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課題を解決するための方法や計算手順であるアルゴリズムを考案し、プ
ログラムとして実装することによって、その優劣を競い合います。例え
ば、１本のにんじから星形を 20 個つくる場合、「輪切り」からつくる場
合と「あらかじめ星形に切った」にんじんからつくる場合とでは、その
工程に 190 回もの差が生じ
ます。今話題となっている
AI も優れたアルゴリズムの
結晶です。

長谷川美夏さん

岡安明香さん

久米絢佳さん

安井梨沙子さん

渡邉みさとさん

水野和恵さん
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中高生の国際大会！

NTTデータ

富士通

Preferred Networks

ベネッセコーポレーション

日本大学

Preferred Networks

役立つwebサイト一覧

本年度の実施要領は、情報オリンピック
ウェブサイトでお知らせします。昨年度
の実施要項は、以下のサイトでご覧いた
だけます。参考としてご覧ください。

予選～トレーニングの参加費は無料。交
通費は一部を補助します（遠方参加者の
み )。EGOI 2023 派遣費用の一部は自己
負担となる可能性があります。

理系女性のロールモデルとして、6名の方にお話を伺いました。
ロボットやディープラーニングの研究をしている方もいれば、
デジタルコンテンツの開発をしている方、現在大学で学ばれ
ている方までさまざま。全員に共通しているのは、プログラ
ミングを通して、充実した毎日を過ごしていることです。ぜひ、
今後の進路の参考にしてみてくださいね。

①本選競技実施時点で、高等学校２年以
下であること。②生年月日が 2003 年４
月２日以降であること。

参加費

山口利恵

無料 応募資格

競技実施方法

情報オリンピックウェブサイト

お問い合わせ先

一般社団法人
情報オリンピック日本委員会 (JCIOI)
TEL : 03-6681-6591
        （平日　午前 10 時～午後 5 時）
E-mail : info@ioi-jp.org

第３回ヨーロッパ女子情報オリンピック
（EGOI 2023）
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日本代表選手を選抜

国際科学オリンピックは、世界中の中等教育課程の生徒や学生（日本で
は主に中高生・高専生）を対象に、科学の分野ごとに毎年開催される国
際コンテストのこと。このなかで、情報科学（informatics）にフォーカ
スした大会が、国際情報オリンピックと呼ばれます。1989 年にブルガリ
アで第１回国際情報オリンピックコンテストが開催。2018 年には第 30
回大会が日本で開催されました。

「日本情報オリンピック女性部門」は情報科学に取り組む女子中高生の奨
励を目的としたプログラミングコンテストです。成績上位者（金賞、銀賞、
銅賞各１名）はメダルと副賞が授与され、表彰されます。日本情報オリ
ンピック第３回女性部門（JOIG 2022/2023）は、2023 年夏に開催さ
れる第 3 回ヨーロッパ女子情報オリンピック（EGOI 2023）へ派遣する
日本代表選手選考会を兼ねています。

「情報」を対象とした
科学オリンピック

競うのは、効率的で優れた
アルゴリズム

女子中高生が対象の
部門もスタート
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先輩に聞く！インタビュー

情報オリンピックとは？

検索

第３回

高校２年生以下の女性

第３回 女性部門

参
加
者

募
集
！

世界中の中高生
が競う！

https://www.ioi-jp.org/

2022 年度開催日程　

2023年夏 ( 予定 )
第３回ヨーロッパ女子情報オリンピック

オンラインで開催
JOIG 本選競技成績上位者（原則として、金賞・銀賞・銅賞各１名）

にはメダルと副賞を授与。また、成績優秀者を表彰します。JOIG 本

選競技成績上位者、約 10 名が春季トレーニングに進出できます。

東京都内で実施
期間中に行われる競技結果に基づき、第３回ヨーロッパ女子情報オリ

ンピック (EGOI 2023)へ派遣する日本代表選手 (４名 )を決定します。

JOI 一次予選と共通

第 1回 2022 年 9 月 17 日（土）
第 2回 2022 年 10 月 16 日（日）
第 3回 2022 年 11 月 19 日（土）

JOIG 本選

JOIG 春季トレーニング

国際大会 EGOI 2023

2023年 1月22日（日）13:00 ～ 17:00

2023年 3月18日（土）～3月22日（水）
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募集終了

募集終了

募集終了

情報オリンピック日本委員会 理事／東京大学 特任准教授
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        to
urnament?



システムインテグレーション事業、ネットワークシステムサー
ビス事業、その他これらに関する一切の事業を行う。

NTTデータ

Question?Question?
どんな仕事をしているの？

技術開発本部デジタル社会基盤技術センタに所属し、
組織や企業が抱えている社会的な課題を解決するため、
どのように技術を使っていくか考える仕事をしています。
そのなかでも、「マルチモーダル AI」と呼ばれる技術の
研究開発をしています。簡単に言うと、言語処理と画像
処理を組み合わせたような技術のこと。学生時代から、
テキスト文書を扱う言語処理をテーマに研究開発を行っ
ていたので、引き続き専門的に関わっています。

やりがいはなんですか？

このような技術は、現段階ではユーザーの方まで届く機
会が少ないのですが、いずれはさまざまなシステムに組
み込まれて、みなさんのところまで届くという部分にやり
がいを感じています。NTT データは、日本の官公庁や
金融システムなど大規模なシステム開発を担っているシ
ステムインテグレーターの会社なので、みなさんが普段
から使っているシステムにも、私たちが携わっているもの
がたくさんあると思います。

