
Women in Science 



Female Scientists  
女性科学者	 



Laura Bassi 
(1711-1778) 

In	  1731,	  Laura	  Bassi,	  an	  Italian	  physicist,	  was	  appointed	  Professor	  at	  the	  University	  
of	  Bologna.	  She	  was	  the	  first	  female	  university	  professor	  in	  Europe.	  	  



1731年、イタリアの物理学者　ラウラ・バッシがボローニャ大学の教授に任命される。 
ヨーロッパの大学で教授となった、初めての女性である。	

Laura Bassi 
(1711-1778) 



In	  1821,	  Mary	  Anning	  discovered	  the	  first	  fossil	  skeleton	  of	  a	  Plesiosaurus.	  	  
This	  presented	  scienIfic	  evidence	  for	  exIncIon,	  which	  many	  people	  did	  not	  believe	  
at	  that	  Ime.	  	  
	  

Mary Anning 
(1799-1847) 



Mary Anning 
(1799-1847) 

1821年、イギリスのメアリー・アニングがプレシオサウルスの骨格化石を初めて 
発見する。当時そのようなことはないと信じられていた「絶滅」の存在を証明する。	



Maria Mitchell 
(1818-1889) 

In	  1847,	  Maria	  Mitchell,	  an	  American	  astronomer,	  discovered	  a	  comet,	  which	  became	  
known	  as	  "Miss	  Mitchell's	  Comet"	  (C/1847	  T1,	  1847	  VI).	  In	  the	  following	  year,	  she	  
became	  the	  first	  female	  member	  of	  the	  American	  Academy	  of	  Arts	  and	  Sciences.	  	  



1847年、アメリカの天文学者　マリア・ミッチェルがミッチェル彗星（C/1847 T1, 1847 VI）を 
発見する。翌年、彼女は女性として初めてアメリカ芸術科学アカデミーの会員に選ばれる。	

Maria Mitchell 
(1818-1889) 



Sofia Kovalevskaya 
(1850-1891) 

In	  1889,	  Sofia	  Kovalevskaya,	  a	  Russian	  mathemaIcian,	  was	  appointed	  Professor	  
at	  Stockholm	  University.	  She	  was	  the	  first	  woman	  appointed	  to	  a	  professorship	  in	  Russia,	  
and	  only	  the	  third	  in	  Europe.	  	  



Sofia Kovalevskaya 
(1850-1891) 

1889年、数学者ソフィア・コワレフスカヤがストックホルム大学教授となる。 
ロシアでは初めて、ヨーロッパを含めても3番目に大学教授の地位を得た女性である。 
	



Marie Curie 
(1867-1934) 

In	  1903,	  Marie	  Curie	  won	  the	  Nobel	  Prize	  in	  Physics	  for	  her	  research	  on	  the	  radiaIon	  
phenomena.	  She	  was	  the	  first	  woman	  to	  win	  the	  Nobel	  Prize.	  She	  won	  the	  second	  Nobel	  
Prize	  in	  1911,	  this	  Ime	  in	  chemistry,	  	  for	  her	  discovery	  of	  radium	  and	  polonium.	  
	  



Marie Curie 
(1867-1934) 

1903年、マリー・キュリー、放射線に関する研究でノーベル物理学賞を受賞する。 
女性で初めてのノーベル賞受賞である。1911年には、新元素ラジウム、ポロニウム 
の発見が認められ、ノーベル化学賞も受賞する。	
	



Grace Hopper 
(1906-1992) 

In	  1934,	  Grace	  Hopper,	  an	  American	  Naval	  officer,	  became	  the	  first	  woman	  to	  earn	  a	  
Ph.D.	  in	  mathemaIcs	  from	  Yale	  University.	  	  
She	  developed	  the	  programming	  language	  “COBOL”,	  which	  is	  sIll	  one	  of	  the	  major	  
programming	  languages	  today,	  a	  half	  century	  later.	  



