？SDGs が拓く未来
実施報告書
【開催概要】
・日時
・会場
・主催
・参加大学

2021 年 7 月 13 日（火）9：00～17：00
ハービスホール（大阪市北区梅田 2-5-25）
日経ウーマノミクス・プロジェクト実行委員会（日本経済新聞社）
京都大学、大阪大学、神戸大学、徳島大学、岡山大学
公立大学法人大阪（大阪市立大学・大阪府立大学）、関西大学、関西学院大学、
桃山学院大学

【プログラム】
＜午前＞
9：00～11：30 SDGs 座談会発表コンテスト（午前の部／メイン会場）
＜お昼休憩＞
11：30～12：15 A 班／12：15-13：00 B 班
＜午後＞
11：30～16：00 ブース相談会
13：00～14：00 大学・企業 研究室紹介プレゼンテーション
14：00～16：00 高校生研究成果発表ポスターセッション
14：30～16：00 SDGs 座談会発表コンテスト（午後の部／メイン会場）
16：30～17：00 表彰式
【目的】
関西圏の高校生と関西及び中国・四国地域の大学生・大学院生が、産業界・経済団体などと連携し
５年から 10 年後、社会で活躍する若者達へ企業経営に欠かせない視点であるＳＤＧｓについて理
解を深め、世界情勢やグローバル視点での日本の役割などを議論する場とする。
産学交流を促進し、参加者同士が複数の視点をもって議論することにより、キャリアパスを描く上での一
助となることを目的に開催する。
【徳島大学参加対象】
①学生・大学院生サポータ―Cheers !
自らの進学や将来へのキャリア形成を考える機会を作ることを目的に創設された『理工系次世代女性
研究者チーム J-SWEET』の活動の場として、メンバーを『Cheers！』に推薦
②応援メッセージの寄稿
徳島大学女性研究者イノベーションアワード 2020 受賞者
③ブース相談会
AWA サポートセンター及び啓発広報部門委員、高等教育研究センターアドミッション部門研究員
④大学・企業研究室紹介プレゼンテーション
大学院社会産業理工学研究部 研究室 教員及び大学院生（J-SWEET メンバー）
⑤SDGs 座談会＆発表コンテスト
大学院医歯薬学研究部 学生・大学院生

【各プログラム実施内容及び参加者・結果】
プログラム
実施内容
①学生・大学院生サポ
「高校生ＳＤＧs オンライン座談会」
ータ―Cheers !
ファシリテート
オンライン Zoom 参加により、5～6 月
担当教員
の間で 3 回実施
上手洋子 准教授
＜サポート内容＞
※高校生の議論をサポート
主催者より提示されるＳＤＧs に関す
る課題（テーマ）について議論、意見の
まとめ
※発表コンテスト資料作成のアドバイス
※発表コンテストの準備アドバイス
②応援メッセージの
① 日経ウーマノミクス・フォーラム 2021
寄稿
タブロイド判案内に掲載
② 日経ウーマノミクス・フォーラム 2021
ホームページに掲載
③ 日本経済新聞 朝刊紙面に掲載
③ブース相談会
＜相談会内容＞
11:30～16:00
・徳島大学紹介パンフレット等配布
無人ブース出展
④大学・企業研究室
来場する高校生、大学生、大学院生な
紹介プレゼンテーション
どに向けて、研究紹介を行うこととし、会
13:00～14:00
場 で発表が 行われ た 。徳島 大学 は、
Zoom オンライン発表とし、AWA サポー
＊発表
トセンターの TV 会議システムを活用し
8 大学 2 企業
て、理工学研究部 知能電子回路分
＊徳島大学
野の研究室紹介に係るプレゼンテーショ
Zoom オンライン発表
ンを行い、本学への進学を促した。
13:50～13:55
＜会場＞大ホール「メイン会場」
※徳島大学 オンライン発表（中継）
AWA サポートセンターから Zoom オンラ
イン発表
⑤SDGs 座談会＆
大学単位でチームを編成し、主催者が
発表コンテスト
設定する SDGs に関するテーマについ
午前の部
て、チームで取りまとめた結論を会場にて
9:00～11:30
発表が行われた。
午後の部
発表内容は、日経グループのＷＥＢ動
14:30～16:00
画配信『日経チャンネル』にてライブ配
信・アーカイブ配信するとともに、当イベン
＊発表
ト協賛企業、後援団体等で審査し、優
大学 8 チーム
秀チームを表彰することとし、会場で実
高校 16 チーム
施された。
＜会場＞大ホール「メイン会場」
＊徳島大学
※徳島大学 オンライン発表（中継）

