
 
 
 

別紙 

「夏のリコチャレ 2016～理工系のお仕事体感しよう！～」イベント一覧 

2016 年 6 月 20 日現在 

団体名 日程 開催地 対象者 イベント名 取材 

日本自動車工業会 マ

イナビ 

7/16 大阪府大阪市 中高（女性限定） 【女子限定夏の特別イベ

ント】あなたの想いを走ら

せる仕事 

○ 

日本自動車工業会 マ

イナビ 

7/17 東京都千代田区 中高（女性限定） 【女子限定夏の特別イベ

ント】あなたの想いを走ら

せる仕事 

○ 

野村総合研究所（NRI） 7/21 東京都千代田区 中高（女性限定） NRI ってどんな会社？リ

ケジョのお仕事発見＆体

験会 

× 

フジクラ 7/21 千葉県佐倉市 中高 夏のリコチャレ／フジクラ

佐倉事業所見学会 

× 

鉄道博物館 7/24 埼玉県さいたま

市 

中高大（男性可） 東大 EMP 主催講演会

「海をわたる機関車」 

○ 

野村證券 7/25 東京都中央区 中高（女性限定） 夏のリコチャレ（理工チャ

レンジ）2016 ～職場見学

会～ 

○ 

清水建設 7/26 東京都江東区 中（男性可） 夏のリコチャレ☆シミズも

のづくり最前線（１） 

○ 

日立化成 7/26 千葉県市原市 中高（男性可） 化学のお仕事を知ってわ

くわく！～のぞいてみよ

う！製品開発～ 

○ 

清水建設 7/28 東京都江東区 中（男性可） 夏のリコチャレ☆シミズも

のづくり最前線（１） 

○ 

アフラック（アメリカンファ

ミリー生命保険会社） 

7/29 北海道札幌市 中高 ダックのリケジョ応援企

画～理系女子のお仕事

体験～ 

○ 

東光高岳 7/29 埼玉県蓮田市 小中高大（男性

可） 

走らせよう！東光高岳理

系チャレンジャー号！ 

○ 

日立化成 7/29 茨城県日立市 中高大（男性可） 化学分析のお仕事を知っ

てわくわく！ 

○ 

駿台電子情報＆ビジネ

ス専門学校 

7/31 東京都千代田区 中高 理系をめざす女子のため

のロボットプログラミング

ワークショップ 

○ 

日立化成 8/1 茨城県日立市 中高大（男性可） 化学分析のお仕事を知っ

てわくわく！ 

○ 



KDDI 財団 8/2

～

8/4 

宮城県仙台市 中（男性可） 第 23 回（2016 年）たのし

いサイエンス・サマースク

ール 

○ 

キャタピラージャパン 8/3 兵庫県明石市 高（男性可） キャタピラーのエンジニア

1 日体験 

○ 

中電工 8/3 広島県広島市 中高大（女性限

定） 

夏休みお仕事見学 in 中

電工 

○ 

日立ソリューションズ 8/3 東京都品川区 中高（男性可） 未来を創るシゴト☆ＩＴの

わくわくを体験しよう！ 

○ 

静岡ガス 8/4 静岡県静岡市 中高（女性限定） リケ女応援会～施設見

学ツアーin SHIZGAS 

○ 

東レ 8/4

～

8/6 

山梨県南都留郡 小（男性可） 青空サイエンス教室 ○ 

リコー 8/4 神奈川県横浜市 高大（女性限定） 女子学生向け、リコー中

央研究所見学会 

○ 

日本信号 8/4 埼玉県久喜市 高大（女性限定） 集まれ！ものづくり好き

女子！交通インフラのも

のづくりを知ろう 

× 

ＫＹＢ 8/4 神奈川県相模原

市 

中高（女性限定） ＫＹＢリコチャレサマース

クール 

× 

東京医科大学 8/4 東京都新宿区 中高（男性可） 医師を目指す中高生と保

護者のための講演会 

× 

早稲田大学 理工学術

院 

8/4 東京都新宿区 小中 

 