1934年、アメリカ海軍の軍人であったグレース・ホッパーが、イェール大学で女性初の数学の 
博士号を取得する。彼女の開発したプログラミング言語COBOLは、誕生から半世紀たった今も
なお主流言語の一つである。	

Grace Hopper 
(1906-1992) 



Lise Meitner 
(1878-1968) 

Around	  1940,	  Lise	  Meitner	  provided	  the	  first	  theoreIcal	  explanaIon	  for	  nuclear	  fission	  
of	  uranium	  with	  a	  physical	  insight.	  



Lise Meitner 
(1878-1968) 

1940年ごろ、リーゼ・マイトナーは、ウランの核分裂についてはじめて理論的に説明し、 
物理学的な解釈を与える。	



Rosalind  Franklin 
(1920-1958) 

In	  1953,	  Rosalind	  Franklin,	  a	  BriIsh	  biophysicist	  and	  crystallographer,	  	  
succeeded	  in	  taking	  an	  X-‐ray	  image	  of	  DNA,	  which	  led	  to	  the	  discovery	  
of	  the	  double	  helix	  structure	  of	  DNA.	  



Rosalind  Franklin 
(1920-1958) 

1953年、イギリスの物理化学者であり、結晶学者であったロザリンド・フランクリンが、 
DNAの二重螺旋構造解明につながるX線回折写真を撮影する。	



In	  1956,	  Chien-‐Shiung	  Wu,	  together	  with	  Tsung-‐Dao	  Lee	  and	  Chen	  Ning	  Yang,	  was	  
the	  first	  to	  experimentally	  prove	  the	  non-‐conservaIon	  of	  parity	  in	  weak	  interacIons.	  

Chien-Shiung Wu 
(1912-1997) 



Chien-Shiung Wu 
(1912-1997) 

1956年、呉健雄は、李政道が楊振寧とともに弱い相互作用におけるパリティの非保存を 
初めて実験的に確認する。	



Jane Goodall 
(1934 -) 

In	  1960,	  Jane	  Goodall	  proved	  that	  Chimpanzees	  also	  have	  the	  ability	  to	  make	  and	  use	  
tools,	  which	  was	  long	  thought	  to	  be	  an	  ability	  exclusive	  to	  humans.	  She	  is	  also	  known	  
for	  her	  45-‐year	  study	  of	  wild	  chimpanzees	  in	  Gombe	  Stream	  NaIonal	  Park,	  Tanzania.	  



Jane Goodall 
(1934 -) 

1960年、ジェーン・グドールは、人類固有とされてきた「道具を使う能力」がチンパンジーにも 
存在することを証明する。彼女は、ゴンベ（タンザニア）のジャングルでのチンパンジーの観察 
を45年間続けたことでも知られる。	



Rachel Carson 
(1911-1978) 

In	  1962,	  with	  the	  publicaIon	  of	  “Silent	  Spring”,	  Rachel	  Carson	  presented	  the	  dangers	  of	  
chemical	  pesIcide	  use.	  This	  book	  drew	  public	  ajenIon	  to	  environmental	  issues	  and	  
ignited	  the	  environmental	  movement.	  	  	  	  



1962年、レイチェル・カーソンの農薬で利用されている化学物質の危険性を取り上げた 
『沈黙の春』が出版される。この本は環境問題そのものに人々の目を向けさせ、環境保護 
運動のきっかけとなる。	

Rachel Carson 
(1911-1978) 



Jocelyn Bell Burnell 
(1943 -) 

In	  1967,	  when	  Jocelyn	  Bell	  Burnell	  was	  a	  postgraduate	  student,	  she	  discovered	  
the	  first	  radio	  pulsars.	  



Jocelyn Bell Burnell 
(1943 -) 

1967年、ジョセリン・ベル・バーネルが大学院生時代に最初の電波パルサーを発見した。	



Barbara McClintock 
(1902-1992) 

In	  1983,	  Barbara	  McClintock,	  an	  American	  botanist,	  won	  the	  Nobel	  Prize	  in	  Physiology	  
or	  Medicine	  at	  the	  age	  of	  81	  for	  her	  discovery	  of	  mobile	  geneIc	  elements.	  



