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【お問い合わせ先】
キャタピラー
渉外・広報室
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1
TEL: 045-682-3576 FAX 045-682-3690

「2019年度 第2回 兵庫・関西 キャタピラーSTEM賞」一般部門・学生部門受賞者発表
および表彰・発表会のご案内
世界を元気にするリケジョの夢を応援します。
キャタピラー明石事業所（兵庫県明石市魚住町清水 1106-4 代表執行役員 豊浦信海）は、日本で事業
を始めて 55 年、またキャタピラーとなって 10 年を記念して、日本のイノベーション力の加速、特に油圧
ショベル事業部がデザインセンターと製造施設を構える兵庫県を中心とした関西の発展の一助となることを
目指し、地域の女性エンジニアの育成・支援をする「キャタピラーSTEM 賞」を昨年創設いたしました。
第 2 回目となる今年度は、昨年からの引き続きとなる一般部門に加え、若手の育成を目的とした学生部門を
新たに設立。その結果、両部門合わせて留学生１名を含む２２名からの応募がありました。
そしてこのほど、日本・世界の持続的な発展に向けた未来志向のアイディア・プロジェクトという観点から審
査委員による厳正なる審査を行った結果、以下の皆様に授与することが決定いたしました。
今回ご応募・ご支援をいただきました皆様に感謝申し上げますと共に、本賞の継続を通じ、後援者である
兵庫県、神戸市、独立行政法人 日本貿易振興機構（JETRO）、公益社団法人 土木学会 関西支部と、
地域に根付いたグローバル企業として、社会・コミュニティーとのさらなる連携に努めてまいります。
記
１．本年度の受賞者：
◆一般部門◆
最優秀賞(奨励金 100 万円＋賞状)
●氏名:
服部 梓 氏
所属機関： 大阪大学 産業科学研究所
優秀賞(奨励金 30 万円＋賞状)
●氏名:
高瀬 恵子 氏
所属機関： NTT 物性科学基礎研究所 量子電子物性研究部・量子固体物性研究グループ
●氏名：
北村 恭子 氏
所属機関： 京都工芸繊維大学 電気電子工学系
審査員特別賞(図書券 5 万円＋賞状)
●氏名:
Bernard Chrystelle 氏
所属機関： 東北大学 学際科学フロンティア研究所
東北大学 日仏ジョイントラボラトリーELyTMaX，CNRS
◆学生部門◆
最優秀賞（奨励金 30 万円＋賞状）
●氏名：
西垣 朱莉 氏
所属機関： 京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 修士課程 1 年
優秀賞(図書券 5 万円＋賞状)
●氏名：
川田 恵 氏
所属機関：
神戸大学大学院 国際文化学研究科 博士後期課程 2 年
●氏名：
窄中 眞紀 氏
所属機関：
大牟田学園 大牟田高等学校 3 年
●氏名：
白男川 結衣 氏
所属機関：
広尾学園高校 1 年
●氏名：
中谷 真緒 氏
所属機関：
明石工業高等専門学校 3 年 機械工学科

２．審査委員 一般部門：(組織名 五十音順)
大阪大学 理事・副学長
京都大学 大学院工学研究科 教授
京都大学 情報学研究科 教授
神戸大学 学術・産業イノベーション創造本部 准教授
東京大学 大学院情報学環/生産技術研究所 教授
土木学会関西支部 副支部長
日本貿易振興機構（ジェトロ） 大阪本部 本部長
兵庫県立但馬技術大学校 校長
[キャタピラージャパン合同会社]
代表執行役員 明石事業所長
油圧ショベル開発本部 副本部長

工藤 眞由美
木村 亮
吉川 正俊
鶴田 宏樹
大島 まり
金剛 一智
根本 裕之
奥田 孝一
豊 浦
清 水

様
様
様
様(審査委員長)
様
様
様
様

信 海
邦 友

３．発表会概要：(資料 1)
日時：2020 年 2 月 11 日(火） 13:30-19:30
場所：ホテルオークラ神戸
以上
キャタピラー社について：
建設機械の歴史は、1925 年にキャタピラー社と共に始まり、未来へ続きます。世界最大の建設機械メーカーであるだけで
なく、エンジン・発電機などパワーシステムのリーディングサプライヤーでもあります。また、1963 年以来、キャタピラー社は、
半世紀以上にわたって、日本に重要な拠点を構えています。特に、主力製品である油圧ショベルの開発・製造をリードし、
時代の先端を行く製品と技術を世界へ発信しています。

資料１
女性エンジニア育成・支援プロジェクト
「2019 年度 第２回 兵庫・関西 キャタピラーSTEM 賞」表彰・発表会のご案内
以下の要領にて掲題の会合を開催いたします。ご多用とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加
いただけますと幸いです。
記
●日時：2020 年 2 月 11 日(火） 13:30-19:30
●場所：ホテルオークラ神戸 地下一階 平安の間
〒650-8560 兵庫県神戸市中央区波止場町 2 番 1 号 TEL 078-333-0111
●アジェンダ（案）：
13:30-17:30
13:30-13:40

ご挨拶

13:40-14:10

一般部門 審査委員紹介
発表・表彰
審査委員長
神戸大学 学術・産業イノベーション創造本部 准教授 鶴田 宏樹 様

14:10-14:30

学生部門
発表・表彰

14:30-14:50

受賞者挨拶 一般部門
服部 梓 氏 大阪大学 産業科学研究所

14:50-15:10

受賞者挨拶 学生部門
西垣 朱莉 氏 京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 修士課程 1 年

15:10-15:30

休憩

15:30-17:10
15:30-16:20
16:20-17:50

パネルディスカッション
Ⅰ一般部門：「ダイバーシティとイノベーション（仮）」
Ⅱ学生部門：「2040 年の関西・日本の成長のためになにをするべきか（仮）」

17:10-17:20

総括・挨拶
キャタピラー 豊浦 信海

17:30-19:30 ネットワーキングレセプション

●お申し込み：
ご出席ご希望の方は、キャタピラー 渉外・広報室 『キャタピラーSTEM 賞事務局』まで、
① ご芳名、②ご所属名、③ご連絡先を明記の上、以下にメールにてお申し込みください。
E-mail : caterpillar_kouhou@cat.com (お問い合わせ先：電話番号 : 045-682-3804)

