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今、リケジョがアツイ!! 
愛媛大学 連合農学研究科 長岡ひかるさん

P.4-5

松山の “おひとりさま ”リアル事情P.6-7

コムズご利用ガイドP.8

絵本作家 秋田緑さんに聴くP.2-3



小さいころから絵や言葉に興味があった
のですか？
 はい。子どものころからノートの余白に何か言葉を
書いたりイラストを描いたりしていました。授業中、
先生が言ったことを自分なりに解釈してそれを詩的
に書いたり、文集や修学旅行のしおりのイラストも、
いつも代表で描いていた気がします。
祖父母の影響
　祖父が絵描きで本の挿絵を描いていたので、絵は
その影響を受けていると思います。びっくりしたのが、
私が今やっている「言の葉ネームポエム」という名前を
使って詩を書く“あいうえお作文”のような作品を、実
は何十年も前に祖母が趣味でやっていたらしいんで
す。全然知らなかったんですけど、知らないうちに同
じことをしていたようで、家族一同すごく驚きました。
見てくれる人の存在
　高校の時に書いたポエムを一冊のノートにしたた
めていたのですが、それを親友のお姉さんがこっそ
りコピーをしていて、私の知らない所で広まっていた
ことがあって。違う友達から、私が書いたと知らずに
そのノートのコピーを「これ、すごい泣けるよ」と渡さ
れてとても気恥ずかしかったということがありまし
た。でもそのとき、見てくれる人がいる、書く楽しみ
があるということを覚えた気がします。

若くして独立されるまでには大変なことも
あったのでは？
　学校を卒業後、デザイン会社に就職し広告デザイ
ンの仕事をしていました。その後、パソコンを使って
のデザインを覚えたくて出版会社に転職したのです
が、意図と反して営業に配属されました。気持ちを切
り替え、前向きに仕事をがんばっていた頃、スポン
サーとして付きたいと言ってくださる会社が複数出
てきて独立することになったのです。
誠意と感謝
　その後もさまざまな経験をしましたが、体得したの
は、お客様との間に行き違いなどで誤解が生じてし
まった時も「間違ったことはしていないという堂々と
した気持ちで誠意を持って行動していれば物事は
ちゃんと進んでいく」ということです。ちょっと歯車が
狂っても、私自身の柱をブレさせずしっかり保ってい
れば、お互いが理解しあえると思います。誠意と感謝
さえ忘れなければ、最初よりももっといい流れで、う
まく回っていくということを知り、本当に豊かな人間
関係を維持できています。

24歳で独立し、心が温かくなる言葉とイラストで、私たちを励ましてくれる「言の葉カード」や絵本を制作
しているプランニングデザイナーの秋田緑さん。
今日にいたるまで、どんな想いで、どんな扉をひらきながら歩んでこられたのでしょうか。
市民リポーターの菊池古都さんがお話をうかがいました。

取材が進む中、秋田さんの魅力にどんどん引き込まれていく感覚でした。女性として人としてきらきらと輝いている方。ご自身
が輝くだけではなく周りの人も幸せにしていくパワーを感じました。言霊を大切にされているので発する言葉もすべて前向
き。見習いたいと思います。 （市民リポーター　菊池 古都）

情報誌「コムズ」Vo l . 4 72 情報誌「コムズ」Vo l . 4 7 3

感謝の気持ちを紡いできた軌跡
そして次のステップへ

秋田 緑さん

愛媛県生まれ。企画デザイン会社に３年間所属後、出版社営業勤務。
24歳の時にプランニングデザインオフィスを設立。
1999年よりメッセージとシンプルなイラストを１枚のハガキに描いた
「言の葉カード」の制作開始。
2006年　書籍「幸せの種まき」発行。現在、４冊の絵本発行。
「幸せの種まき」にちなんだ講演やイベント活動を行っている。

