
ＳＳ事業部会 

 

豊田西高校ではＳＳＨ事業の企画・運営及び分析評価するためにＳＳ事業部会を組織しています。本

事業部会は週に三度会議及びディスカッションを行い、ＳＳＨ事業の推進を担っています。 

 

１ 今年度の重点目標 

 （１）理科課題研究と探究活動のレベルアップを学校全体で推進する。 

 （２）各ＳＳ科目の狙いを実現する教材・指導法の開発を推進する。 

 （３）ＳＳＨ事業による生徒の変容の把握と検証・評価を厳密なものにする調査法を開発する。 

 （４）ＳＳＨ事業の成果共有を３つの柱（ＨＰの充実、公開授業、ＳＳＨ発表会）で強化する。 

 

２ 今年度ＳＳ事業部員の役割分担 

理科教員 

（主任・３年副担） 

全体の統括 ＳＳＨ運営・評価委員会 ＪＳＴ折衝 ＳＳＨ海外研修 

渉外（豊田市・トヨタ他） 経理連携 各種文書・資料作成   

理科教員 

（副主任・２年担任） 

国際交流グループ、総務グループ担当   

ＳＳＨ海外研修 ＳＳＨ校内運営委員会 ＳＳ部活動（生物） 広報活動 

課題研究（２年） コアＳＳＨ（時習館） 科学の甲子園  

英語科教員 

（３年副担任） 

国際交流グループ担当 

ＳＳＨ海外研修 コアＳＳＨ（時習館） 英語研究発表推進  

理科教員 

（１年担任） 

研究開発・指導Ｂグループ担当 

企業連携（職場訪問） 豊田市連携 １学年連携 ＳＳ部活動（物理） 

理科教員 

（３年担任） 

研究開発・指導Ａグループ担当 

ＳＳ科目 課題研究（３年） ３学年連携 各種コンテスト 講演会  

数学科教員 

（２年担任） 

統計・評価グループ担当 

事業評価・分析 アンケート ＳＳ科学部(数学) 研究紀要  コンテスト 

理科教員 

（２年担任） 

統計・評価グループ、研究開発・指導Ａグループ担当 

研究開発報告書 高大連携 課題研究(２年) ２学年連携 科学の甲子園 

数学科教員 

（１年担任） 

総務グループ担当 

ＨＰによる成果発信 広報活動 ＳＳＨ発表会 講演会など生徒募集対応 

国語科教員 

（３年副担） 

研究開発・指導Ｂグループ担当 

ＳＳ委員会 ＳＳＨ発表会 ＳＳＨだより 講演会など生徒募集対応     

実習教員 

（２学年付） 

備品・消耗品管理  実験室の環境整備  理科課題研究  映像記録 

ＳＳ委員会  礼状・ＨＰ  ＳＳ部活動  資料準備      

事務職員 

（事務部） 
経費・事業費グループ とくに‥ＳＳＨ旅費・謝金、物品発注と管理 

 
 
 
 
 



３ 今年度の運営内容一覧        

 
ＳＳ事業部 ━━━━┳ 総務（文書管理・調整・渉外） 

        ┣ 発表会・ＳＳ委員             
┣ ＳＳＨ講演会         
┣ 理科課題研究・実験研修    
┣ 研究開発報告書        
┣ 事業評価・分析・ＳＳ科目       
┣ ＳＳＨ運営指導委員会・校内委員会  
┣ 高大連携           
┣ 企業連携・職場訪問      
┣ 豊田市との連携        
┣ 科学の甲子園・各種コンテスト 
┣ ＳＳ部活動          
┣ 海外研修事業         
┣ 成果の発信          
┗ 購入物品管理         

それぞれの担当者（国語１名、数学２名、英語１名、理科４名、実習教員１名、事務１名 のべ１１名）

が事業を企画・推進しています。 

 

 



平成２８年３月３１日 

第１回 ＳＳ事業部会 

 

１ 自己紹介 

 

２ はじめに 

  ＳＳＨ（スーパーサイエインスハイスクール）とは、そして豊西のＳＳＨとは…  

（１）豊田西高校ＳＳＨ事業年間計画 

（２）平成２８年度の事業計画書（文科省提出） 

（３）ＳＳＨ中間評価と本校ＳＳＨの課題と現状 

 

３ 今年度の動きの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①企業連携     ②大学連携     ③自治体連携       ④海外研修 

