
Windows
⼥⼦部
のご紹介



・⾃⼰紹介

・Windows⼥⼦部の活動について

・私が⼊部したきっかけ・感じていること

本⽇お話させていただく内容



現在は、あるWEBシステムの企画提案から
設計、開発、運⽤等を⾏っています。

Windows⼥⼦部 3代⽬部⻑

⽊下 未来（きのした みく）
職種：SE・プログラマー

⾃⼰紹介



About Windows ⼥⼦部

■コンセプト■
マイクロソフトの

テクノロジを
「楽しく学ぶ」を
コンセプトにした
⼥性コミュニティ

■⽬標■
理論＋テクノロジー
の学びをとおして
IT⼥⼦として
スキルアップ＆
キャリアアップ

■参加条件■
コンセプトを

守れる⽅であれば
どなたでもOK！
初⼼者OK！
学⽣OK！

設⽴1年半で100名を超え
2014年1⽉24⽇現在
会員数：154⼈



Windows ⼥⼦部 活動の軌跡（１）
2012/01/25 IT⼥⼦カンファレンスで⽴ち上げ宣⾔
2012/02/20 第 1 回勉強会 Visual Studioはじめの⼀歩
2012/03/29 第 2 回勉強会 ASP.NETはじめの⼀歩
2012/04/26 第 3 回勉強会 Windows Phone⼊⾨
2012/05/31 第 4 回勉強会 Windows 8 & Windows Phone 
2012/07/25 第 5 回勉強会 Office アプリケーション開発⼊⾨
2012/08/27 第 6 回勉強会 澤 円 ⽒のプレゼンテーションの極意
2012/09/24 第 7 回勉強会 Windowsストア アプリのUX/UIデザイン
2012/10/31 第 8 回勉強会 Office アドイン開発

★2代⽬部⻑ 江⾒ 佳緒⾥ 就任
2012/11/28 第 9 回勉強会 テスト設計 Part1 & Visual Studioのテスト機能
2012/12/20 第10回勉強会 テスト設計 Part2 & Visual Studioのテスト機能
2013/01/25 第11回勉強会 ジニアス平井⽒による Kinectプログラミング
2013/02/20 第12回勉強会 澤 円 ⽒のコミュニケーションスキルアップの極意
2013/03/29 第13回勉強会 Windows 8 ストアプリ開発 ＆ DB設計 ⼊⾨
2013/04/26 第14回勉強会 HTML5 ⼊⾨
2013/05/22 第15回勉強会 第1回 レゴマインドストーム プログラミング



Windows ⼥⼦部 活動の軌跡（２）
★3代⽬部⻑ ⽊下 未来 就任予定

2013/06/19 第 16回勉強会 組み込みシステム⼊⾨
2013/07/08 第 17回勉強会 TFSUG with Windows ⼥⼦部 〜Visual Studio マシュマロチャレンジ〜
2013/07/24 第 18回勉強会 HTML5とか勉強会 for ビギナー With Windows ⼥⼦部
2013/07/28 コラボイベント 納涼もんごまつり With Windows ⼥⼦部
2013/07/31 第 19回勉強会 第2回 レゴマインドストーム プログラミング
2013/08/31 第 20回勉強会 Windows インフラエンジニア ビギナーズDay With Windows⼥⼦部
2013/09/30 第 21回勉強会 UI＆UX基礎
2013/10/25 第 22回勉強会 クラウドコンピューティング設計＆Office の便利テクを学ぼう
2013/11/９ コラボイベント パソナテック「Engineer Woman Meetup!－私らしい働き⽅をデザインする1Day」
2013/11/27 第 23回勉強会 JavaScriptプログラミング
2013/12/5 第 24回勉強会 ⻄脇 資哲⽒にプレゼンの極意を学ぶ！
2014/01/18 コラボイベント @typeエンジニア適職フェア
2014/01/24 コラボイベント ⽇本プロジェクトマネジメント協会 「次世代型⼥性活⽤で未来創造を築く」
2014/01/25 第 25回勉強会 2周年記念！ジニアス平井 ⽒のプログラミングの世界！(仮）
2014/02 第 26回勉強会 2周年記念！澤 円 ⽒ によるスーパープレゼンテーションスキルアップ(仮）



Windows ⼥⼦部 活動の軌跡



『⾃分で企画したものを
⾃分で作って

世の中に提供したい！！』

IT業界に⼊ったきっかけ

ご縁があって、転職サイトを運営している会社に⼊社
プログラマーから始める



開発では⾊々と波乱万丈を経験しながら、
システム設計担当⇒要件定義担当

と、いわゆる上流⼯程へと進み、
その後憧れの企画部署へ

その後、紆余曲折する

企画⇒営業サポート⇒エンジニアに戻るために転職⇒挫折⇒再就職



上にあがるしかないと思い、前向きになる。
しかし、

スキル・経験の無さを痛感し、
⾃分だけで勉強するには限界を感じる。

挫折の階段を下りきる

「技術コミュニティ」の存在を知り

Windows⼥⼦部に出逢う



Windows⼥⼦部で企画コンテストに参加。

チャンスが訪れる

とりあえず、だめもとで参加してみる。
2⼈チームで企画を提案。

特に賞はもらえず、悔しい思いをするが
働きながらやり遂げられたことが少し⾃⾝に繋がり、

挑戦することへの不安感が薄れる。



ご縁があって、Windows⼥⼦部3代⽬部⻑に

世界が変わる

Developers Summit Summer 2013
の公募スピーカーに応募

ベストスピーカー賞に選んでいただき
無くしていた⾃信を取り戻すことで

活動の幅が広がり、仕事もコミュニティもさらに楽しくなる



多くの⼈数をまとめ、
活動を続けるということの⼤切さと⼤変さを痛感する。

新たな課題に直⾯する

勉強会やイベントを⾏うたびに、
⾃分の課題や問題点が浮き彫りになる

⼈に頼るということがうまく出来ず

オーバーフロー気味になってしまう



⼥性エンジニアの先輩やメンバーさんに
たくさん助けていただく

新しい形が作られつつある

まだまだ完璧ではありませんが、
⾊んなメンバーさんをもっと巻き込んだ

「みんなでつくるコミュニティ」になるように現在、画策中



仕事とコミュニティの
両⽅の相乗効果が⽣まれるということ

コミュニティを通して感じていること

仕事で経験できないことや、達成できていない課題を
コミュニティという場で経験することができます。

「知りたい」「学びたい」というパワーを持った⼈の集まりなので
更なるやる気・パワーを得られることができます。



初⼼者⼤歓迎 !!
世界が広がります！⼀緒に⾊んな事を楽しみましょう♪

▼今後の勉強会の告知は下記よりご確認いただけます（※参加は⼥性限定です）
https://www.facebook.com/groups/WindowsGirls/

【本⽇公開!!】
［type IT Academy] での連載スタート！

【明⽇開催 !!】
2周年記念！ 第2弾
ジニアス平井のプログラミングの世界！