アメリカの植物学者　バーバラ・マクリントックが動く遺伝子（トランスポゾン）を発見する。 
この功績が後に認められ、1983年、81歳でノーベル生理学・医学賞を受賞する。	

Barbara McClintock 
(1902-1992) 



Rita Levi-Montalcini 
(1909-2012) 

In	  1986,	  an	  Italian	  neurologist,	  Rita	  Levi-‐Montalcini	  won	  the	  Nobel	  Prize	  in	  Physiology	  
or	  Medicine	  for	  her	  discovery	  of	  nerve	  growth	  factor	  and	  epidermal	  growth	  factor.	  



Rita Levi-Montalcini 
(1909-2012) 

1986年、イタリアの神経学者　リータ・レーヴィ＝モンタルチーニは、神経成長因子 
および上皮細胞成長因子の発見の功績でノーベル生理学・医学賞を受賞する。	



Lisa Randall 
(1962 -) 

In	  1999,	  theoreIcal	  physicist	  Lisa	  Randall	  proposed	  the	  Randall–Sundrum	  model	  of	  
‘warped	  extra	  dimensions’	  together	  with	  Raman.	  She	  was	  the	  first	  tenured	  woman	  in	  
the	  Princeton	  University	  physics	  department	  	  and	  the	  first	  tenured	  female	  theoreIcal	  
physicist	  at	  the	  Massachusejs	  InsItute	  of	  Technology	  and	  Harvard	  University.	  	  	  



Lisa Randall 
(1962 -) 

1999年、理論物理学者 リサ・ランドールは「ワープした余剰次元」をラマン・サンドラム博士と 
ともに発表する。彼女はプリンストン大学理学部、マサチューセッツ工科大学とハーバード大学 
の理論物理学者として終身在職権をもつ初の女性教授となる。	



Michal Lipson 
(1970 -) 

In	  2004,	  Michal	  Lipson	  published	  her	  best	  known	  paper	  in	  which	  she	  and	  her	  colleagues	  
used	  nanoscopic	  waveguides.	  This	  work	  pushed	  the	  possibility	  of	  compuIng	  using	  opIcs	  
for	  data	  transfer	  closer	  to	  reality.	  	  	  	  



Michal Lipson 
(1970 -) 

2004年、ミカル・リプソンが、ナノスケール導波路を利用した研究に関する彼女の代表的な 
論文を共同研究者と共に発表した。 この研究により、光データ転送を用いたコンピュータの 
実現可能性が高まった。	



 Frances E. Allen 
(1932-) 

In	  2006,	  Frances	  E.	  Allen,	  an	  American	  computer	  scienIst,	  became	  the	  first	  woman	  to	  
win	  the	  Turing	  Award	  for	  her	  work	  in	  compiler	  opImizaIon.	  Turing	  Award	  is	  considered	  
the	  Nobel	  Prize	  of	  compuIng.	  



 Frances E. Allen 
(1932-) 

アメリカの計算機科学者　フランシス・E・アレンはコンパイラ最適化の分野で業績が認められ、
2006年、コンピュータ科学おいてノーベル賞と同クラスとされるチューリング賞を女性で初めて 
受賞する。 
	



Ada Yonath 
(1939 -) 

In	  2009,	  Ada	  Yonath,	  an	  Israeli	  crystallographer,	  won	  the	  Nobel	  Prize	  in	  Chemistry	  for	  
her	  studies	  on	  the	  structure	  of	  the	  ribosome.	  She	  is	  the	  first	  Israeli	  woman	  to	  win	  the	  
Nobel	  Prize.	  	  



Ada Yonath 
(1939 -) 

2009年、イスラエルの結晶学者　アダ・ヨナスは、リボゾームの構造の研究により 
ノーベル化学賞を受賞する。イスラエルの女性で初めてのノーベル賞受賞となる。	



Fabiola Gianotti 
(1960 -) 

ATLAS Experiment © 2013 CERN  

In	  2012,	  Fabiola	  Gianon	  led	  the	  ATLAS	  experiment	  -‐	  a	  collaboraIon	  of	  over	  2,000	  
internaIonal	  physicists	  that	  in	  collaboraIon	  with	  the	  CMS	  experiment	  discovered	  a	  
parIcle	  believed	  to	  the	  Higgs	  Boson	  on	  the	  Large	  Hadron	  Collider	  at	  CERN.	  