参加者及び結果
（オンライン参加）
J-SWEET メンバー3 名
・山上 祐美
大学院創成科学研究科 理工学
専攻 電気電子システムコース修
士課程 1 年
・武本 結衣
理工学部 理工学科 電気電子シ
ステムコース 2 年
・上原 萌
生物資源産業学部 生物資源産
業学科 2 年
堤 理恵
大学院医歯薬学研究部 代謝栄
養学分野 講師

徳島大学 無人ブース出展

徳島大学発表者 2 名
非線形回路研究室 研究室紹介
・上手 洋子
大学院社会産業理工学研究部
知能電子回路分野 准教授
・大野 愛佳
大学院創成科学研究科 理工学
専攻 電気電子システムコース 修
士課程 2 年

徳島大学チーム名：AwaU
ユコウで拓け！徳島とわたしたちの
未来
・佐藤 萌
大学院栄養生命教育部 人間栄
養科学専攻 代謝栄養学分野
博士前期課程 1 年
・田中 杏奈
大学院栄養生命教育部 人間栄
養科学専攻 代謝栄養学分野
博士前期課程 1 年

Zoom オンライン発表
14:51～14:58
1 チーム 7 分（発表５
分、質疑 2 分）

AWA サポートセンターから Zoom オンラ
イン発表
1 チーム 7 分(発表 5 分、質疑 2 分)

⑥SＤＧs 座談会＆
発表コンテスト表彰式
16:30～17:00

当日、下記審査方法により、獲得点上
位チームより表彰チームが選定され、表
彰式及び記念撮影が行われた。
徳島大学は、三洋化成工業の審査に 徳島大学チーム
おいて、大学の部で『最優秀賞』に選定
され、オンラインにて表彰された。
・佐藤 萌
大学院栄養生命教育学部 人間
審査方法:
栄養科学専攻 代謝栄養学分野
絶対評価方式にて各項目到達度に応 修士課程 1 年
じて 1～10 点の点数を配点
・田中 杏奈
審査項目:
大学院栄養生命教育学部 人間
（現状認識・理解度）
栄養科学専攻 代謝栄養学分野
SDCGs の趣旨や 17 の目標を理解し、 修士課程 1 年
国内外の現状や取組内容を把握できて ・溝杭 ほのか
いるか。
医学部医科栄養学科 4 年
（問題意識）
・兵藤 瑞紗
日々の報道、暮らしなどから課題や問題 医学部医科栄養学科 4 年
点を正しく導きだせているか。
（改善案）
（トロフィーと盾）日経ウーマノミク
アプローチ、行程、技術、費用等の面で ス・プロジェクト実行委員会から
実効性が高く、アクションを起こせる内容 AWA サポートセンターへ送付いた
であるか。イメージが明確で社会に対し だく。
新しいモデルを示せる内容であるか。
（熱意・意欲）
（発表内容）日経グループのＷ
プロセスが明確で、チーム全体で取り組 ＥＢ動画配信『日経チャンネル』に
んだ形跡が見られるか。改善案を成し遂 てライブ配信・アーカイブ配信
げる意思が感じられるか。
（リレーションシップ）
（採録）表彰式等の模様
報道ニュース、参考文献、第三者意見 2021 年 8 月末 掲載
など、幅広い知識を組み合わせ、議論に 日本経済新聞 朝刊 15 段
生かせているか。
（大阪本社版:部数 54 万部）

＊審査員
三洋化成工業株式会
社 2 名、住友電気工業
株式会社 2 名、関西
SDGs プラット
＊各賞
高校の部及び大学の部
・三洋化成工業の審査
最優秀賞:各 1 チーム
優秀賞:各 1 チーム
・住友電気工業の審査
最優秀賞:各 1 チーム
優秀賞:各 1 チーム
・審査員特別賞
各 1 チーム
＊各賞受賞の証として
トロフィーを授与

・溝杭 ほのか
医学部医科栄養学科 4 年
・兵藤 瑞紗
医学部医科栄養学科 4 年
担当教員
堤 理恵 講師
三洋化成工業（選定）
最優秀賞受賞

【記録写真】
①学生・大学院生サポータ―Cheers !

②応援メッセージの寄稿

③ブース相談会（展示）

③大学・企業研究室紹介プレゼンテーション

上手先生、大野愛佳さん

発表：非線形回路研究室 研究室紹介

④SDGs 座談会＆発表コンテスト

チーム AwaU 佐藤 萌さん、田中 杏奈さん、溝杭 ほのかさん、兵藤 瑞紗さん（順不同）
発表：ユコウで拓け！徳島とわたしたちの未来
⑤SＤＧs 座談会＆発表コンテスト表彰式及び記念写真

三洋化成工業審査委員質問

大学の部 最優秀賞発表

記念写真