⑤県教委報告    ⑥ＪＳＴ報告    ⑦ＳＳＨ運営指導委員会・評価委員会・事業評価 

⑧ＳＳＨ発表会   ⑨科学部の充実   ⑩ＳＳ科目の充実・教材開発 

⑪職場訪問・海外研修・科学の甲子園・各種コンテスト・ＳＳＨ発表会    

⑫ＳＳＨ校内運営委員会・事業評価    ⑬ＳＳＨ研究開発報告書・研究紀要・ＨＰの充実    

４ 今年度のＳＳＨ重点目標 

 (1) 各学年・分掌との連携を深め、意欲ある生徒に科学技術に関する学習と発表の機会を与える。 

 (2) 想定される生徒の変容を実現するため、各ＳＳ科目で教材・指導法の開発を推進する。 

 (3) 理科課題研究と探究活動のレベルアップを学校全体で推進する。 

 (4) ＳＳＨ事業で想定される生徒の変容に基づいた検証と評価を厳密なものにしていく。 

 (5) ＳＳＨ事業の成果発信を３つの柱（ＨＰの充実、公開授業、ＳＳＨ発表会）で強化する。 

５ 今年度ＳＳ事業部員の役割分担（別紙資料あり） 

（主任・３年副担） 

総務グループ担当 

全体の統括 ＳＳＨ運営・評価委員会 ＪＳＴ折衝 ＳＳＨ海外研修 

渉外（豊田市・トヨタ他） 経理連携 各種文書・資料作成   

（副主任・２年担任） 

国際交流グループ、総務グループ担当   

ＳＳＨ海外研修 ＳＳＨ校内運営委員会 ＳＳ部活動（生物） 広報活動 

課題研究（２年） コアＳＳＨ（時習館） 科学の甲子園  

（３年副担任） 
国際交流グループ担当 

ＳＳＨ海外研修 コアＳＳＨ（時習館） 英語研究発表推進  

豊田市 

レプトン校 

ＴＭＵＫ 

企 業 

校内・地域・全国に発信 

ＳＳ事業部 
１年・２年・３年 

ＳＳ科学部 

ＳＳＨ校内運営委員会 

県教育委員会 
文科省・ＪＳＴ 

地域の中学・高校 

大 学 

ＳＳＨ運営指導委員・評価委員 

ＳＳ科目 



（１年担任） 
研究開発・指導Ｂグループ担当 

企業連携（職場訪問） 豊田市連携 １学年連携 ＳＳ部活動（物理） 

（３年担任） 
研究開発・指導Ａグループ担当 

ＳＳ科目 課題研究（３年） ３学年連携 各種コンテスト 講演会  

（２年担任） 
統計・評価グループ担当 

事業評価・分析 アンケート ＳＳ科学部(数学) 研究紀要  コンテスト 

（２年担任） 
統計・評価グループ、研究開発・指導Ａグループ担当 

研究開発報告書 高大連携 課題研究(２年) ２学年連携 科学の甲子園 

（１年担任） 
総務グループ担当 

ＨＰによる成果発信 広報活動 ＳＳＨ発表会 講演会など生徒募集対応 

（３年副担） 
研究開発・指導Ｂグループ担当 

ＳＳ委員会 ＳＳＨ発表会 ＳＳＨだより 講演会など生徒募集対応     

（２学年付） 
備品・消耗品管理  実験室の環境整備  理科課題研究  映像記録 

ＳＳ委員会  礼状・ＨＰ  ＳＳ部活動  資料準備      

（事務部） 経費・事業費グループ とくに‥ＳＳＨ旅費・謝金、物品発注と管理 

「ＳＳＨ発表会（生徒発表指導）」「研究開発報告書」「ＳＳＨイギリス海外研修（国際交流）」 

「ＳＳＨ運営指導・評価委員会」は、全員協力体制で取組みましょう！ 

          
ＳＳ事業部 ━━━━┳ 総務（文書管理・調整・渉外）   

        ┣ 発表会・ＳＳ委員                
┣ ＳＳＨ講演会           
┣ 理科課題研究・実験研修      
┣ 研究開発報告書          
┣ 事業評価・分析・ＳＳ科目       
┣ ＳＳＨ運営指導委員会・校内委員会 
┣ 高大連携             
┣ 企業連携・職場訪問         
┣ 豊田市との連携           
┣ 科学の甲子園・各種コンテスト    
┣ ＳＳ部活動             
┣ 海外研修事業           
┣ 成果の発信             
┗ 購入物品管理           

６ ご準備ください 

  ①ＳＳ委員会 ４／１２（火） 一斉委員会   →年間予定、役割分担など 

  ②第１回ＳＳＨ校内運営委員会（４／２１職会後？） 

ＳＳＨ校内運営委員会の体制、ＳＳＨイギリス海外研修、時習館高校海外重点枠、他 

  ③第３学年理科課題研究  第２学年課題研究 

   →理科教科会・学年団と連携  年間指導計画や指導案・成果を全教員で共有 

④企業・大学との連携事業打ち合わせ →メールで打ち合わせ・連絡できる体勢をつくって下さい。 

   トヨタ、豊田工大、愛教大 職場訪問 

  ⑤豊田市中央倫理法人会１０周年記念講演 参加生徒・教員募集 ～１５日  

講師：大村智氏（2015 ノーベル医学生理学賞）５月１４日（土）16:30～18:00 名鉄豊田ホテル  

  ⑥ＳＳＨ運営指導委員・ＳＳＨ評価委員の委嘱、発表会の予告など 

  ⑦豊田西高校ＳＳＨ生徒研究発表会 ６月１７日（金）午後 研究発表の確定   

⑧ＳＳ科目への依頼事項 予算・計画・評価・成果公開・報告書など  
 



４月１３日 

第２回 ＳＳ事業部会 

 

１ 報告・連絡 

 （１）終了した事業 

   ①ＳＳ委員会 （１２日業後）  

   ②５月１４日の講演会（16:30～18:00 名鉄トヨタホテル） 大村智先生  

 

 （２）外部団体との連携事業の状況 

  ア トヨタ自動車   

    ①８／１８～２６ トヨタ東富士研究所 ←他校（豊田工業高校 他）と合同で実施 

    ②９月か１０月  技術者によるハイブリッドシステムミニ講演会･･･ＳＳ理科Ⅰαとの連携 

    ③６月１７日、１１月１８日 ＳＳＨ発表会へ技術者（野正斉さん SSH 評価委員）を派遣 

    ⑤７月１９日（月）女性技術者講演会 市民文化会館小ホール 

  イ 豊田市役所 

①１０月？ とよた科学体験館主催の「天文クイズ」大会の運営手伝いなど。 

②昨年同様に、夏季休業７月中の午後に２回「とよたエコフルタウン」にて研修予定。 

③とよた科学体験館の事業に、アシスタントでＳＳ科学部員＋α 

④秋以降、海外研修代表生徒が、国際まちづくり課主催の語学研修に参加 

⑤豊田市自然観察の森、豊田市矢作川研究所 ･･･ＳＳ生物との連携？ 

  ウ 名古屋大学 

    ①８月上旬の「ＳＳＨ研究室体験研修」にＳＳＨイギリス海外研修代表生徒を派遣 

     →岡崎高校コアＳＳＨ不採択のため、２１日（月）のＳＳＨ連絡会で見通し分かる。 

      ５月末からスタートでＯＫ 

  エ 豊田工業大学  

    ①夏季休業７月中の午後に、先端技術研修 ※縮小の方向で 

②１０月と１２月に海外研修派遣生徒の英語研究発表のトレーニング 

  オ 愛知教育大学 

①生物調査  ②化学実験 

  カ 核融合科学研究所  

    ①８／  決定 

  キ その他の連携 

    ①職場訪問（桝塚味噌、デンソー（夢卵の実施年）、食品工業技術センター 他） 

②京都大学（物理実験研修 11/2(水)）、東京大学（研究室訪問はナノテク？） 

③空とロケット団（物理班･･･ロケットからバルーンへ）※講師謝金の減額！  

④豊田工業高校がＳＰＨ（ｽｰﾊﾟｰﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾊｲｽｸｰﾙ） 

⑤豊田高専（ロボット＆プログラミング） 

   

    他ありますか？ 

  



（３）他校のＳＳＨ研究発表会への参加について 

    ５月２日（月）終日 時習館高校（資料あり）  ５月中旬の午後 明和高校  ６月 刈谷？  

 （４）３年理型「理科課題研究」  

  

（５）ＳＳ科学部 顧問の顔合わせと会議を･･･ 

 

 （６）水曜１限、木曜４限は、ＳＳ事業部「打ち合わせ」タイム 

  

