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25 小野 衣里日（株式会社ファンケル）  なんとかなるさの気持ちで 
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27 加古 さおり（パナソニック株式会社） おいしさ追求一筋、私のライス(フ)ワーク 
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39 坂上 麻子（雪印メグミルク株式会社）  お客様の「おいしい笑顔」のために! 

40 坂下 真耶（株式会社ファーマフーズ）  何事も前向きに挑戦してみる 

41 下位 香代子（静岡県立大学） 求めよ、さらば与えられん、研究の向こうに

社会に役立つことがある 



42 杉山 妙（日清オイリオグループ株式会） 私の現在までのキャリアをご紹介します 

43 竹中 麻子（明治大学農学部）  大学教員の道を選んで 

44 竹村 美保（石川県立大学）  仕事も家事も子育ても、全部楽しもう 

45 田中 美順（森永乳業株式会社）  子供も研究も育てよう 

46 谷 美生夏（日本食品化工株式会社）  目標を達成するには努力の積み重ね 

47 辻 智子（株式会社吉野家ホールディングス） 強みをもっと強く! 

48 堤 浩子（月桂冠株式会社）   醸造・微生物は奥が深くて面白い! 

49 冨森 莱美乃（サントリーウエルネス株式会社） 全ての道は未来に通ず 

50 永野 愛（協和発酵バイオ株式会社）  常に変化しながら一歩ずつ前へ 

51 夏目 みどり（株式会社明治）  食品会社で30年、楽しく研究しています! 

52 奈良井〈金山〉朝子（日本獣医生命科学大学） 理解・協力を得ながらやりたいことを! 

53 成田 琴美（キューピー株式会社）  微生物に魅かれて 

54 西山 千春（東京理科大学）  農芸化学での出会いと憧れのままに 

55 野口 まや（アサヒグループ食品株式会社） フットワークは軽く、会いに行こう 

56 野崎 聡美（株式会社日清製粉グループ本社） 考えすぎず、臨機応変に 

57 廣政 あい子（キリン株式会社）  人との出会いを大切に 

58 藤田 直子（秋田県立大学）  自分の興味に素直に向き合う 

59 松井 知子（ノポザイムズジャパン株式会社） 置かれた場所でがんばって咲く! 

60 松本 由佳（日東薬品工業株式会社）  挑戦と経験が教えてくれた私の生きる道 

61 丸山 如江（摂南大学）   二兎を追って 

62 三木 あずさ（高砂香料工業株式会社） 企業の研究者として仕事を、人生を楽しむ 

63 宮井 真千子（森永製薬株式会社・加藤産業株式会社・株式会社吉野家ホールディングス） 

     「ありたい自分に向けて挑戦!」 

64 宮崎(中村) 絹子（ハウス食品グループ本社株式会社）  

     仕事も、育児も、悔いのないよう全力投球! 

65 三輪 典子（味の素株式会社）  「食」と「職」へのこだわり 

66 向井 理恵（徳島大学大学院）  長く続けたい仕事を見つけ出してください 

67 室田 佳恵子（近畿大学）   大学教員として後輩たちに伝えたいこと 

68 柳原 沙恵（アサヒグループホールディングス株式会社）  

     柔軟性と感謝の気持ちを大切に 

69 矢野 理子（株式会社カネカ）  前向きに楽観的にポジティプに楽しむ 

70 吉田 裕美（香川大学）   男性、女性を問わず、気楽に読んでください 

71 吉永 直子（京都大学大学院）  実験対象は昆虫から乳児まで 

72 編集後記 
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