プログラミングを始めた
きっかけは？

高校生のときに、たまたまテレビやインターネットの記
事でヒューマノイド（人間に似たロボット）の特集を見て、
おもしろそうだなと思いました。ロボットの外側というよ
りは、どうやったらコンピュータが人間と自然な会話が
できるか、人間が話した言葉をコンピュータがうまく解
釈できるか、もっと内側の部分に興味が湧きました。自
然言語処理という分野を知り、研究したいと思ったのが
きっかけです。

Question?
大学ではどんな研究をしましたか？

Question?
苦労したエピソードは？

Question?理系に進んだ理由を
教えてください。

中高生にメッセージを
お願いします！

人間とコンピューターのコミュニケーションを扱う研究室
で、言語処理の研究をしていました。左下の写真は、私
の所属していた研究室にいた対話ロボットなのですが、
例えば映画のレビューについて人間から尋ねられると、
その内容について話してくれます。対話というと 1 対 1
のイメージがありますが、この対話ロボットは人間 3 対
ロボット 1 でもうまく話せます。話に入れない方がいる
際には、話を振ってあげるという賢い動きもできます。

大学生のときに、自分の研究について論文を書いて、国
際学会に出るという経験をしました。開催地がフランス
南部のモンペリエという街で、学園都市のようなとても
素敵なところだったのですが、初めてのヨーロッパという
のと、ひとりで飛行機に乗って宿も取って……とたくさん
の準備をしなければいけなくて、学会の発表よりも大変
でした。地元のスーパーマーケットで買い物をするときに
も、言語的な部分で苦労しました。右上の写真は、国
際学会での発表時の写真です。

中高では化学部に所属していました。化学に興味を持っ
たのは、理科の実験や発明が好きだったからです。似て
非なるようですが、考え方的にはプログラミングとも似
ているところもあります。例えば、実験をしてみて、うま
くいかなかった時に「次はどうしようか」と考えながら進
むという点では共通している気がします。化学部で学ん
だことは、今のプログラミングや開発活動にも生かされ
ていると感じています。

どんなところが楽しいと思うか、考えることから始めてみて
ください。例えば、難しい問題が解けた時がうれしくて楽
しいとか、試行錯誤する過程が楽しいとか、いろんな楽し
さがあると思います。そういった考え方は、これからデジ
タル化が進んでいく中で、情報系に限らず、どんな分野で
も役立つと思います。情報系の強みは、ものがつくれるこ
とです。いろんなことに幅広く興味を持って、何かつくりた
い、やってみたい、という気持ちを大切にしてほしいです。
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長谷川美夏さん

技術開発本部
デジタル社会基盤技術センタ
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プログラミングやその周
辺の技術や知識を使って
活動している女性の先輩
方に、お仕事内容や学生
時代についてのお話を伺
いました！

卒業旅行で訪れたイタリア・ローマでの写真
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早稲田大学のサークルではジャグリングをやっ
ていました。みんなで集まって練習して、ステー
ジをつくることが楽しかったです。

仕事でもプライベートでもコンピュータを触る
機会が多いので、デジタルデトックスで電子機
器に触れない旅行を楽しんでいます。

▼ 山口利恵先

生01理系に行くことは決めつつ、情報系とは考えていなかった長谷川さん。たまたま見たテレビ番組をきっかけに進路を決め、その流れで今のお仕事に繋がっているとのこと。そのときどきの縁を大事にまっすぐ進んでいくと、素敵な未来に繋がるのかもしれません。

金融システムなど大規模なシステム開発を担っているシ
NTT データは、日本の官公庁や

テキスト文書を扱う言語処理をテーマに研究開発

ステムインテグレーターの会社

どうやったらコンピュータが人間と自然な会話が
できるか、人間が話した言葉をコンピュータがうまく解

ひとりで飛行機に乗って宿も取って……とたくさんひひととりりででで飛飛行行行機機にに乗乗っってて宿宿もも取ひとりひとひとりでひととりで飛りで飛で飛行で飛飛飛行機飛行行機行機行機に行機に機に機に乗にににに乗にに乗乗に乗っ乗乗っっ乗っ乗乗ってっててってっってってってっててててててて宿て宿てて宿ててててて たとにににににににに …とたた
の準備をしなければいけなくて、学会の発表よりも大変のの準準備備をををししななけけれればばばいいけけけななくくてて、、学学会会のの準備をの準備の準備をしなけの準準備をしなけの準備をしなけれをしなけれなければければればいればばいけばいばいけば けいけけなけけなけなけなくななくくなくてなくててくてくくて、、て、てて、てて、て、て、て、、学学学学、学、、、、 大変発表けけけけけけ り

