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LPI-Japan、『輝く未来へ・・・ 女性のためのキャリアアップセミナー       

～IT業界でプロフェッショナルを目指すために～』を開催 

 

Linux 技術者認定機関として「LPIC」を実施する特定非営利活動法人（NPO）LPI-Japan（エルピ

ーアイジャパン、理事長：成井 弦、www.lpi.or.jp）は、女性のキャリアアップ支援の一環として、

女性限定セミナー「輝く未来へ・・・ 女性のためのキャリアアップセミナー ～IT 業界でプロフェ

ッショナルを目指すために」（※以下本セミナー）を 2011 年 1 月 23 日（日）に東京ミッドタウン

にて開催します。 

 

近年、女性の技術分野への進出が進んでいます。しかし、IT 業界に目を向けると、まだまだ男性

が多く、女性の中には IT 業界に興味はあるが、IT 業界で働くことに不安を感じている方もいます。

しかし IT 業界は他の業界と比べると、 

 

▼男女平等が進んでいる 

▼実力で勝負できる土壌がある 

▼手に職を持つことにより、結婚/出産後も仕事に復帰しやすい 

▼IT のスキルと女性のコミュニケーション能力を活用することで仕事に有利 

 

など、働く女性にとって多くのメリットがあり、女性が輝くことができる業界であることも事実です。 

 

本セミナーでは、「人事・教育分野」で活躍されてきた NEC ラーニング株式会社社長の内海房子

氏、そして IT エンジニアとして、またプロジェクトを統括する管理職として活躍されている NEC

の高橋千恵子氏をお迎えし、“IT 業界で働いている女性”、“これから IT 業界で働きたい女性”が

『輝く未来』を手に入れるために役立つお話をしていただきます。 

また、“事務職から IT エンジニアへのキャリアチェンジを実現して活躍している”、“LPIC の資

格を取得して派遣スタッフから IT 系企業の正社員となった”、“文系大学から IT エンジニアのキ

ャリアを進んでいる”といった経験を持つ女性エンジニアの方々を招いた、パネルディスカッション

を実施します。ここでは IT 業界で働くにあたり、具体的にどのようにキャリアを築くべきかのヒン

トとなるお話を、参加者の女性のみなさまと等身大の視点でお話していただきます。 
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今回のセミナーの開催概要は、次の通りとなります。 

 

■セミナー公式 HP■ 

https://www.lpi.or.jp/seminar20110123/index.php 

 

【開催概要】  

・タイトル：  『輝く未来へ・・・ 女性のためのキャリアアップセミナー  

～IT 業界でプロフェッショナルを目指すために』 

・日時：  2011 年 1 月 23 日（日）13：30～18：00（懇親会 17：00～18：00） 

・会場：  東京ミッドタウンホール＆カンファレンス 4F（Room7） 

  〒107-0052 東京都港区赤坂 9 丁目 7-1 

・会場 URL http://www.tokyo-midtown.com/jp/facilities-service/hall/access.html#access1 

・対象：  IT 業界に興味のある女性、LPIC 取得を目指している女性 など 

・定員：  100 名（事前申込制） 

・参加費： 無料 

・主催：  特定非営利活動法人エルピーアイジャパン（LPI-Japan）  

・後援：  Suono Dolce by ニッポン放送 

・メディアスポンサー： 日経 WOMAN / 日経 Linux 

・詳細/お申込： https://www.lpi.or.jp/seminar20110123/index.php 

 

【プログラム】 

 

時間   講演タイトル／講師 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

13:35～14:35 講演 1「もっと素敵にワーキングライフ」 

■講師 

ＮＥＣラーニング株式会社 代表取締役執行役員社長 

        内海 房子 氏 

 

14:45～15:15 講演 2「女性エンジニアとしてのキャリアの描き方（仮）」 

        ■講師 

LPI-Japan 理事 高橋 千恵子 氏 

        （NEC ITPF ソリューション事業部 グループマネージャー） 

 

15:15～15:45   講演 3「オープンソースムーブメントのインパクトとキャリアパス」 

        ■講師  

LPI-Japan 理事長 成井 弦  

 

https://www.lpi.or.jp/seminar20110123/index.php
https://www.lpi.or.jp/seminar20110123/index.php
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15:55～16:45 講演 4「女性 IT エンジニアのパネルディスカッション」 

        ■パネリスト： 

西田 由美子 氏 （CTC システムオペレーションズ株式会社） 

         濱田 美奈子 氏 （NEC ネッツエスアイ株式会社） 

         福永 愛美 氏  （株式会社クエスト） 

                                             

●本セミナーのお問い合わせ先 

LPI-Japan 事務局 担当：有留  

TEL ：03-3261-3660、FAX: 03-3261-3661 / E-mail：seminar@lpi.or.jp 

 

========================================================================================== 

LPI および LPI-Japan について 

========================================================================================== 

 

LPI Inc.（Linux Professional Institute 本部：カナダ）は、Linux 技術者認定試験（LPIC：Linux 

Professional Institute Certification）を中立公正な立場で実施する特定非営利団体です。LPI で

は世界 150カ国以上で LPIC を実施し Linux /オープンソース技術の習得を促進しております。 

LPI-Japan は、LPI の日本支部として日本における LPIC の普及、Linux/オープンソース技術者の育

成のため、2000 年に設立されました。 

 

●LPI-Japan の概要（http://www.lpi.or.jp/） 

・法人名：特定非営利活動法人 エルピーアイジャパン 

・所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町 15 一番町コート 6F 

・連絡先 TEL：03-3261-3660、FAX：03-3261-3661、e-mail：info@lpi.or.jp 

・設立：2000年（平成 12 年）7月 28日 

・業務内容：Linux の普及・推進、Linux 技術者認定試験の実施と認定 

・役員  

理事長：成井 弦 

理事：池田 秀一、鈴木 敦夫、鈴木 友峰 高橋 千恵子、中野 正彦、福地 正夫、丸茂 晴晃 

監事：寺本 振透 

 

♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯ 

＜登録商標＞ 

Linux Professional Institute Japan及び LPI-Japan は、 

特定非営利活動法人 エルピーアイジャパンの登録商標です。 

Linux は Linus Torvalds の登録商標です。 

文中に記載されているその他すべての商標は、それぞれの所有者に所有権が属しています。 

♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯ 