Fabiola Gianotti 
(1960 -) 

ATLAS Experiment © 2013 CERN  

2012年、ファビオラ・ジャノッティは、世界から2,000人の物理学者が参画するATLAS	
実験プロジェクトを率い、CERNの大型ハドロン加速器（LHC）でヒッグス粒子とみられる新た	
な粒子を発見する。	



Japanese Female 
Scientists 
日本の女性科学者	 



Chika Kuroda 
(1884-1968) 

In	  1913,	  Chika	  Kuroda,	  along	  with	  Raku	  Makita	  and	  Ume	  Tange,	  was	  one	  of	  the	  first	  
Japanese	  female	  students	  to	  be	  accepted	  into	  Tohoku	  Imperial	  University.	  Kuroda	  
graduated	  from	  the	  Department	  of	  Chemistry	  in	  the	  Faculty	  of	  Science	  at	  Tohoku	  
Imperial	  University	  in	  1916,	  becoming	  Japan’s	  first	  female	  student	  to	  earn	  a	  Bachelor	  
of	  Science.	  	  
	  

© Institute for Gender Studies, Ochanomizu University 



Chika Kuroda 
(1884-1968) 

1913年、 黒田チカが牧田らく、丹下ウメとともに日本初の東北帝国大学女子学生となる。 
1916年、彼女は東北帝国大学化学科を卒業し、日本女性初の理学士となる。	
	

お茶の水女子大学ジェンダー研究センター所蔵 



In	  1927,	  Kono	  Yasui	  became	  the	  first	  Japanese	  woman	  to	  earn	  a	  doctorate	  in	  science.	  	  
Her	  research	  results	  on	  prothallium	  of	  Salvinia	  were	  the	  first	  Japanese	  woman’s	  work	  
to	  be	  published	  in	  a	  foreign	  specialized	  journal.	  	  

Kono Yasui 
 (1880-1971) 

 Ochanomizu University 



Kono Yasui 
 (1880-1971) 

1927年、保井コノが東京帝国大学で日本初の女性理学博士となる。サンショウモの原葉体 
について研究を進めた成果が、日本人女性として初めて外国の専門誌に掲載される。	

お茶の水女子大学 



Toshiko Yuasa 
 (1909-1980) 

In	  1939,	  Toshiko	  Yuasa	  joined	  College	  de	  France,	  Laboratoire	  de	  Chimie	  Nucléaire	  as	  
a	  researcher.	  Yuasa	  was	  the	  first	  Japanese	  female	  physicist	  to	  work	  overseas.	  	  

© Institute for Gender Studies, Ochanomizu University 



Toshiko Yuasa 
 (1909-1980) 

1939年、湯浅年子は、フランスのコレジ・ド・フランス原子核化学研究所の研究員となる。 
彼女は、海外で活動した初めての日本人女性物理学者といわれる。	

お茶の水女子大学ジェンダー研究センター所蔵 



Katsuko Saruhashi  
(1920-2007) 

In	  1981,	  geochemist	  Katsuko	  Saruhashi	  established	  the	  Saruhashi	  Award.	  	  
This	  award	  is	  given	  to	  female	  scienIsts	  under	  age	  50	  for	  remarkable	  
achievements	  in	  the	  natural	  sciences.	  	  



Katsuko Saruhashi  
(1920-2007) 

1981年、地球化学者の猿橋勝子が、猿橋賞を創設する。この賞は、自然科学分野で顕著な
研究業績をおさめた50歳未満の女性科学者に贈られる。	



Fumiko Yonezawa 
(1938 -) 

In	  1984,	  Fumiko	  Yonezawa	  received	  the	  Saruhashi	  Award.	  Yonezawa	  is	  internaIonally	  
renowned	  for	  her	  research	  on	  amorphous,	  non-‐crystalline	  material	  structure.	  In	  1996,	  
she	  was	  the	  first	  woman	  to	  become	  President	  of	  the	  Physical	  Society	  of	  Japan	  (JPS).	  