理科の実験や発明が好きだった科の科科理科理 たったっだだきだきききき好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好ききききき科の実験や発科科 発
人間とコンピューターのコミュニケーションを扱う研究室ニケ シミュニケーションをコミュニケ ションを扱のコミュニケーションを扱うのコミュニケーションを扱う研のコミュニケーションを扱う研ーのコミュニケーションを扱う研究ーのコミュニケーションを扱う研究室ーのコミュニケーションを扱う研究室ーのコミュニケーションを扱う研究室ターのコミュニケーションを扱う研究室ターのターのターターターターーターーターータータータータータータータータータータータータ ケ ショタ のコミュニニケュニケ ショミココのののタタタタタタタタタタタコンピューターのコミュニケーションを扱う研究室ンピュ タ ミ ケ ションミ ニケ シミ ニケ ショコミュニケーションのコミュニケーションをのコミュニケーションを扱う研研究ーのコミュニケーションを扱う研究ーのコミュニケーションを扱う研究室ターのコミュニケーションを扱う研究室タタタタタタタ人間とコンピューターのコミュニケーションを扱う研究室扱うう研究究室人間 ををーのコミュニケーションケ ョンュニュミミ ニケケ ンンーののののーーとコとコ ーーーンピュ ーのコココのののののののののコン を扱う研究扱う研を う研研ををををををココ
で、言語処理の研究究究究究究究究究言語処理ので、言語で 究究究究の研
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システムインテグレーション事業、ネットワークシステムサー
ビス事業、その他これらに関する一切の事業を行う。

富士通株式会社

Question?Question?
どんな仕事をしているの？

「新規事業創出プログラム」のチャレンジメンバーという
部署に属しています。メンバーがつくりたいと思う事業の
価値創出をする機関です。まずは最初の半年間で、「こ
のサービスは、これだけの価値を産む」ということを証
明し、半年後の審査会で、会社として「投資をすべき事
業かどうか」を判断してもらいます。また、川崎タワー
に勤務している社員同士のコミュニケーションを促進す
るアプリケーションの社内実践もしています。

やりがいはなんですか？

富士通は、ワークライフシフトなど、働き方改善に力を
入れています。若手が時代の流れをピックアップして、
上層部に対して、「こうすると私たちは働きやすいですよ」
というアピールをすると、会社の経営層の人たちが「好
きにやってみなよ」と、後押しをしてくれるのはとてもう
れしいです。その期待に応えられるように、社員としての
個人もそうですし、会社も一緒になって、人々のために
繋がるようなことをしていけたらいいなと思っています。

プログラミングを始めた
きっかけは？

青山学院大学経営システム工学科での授業がきっかけで
す。必修科目だったので、「こんな科目もあるんだ」と思っ
て専攻したのですが、それが意外と楽しくて。3・4 年
生のときには必修科目ではなかったのですが、好きだっ
たので続けていました。就活を始めるタイミングで、も
のづくりが好きだと改めて気づいたのをきっかけに、富
士通に就職したいと思うようになりました。

Question?
大学ではどんな研究をしましたか？

Question?
苦労したエピソードは？

Question?理系に進んだ理由を
教えてください。

中高生にメッセージを
お願いします！

インダストリアル・エンジニアリングの研究室に 3 年生
から所属し、生産性を改善するということをテーマに研
究をしていました。卒業研究では、趣味の「ビーズステッ
チ」を題材にしました。初心者がつくるのは難しく、教
材や図案もあまりそろっていません。そこで、つくりたい
デザインの図面から自分でできたらいいなと思い、アプ
リを開発しました。下の写真は、開発したアプリについ
て書いたものです。

京都の学会で発表をしたのですが、初めてだったので緊
張しました。ビーズをやっていない方に対し、難しさをき
ちんと伝えられるのか。そしてなぜこのアプリが初心者
にとってタメになるのか、うまく表現するのが難しかった
です。就職活動時の面接で、この研究を見せたときに、
面接官の方がお子さんとビーズをやられていて、「難しい
よね」と共感してくださったのが、すごく驚きでしたし、
うれしかったです。

小学生のときは、社会科の歴史が好きでした。反対に、
科学と算数はすごく苦手だったのですが、中学校になっ
て、国語に苦手意識が出てしまいました。その頃から、
数学が楽しくなってきて、高校になると、化学がすごく
楽しくなって……と、中学 3 年生くらいから、自分は理
系に進むのだろうと思っていました。理系にいたとしても、
文系的なものも学びたかったので、経営システム工学科
のある青山学院大学に入学しました。

将来なにがやりたいのか考えたときに、人のために役に
立つことがしたいと思っていました。富士通の製品は、
自分たちの生活に何かしら関わりがあるので、幼い頃の
夢に近づいていると思います。プログラミングをするなか
で、難しい壁にぶち当たって、嫌になることもあるかもし
れません。でも、将来、考え方などで役に立つことが必
ず出てくると思うので、地道に続けていっていただければ
なと思います。

Question?

A guide to programmers       vol.2
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富士通株式会社

岡安 明香さん
イノベーションサーキットセンター

▼ 山口利恵先

生02人生の節目ごとにできることを追求してきた岡安さん。今の仕事も楽しんでいるのが伝わってきます。いまやっていることがうまくいかないとき、ちょっとだけ横を向くと、新たな楽しいことが見つかるかもしれません。みなさんも試してみてくださいね。
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5 歳からはじめたクラシックバレエで、コンクー
ルに出た写真です。大学生以降、週に2回程度、
健康のために続けていました。

卒業研究にも使ったビーズが趣味。手の不自
由な祖母に、簡単に付けられるようなネックレ
スなどもプレゼントしています。

メンバーがつくりたいと思う事業の
価値創出をする機関

理系にいたとしても、たといたにいに系系系理系理理理理理理理系系系系理理理理理理理系系理理系系系系系にい系 いたたたとたととししててもも、、
文系的なものも学びたかったったのも かった文系的なもの
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リを開発しました。ました。ま

