集まれ！理系女子
第１４回女子生徒による科学研究発表交流会
理系を目指す女子のチカラ
ＱＲコードをアクセスすると申込み
フォームが開きます︒

参加申込はこちら

申込〆切はどの大会も開催日の
3 週間前となります。

集まれ！理系女子 は令和４年度ＳＳＨ 交流会支援に採択されています

交流会会場情報

※会場内では新型コロナ感染拡大防止に
努めて運営致します。

東海大会会場

オンサイト大会

東海大会 及び 全国大会の２大会を開催

静岡県コンベンションアーツセンター

2022

10 階を予定しています。
（グランシップ） ※受付は
※発表会場にはポスターパネルを用意しています。

10 30

〒422-8019 静岡県静岡市駿河区東静岡 2 丁目 3-1
JR「東静岡」駅下車、徒歩 3 分

sun.

10:00-16:00

全国大会会場

2022

東京都立大学 南大沢キャンパス
６号館 ※６号館内で発表会場及び講演会場を移動します。
※発表会場にはポスターパネルを用意しています。

11 13
sun.

〒192-0397 東京都八王子市南大沢 1-1

10:00-16:00

京王相模原線「南大沢」駅下車、徒歩約 5 分

2022

9 17

自分のアイコンを
動かして発表を聞きに行こう

sat.

13:00-16:00

2023

専用の Web サイトに事前に登録した発表者と参加者が集まり、自分の
アイコンを動かして近づき、交流します。発表者はカメラをオンにしたり、
発表資料を共有する等、自由度の高い発表が可能です。発表資料は 1 枚もの
のポスター資料、複数枚のスライド資料など、形式は問いません。

清心中学校・清心女子高等学校

●女子生徒による研究発表（ポスター）
●研究者による講演
連携先（協力）：学校法人静岡理工科大学 静岡北中学校・高等学校

全国大会

全国の学校に在籍する女子中高生が
参加対象です。

●女子生徒による研究発表（ポスター）
●研究者による講演
連携先（共催）：東京都立大学

四国大会 及び 全国大会の２大会を開催

バーチャル会場イメージ図

ホームページはこちら
清心女子

東海地区の学校に在籍する女子中高
生が参加対象です。

オンライン大会

バーチャル会場（oVice）開設！

ノートルダム清心学園

東海大会

検索

http://www.nd-seishin.ac.jp

1 28
sat.

13:00-17:00

プレ大会 in 四国

中国四国地方の学校に
在籍する女子中高生が
参加対象です。

●女子生徒による研究発表（資料共有）
●研究者による講演
連携先（共催）：愛媛大学女性未来育成センター

全国大会

全国の学校に在籍する女子中高生が
参加対象です。

●女子生徒による研究発表（資料共有）
●研究者による講演
連携先（共催）：奈良女子大学 STEAM・融合教育開発機構

問合せ先：集まれ！理系女子

086-462-1661

実行委員会 事務局（担当：田中福人）

tanaka-fu@nd-seishin.ac.jp

集まれ！理系女子 第１４回女子生徒による科学研究発表交流会
●主催：ノートルダム清心学園 清心中学校清心女子高等学校

オンサイト大会

●後援：岡山県、岡山県教育委員会（申請中）

オンライン大会

※会場に集まってポスター
発表を行います。

※Web 上のバーチャル会場
（oVice）で発表します。

【東海大会】2022.10.30（日）（申込〆切：10/10） 【プレ大会 in 四国】2022.9.17（土）（申込〆切：9/2）
●共催：愛媛大学女性未来育成センター
●当日日程 ※多少時間が前後する可能性があります。
13:00 ～ 13:10 開会行事
13:10 ～ 14:50 研究発表
15:00 ～ 15:50 女性研究者による講演
15:50 ～ 16:00 閉会行事

●協力：学校法人静岡理工科大学 静岡北中学校・高等学校
●当日日程 ※多少時間が前後する可能性があります。
10:30 ～ 11:00 基調講演
11:00 ～ 12:00 研究者との交流会
12:00 ～ 13:00 発表練習（昼食休憩含む）
13:30 ～ 13:40 全体会開会式
13:45 ～ 15:35 研究発表
15:45 ～ 16:00 閉会行事

【全国大会】2022.11.13（日）（申込〆切：10/24） 【全国大会】2023.1.28（土）（申込〆切：1/9）
●共催：奈良女子大学 STEAM・融合教育開発機構
●当日日程 ※多少時間が前後する可能性があります。
13:00 ～ 13:10 開会行事
13:10 ～ 15:20 研究発表
15:30 ～ 16:00 女子学生による講演
16:00 ～ 16:50 女性研究者による講演
16:50 ～ 17:00 閉会行事

●共催：東京都立大学
●当日日程 ※多少時間が前後する可能性があります。
10:00 ～ 10:10 開会行事
10:10 ～ 11:00 女性研究者による講演
11:10 ～ 14:20 研究発表（途中、昼食休憩含む）
14:30 ～ 15:20 女性研究者による講演
15:20 ～ 15:40 閉会行事

●申込方法：チラシ表面の QR コードにアクセスして参加登録を行うことが出来ます。また、下部の申込み用紙に必要
事項を記入し、FAX またはメールに申込み下さい。清心女子高等学校の H.P. から申し込むことも可能です。
※電子メールの場合は申込用紙そのままでなくても項目内容が確認できれば結構です。
●参加費：無料（但しオンサイト大会の場合、会場への交通費は各自でご負担いただきます）
●発表募集対象：授業や課外活動で科学研究を進めている全国の中学校・高等学校の女子生徒 および大学や研究機関の女性研究者。
●参加募集対象：中学生・高校生（男子生徒含む）及び教員、教育関係者や一般の方々
●問い合わせ先：ノートルダム清心学園 清心中学校清心女子高等学校 集まれ！理系女子実行委員会 事務局
担当：田中福人 TEL：086-462-1661 E-mail: tanaka-fu@nd-seishin.ac.jp

申込用紙 （申込先

FAX︓086-463-0223

E-mail︓tanaka-fu@nd-seishin.ac.jp）

学校名
学校所在地
電話番号

連絡用電子

申込者名

引率者名

参加大会

（○で囲む、複数可）

参加形態

（○で囲む）

参加予定人数

メールアドレス

オンサイト
大会

10/30 東海大会

11/13 全国大会

オンライン
大会

発表者として参加
大人︓

人

9/17 プレ大会 in 四国

1/28 全国大会

発表を伴わない参加
生徒︓男子

人、女子

人

※発表に参加される方は下に発表タイトルと発表者名を必要な分だけご記入下さい。

分野

発表タイトル
発表者名

（代表者に○）

指導者名

分野

発表タイトル
発表者名

（代表者に○）

数学・物理・化学
生物・環境・その他

指導者名

数学・物理・化学
生物・環境・その他