（７）ＳＳＨ運営指導委員 ２名変わりました。 資料あり 

 

 （８）今後の予定 

①４月２０日午後 あいちＳＳＨ連絡会 

 一宮高校コアＳＳＨ事業、明和高校継続申請…不採択！   

さらに･･･今年度の「科学三昧」＆「名大研修」はどうなる？ 

  

   ②ＳＳＨ校内運営委員会 ４月下旬予定 

    議題）・各ＳＳ科目担当者へ「本年度の計画」と「予算立て」の依頼 ←教科主任者会になるかも 

       ・「今年度事業計画細案」の提示と「事業評価」への協力を依頼 

 

２ 審議事項 

  ①平成２８年度ＳＳＨ年間計画（資料あり） 

   「ＳＳＨ事業の目的」「本校の目的」「育成したい生徒像」「本年度の計画」 

 

  ②事業評価について（課題研究とは切り離して） 

   「生徒変容の観点」 

 

  ③豊田西高校ＳＳＨ概念図について 

   「どんな生徒を育成したいのか」「ＳＳＨでどんな能力を伸ばしたいか」 

   「分かりやすいキーワード」  「３つの柱（事業の枠組）」 

 

  ④ＳＳ科目への依頼事項 

   「予算」「教材開発」「成果公表」「科目の狙い（想定される生徒変容）」 

   

 

  ⑤ＳＳＨ人生講演会（7/13 か 14 午後 市文大ホール）  

講師 竹内 薫（サイエンスゼロナビゲーター）で調整中？ 

 

 

 

 

 



４月２１日 

第３回 ＳＳ事業部会 

 

１ 報告・連絡・審議 

 （１）終わった事業・会議の報告 

  ＜ＳＳ科学部＞ 

   新入部員の状況 （本登録 １年２０名 ２年１３名 ３年１７名） 

  ＜ＳＳＨ関係の出張＞ 

  ①あいちＳＳＨ連絡会（４月２０日午後  岡崎高校 ）資料あり 

   ・時習館ＳＳグローバル イギリス派遣生徒数を減らす（36→24）各校３名以内で 

   ・名大の GSC（拡大版名大研修）の詳細は５月はじめに判明 

   ・科学三昧 １２月２７日（火） 費用の一部をＳＳＨ校で按分(30000 円ほどか？) 

   ・一宮コアＳＳＨ、明和ＳＳＨ本体枠･･･不採用 

   ・課題研究、事業評価、成果の公表 

  （２）審議事項 

①事業評価・分析の調査法 

     

＜校内＞ 

   ②ＳＳＨ校内運営委員会 ４月２５日（水 業後）で調整中  

     議題）・ＳＳＨがめざす生徒像 

・事業評価とその調査方法 

・各ＳＳ科目担当者へ以下の項目を依頼 

「狙いと評価観点」「教材化」「本年度の計画」と「予算立て」の依頼  

         ※報告書の様式変更の依頼は後日 

          

 ③ＳＳＨレディネス調査＋事前アンケート（１年生）  

     連休中に分担準備 → ＳＳ部会、運営委員会 → １年担任会で提示、中間試験後実施 

  

    ④ＳＳＨ研究発表会 ６月１７日(金) 市民文化会館大ホール  

     要項、案内、発表者＆内容など 

     （ＳＳＨ運営指導委員会＆評価委員会 要項・案内など） 

     

    ⑤時習館ＳＳグローバルの生徒募集探究活動（資料あり）ＳＳ科学部で募集   

    ⑥東海フェスタ代表者打ち合わせ会（５月７日（土）午後 名城大附属 参加者調整 ） 

    ⑦イギリス海外研修の年間計画など（５月の校内委員会で提示 ） 

    

３ その他 

 （１）購入希望図書に協力を（２６日〆切  課題研究用に必要な図書を！）→ 「一人二冊！」 

 

 



４月２８日 

第４回 ＳＳ事業部会 

 

１ 報告・連絡・審議 

 （１）実施した事業、打ち合わせなどの報告   

   ①第１回 ＳＳＨ校内運営委員会 

    確認事項 5/13 各 SS 科目から観点提出  5/25 各 SS 科目から購入希望物品提出 

         5 月中 各 SS 科目から公開可能教材提出 

･･教科主任の教科への説明にフォローが必要か？ 

         次の職員会議(5/12)で年間計画・評価について報告 

  （２）今後のＳＳＨ事業 

  ＜他校のＳＳＨ関係＞ 

   ①時習館高校ＳＳＨ海外研修 →ＳＳ科学部から代表生徒３名を選考する。４月２８日校内申込締切 

②時習館高校ＳＳＨ発表会（５月 ２日終日 ） 

   ③東海フェスタ代表者打ち合わせ会（５月７日 名城大附属 ＳＳ科学部顧問１名参加） 

④刈谷高校サイエンスデー（５月２７日終日 資料あり）２人派遣？ 

  ⑤刈谷高校ＳＳＨ発表会 （６月１５日午後 資料あり） 

 

 ＜校内＞ 

  ①第２回校内運営委員会 （５月下旬） 

   （議題）・H28 SSH イギリス海外研修   SSH 研究開発報告書   各 SS 科目からの報告  

  ②第２学年課題研究講演会（６月１４日午後） 

   ・課題研究の教員研修会にできないか？  他校への案内  ＨＰへの掲載   

   ③ＳＳＨ生徒研究発表会 （６月１７日午後 市民文化会館 資料あり） 

   ④ＳＳＨ運営指導委員会・評価委員会 （同日終了後） 

   ⑤１年生ＳＳＨ事前アンケート（レディネス調査他） 5/23,24 実施？←運営委員会 5/9？ 

   ⑥女性技術者講演会   （７月１９日午後） 他校への案内  ＨＰへの掲載 

  ＜ＳＳ科学部＞ 

    

２ その他 

  ①ＳＳＨ関連出張の注意  旅費はＪＳＴに請求 往復 80 キロ以下は日当なし （資料あり） 

  ②情報共有        国立遺伝学研究所 太田 朋子 名誉教授   遺伝学「ほぼ中立説」  

   （豊西 OBOG）     北海道大学    中垣 俊之 教授     粘菌「イグノーベル賞」            

    ③８月１１日（木）終日  とよた男女共同参画センター主催 理工系女子のイベントあり 

  ④ＳＳ事業部打ち合わせ（水１限）とＳＳ事業部会（木１限）の位置づけについて（裏面） 

 

 

 

 

 