も
のづくりが好きだと改めて気づいた

人々のために
繋がるようなことをしていけたらいいなと思っています。



深層学習やロボティクスなどの先端技術を応用したソフトウェ
ア・ハードウェア・ネット ワーク技術の研究・開発・販売を行う。

株式会社Preferred Networks

大学で海を探索するロボットの研究室（東京大学生産技
術研究所の巻研究室）の紹介を見て、人間が行けない深
海にロボットが行って、未知のものを発見してくるかも
しれないと思ったらロマンチックだなと思い、そこから
ロボットに興味を持ちました。分布がわかっていないよ
うなめずらしい生命を見つけることを目的に、魚のよう
にすばやく動く生き物ではなく、サンゴのような静止し
ている生き物を観察し、調べていました。

大学卒業後は、子どもの頃からずっと本が好きだった
ので、出版社に入社しました。でも、研究の方が好き
だとわかったので、会社を辞めコロンビア大学に留学
を決めました。大学では、ディープラーニングの勉強や、
コンピューターサイエンスの観点からのロボットの勉
強などをしました。コンピューターサイエンスの勉強

Question?
どんな仕事をしているの？

2016 年に Amazon が主催した、ロボットが倉庫内の
荷物を取って来たり、倉庫に荷物をしまったりする技術
コンテスト「Amazon picking challenge」に PFN
メンバーで参加しました。良い成績が収められてうれし
かったです。また、ロボットというと“役に立つ”というイメー
ジが強いと思うのですが、ロボットでアート作品（木の枝

に命を吹き込むという
コンセプト）をつくった
こともあります。2017
年のPFNインターン生・
前川和純さんのプロ
ジェクトです。

左：Amazon のコンテストに参加した PFN メンバー（ドイツ、ハンブルグ）。　
右：「Pick タスク部門」で世界 2 位に。ファナック株式会社のロボットを使用。

◀ 留学中、ニューヨーク市
のマンハッタンにあるメト
ロポリタン歌劇場にオペラ
を観に行ったときの写真。

◀ 海中ロボットで実海域
実験中。

▼ 船上での実験風景（と
もに東京大学 生産技術研
究所 巻研究室）

Preferred Networks（以下 PFN）は、人工知能の技術
開発をしている会社で、幅広い業界の方 と々日々研究開発
をしています。私は、製造業チームに属し、機械をつくって
いるメーカーの方 と々一緒に、主に 2 つのテーマに取り組
んでいます。1 つ目が「機械の故障予測」です。機械には
たくさんセンサーが付いているのですが、そのセンサーデー
タを使い、機械の故障を事前に予測するプログラムをつくっ
ています。プログラミングや異常検知の知識だけでなく、
対象となる機械についても詳しくなれるのでおもしろいです。
2 つ目は、画像を使って機械の部品が正常かどうかを判断
するというテーマに取り組んでいます。ここではいま流行し
ている「ディープラーニング」という技術を使用しています。

Question?
大学ではどんな研究をしましたか？

Question?プログラミングを始めた
きっかけは？

中高生にメッセージを
お願いします！

中高時代はプログラミングがあまり流行していなかっ
たので、授業などでちょっと勉強した程度です。家で
読書をするなど、のんびりした中高生時代を送りまし
た。算数や数学がパズルみたいでおもしろいと思って
いたので、それがプログラミングへの興味につながっ
た気もします。ただ、当時はまだ情報の授業が本格的
ではなかったのでプログラミングに触れる機会がなく、
結局プログラミングは大学から始めました。

大学院の研究時はなかなかプログラムのバグが取れず、
もうすぐ海の実験なのに動かずに困った……というこ
ともありました。いいプログラムが書けずに悩むこと
もあったのですが、最終的に海でロボットが動いてい
るのを見たときは、しあわせな気持ちにもなりました。
先輩に聞いたり、友達と悩みを話して愚痴を言ったり
していると、いつか動く日がくるので、ちょっと頑張っ
てみると、楽しい時間が過ごせるかもしれないです。
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Preferred Networks

久米 絢佳さん
製造業チーム
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いまは双子の子育てが楽しいのと、コロナ禍
でなかなか人に会えないので、子育てを中心
に余暇を過ごしています。

会社の人たちとはよくボードゲームをします。
会社やボードゲームカフェでやったり、何時
間も一緒に遊ぶこともありました。

▼ 山口利恵先

生03一度は夢を叶えた久米さん。でも、やってみてちょっと違うなと感じたとき、考え直せる方は少ないです。久米さんは「勉強をやり直す」という選択をし、自分に向いた仕事に就きました。常に自分に向かい合って前に進んで行く姿勢、私も見習わねばならないと思いました。

をしてみて、効率のいいプログラムの書き方や他の人
が読みやすいプログラムの書き方などを意識するよう
になり、プログラミング自体も楽しいと思うようにな
りました。

「Amazon picking challenge」に PFN
メンバーで参加しました。

人工知能の技術
開発をしている会社で、幅広い業界の方 と々日々研究開発

画像を使って機械の部品が正常かどうかを判断
する

「機械の故障予測」

会社を辞めコロンビア大学に留学会会社社社をを辞辞めめココロロン会会会社会社社会社会社会社社を社社をを社を辞を辞を辞を辞辞め辞辞め辞辞めめ辞めめめめめコめコめコめココめコめコめコめコココココめコめコめコめコ 学ビア大社社社社社社 学
出版社に入社出出版版社社社にに入入入社社出版社出版社出版社に出出版社に版社に入社に入社に入入社入社入社社社