Midori Akita

「悲しみや痛みや苦しみであるブルーは、

次のパワーを連れてくることができる。

それがあったから、救われたり助かったり

したことは、たくさんあったはずなんだ。」

（P40「パワーブルー」より）

みなさんがこの絵本を読んで、少し自分というものを振り
返り、笑顔と元気を取り戻
し、勇気を持って歩んで
いってもらえますように。

２階図書コーナーで
貸し出し中！

「きみだけの地図」
～「ブルー」から「パワーブルー」へ～

コムズ
絵本

活動の幅をどんどん広げておられますが、
その秘訣を教えてください。
　私は、人の長所を見るのがとても好きなんです。そ
の素敵なところが見えたら、今度はそれを伝えたくて
たまらなくなる。すると相手の方は、ますますその素敵
なところを発揮して、お互いが長所だけのおつきあい
になってくるんです。そういう気持ちのやりとりによっ
て相乗効果でお互いのいいところが循環していってい
るように感じます。
　また、私自身は人から与えて頂いていることが本当
に多い人生だと思うので、皆さんにお返ししたいとい
う感謝の気持ちが強いのかも知れません。目の前に
立った人はご縁があると思うので、愛があふれてしま
うのかな。このあふれる思いが作品づくりにもつな
がっていると確信しています。

中学生対象に制作したコムズ絵本「きみ
だけの地図」には、どんな思いを込めた
のですか？
　子どもが親に相談できないことってたくさんありま
すよね。その時にどうしたらいいか、私の親がどうして
くれたか、色々考えたのですが、最終的には本人が考
える力をつけるというのが大事だと思うんです。悩み
というのはいわばレッスンの場所。その悩みがキッカ
ケとなり「今の流れはどこか違ってるんじゃないか
な？」という軌道修正のタイミングとして、私たちに見
せてくれているんじゃないかと思っています。「悩み
は、乗り越えるレッスンをするために起きているんだ
よ」ということを多くの子どもたちに伝えたいです。
子どもの力を信じて
 子どもだけではなく学校の先生や親御さんにもぜひ
読んでいただきたいです。そして子どもの本当の力を
信じて見守ることで、先生や親御さん自身も、実は楽
になっていくのかなと思いますね。

これからの展望は？
　表現することがとても好きなので、絵本でも講演会
でも何でも形はこだわらないのですが、とにかく皆さ
んと一緒に楽しい時間や感謝の想いを表現できる環
境を作っていきたいなと思います。ここから先は、私一
人の発信ではなく、皆さんと一緒に何かできたらいい
なと考えています。

これからの一歩を踏み出そうとしている人
に向けてメッセージを。
　まず、ワクワクすることを感じてみてほしいなと思い
ます。感じることができたら、次はそのワクワクする楽
しいことで自分を満たしてあげてください。自分が枯
渇した状態で何かにトライすると、思った流れにならな
かったり、本当に得たいものではなくなってしまう場合
もあるので、エネルギーをためてから新しいことにトラ
イする。自分をご機嫌な状態にしておくことがすごく
大事なんだと思います。
　そして、自分に自信を持つこと。まず自分に小さな
約束をして、その約束を一つずつ果たしていく。何時
に起きるって決めてちゃんとその時間に起きるとかそ
んな些細なことでいいんです。それが自信につながっ
て自分が好きになれていくので、小さなことでもいい
から、少しずつ自分を信じていくことは、自分を幸せに
することとイコールのような気がします。Q1 Q2

Q4

Q6

Q5Q3



小さいときの夢は何でしたか？
　幼稚園のときはお花屋さんで。（笑）
　小学生のときに飼っていた猫の死をきっかけに、
獣医になりたいと思うようになりました。しかし、
獣医をめざすためには基本的なことですが、体のつ
くりを学ぶために動物実験をしなければならないの
です。それを避けて通ることはできません。結果的
にそれが心理的なネックになり、高校生のときに獣
医をめざすことをあきらめました。

理系の道に進もうと思ったきっかけは ?
　高校生のとき、ただひたすら勉強しているだけで
何も考えてきてなくて、大学を受験することすら悩
んでいました。そんなとき、高校の先生が大学に進
学する良さと魅力を教えてくれたのが転機になりま
した。そして、大学卒業後の進路選択の幅が広が
るかなと思ったからです。

そのときのご家族や周囲の反応は？
　家族はいつも協力的で、私が興味を持ってやりた
いことはなんでもさせてくれるような雰囲気でした。
両親は「一度きりの人生だからやりたいことはやり
なさい」という感じで応援してくれました。
　大学の先生も、「自分がやりたいことがあるんだっ