３ 今後の会議の予定 

  ＳＳ事業部会     運営委員会        学年会     職員会議 

  5/12,26,6/2,9,16,23     5/9,23,30,6/6,13,20,27    5/26, 6/9,23    5/12,6/2,16 

①ＳＳＨ海外研修 

次回の校内委員会で概要を示す 

②職場訪問（企業連携） 

 連携先の確保と連絡・日程調整 

③ＳＳＨ生徒研究発表会 

 

④新ＳＳＨ事業評価・分析 

 

⑤研究開発報告書 

 次回の校内委員会で見本を示す 

⑥新概念図 

  次回の校内委員会で案を示す 

⑦各種コンテスト 

 生徒募集・指導日程の確定 

 申込など指導 

⑧講演会 

 人生講演会(7/13) 

 保健厚生と打ち合わせ 

⑨高大連携 

 6/17 発表会で生徒に示す 

 名大ＧＳＣの準備 

⑩豊田市連携 

 連携先の確保と連絡・日程調整 

⑪ＳＳＨ運営指導・評価委員会 

 6/17 に向けて資料準備 

⑫ＨＰによる発信 

 随時公開へ ＳＳ科目教材公開 

⑬科学の甲子園 

  生徒募集・指導日程の確定 

⑭ＳＳＨ校内運営委員会 

 次回の日程調整、資料準備 

⑮ＳＳ科目 

 各ＳＳ科目へ希望物品など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５月１２日（木） 

第５回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告   

   ①時習館高校ＳＳグローバル海外研修 →２年生から代表生徒２名を選考した。５月１３日申込締切 

   ②時習館高校ＳＳＨ発表会 ５月２日 終日   

   ③ワーキングチーム報告 

①ＳＳＨ海外研修 

 次回の校内委員会で概要を示す 

＊日程案 3/5～12 

＊5/23 後、レプトン校と連絡開始 

 

②職場訪問（企業連携） 

 連携先の確保と連絡・日程調整 

③ＳＳＨ生徒研究発表会 

 ＊本日職員会議で説明 

＊案内を起案済、発送できます 

＊参加保護者集約(～6/6) 

＊細案、ＨＰ発信、ＪＳＴへ報告 

④新ＳＳＨ事業評価・分析 

 ＊本日職員会議にて説明 

＊ＳＳ科目の観点集約 

＊レディネス調査  

⑤研究開発報告書 

次回の校内委員会で見本を示す 

 

 

⑥新概念図 

 次回の校内委員会で案を示す 

⑦各種コンテスト 

 生徒募集・指導日程の確定 

 申込など指導 

⑧講演会 

＊人生講演会(7/13) 

 保健厚生と打ち合わせ 

＊H29 人生講演会「天野先生？」   

⑨高大連携 

 6/17 発表会で生徒に示す 

＊名大ＧＳＣの準備(資料あり) 

⑩豊田市連携 

 連携先の確保と連絡・日程調整 

＊エコフルタウン外部案内 

⑪ＳＳＨ運営指導・評価委員会 

 6/17 に向けて資料準備 

＊案内を起案済、発送できます 

＊5/18 豊田工大奥宮先生訪問 

⑫ＨＰによる発信 

 随時公開へ ＳＳ科目教材公開 

＊ＳＳＨ生徒研究発表会 ＨＰへ 

⑬科学の甲子園 

 生徒募集・指導日程の確定 

⑭ＳＳＨ校内運営委員会 

＊本日職会にて年間計画説明 

＊次回は 5/23(月)！ 

⑮ＳＳ科目 

 各ＳＳ科目へ希望物品など 

⑯ＳＳ委員会 

＊ＳＳＨだより発行 

⑰課題研究 

 

⑱夏の事業 

＊生徒募集の集約、事前指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５月２６日 

第６回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告   

   ①大村智先生講演会（5/14 午後・SS 委員など８名）1-9 委員のレポートを SSH だより掲載 

②豊田工業大学訪問（新運営指導委員 奥宮先生および科学英語 神谷先生 5/18 午前） 

    SSH 事業の事後指導を、学年を超えてやってみてはどうか？ 例えば課題研究･･･ 

③ＳＳＨ校内運営委員会（5/23 実施） 

  ・ＳＳＨイギリス海外研修、新しい事業評価（ＳＳ科目分）、今後の校内委員会日程 

   ④ワーキングチーム報告 

①ＳＳＨ海外研修 

・校内委員会で概要を説明済 

・日程案 3/5～12 了承済 

＊5/23 後、レプトン校と連絡開始 

②職場訪問（企業連携） 

・エコフルタウン 7/22,29 

・東富士 8/23  野田味噌 8/2？ 

・食品工業 8/24   核融合 8/9  

③ＳＳＨ生徒研究発表会 

＊細案作成、発表者内容確定 

＊参加保護者集約(～6/6) 

＊次回の職会で細案説明 

④新ＳＳＨ事業評価・分析 

・ＳＳ科目の集約 →23 日報告済 

・ﾚﾃﾞｨﾈｽ＆意識調査 23 日実施済 

 →集約・分析を 6/17 に報告？ 

⑤ＳＳＨ運営指導・評価委員会 

＊6/17 に向けて資料準備 

＊委員の出席確認中 

＊中地区調査員 出席 

⑥ＨＰによる発信 

 随時公開へ ＳＳ科目教材公開 

＊ＳＳＨ生徒研究発表会 ＨＰへ 

＊イギリス研修動画をアップ 

⑦各種コンテスト 

・生徒募集・指導日程の確定 

 申込など指導 

⑧講演会 

・人生講演会(7/13) 

＊講演内容の事前学習 

＊H29 人生講演会「天野先生？」   

⑨高大連携   

・太陽電池 7/30(土) 

・6/17 発表会で生徒に示す 

＊名大ＧＳＣの生徒募集準備 

⑩豊田市連携 

・エコフルタウン 7/22,29 

＊外部への案内起案、ＨＰ 

⑪研究開発報告書 

・7/5 校内委員会で見本を提示 

 

⑫新概念図 

・7/5 校内委員会で見本を提示 

 