）の紹介を見て、人間が行けない深て 人間が見て 人間が行を見て、人間が行け介を見て、人間が行けな介を見て、人間が行けない介を見て、人間が行けない深紹介を見て、人間が行けない深紹介を見て、人間が行けない深紹介を見て、人間が行けない深の紹介の紹介の紹介の紹の紹の紹の紹の紹ののの）の）の）の）の ない深な 深深深深深深深ががががのののの
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プログラミング自体も楽しいと思うようになも楽しい自体も楽グ自体ング自ミングラミグラログプロプ なになうによよう思う思と思いといししし楽楽楽楽楽楽楽もももももももももも体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体も体体体も ななななななにににににうううううよようううう
りました。。。たしたましまりまり したた。。た。た
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主要事業である「国内教育」のほか、幼児向けを中心とした
「Kids & Family」、事業の第 2の柱となっている「介護・保育」の
3つの軸で事業を展開。

株式会社ベネッセコーポレーション

Question?
どんな仕事をしているの？

ベネッセコーポレーションでは、幼児向けの「こどもちゃ
れんじ」 や、小中高生向けの「進研ゼミ」、大学生や社会
人が動画でスキルを学べる「Udemy（ユーデミー）」など、
“教育”を軸にさまざまなサービスを展開しています。私は、
社内エンジニアとして、自社で開発しているデジタルコン
テンツサービスの設計・開発を行っています。普段はバッ
クエンド（裏側）の開発が多いのですが、デザインを組
むことが好きなので、プロジェクトによっては画面デザイ
ンや、フロントコーディングを担当することもあります。

やりがいはなんですか？

仕事をしていて「うれしい」と感じるときは大きく分けて
2つあります。1つ目は、自分のつくったサービスがリリー
スされて、みなさんに使ってもらえたときです。紙媒体を
制作していたこともあるのですが、紙だとどれくらいの人
に見てもらえているか、リアルタイムではわからないです
よね。一方、ウェブ媒体は、リリース直後から今現在何
人に使ってもらっているかわかるので、手塩にかけてつ

くったサービスがみなさんの手に届いているという実感
が湧きやすく、やりがいにつながっています。2 つ目は、
普段目にしているウェブサービスの裏側を予測できるの
で、ワクワクします。例えば、ウェブサービス上で新規
登録して、動画を観て、ログアウトするという行為は今
や当たり前になっていますが、裏側がどうなっているか
まで考える方は少ないと思います。サービスの設計・開
発に携わってみて、「裏でこんなに複雑な処理が動いて
いるんだ！」ととても感動したのを覚えています。エンジ
ニアになってから、自分が普段使っているウェブサービ
スの実装が気になったり、裏側はどうなっているんだろ
うと思ったりすることが多くなりました。

Question?
大学ではどんな研究をしましたか？Question?

今後の目標を教えてください！

中高生にメッセージを
お願いします！

プログラミングができて、かつデザインも学べる大学を
探していました。九州大学で学べることがわかったので、
芸術工学部芸術情報設計学科に進学しました。大学で
は、イラストや映像作品、ゲームコンテンツなど、まさ
に自分がつくりたかった “動くもの” の制作を体験できま
した。卒論では、中学生の理科の天体学習の授業を、
VR で体験すると、学習効果がより高まるのではないか、
という仮説を立てて、研究を行いました。ヘッドマウント
ディスプレイというものを装着し、3D 空間で学習すると
いうものです。実際に福岡市の中学校へ行き、先生にヒ
アリングをしながら VR コンテンツを開発し、最終的に
は中学生にヘッドマウントディスプレイをつけて体験して
もらう実証実験も行いました。

開発者とユーザー、双方にとっての最善策を提案できる
開発者もしくは企画者になりたいです。いろんな開発に携
わっていて、ユーザーにとってうれしいことと、開発効率
のよさは、必ずしもイコールにならないと気がつきました。
私はマーケティング経験もあるので、ユーザー視点を持っ
たうえで、裏側の設計・開発ができることが強みだと思い
ます。双方にとっての架け橋のような存在になれるといい
なと思っています。また、最近は、社内で企画担当者に
向けたプロトタイピング研修というものを行っているので
すが、その講師を務めさせていただいています。デジタル
でのものづくりをハードルに感じている方もいるので、そ
のハードルを取っていけたらいいなと思っています。

プログラミングは、自分のアイデアやつくりたいと思った
ものを形にできる魔法のようなツールだと思います。パソ
コンやタブレットひとつと、プログラミング技術があれば、
いろんなものがつくれます。自分の思い描いたものをぜひ
形にしてみてください。恐れずにいろいろ挑戦してほしい
です！　頑張ってください！

Question?
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ベネッセコーポレーション

安井 梨沙子さん
システムエンジニアリング部

卒論でつくった天体学習の VR 教材

▼ 山口利恵先

生04やりたいことを実現してきた安井さん。困難もプラスにとらえ、前を向いてきたことがよくわかります。ものごとを前向きに進めるには、問題に正面から立ち向かって、自分のできることからコツコツとクリアしていく必要があります。安井さんの素敵な姿が目に浮かびます。
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同期や友達とコミュニケーションを取ることが
好きなので、コロナ禍前は夏に同期とキャンプ
に出かけることが恒例行事になっていました。