たら、博士課程に進むのもいいんじゃないか」と後
押ししてくれました。先生をはじめ、周りの環境に
恵まれていたと思います。

長岡さんにとっての、理系ならではの
楽しみ、喜びとは？
　今まで誰も発見しなかったことを自分が見つける楽
しさがあります。また、ひと言で研究といってもさま
ざまでまだ知らない分野も多くあり、新たな分野を知
る楽しみもあります。いわゆる理系と呼ばれる農学
部・理学部・工学部は、各学部が基礎研究や機械の
開発などいろいろな形でつながっています。とにかく
社会貢献の方法が幅広く、自分がやったことにすごく
達成感があるのは理系ならではの魅力だと思います。

理系の学部に進学して身に付いたことは？
　先輩、後輩と毎日一緒に実験などをしたり、学会
では他大学の先生や企業の人などさまざまな立場の
人に出会う機会にも恵まれて、それらがコミュニケー
ション能力のアップにつながりました。また、学会
で出会う人は、みんなしっかりとした目標を持って
います。そういう人の中にいると、自分も目標を持っ
ていないと淘汰されてしまうと感じ、ある意味とて
もよい刺激を受けています。

みなさん、「リケジョ」という言葉を知っていますか！？「リケジョ」とは、『理系女子』を表す言葉です。「理工系」というと
「男性」というイメージがあると思いますが、そんなことはありません。
一人ひとりが持っている能力を発揮し、国際競争力を強化し、活力ある日本社会をつくっていくために、
女性も理工系分野の扉をひらいていくことが求められています。
そこで、愛媛大学　連合農学研究科の長岡ひかるさんに市民リポーターの久保洋美さんがお話をうかがいました。

文系出身の自分が理系の長岡さんとお話しできるか正直不安でしたが、多くの方と幅広い交流経験があるためか気遣いもす
ばらしく、フレンドリーな人柄にすっかり虜になりました。物おじしないまっすぐな瞳が印象的な彼女は、きっと近い将来すばら
しい大学教員になると思いました。 （市民リポーター　久保 洋美）

博士課程修了後、どんな道に進もうと
考えていますか。
　企業の研究者という道もあるのですが、自分の興
味があることを調べることができるし、人に教えた
りすることもすごく好きなので、大学の教員になる
ことが今の一番の夢です。

皆さんへのメッセージをお願いします。
　私の場合は、特にやりたいことがはっきりしてい
たわけではなく、自分から探しに行ったわけでもな
くて、今やっていることをとりあえずやっているうち
にやりたいことが見つかってきました。やりながら
見つけていくことは大事ですよね。興味のあること
は、続けていけばそれが自分に合うかどうか、やが
て見えてくると思うんです。
　やりたいことが見つからないという人はどんどん
外に出てみてください。ボランティア活動もそうで
すが、とにかくいろんなことを経験して人や社会と
のつながりを持ってほしいです。
　今は理系の女性の先生や研究者は少ないのです
が、やがてそれがもっと多くなってくれたらいいなと
思っています。

　子どもはもちろんママにもサイエンスに親し
んでもらおうと毎年開催している人気講座！
　今年は、愛媛大学理系女子学生グループ「サ
イエンスひめこ」の皆さんが講師を務めてくだ
さいました。26組の親子が“キラキラ万華鏡”
をつくり、色と光の不思議を学びました。

長岡さんも
講師役に！

　内閣府は、女子高校生や女子学生の皆さんが、将来の自分を明確にイメージして、進学や就職などの進路選択（チャレンジ）がで
きるように「チャレンジ・キャンペーン」を展開しています。これから理工系分野をめざしてがんばる女子学生に向けた「先輩からの
メッセージ」や、先輩にメールで質問ができる「せんぱいにしつもん」コーナーも設けられていますので、興味がある方は、こちらの
ホームページへアクセスしてみてください！　http://www.gender.go.jp/c-challenge/
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算数や理科の学力に男女の違いはありません。
子どもの興味、関心に添った進路選択ができるといいですね。

資料出所：株式会社リクルートキャリア
『大学生の就職内定状況調査（2013年卒）』2012年10月度資料出所：平成21年版男女共同参画白書より作成

大学生の就職内定率国際機関による学力調査（ＴＩＭＳＳ2007調査結果）
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今、リケジョ がアツイ!!