⑬科学の甲子園 

・生徒募集・指導日程の確定 

⑭ＳＳＨ校内運営委員会 

・5/23(月)実施済、次回は 7/5 

⑮ＳＳ科目 

 各ＳＳ科目へ希望物品など 

⑯ＳＳ委員会 

＊次回ＳＳＨだより発行 

＊ＳＳＨ発表会打ち合わせ 

⑰女性技術者講演会 

 ・6/10 打ち合わせ 

⑱夏の事業 

＊生徒募集の集約、事前指導 

（２）審議事項 

①ＳＳＨ生徒研究発表会（6/17 午後 市民文化会館） 

 ・発表指導 「ＳＳＨイギリス海外研修報告」２年生４名       

「イギリス研修英語研究発表（日本の食文化）」   

「ＳＳ科学部長期研究報告：数学班・生物班＋α」 

「本校のＳＳＨとは、夏の事業・ＳＳＨイギリス海外研修紹介」 

・発送文書 済（ＳＳＨ校、豊田地区中学高校、保護者、連携先、運営指導委員、ＨＰ掲示） 

・講評 ＪＳＴ（科学技術振興機構）主任調査員、 愛知県教育委員会主査 

・生徒ディスカッション、質疑応答を高度なものにするための準備、生徒ワークシート 

・リハーサル 6/10(金)16:00～ 資料提出 6/9 12:00 まで  



  ②ＳＳＨ運営指導委員会・評価委員会  発表会終了後、市民文化会館 会議室Ｂにて 

  ③課題研究講演会（6/14 火 5･6 限 鴻志館 第２学年全員対象） 

   要項、他校への案内、村上先生との打ち合わせ、現職研修化？ 

    ④ＧＳＣについて（資料あり） 

   名大ＧＳＣとは･･･「名大研究室体験研修(60 名)」＋「時習館ＳＳグローバル」 

第１stage(講義３日 100名)→第２(研究室体験５日 60名)→第３(研究３ヶ月 20名)そして海外研修へ 

    

（３）その他 

＜ＳＳＨ関係の出張＞ 

  ①刈谷高校サイエンスデー       5/27(金)午後  

  ②ＳＳＨ事務処理研修会（名古屋）   6/ 2 (水)午後  

  ③一宮高校ＳＳＨ講演会        6/ 9 (木)午後 

④時習館ＳＳＨ海外重点枠第１回研修  6/11(土)午後  

  ⑤あいち科学技術教育推進協議会幹事会 6/15(水)午前  

  ⑥岡崎高校ＳＳＨ特別講演会      6/16(木)午後  

⑦一宮高校ＳＳＨ課題研究教員研修   6/21(火)終日     

  ⑧あいち科学技術教育推進協議会    6/24(金)午前  

３ 今後の会議の予定 

  ＳＳ事業部会     運営委員会        学年会      職員会議 

  5/12,26,6/2,9,16,23     5/23,30,6/6,13,20,27      5/26, 6/9,23     5/12,6/2,16 

 

４ 本日の学年会での報告 

  １年生 職場訪問（事前学習＋6/17 発表会で追加募集）、人生講演会に向けて、イギリス研修 

  ２年生 ＧＳＣとイギリス研修のスタンス（学年主任には説明済）、  

  ３年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６月２日 

第７回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告   

   ①刈谷高校ＳＳＨサイエンスデー（5/27 午後参加） 

   ②名古屋大学ＧＳＣ説明会   （5/31 午後出席）資料あり 裏面で説明 

   ③ワーキングチーム報告 

①ＳＳＨ海外研修 

・校内委員会で概要を説明済 

・日程案 3/5～12 了承済 

・レプトン校と連絡開始 

 

②職場訪問（企業連携） 

・エコフルタウン 7/22,29 

・東富士 8/23  野田味噌 8/2 

・食品工業 8/24   核融合 8/9  

③ＳＳＨ生徒研究発表会  裏 

・細案作成、発表者内容確定 

＊6/3 午後４時～市文打合せ？ 

＊次回の職会で細案説明 

＊ひまわり＆新三河ﾀｲﾑｽﾞ？ 

④新ＳＳＨ事業評価・分析  裏 

・ﾚﾃﾞｨﾈｽ＆意識調査 23 日実施済 

 →集約・分析を 6/17 に報告 

 

⑤ＳＳＨ運営指導・評価委員会 

＊6/17 に向けて資料準備 

＊委員の出席確認中 

＊中地区調査員出席 

⑥ＨＰによる発信 

随時公開へ ＳＳ科目教材公開 

・ＳＳＨ生徒研究発表会 ＨＰへ 

・イギリス研修動画を起案中 

⑦各種コンテスト 

・生徒募集・指導日程の確定 

 申込など指導 

 W ボードに掲示 

⑧講演会 

・人生講演会(7/14) 

＊講演内容の事前学習 

＊2017.7 天野先生に講演依頼中   

⑨高大連携   

・太陽電池 7/30(土) 

・6/17 発表会で生徒に示す 

＊名大ＧＳＣの生徒募集準備 

⑩夏の事業（生徒募集）   裏 

・職場訪問＆高大連携＆新規 

＊外部への案内起案、ＨＰ 

⑪研究開発報告書 

・7/5 校内委員会で見本を提示 

⑫新概念図 

・7/5 校内委員会で見本を提示 

⑬科学の甲子園 

・生徒募集・指導日程の確定 

W ボードに掲示 

⑭ＳＳＨ校内運営委員会 

・5/23(月)実施済、次回は 7/5 

 

⑮ＳＳ科目 

 各ＳＳ科目へ希望物品など 

⑯ＳＳ委員会 

＊次回ＳＳＨだより発行 

＊ＳＳＨ発表会打ち合わせ 

⑰女性技術者講演会 

・6/10 打ち合わせ 

 

（２）審議事項 

①ＳＳＨ生徒研究発表会（6/17 午後 市民文化会館） 

 ・式次第読み合わせ 

 ・発表指導 「ＳＳＨイギリス海外研修報告」２年生４名     

「イギリス研修英語研究発表（日本の食文化）」    

「ＳＳ科学部研究報告：生物班（外来生物）（有機農法）数学班（クラッツ予想）」 

「本校のＳＳＨとは、夏の事業・ＳＳＨイギリス海外研修紹介」 

・生徒ディスカッション、質疑応答の高度化への準備、生徒ワークシート  

・リハーサル 6/10(金)16:00～ 資料提出 6/9 12:00 まで  ９日業後、資料印刷＋冊子づくり 

・ＳＳ委員打ち合わせ 

・夏の事業 生徒募集資料作成  →②へ 



  ②夏のＳＳＨ事業 生徒募集活動  

   6/17 発表会での資料に加える → 6/20 申込用紙配布 → 7/7 募集締切 → 7/12 参加生徒決定 

    → 7/13 以降事前指導スタート 

  ③課題研究講演会（6/14 火 5･6 限 鴻志館 第２学年全員対象）資料あり 

   要項、（他校への案内）、村上先生との打ち合わせ、現職研修会を当日４時 30 分より実施します 

    ④ＧＳＣについて（資料あり） 

   名大ＧＳＣ･･･「名大研究室体験研修(60 名)」＋「時習館ＳＳグローバル」 

第１ｽﾃｰｼﾞ(講義３日 100名)→第２(研究室体験５日 60名)→第３(研究３ヶ月 20名)そして海外研修へ 

生徒申込締切 6/17 ← 校内 6/13（選考？） ← 生徒説明会 6/10 昼放課 ← 教室掲示 6/3 

                                   担任手持ち資料用意 

  ⑤レディネス調査、事前アンケート結果分析（資料あり） 

    