コロナ禍により在宅勤務が増えたので、自宅に
ディスプレイモニタなどを導入し、エンジニアリ
ング環境を整えました。

社内エンジニアとして、自社で開発しているデジタルコン

普段目にしているウェブサービスの裏側を予測できるの

プログラミングができて、かつデザインも学べる大学をデザインもかつデザインも学かつデザインも学べて、かつデザインも学べるて、かつデザインも学べる大て、かつデザインも学べる大学きて、かつデザインも学べる大学きて、かつデザインも学べる大学をきて、かつデザインも学べる大学をきて、かつデザインも学べる大学をできて、かつデザインも学べる大学をできてできてできてできでききできができができがででがでででがでででがででがででがででがででがででがでががでが き 、かかか、ミングができて、かつデザインも学べるグができて かつデデザイかつデザインもかつデザインも学、かつデザインも学べて、かつデザインも学べるて、かつデザインも学べるててきききききででででででででででががががががログラミングができて、かつデザインも学べる大学をラミングができて かつデザインも学も学学べべる大大学ををプログプ 学学学学学きて、かつデザインも学デザインもつかかてててててききききき デデザ 学きききききききききききききでききプログラグラ でででででででラミングがででででででででででががグ きてててききききききききてきラ 学べ学でででで 学学学学ララ でききできできできできででで

“動くもの” の制作を体験を体験作を体験制作を体験制作を体験の制作をの制作の制作の制 体体体体体作作作作作作の”

探していました。していま探し た。
開発者とユーザー、双方にとっての最善策を提案できるザー、ーザーーザユユとユ者と発者発者開発開開 るできる案でで提案を提策を善策善最善最の最のてのててててっっっっっっっっっっっっっっててててて るるるるきるきききでききででででで提提開開 ユーユ
開発者もしくは企画者になりたいです。はしくもしもし者も発者発開発開 す。すすでででででいいいいいいいいいいいいいいいいいいいでいででででですは企画者ににな

アイデアやつくりたいと思ったたたいたいいいいいといととととと思と思思思思思思思思思思思っっっっっっっっっっっっったたたたイデアややつくつくりたりたいたたいいいと思いとととと思思思思っ思思思思思思思っっっっっっっっったたたたたたたたたたたたたったっっっっっっっっっっっったたたっっった思っ思思思思思思っっと思思思思思思思思思思思思思思思思思と思とととととと思思とと思思いといいとととととといいいいいいいいいいいたいたたいたたたたたたたりたたりたりりくりつくくつつやつつやややややアアアアデデデデ
にできる魔法のようなツールに きる魔魔法のよのようなツなツールルにで る魔法魔でき ルルルルルルルールルーツーーツツツツツなツなななな

で、ワクワクします。

自分のつくったサービスがリリー
スされて、みなさんに使ってもらえたとき

テンツサービスの設計・開発を行っています。



16 学部 87 学科、短期大学部 4 学科、通信教育部 4 学部、大
学院 19 研究科を有する日本最大級の規模を誇る総合大学。

日本大学

Question?Question?

日本大学文理学部のキャンパスは世田谷区にあります。
コロナ禍には授業がすべてオンラインになったので、し
ばらくキャンパスに行けていなかったのですが、1 年生
の時は通学していました。整備された実習部屋があり、
そこでよく友達と一緒に勉強しました。

どんな学科に所属していますか？ 文理学部のキャンパスを
見せてください！

授業は数学が半分、情報プログラミング系が半分で構成さ
れています。１年生の時に、「Processing」というプログ
ラミング言語を使って、プログラミングを勉強し始めました。

１年次の授業では、if 文等
の構文から処理の関数化な
ど、プログラミングの基礎
を勉強しました。授業外で
は、遊びでチンアナゴのア
ニメーションプログラムをつ
くったりしていました。

Question?
ゼミの研究内容を教えて！Question?プログラミングを始めた

きっかけは？

中高生にメッセージを
お願いします！

情報可視化が専門です。音楽のデータを可視化したいと
思い、このゼミに入りました。左下の画像は、1 曲分を
データ化し可視化したものです。左側に鍵盤があって、
右側に円がポチポチ並んでいるのが見えると思います。
円の位置で、どの音が使われているかがわかるようになっ
ています。また、円の大きさは音量を表しています。曲
のデータを可視化することによって、曲の全体像を把握
できるようにしたいと思い制作しました。

右下の画像は、「吹view」という、吹奏楽などで管楽器
を演奏している方の練習をサポートすることを目的として
作ったアプリケーションです。音をアプリに録音すると、
その音を分析し、結果をグラフで表したり点数を出して
くれたりします。

他にも、学科の友人たちと一緒に、DVD の管理アプリや、
録画予約アプリ、メモアプリなどをつくりました。どれも
友人たちの趣味である「オタ活」や、普段のアルバイト
などで役立つことを目的に考えました。

プログラミングを始めたのは大学に入ってからです。高
校２年生くらいまでは音楽を専攻しようと思っていたので
すが、一人で演奏することが苦手だと感じ、挫折してし
まいました。進路に迷っていた頃、東京・お台場にある
ミュージアム〈チームラボボーダレス〉に遊びに行きまし
た。空間がキラキラしているのを見て、自分もこういうも
のをつくれたら楽しいだろうなと思い、情報科に進んで
みようと思うようになりました。