“Futari de tsumuida monogatari” Fumiko Yonezawa (demadosha) “Futari de tsumuida monogatari” Fumiko Yonezawa (demadosha) 



1984年、米沢富美子が猿橋賞を受賞する。彼女は結晶構造を持たない物質の状態を指すアモ
ルファス研究で国際的に知られ、1996年には女性として初めて日本物理学会会長に就任する。	

Fumiko Yonezawa 
(1938 -) 

米沢富美子「二人で紡いだ物語」（出窓社） 米沢富美子「二人で紡いだ物語」（出窓社） 



In	  1993,	  Reiko	  Kuroda	  received	  the	  Saruhashi	  Award	  for	  her	  discovery	  of	  changes	  in	  
gene	  funcIon	  determined	  by	  different	  shapes	  of	  ferIlized	  eggs.	  	  

Reiko Kuroda 
(1947 -) 

 photo provided : Reiko Kuroda 



Reiko Kuroda 
(1947 -) 

写真提供：黒田玲子 

黒田玲子は、受精卵の形の違いにより、遺伝子の働きが変化することを発見し、 
1993年に猿橋賞を受賞する。	



Chiaki Mukai (1952 - )   

In	  1994,	  the	  first	  Japanese	  woman	  astronaut	  Chiaki	  Mukai	  flew	  on	  the	  STS-‐65	  mission	  
aboard	  the	  space	  shujle	  Columbia.	  Her	  second	  spaceflight	  was	  on	  the	  Space	  Shujle	  
Discovery	  STS-‐95	  mission	  in	  1998.	  	  



1994年、日本人女性初の宇宙飛行士となった向井千秋がスペースシャトル・コロンビア号での
ミッション (STS-65) に搭乗する。1998年には、スペースシャトル・ディスカバリー号でのミッション 
(STS-95) に搭乗する。	

Chiaki Mukai (1952 - )   



OIST  
沖縄科学技術大学院大学	 



At	  OIST,	  19%	  of	  the	  researchers	  (29	  out	  of	  150)	  and	  56%	  of	  the	  technicians	  (38	  
out	  of	  68)	  are	  female.	  In	  addiIon,	  29%	  of	  the	  first	  class	  of	  PhD	  students	  (10	  out	  
of	  34)	  are	  female.	  	  



OISTでは、研究員の19％（150名中29名）、技術員の56％（68名中38名）が女性である。 
また、博士課程第1期生の29％（34名中10名）が女性である。	



Hiroko Sho 

Hiroko	  Sho,	  a	  member	  of	  OIST’s	  Board	  of	  Governors,	  finished	  her	  master’s	  degree	  in	  
nutriIon	  at	  the	  University	  of	  Michigan	  in	  1952	  shortly	  aser	  the	  end	  of	  the	  war	  and	  
earned	  her	  doctorate	  in	  agriculture	  from	  Kyushu	  University.	  
“Theory	  aser	  theory	  is	  not	  what	  gives	  you	  a	  clear	  idea.	  Learning	  through	  experience	  to	  	  	  
	  	  grow	  curiosity	  from	  a	  young	  age	  is	  what	  is	  required	  for	  Japanese	  educaIon.”	  
	  



Hiroko Sho 

OIST理事の尚弘子博士は、戦後間もない1952年に米国ミシガン州立大学大学院で栄養学 
（修士課程）を修め、その後九州大学で農学博士となった。 
「理論でいくら言っても、ピンと来ない。小さいころから頭に “？” を描けるような体験学習が 
　日本の教育に必要」	



Maki Kubo 

Maki	  Kubo,	  OIST’s	  Vice	  President	  for	  AdministraIve	  Compliance	  has	  served	  as	  the	  Vice	  
President	  and	  Director-‐General	  of	  the	  NaIonal	  Women’s	  EducaIon	  Center.	  	  
“I	  am	  working	  to	  promote	  gender	  equality	  to	  ‘correct’	  the	  exisIng	  situaIon	  where	  
favorable	  treatment	  is	  given	  to	  men	  unless	  acIon	  is	  taken.”	  