（３）その他 

＜ＳＳＨ関係の出張＞ 

  ①ＳＳＨ事務処理研修会（名古屋）   6/ 2 (水)午後  

②一宮高校ＳＳＨ講演会        6/ 9 (木)午後 

③時習館ＳＳＨ海外重点枠第１回研修  6/11(土)午後  

  ④あいち科学技術教育推進協議会幹事会 6/15(水)午前  

  ⑤岡崎高校ＳＳＨ特別講演会      6/16(木)午後  

⑥一宮高校ＳＳＨ課題研究教員研修   6/21(火)終日     

  ⑦あいち科学技術教育推進協議会    6/24(金)午前 

 

３ 今後の会議の予定 

  ＳＳ事業部会     運営委員会        学年会      職員会議 

  6/2,9,16,23         6/(6),13,20,27,7/11       6/9,23,7/7       6/2,16,7/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６月２３日 

第８回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①時習館ＳＳＨ海外重点枠第１回研修 6/11(土)午後  

次回 7/28(木)   8/19(金) 英語面接テスト →指導教員（理科＆英語）の割り当てなど  

    ②課題研究講演会（6/14 火 5･6 限 鴻志館 第２学年全員対象）＆課題研究座談会 

    講演会の機材(ピンマイク？)が必要、来年度の改善点 

   ③あいち科学技術教育推進協議会幹事会 6/15(水)午前 県庁 

   ④一宮高校ＳＳＨ課題研究教員研修   6/21(火)終日    

   ⑤ワーキングチーム報告 

①ＳＳＨ生徒研究発表会  裏

おつかれさまでした！ 

・改善案をファイルとして残す 

「発表会後修正版」に反映 

②ＳＳＨ運営指導・評価委員会 

 お疲れ様でした 

・礼状、欠席者への資料 送付済 

・録音ﾃﾞｰﾀの文字起こし 

③新ＳＳＨ事業評価・分析   

委員会での報告おつかれさま！ 

・PISA 調査＆発表会ｱﾝｹｰﾄ集約 

・7/5 校内委員会でﾚﾃﾞｨﾈｽと事前

ｱﾝｹｰﾄを報告 

④ＳＳＨ校内運営委員会 裏 

・7/5 の資料づくり  

・7/4 午後 資料綴込 

⑤ＳＳＨ海外研修   資料あり 

・7/5 校内委員会で選考方法を説明 

・日程案 3/5～12 レプトン返事待ち 

・JST 提出物準備 

⑥研究開発報告書  資料あり 

・7/5 校内委員会で見本を提示 

 

⑦職場訪問（企業連携） 

＊１年 SL(7/8)で事前指導 

・エコフルタウン 7/22,29 

・東富士 8/23  野田味噌 8/2 

・食品工業 8/24   核融合 8/9 

※下線は事前指導の後日分あり 

⑧夏の事業（生徒募集）   裏 

＊希望生徒の集約、決定、事前指導 

＊内部向け要項 

＊面の木＆考古学の詳細 

  

⑨高大連携   

・太陽電池 7/30(土) 

＊事前指導と SS 物理との接続 

・名大 GSC ２年から３名参加 

  7/9 からスタート 

⑩講演会  

・人生講演会(7/14) 

・豊田南から生徒 160 名参加！ 

＊講演内容の事前学習？ 

⑪女性技術者講演会(7/19) 

・6/10 打ち合わせ 済 

＊日程詳細案 

⑫ＳＳ委員会 

＊次回ＳＳＨだより発行 

＊ｱﾝｹｰﾄ集約、夏の事業の取材？ 

⑬科学の甲子園 

・生徒募集・指導日程の確定 

W ボードに掲示 

⑭ＨＰによる発信 

・イギリス研修動画を公開 

＊ＳＳＨ生徒研究発表会 ＨＰへ 

＊ＳＳ科目教材公開 

⑮中学生体験入学(8/3,4) 

＊SSH 紹介スライドの改善 

＊午後、SS 科学部発表会 

（２）審議事項 

①ＳＳＨ生徒研究発表会（6/17 午後 市民文化会館） 

   ・よかったところ 

 PTA 総会で保護者に呼びかけ→参加者増！ 

 

 



・改善点 

    SS 委員に資料綴じ込み作業をさせよう！、運営指導委員会に入口＆会議室にミニ垂れ幕 

     

  ②SSH 校内運営委員会（7/5 午後） 

   議題：①SSH イギリス海外研修生徒選考の方法    

      ②SSH 研究開発報告書の編集方針および SS 科目で実施するアンケートと調査について  

      ③レディネス調査＆事前アンケート報告      

 

③夏のＳＳＨ事業 生徒募集活動  

   6/17 発表会での資料に加える → 6/20 申込用紙配布 → 7/7 募集締切 → 7/12 参加生徒決定 

    → 7/13 以降事前指導スタート（職場訪問の事前指導 7/8 と連携） 

  

  ④SSH 事業成果発表会（兼 豊西総合大学全体発表会、課題研究発表会） 

   11/18(金) 企画、日程詳細、外部への案内など 審議開始！ 

 

（３）その他 

＜ＳＳＨ関係の出張＞ 

  ①あいち科学技術教育推進協議会    6/24(金)午前 県庁 

   資料綴じ込み お手伝いください 

 

３ 今後の会議の予定 

  ＳＳ事業部会     運営委員会     学年会      職員会議 

  6/23 (7/4),6,14       6/27,7/11           7/7             6/23,7/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７月７日 

第９回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①ワーキングチーム報告 

①ＳＳＨ校内運営委員会  

・7/7 の資料づくり  

②新ＳＳＨ事業評価・分析   

・PISA 調査＆発表会ｱﾝｹｰﾄ集約 

・7/7 校内委員会でﾚﾃﾞｨﾈｽと 

事前ｱﾝｹｰﾄを報告 

③ＳＳＨ海外研修   資料あり 

・7/7 校内委員会で選考方法を説明 

・日程案 3/5～12 レプトン OK 

・JST 提出物準備 

④研究開発報告書  資料あり 

・7/7 校内委員会で見本を提示 

⑤講演会  

・人生講演会(7/14) 