私は小中高生の時は、プログラミングに触れたことすら
なかったのですが、いまではハッカソンやイベントに参加
したり、バイトでも情報系に関わったり、とても充実して
います。もともとは音楽が好きでしたが、情報系に進ん
でよかったなと思います。いまプログラミングが好きとい
う人はどんどん極めていってほしいと思います。頑張って
ください。
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05
日本大学

渡邉 みさとさん
文理学部情報科学科 ４年

写真上が本館、下は図書館。
中庭もあり、都心とは思え
ないほど開放的な空間。

上：1 曲分のデータを
可視化したもの。右：
管楽器の練習をサポー
トしてくれる「吹 view」
というアプリ。

▲学科の友人達と一
緒に制作した DVD
管理アプリ等

▼ハッカソンに参加し、
アプリを作成

▼ 山口利恵先

生05大好きだった音楽での挫折、でものちの出会いによっていまの道に進んだ渡邉さん。現状でできることを最大限、精一杯頑張っています。やってきた道を少しだけ変えることで、自分の興味のままに進むこともできるんだと、伝えてくれています。
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地域の吹奏楽団に所属していて、週末はクラリ
ネットを吹いています。年に 2 回ほどステージ
で演奏する機会があり、そこに向けてみんなで
音楽を作る楽しさを感じています。

休日はのんびりお家で過ごしたり、友人達と遊
びに行ったりしています。この写真は一緒にア
プリを作ったりする学科の友人と映画を見に
行った時のものです。

１年生の時に、「Processing」というプログ
ラミング言語を使って、プログラミングを勉強し始めました。

整備された実習部屋があり、
そこでよく友達と一緒に勉強しました。

音楽のデータを可視化したいと楽のデ タを音楽のデータを可音楽のデータを可視化音楽のデータを可視化し音楽のデータを可視化した音楽のデータを可視化した音楽のデータを可視化したい音楽のデータを可視化したいと音楽のデータを可視化したいととと音楽楽音楽音音 データを可視化し音楽ののデー楽のデータを音楽のデータを可音楽のデータを 視化視化したいとタを可可視化したたいとと視視視視音楽のデータを可デ タを可楽の楽音音音 のデデ 可可視化視化視可視可視視可視プログラミングを始めたのは大学に入ってからです。グを始ングをングンンミラミグラグログプロププ す。ですすらでからてかって入っ入に入にに学学学学学学大大大大大大大大大大大大大大大大大大学学学学 。す。すすすすららププ ミンン
思い、このゼミに入りました。たたした。した。した。した。ましたましたましたましましましましりましりまりまりまりまりまりまい、このゼ思い、 入 ましままましミに

人たちの趣味である「オタ活」や、普段たち
などで役立つことを目的にななどどでで役役立立つ

もともとは音楽が好きでしたが、情報系に進ん系に系に系にににににににに進に進に進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進んんんんんんんもとももともとはも とは音楽が楽が好き好きでしでしたがたが、情情報報系系に系系にににににに進に進進進進進進進進進進進進進進進進進進んんんんんんんんんももも きき好好好好楽が好楽が好とは音楽がは音楽がともとははもともももも んんんんんん進ん進進進進進進進進進進進進進進進んんんんんんん進進進進んに進ん進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進んんんんんん進進進進んんんに進にににににににに進進進進進進進進進進進進進進進進進進ににに進進進進系に進ににににににににににに進進進進系にに系に系ににににに系報系系系系系系系報系報報系報報報情報情報情報情情情情情、が、がががたががたがたがたたしたたしししでししでででできででききききき好き好好好好
でよかったなと思います。なと思いまいます。ででででよよよよかよかかかかかっかっっっった いますと思います。と思ったなと思たよかったよよかかかっっでよでででよよよ



深層学習やロボティクスなどの先端技術を応用したソフトウェ
ア・ハードウェア・ネット ワーク技術の研究・開発・販売を行う。

株式会社Preferred Networks

PFN には、ディープラーニングの基礎研究はもちろん、
物理、化学、生物など、さまざまな分野の研究者が在
籍しています。わかりやすく言うと、総合大学のような
感じでしょうか。私は、エンジニアリング・マネージャー
（EM）をしていますが、チームのメンバーが安心して
活躍できるよう、チームのマネジメントを行っています。
経営層からのメッセージがきちんとメンバーに伝わるよ
うにしたり、逆にメンバーの意見を伝えたりするなどの
ハブの役割を担っています。

美術と歴史が好きでした。ただ、家族に理系が多く、
理科の楽しさをよく聞いていたので、小学生の頃から
漠然とサイエンティストになりたいと思っていました。
私が好きなアートや歴史と科学との間に深い関連があ
ることも段々と分かってきて、大学は理学部に進学しま
した。大学で学んだ物理・化学・生物などの知識は、
今の仕事の土台になっています。また、中高でしっか
り英語を学んでいたことで、大学での科学英語を使っ
た論文も抵抗なく取り組めました。その後、放射線治
療に関する研究をするため工学系の大学院に進み、ス
タンフォード大学の医学部で働いていました。民間企
業に勤めるのは PFN が初めてです。２人目の子どもが
生後半年のときに正式に入社したのですが、社内に母
乳を搾乳・冷凍するための授乳室もつくってもらい、
スムーズに働き始めることができました。PFN は働き
方がフレキシブルで、オフィスに出社する必要がなけれ
ば在宅勤務できるので、体力的・時間的に子育てと両
立しやすいと感じます。

Question?