長岡 ひかるさん

2006年　愛媛大学 農学部 生物資源学科　入学

2010年　愛媛大学 農学研究科 生物資源学専攻　入学

2012年　愛媛大学 連合農学研究科　生物資源利用学専攻　入学

現在リケジョとして、大学の教員をめざして勉強中

Hikaru Nagaoka

平成24年8月19日に
開催しました！

（共催：愛媛大学女性未来育成センター）

親子でトライ！『ママとサイエンス』

個性・能力に合った進路選択をしよう！ リケジョは就職に有利！！

Challenge Campaign　～女子高校生・女子学生の理工系分野への選択～

大学生の就職内定率をみてみると、なんと理系女子が82.5％
と最も高くなっています。
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おひとりさまとは、『一人はもちろん、誰かとも共存していける人のこと』を言うようです。パートナーの有無に
関わらず、経済的にも精神的にも自立している人は、一人はもちろん、二人でも三人でも共存できる人ですよね。
おひとりさまを貫くのも良し、卒業するも良し、それぞれの生き方で皆さん自分らしく生きていけるといいですね。

時間が自由に使える

お金が自由に使える

干渉されずにすむ

やはり、おひとりさまの自由に勝るものはないのでしょうか！？
おひとりさまならではの利点とも言えますよね！

コムズの来館者など20～40代の松山のおひとりさま、
男女各30人に聞きました。

★☆★
☆

Q.2　おひとりさまでもっとも不安なことは？

Q.3　これからもおひとりさまでいきたいですか？

おひとりさまでもっとも不安なことは？

「ずっと一人は寂しい」「家族がほしい」「子ど
もがほしい」という自由記述が多数でした。
やはり、パートナーと共に歩んでいきたいと考
えている人が多いようです。
コムズ１階にはえひめ結婚支援センターの出張
窓口があります。１対１のお見合い事業「愛結
び」で結婚を希望する男女の個別の出会いをサ
ポートしています。

♀

一生一人というのは考えたくない！

いい加減寂しくなってきた…。

実家を離れた分、
結婚などについて干渉される
機会が減ったので、
気持ちの上で少し楽に
なった。

30代女性

30代男性

30代女性

最後に…

パソコン用 https://www.msc-ehime.jp/aimusubi/　　
携帯電話用 https://www.msc-ehime.jp/m/aimusubi/

予約制【場　　所】　コムズ １階
【開設時間】　土曜9：15～16：45　　
 　日曜9：15～16：15
【お問合わせ】　TEL 089-933-5596　　

●●● えひめ結婚支援センター ●●●

１

お金  （36.7％）
孤独 （30.0％）
自分の介護 （20.0％）

１

２

３

２
３

　おひとりさま
　パートナーのいない人

　は間違い !?

女性女性

♀♀
男性男性

♂

リアル事情

＝

  おひとり
さま  って

一体どんな
人？

病気のときに困る。

30代男性

男女ともに同じような結果に！

男女で大きな違いが !!

現在の仕事が正規雇用では
ないため、金銭面の不安が大きい。
自分自身はもちろんのこと、両親も
年老いていくので、介護などの現実的
　　　　　な問題を考えると貯蓄が少ないこと
　　　　　はとても不安。

お ひ と り さ ま

いつのまにかたくましくなっていた！

こんなご意見も！

Q.1　おひとりさまでもっともよかったと思うことは？

30代女性
孤独 （36.7％）

健康 （33.3％）

お金 （10.0％）

１

２

３

松山の

「おひとりさまでイイ」と答えた男性は2人、女性は5人。
女性5人のうち、4人は40代でした。

「おひとりさまはイヤ！」と考えている人がほとんどでした。
年代別に自由記述を見てみると･･･。

子どもが3人ほしい。

いつまでも独身のままで
良いことはない。

結婚に意味を
見出せないから。

老後の不安や、
周りからの目は気になるが、
自由な時間は
何事にも替え難い。

ご先祖様から受け継がれた
命を継承していきたい。

経済的に余裕があり、
ネットワークも
あるのであれば、
特に、結婚などしなくても
いいと思うから。

老後が不安なので、
パートナーと子どもがほしい。
なかなか縁がないので
おひとりさま継続中。

やっぱりひとりはさみしい。
でも、理想と現実が邪魔をする。
努力はしているつもりだが、
なかなか実りがないから、
今、おひとりさまの状態。
決して自ら望んでいるわけではなく…。