・豊田南から生徒 160 名参加！ 

＊講演内容の事前学習？ 

⑥女性技術者講演会(7/19) 

 ・日程詳細案 

⑦職場訪問（企業連携） 

＊１年 SL(7/8)で事前指導 

・エコフルタウン 7/22,29 

・東富士 8/23  野田味噌 8/2 

・食品工業 8/24   核融合 8/9 

※下線は事前指導の後日分あり 

⑧夏の事業（生徒募集）    

＊希望生徒の集約、決定、事前指導 

＊内部向け要項 

＊面の木＆考古学の詳細要項 

  

⑨高大連携   

・太陽電池 7/30(土) 

＊事前指導と SS 物理との接続 

・名大 GSC ２年から３名参加 

  7/9 からスタート 

⑩ＳＳ委員会 

＊次回ＳＳＨだより発行 

＊ｱﾝｹｰﾄ集約、夏の事業の取材 

⑪中学生体験入学(8/3,4)  

＊SSH 紹介スライドの改善 

＊午後、SS 科学部発表会 

⑫科学の甲子園 

・生徒募集・指導日程の確定 

W ボードに掲示 

⑬ＨＰによる発信 

・イギリス研修動画を公開 

＊SSH 生徒研究発表会 ＨＰへ 

＊ＳＳ科目教材公開 

⑭ＳＳＨ生徒研究発表会   

・改善案をファイルとして残す 

「発表会後修正版」に反映 

⑮SSH 事業成果発表会 

・タイムテーブル（案）作成 

・豊総とﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝの生徒入替え 

 ②SSH 校内運営委員会（7/5 午後） 

   議題：①SSH イギリス海外研修生徒選考の方法     

      ②SSH 研究開発報告書の編集方針および     

SS 科目で実施するアンケートと調査について  

      ③レディネス調査＆事前アンケート報告     

      ④来年度の SSH 事業改善案について       

 ③夏のＳＳＨ事業 生徒募集活動  

   6/17 発表会での資料に加える → 6/20 申込用紙配布 → 7/7 募集締切 → 7/12 参加生徒決定 

    → 7/13 以降事前指導スタート（職場訪問の事前指導 7/8 と連携） 

   

 

 

 

 



７月１４日 

第１０回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①ワーキングチーム報告 

①ＳＳＨ校内運営委員会  

・7/7 終了 お疲れ様 

・次回 8/5 は変更予定（調整）  

②新ＳＳＨ事業評価・分析   

・PISA 調査＆発表会ｱﾝｹｰﾄ集約 

・明日の職員会議でﾚﾃﾞｨﾈｽと 

事前ｱﾝｹｰﾄを報告（資料印刷済） 

③ＳＳＨ海外研修 

・選考資料づくり 

・生徒の申込開始（締切 20 日） 

・JST 提出物準備 

④研究開発報告書 

・明日の職員会議で説明 

 （資料印刷しましょう） 

⑤講演会  

・人生講演会(7/14) 本日 

・豊田南から生徒 164 名参加！ 

・終了後のアンケートなど 

⑥女性技術者講演会(7/19) 

  ・日程詳細案確認 

・アンケート、礼状 

⑦職場訪問（企業連携） 

＊１年 SL(7/8)で事前指導済 

・エコフルタウン 7/22,29 

・東富士 8/23  野田味噌 8/2 

・食品工業 8/24   核融合 8/9 

※下線は事前指導の後日分あり 

⑧夏の事業（生徒募集）    

＊希望生徒の集約、決定、事前指導 

＊内部向け要項 

＊追加募集に向けて 

  

⑨高大連携   

・太陽電池 7/30(土) 

＊事前指導と SS 物理との接続 

・名大 GSC ２年から３名参加 

  7/9 からスタート 

⑩ＳＳ委員会 

＊次回ＳＳＨだより発行 

＊ｱﾝｹｰﾄ集約、夏の事業の取材 

⑪中学生体験入学(8/3,4) 

＊SSH 紹介スライドの改善 

＊午後、SS 科学部発表会 

⑫科学の甲子園 

・生徒募集・指導日程の確定 

W ボードに掲示 

⑬ＨＰによる発信 

・イギリス研修動画を公開 

＊SSH 生徒研究発表会 ＨＰへ 

＊ＳＳ科目教材公開 

⑭ＳＳＨ生徒研究発表会   

・改善案をファイルとして残す 

「発表会後修正版」に反映 

⑮SSH 事業成果発表会 

・タイムテーブル（案）作成 

・豊総とﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝの生徒入替え 

 ②明日、職員会議 

  ・ﾚﾃﾞｨﾈｽと事前ｱﾝｹｰﾄ,SSH 生徒研究発表会,SSH 課題研究講演会のｱﾝｹｰﾄ集約と分析の報告 

  ・研究開発報告書の新様式の説明 

 ③夏のＳＳＨ事業 生徒募集活動  

   6/17 発表会での資料に加える → 6/20 申込用紙配布 → 7/7 募集締切 → 7/12 参加生徒決定 

    → 7/13 以降事前指導スタート（職場訪問の事前指導 7/8 と連携） 

 

夏の SSH 事業生徒応募状況（7/5 現在） 

エコフルタウン 7/22 7/29 午後 各２０名 １０人  ３人(22 日と合流？) 

豊田工業大学 太陽光 7/30 終日  ２０名 ９人 

面の木峠自然観察 8/9 終日     １５名 ５人 

彩綾 8/11 終日  産業文化センター ６人（SS 委員） 

名大連携(年代測定) 8/22 終日     １５名ほど 22 人 

東富士 8/23 終日  静岡県裾野市 ４０名 ３０人 



９月７・８日 

第１１回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①ワーキングチーム報告 

①ＳＳＨ校内運営委員会  

・9/2 終了 お疲れ様 

・次回 10/7(中間最終日)予定 

 議題は「事業成果発表会」  

②新ＳＳＨ事業評価・分析   

・夏の SSH 事業の評価・分析 

 