第２９回ユニラブ × 

アズビル 8/5 神奈川県藤沢市 中（男性可） オートメーションってなあ

に？リケジョの得意分野

を体験しよう！ 

○ 

コア 8/5 神奈川県川崎市 中高（女性限定） 夏のリコチャレ 2016～理

工系のお仕事体感しよ

う！～ 

× 

帝京大学 8/5 栃木県宇都宮市 高（男性可） 帝京大学サイエンスキャ

ンプ 「女性科学者のタマ

ゴになろう！」 

○ 

東亞合成 8/5 愛知県名古屋市 中高（女性限定） 夏のリコチャレ～化学っ

てスゴイ！化学会社のお

仕事を体感しよう 

○ 

田中貴金属グループ 8/5 神奈川県平塚市 中高 夏休み 理系職場ツアー

ズ in TANAKA 

○ 



日本電信電話 8/6 神奈川県横須賀

市 

小中（男性可） 夏休み子ども科学教室 ○ 

独立行政法人国立女性

教育会館 

8/6

～

8/8 

埼玉県嵐山町 中高（女性限

定）、保護者、教

員 

女子中高生夏の学校２０

１６～科学・技術・人との

出会い～ 

○ 

アフラック（アメリカンファ

ミリー生命保険会社） 

8/9 東京都新宿区 中高 ダックのリケジョ応援企

画～理系女子のお仕事

体験～ 

○ 

エム・テック 8/9 埼玉県本庄市 高大（男性可） 建築物は巨大なプラモデ

ル？プレキャスト工法に

ついて知ろう！ 

○ 

KDDI 財団 8/9 愛知県名古屋市 高（男性可） テクノフロンティアセミナ

ー TEFS  

○ 

KDDI 財団 8/12 福岡県福岡市 中（男性可） 中学生の科学実験教室

2016 

○ 

ＪＦＥスチール東日本製

鉄所千葉地区 

8/12 千葉県千葉市 中高（女性限定） 中・高生限定 リケジョ製

鉄所見学会 

× 

日本電信電話 8/18 東京都武蔵野市 小（男性可） 夏休み科学教室 ○ 

日本電信電話 8/19 東京都武蔵野市 小（男性可） 夏休み科学教室 ○ 

ヒューリック 8/22 東京都中央区 小中高大（男性

可） 

リケジョの先輩が語る不

動産ビジネス(観光事業・

最新技術紹介) 

○ 

小田急電鉄 8/22 東京都世田谷区 高（女性限定） ２０１６ 小田急夏のリコ

チャレ鉄道教室 

○ 

日本電信電話 8/22 神奈川県横須賀

市 

小中（男性可） 夏休み子ども科学教室 ○ 

清水建設 8/23 東京都中央区 高（男性可） 夏のリコチャレ☆シミズも

のづくり最前線（２） 

○ 

旭化成グループ 8/24 静岡県富士市 高（女性限定） AsahiKASEI“リケジョ”の

シゴト、知ろう、触れよ

う！ 

○ 

資生堂 8/24 神奈川県横浜市 中高（女性限定） 「夏のリコチャレ」 × 

アフラック（アメリカンファ

ミリー生命保険会社） 

8/24 大阪府大阪市 中高 ダックのリケジョ応援企

画～理系女子のお仕事

体験～ 

○ 

ダイハツ工業 8/24 大阪府池田市 中高（女性限定） 夏のリコチャレ 2016！～

ダイハツ工業 工場見学

会～ 

× 



戸田建設 8/25 東京都北区 小中 女子がつくる。女子でつく

る。建築現場 ～トダジョ

と一緒に！～ 

○ 

ＢＴジャパン 8/25 東京都港区 中高大（男性可） 自分を守る、社会を守

る！サイバーセキュリティ

の秘密 

○ 

清水建設 8/26 東京都中央区 高（男性可） 夏のリコチャレ☆シミズも

のづくり最前線（２） 

○ 

国際協力機構（ＪＩＣＡ） 8/26 東京都新宿区 中高（男性可） 『国創り』の仕事 ～理工

系のお仕事体感しよう！

～ 

○ 

ダイハツ工業 8/26 大阪府池田市 中高（女性限定） 夏のリコチャレ 2016！～

ダイハツ工業 工場見学

会～ 

× 

旭化成グループ 8/26 東京都千代田区 高（女性限定） “リケジョ” セミナー 「薬

学・ヘルスケア系のシゴ

ト」 

○ 

昭和電線ホールディン

グス 

8/26 神奈川県相模原

市 

中高大（男性可） 夏の理工チャレンジ 昭

和電線の工場を見学して

みよう！ 

○ 

清水建設 8/29 茨城県土浦市 高（女性限定） 夏のリコチャレ☆シミズも

のづくり最前線（３） 

× 

ボッシュ 8 月

下旬 

東京都渋谷区 中高（女性限定） リケジョのリアル x もの

づくりワークショップ 

○ 

三菱重工 8 月

中～ 

下旬

予定 

兵庫県神戸市 中高（男性可） 理工系女子応援理科授

業「ロケットはなぜ飛ぶ

の」（仮） 

○ 

※記載内容は開催団体の申告内容によります。                          

※詳細は、特設ページ http://www.gender.go.jp/c-challenge/event/2016_summer.html）を御参照ください。 