経済的なことや健康、その他諸々不安なことを
あげればきりがない。やはり、自分の家族といえる
人がいたらいいと思う。

たくさん
生の声が

いいえ　85％は　い　15％

30代女性

30代女性

30代男性

20代男性

20代男性

40代女性

40代女性

40代女性

30代男性

82.2%

44.8%

17.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

男性

女性

正規就業者 非正規就業者

0 100 200 300 400 500 600（万円）

松山市の正規・非正規就業者の割合

資料出所：総務省統計局「平成 19 年就業構造基本調査」 資料出所：国税庁「平成 23 年分民間給与実態統計調査」

全国の年間平均給与

504 万円

268 万円

図２図 1
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お金に不安を抱いている人は、女性は3人に1人を超えますが、男性は10人に1人しかいません。このことは、女性の方が非
正規就業者が多い　　　 、ひいては年収が低い　　　　といった経済力の違いが表れているといえます。
また「自分の介護」が女性は3位にランクインしています。この結果も、男女の平均寿命の差とともに、経済的な裏付けへの
不安も影響を与えているのではないでしょうか。

図 1 図２
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〒790-0003 愛媛県松山市三番町６丁目4-20
火～土曜日 9：00～21：00
日・祝 9：00～17：30

０８９-９４３-５７７７　　　 ０８９-943-0460
coms@coms.or.jp

http://www.coms.or.jp

松山市男女共同参画推進センター （コムズ）

所 在 地

TEL
E-mail

FAX

URL

開館時間
休
館
日

交
　通

JR 松山駅から

松山市駅から

・電車｢JR松山駅前｣⇒｢南堀端｣下車　
　（電車5分＋徒歩5分）
・徒歩20分

・徒歩10分
駐車場に限りがありますので
公共交通機関をご利用ください

毎週月曜日
（祝日に当たる場合はその翌日）
年末年始（１２月29日～１月3日）

火～土曜日　9：00～20：30
日曜・祝日　9：00～17：00
毎月第４金曜日、休館日

9：00～17：00
TEL 089-945-1008
1時間700～900円程度

開所時間
お問合わせ
報 酬 額

　育児または介護の“手助けをしてほしい人（依頼会員）”と“お手伝いし
たい人（提供会員）”が、お互い会員となり助け合
う組織です。
 育児や介護でお困りの方は、安全安心のために
登録してみませんか。また育児・介護のお手伝い
をしたい方も募集中です。
　まずは、お気軽にお電話ください。

ご利用ガイド

まつやま
ファミリー・サポート・センター支

える

集
う

貸室案内

　大小の会議室や調理室、多目的室などさまざまな部屋があり、市民のみ
なさんの学習や研修の場としてご利用いただけます。
　コムズ登録団体になると、施設使用料が登録団体料金となり、２階交流
コーナーにあるメールボックスが利用できます。
※登録要件あり。詳しくはお問い合わせください。

　その人のありのままの気持ちを受け止め、家族や社会の中で孤立するこ
となく「自分らしく」生きていけるよう解決方法を一緒に探っていくお手伝
いをします。まずは、お気軽にお電話ください。

　生き方、仕事、こころ、教育・子育て、セ
クハラ・暴力、エッセイ・文学など約
4,200冊を19分野に分けて配架してい
ます。
 貸出（お一人3冊まで。貸出期間2週間）
には、カードが必要です。2階受付カウン
ターにてお申込みください。（登録無料。
ただし身分証明書持参）

図書コーナー学
ぶ

コムズ相談室話
す

女性相談（電話・面接）
電話相談・面接予約

相談時間

　　　　　TEL 089-943-5770
●電話１回30分　●面接（予約制）１回50分
火・水・金・土曜日　10：00～20：00
日曜日・祝日　　　　10：00～16：00

託児付面接相談（予約制）
面接予約
相談時間
託 児 料

TEL 089-943-5770　●１回50分
毎月第１土曜日・第３水曜日　10：00～12：00
子ども一人につき200円

男性相談（電話・面接）
電話相談・面接予約

相談時間

　　　　　TEL 089-943-5777
●電話１回30分　●面接（予約制）１回30分
毎月第２水曜日・第４土曜日　18：30～20：30
ただし、月により変更があるのでHP等でご確認ください。

室　　名

会議室1-1

会議室2

会議室3

会議室4

12

36

21

12

会議室5

大会議室

視聴覚室A

視聴覚室B

72

144

30

30

定員 室　　名 定員 室　　名 定員

■施設概要（詳しくはHPにも掲載しております。）

視聴覚室 多目的室

市民の活動
応援広場

総務係
TEL 089-943-5776
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調理室（全室）

多目的室

創作室

和室

27

23

30

24

利用時間

休 室 日

お問合わせ

情報誌「コムズ」Vo l . 4 78