ため
ムーズに働き始めること
方がフレキシブルで、オフルで、オフ
ば在宅勤務できるので、体ば在宅勤務できるので、
立しやすいと感じます。立しやすいと感じます。立立立しや立し

どんな仕事をしているの？
マネージャーというと、管理職というイメージがあるか
もしれませんが、社内の上下関係 はほとんどありませ
ん。立場としては、クラスの学級委員をイメージしてい
ただくといいかもしれません。例えば、四半期に一度、
各チームが今何に取り組んでいるか、どんな技術課題
があるかなど、プロジェクトの情報共有や意見交換を
する会社の文化祭のような全社イベントがあるのです
が、そういった時には EM としてチームの発表が円滑
に進むようサポートしています。私自身は、プログラミ
ングしたり、コードを書いたりはしないのですが、共同
研究のマネジメントや、研究者視点での企画立案とい
う形でプロジェクトに携わっています。

Question?
中高生時代に好きだった科目は？Question?プログラミングを始めた

きっかけは？

中高生にメッセージを
お願いします！

中学・高校生の頃はまだ学校にコンピュータールームが
なく、プログラミングには全く縁がなかったです。アナロ
グなりに、手でいろいろなものを工夫してつくったり、友
人と協力して文化祭に取り組んだりした経験は、間接的に
仕事の役に立っているかもしれません。高校生の頃、SF
映画が流行っていて、何が実現できて、何が実現できな
いのかがわからず、モヤモヤしていました。サイエンスを
学べば、自分を取り巻く世界について、もっと分かるよう
になると思い、理系を選びました。

私自身はプログラマーではないのですが、アドバイスと
しては、プログラミング以外でも興味のある分野には
積極的に取り組んでみていただきたいです。一見関連
のなさそうなことでも、将来思わぬ形で役に立つかも
しれません。興味のあることはどんどん追求していって
ほしいと思います。
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06
Preferred Networks

水野 和恵さん
ヘルスケア＆ウェルネス部門

上：中学校の恒例行事、
英語暗唱大会。右：米国
の研究室での実験風景。
女性の研究者が多く在籍
していました。

中学の入学式にて、母と伯父（入学した学校の教師）と。

2018 年の同期入社メンバーとの写真

▼ 山口利恵先

生06子育てとの両立を考え、いまの会社に就職したという経緯は、将来子どもを持ちたいと考える女性の参考になるのではないでしょうか。情報系は、「女性が働きやすい」とよく言われます。水野さんはそのことを体感されていて、お話に説得力がありました。
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感染予防に興味があり、空気中ウイルスの検出
器や空気清浄機付きフェイスシールドを開発し
ています。写真は PCファンでマスクの隙間から
の漏れを防ぐ、息子自作の装置。

１０歳と４歳の子どもがいます。兄はPFNが開発した
Playgramでプログラミングを学んでいます。答えは
一通りではないので、親子で一緒に考えています。

チームの発表が円滑
に進むようサポートしています。 チームのメンバーが安心して

総合大学

活躍できるよう、チームのマネジメントを行っています。

漠然とサイエンティストになりたいと思っていました。いと思 ていまいと思っていましたいと思っていましたいと思っていましたりたいと思っていました。りたいと思っていました。なりたいと思っていました。なりたなりたなりなりになりになになになになになにな したたしっっっテ になにになサイエ
小学生の頃から小学小学生の小学生の頃学生の頃の頃か頃からかららら頃から頃からららららら学学学学

学べば、自分を取り巻く世界について、もっと分かるようていていてついついつにつにつににににににににににににつつつつついいいいてててて、、ももももっっっり巻くく世界界につににににににににににについつつにににつつつつついいて、ていいいててててて、も、、ももっももっと分分かかるるよようようう学 分 巻く巻学べば、自分を学 分学べば、自分を取り巻り分 巻を取り巻く世巻く巻巻巻く世界く世界く
になると思い、理系を選びました。。た。た。したしたしたしししししししししししたたたたた。。いと思い、理系系を選選びまましたたしししししししししししたたた。たたたたたたなる いい 理系理になると思い、思 、な いになると思い、理系をい 理系な い 理理系を選び系を選系を選びま選びまびましたたたしししししししししししたたまししししたたした。。たたたしししししたたたた。たた

サイエンスをサイサイエエンンススををを
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役立つweb サイト一覧

「先輩に聞く！」動画や記事はこちら
より詳しい内容が見られます！

プログラミングの勉強を始めてみたいと思ったら？

情報オリンピック女性部門に参加したいと思ったら？

主催　一般社団法人 情報オリンピック日本委員会
共催　国立研究開発法人 科学技術振興機構

大学受験にもメリット

AtCoder Programming Guide for begineers

参加の申し込みはオンラインで。下記の URL から申し込もう！

推薦入試等でのメリットにつながります。
国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）のページをご覧ください。

サイトを
チェック

してみて
ね！

検索https://joi.ioi-jp.org/support-message

検索https://www.ioi-jp.org/intro/

検索https://atcoder.jp/contests/APG4b/

検索https://atcoder.jp/

検索https://joi.ioi-jp.org/joi-python-book

検索https://www.ioi-jp.org/joig/2022/

検索https://www.jst.go.jp/cpse/contest/student/pdf/contest2022_0421.pdf

▼ オンラインJOI入門講座の開催予定

▼ プログラミング入門教材

▼ 日本情報オリンピック第 3 回女性部門