Maki Kubo 

OISTでアドミニストレイティブ・コンプライアンスを担当する久保真季副学長は、以前、 
国立女性教育会館（NWEC）で理事兼事務局長を務めた経験をもつ。 
「何もしなければ男性が優遇されるという現状を“修正”していくため、男女共同参画を 
　推進している」	



Gail Tripp 

Professor	  Gail	  Tripp,	  who	  studies	  a	  developmental	  disorder	  called	  ajenIon	  deficit	  
hyperacIvity	  disorder	  (ADHD),	  serves	  as	  Chair	  of	  the	  Commijee	  for	  Gender	  Equality.	  	  
“We	  need	  to	  increase	  our	  awareness	  of	  equality	  not	  just	  with	  male	  colleagues	  but	  
with	  female	  colleagues	  as	  well.”	  



Gail Tripp 

注意欠陥多動性障害（ADHD）と呼ばれる発達障害に関する研究を行っているゲイル･トリップ 
教授は、男女共同参画委員会の会長でもある。 
「私たちは、男性の同僚だけではなく、女性の同僚との間でも平等意識を高めていく 
  必要があります。」	
	



Sile Nic Chormaic 

Professor	  Sile	  Nic	  Chormaic	  is	  studying	  the	  interacIon	  between	  light	  and	  majer.	  	  
“In	  the	  physics	  field,	  there	  is	  a	  big	  conference	  called	  the	  InternaIonal	  Conference	  on	  
Women	  in	  Physics	  (ICWIP)	  every	  three	  years,	  and	  we	  can	  create	  a	  network.”	  



Sile Nic Chormaic 

シーレ･ニコーマック准教授は、光と物質の相互作用を主題に研究を行っている。 
「物理の領域には、3年に1度ICWIPという女性のための大きな国際会議があり、 
   女性研究者とのつながりを作ることができる」	
	



Yoko Yazaki-Sugiyama 

Professor	  Yoko	  Yazaki-‐Sugiyama	  uses	  songbirds	  as	  model	  organisms	  to	  study	  the	  
neuronal	  mechanism	  of	  the	  developmental	  Ime	  window	  called	  the	  “criIcal	  period.”	  
“I	  think	  our	  generaIon	  is	  benefiIng	  from	  women	  of	  previous	  generaIons	  who	  have	  
paved	  the	  way	  for	  us.”	  



Yoko Yazaki-Sugiyama 

杉山（矢崎）陽子准教授は、歌を鳴く鳥（ソングバード）をモデルに臨界期の神経メカニズム	
について研究している。	
「自分よりも上の世代の女性たちが苦労してきた。私はその恩恵にあずかっている世代だ	
　と思う。」	



Elaine Wong 

Elaine	  Wong	  is	  a	  PhD	  student	  from	  Malaysia.	  	  
“Our	  society	  nowadays	  thrives	  on	  science	  and	  technology	  for	  the	  necessiIes	  and	  
conveniences	  of	  life.	  I	  enjoy	  decoding	  the	  mysteries	  of	  nature	  and	  in	  turn	  use	  it	  for	  
the	  advancement	  of	  our	  society.”	  



Elaine Wong 

博士課程で学ぶマレーシア出身の学生、イレイン・ウォン。 
「現代社会は生活の維持及び利便性において科学技術の多大な恩恵を受けている。 
　自然の神秘を解き明し、それを社会の発展に役立てることにやりがいを感じている。」	
	



Jessica Verena Schulze 

Jessica	  Verena	  Schulze	  is	  a	  PhD	  student	  from	  Germany.	  
“I	  believe	  role	  models	  are	  very	  important.	  That’s	  the	  main	  reason	  why	  I	  founded	  the	  
Okinawa	  Science	  Mentoring	  Program	  with	  other	  female	  students	  in	  OIST.	  We	  pair	  up	  
high	  school	  students	  with	  us	  and	  give	  them	  the	  opportunity	  to	  know	  more	  about	  the	  
field	  of	  science	  and	  technology.”	  



Jessica Verena Schulze 

博士課程で学ぶドイツ出身の学生、イェシカ ヴェレーナ・シュルツェ。 
「手本となる人がいることは大切だと思う。そうしたことから、沖縄においてサイエンス・メンタ 
　リング（指導・助言）プログラムを他の女子学生と立ち上げた。私たち大学院生が高校生とペア 
　を組み、科学技術の分野について理解を深める機会を提供している。」	
	



A Group of Female Scientists at OIST 
OISTの女性科学者たち	

Do Science Together! 