③ＳＳＨ海外研修 

・代表生徒 10 名決定 

・研究発表コンテンツの調整開始 

・JST 提出物準備 

④H28 豊西 SSH ダイジェスト 

・各事業の原稿担当者を決定 

・集約、レイアウト 

・完成は９月２０日 

⑤ＳＳ科目 

・次期５年計画の議論開始 

・トヨタ自動車との教材開発 

・11/18 指導委員会で速報報告 

⑥ＨＰによる発信 

・ＳＳ科目教材公開 

・夏の SSH 事業を HP 公開 

・10/21 11/18 HP に情報を 

⑦職場訪問（企業連携） 

・事後指導、アンケート集約 

・評価と分析 

・ＨＰ原稿 

⑧夏の事業（希望者募集・集約）    

・希望者集約→追加募集の流れ 

・事前指導、要項の集約 

・改善点 

⑨高大連携   

・事前指導、要項の集約 

・改善点 

・名大 GSC 第３ＳＴへ 

⑩ＳＳ委員会 

＊次回ＳＳＨだより発行 

＊ｱﾝｹｰﾄ集約、夏の事業の取材 

⑪豊田市連携 

・8/11 名工大リケジョ「彩綾」 

・8/24 浄水北小学校 

・今後の豊田市連携 

⑫科学の甲子園 

・メンバー確定、申込、学習会 

・地学担当生徒 

→地学オリンピックに参加？ 

⑬SSH 事業成果発表会 

・タイムテーブル（案）作成       ・豊総とﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝの生徒入替 

・要項は 9/29 職員会議で示す 

 

 ②夏のＳＳＨ事業 生徒募集活動  

   6/17 発表会での資料に加える → 6/20 申込用紙配布 → 7/7 募集締切 → 7/12 参加生徒決定 

    → 7/13 以降事前指導スタート（職場訪問の事前指導 7/8 と連携） 

 （２）今後のＳＳＨ事業  

 ＜校内＞ 

①近日中 前期ＳＳ委員会ラスト（夏の事業の原稿回収？） 9/26 後期ＳＳ委員会 

②9/10(土)午後  イギリス海外研修派遣生徒懇談会  

③10/5 午後   ＳＳＨ校内運営委員会 

  ＜校外＞ 

①9/22(木)終日 職業体験プログラム（トヨタ自動車）まちの未来創造コンテスト（豊田市福祉ｾﾝﾀｰ）    

   ②9/24(土)終日  時習館高校ＳＳグローバル （ポスター発表会） 

③10/1(土)午前  半田高校 SSH 発表会 

④10/11(火)午前 あいち科学技術教育推進協議会幹事会（教育センター） 

⑤10/18(火)午前 あいち科学技術教育推進協議会全体会（県庁） 

⑥10/16(日)終日 魅力発見フェスタ    （スカイホール SS 科学部） 

⑦10/22(土)午前 科学の甲子園ﾄﾗｲｱﾙｽﾃｰｼﾞ （明和高校 代表生徒 12 名） 



９月１５日 

第１２回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①ワーキングチーム報告 

①SSH 事業成果発表会 

・タイムテーブル→要項 

・豊総とﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝの生徒入替 

・要項は 9/29 職員会議で示す 

・学校外・保護者案内 

②ＳＳ委員会 

＊次回ＳＳＨだより発行 

＊ｱﾝｹｰﾄ集約、夏の事業の取材 

・9/26(月) 一斉委員会 

③SSH 運営指導・評価委員会 

・11/18 に向けて文書用意 

・資料の項目立てと準備 

③’ 新ＳＳＨ事業評価・分析   

・夏の SSH 事業の評価・分析 

④H28 豊西 SSH ダイジェスト 

・各事業の原稿担当者を決定 

・集約、レイアウト 

・完成は９月２０日 

  

⑤職場訪問・夏の事業 

・事後指導、アンケート集約 

・評価と分析 

・ＨＰ原稿 

・9/22 トヨタ自動車研修 

⑥ＨＰによる発信 

・ＳＳ科目教材公開 

・夏の SSH 事業を HP 公開 

・10/21 11/18 HP に情報を 

⑦ＳＳ科目 

・次期５年計画の議論開始 

・トヨタ自動車との教材開発 

・11/18 指導委員会で速報報告 

⑧ＳＳＨ校内運営委員会  

・次回 10/7(中間最終日)予定 

 議題は「事業成果発表会」 

    「SS 科目の再編問題」 

⑨高大連携   

・事前指導、要項の集約 

・１１月「科学英語研修」 

・名大 GSC 第３ＳＴへ 

⑩ＳＳＨ海外研修 

・代表生徒 10 名決定 

・研究発表コンテンツ調整開始 

・JST 提出物準備 

⑪豊田市連携 

・9/22 まちの未来創造コンテスト 

・11 月より語学研修 

 

⑫科学の甲子園 

・メンバー確定、申込、学習会 

・地学担当生徒 

→地学オリンピックに参加？ 

・来年度のチームづくり 

⑬その他 報告 

・9/3(土) 科学の甲子園ジュニア 

・9/7(水) 岐阜大学課題研究評価  

  

 

 

 ②来年度のＳＳＨ事業（SS 課題研究、豊田西高校 SSH 発表会）  

  ９月末？での発表会の実施を検討 → 課題研究本体は１学期末終了 → 時間数の確保はどうする？ 

→ ２年生３学期から課題研究スタートを検討 → (前提条件)２年～３年で同じメンバーで課題研究実施 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９月２１日 

第１３回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①ワーキングチーム報告 

①SSH 事業成果発表会 

・タイムテーブル→要項 

・豊総とﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝの生徒入替 

・要項は 9/29 職員会議で示す 

・学校外・保護者案内 

②ＳＳ委員会 

＊次回ＳＳＨだより発行 

＊ｱﾝｹｰﾄ集約、夏の事業の取材 

・9/26(月) 一斉委員会 

③SSH 運営指導・評価委員会 

・11/18 に向けて文書用意 

・資料の項目立てと準備 

③’ 新ＳＳＨ事業評価・分析   

・夏の SSH 事業の評価・分析 

④H28 豊西 SSH ダイジェスト 

・各事業の原稿担当者を決定 

・集約、レイアウト 

・完成は９月２０日 

  

⑤職場訪問・夏の事業 

・事後指導、アンケート集約 

・評価と分析 

・ＨＰ原稿 

・9/22 トヨタ自動車研修 

⑥ＨＰによる発信 

・ＳＳ科目教材公開 

・夏の SSH 事業を HP 公開 

・10/21 11/18 HP に情報を 

＊課題研究の成果を公開へ 

⑦ＳＳ科目  

・次期５年計画の議論開始 

・トヨタ自動車との教材開発 

・11/18 指導委員会で速報報告 

⑧ＳＳＨ校内運営委員会  

・次回 10/7(中間最終日)予定 

 議題は「事業成果発表会」 

    「SS 科目の再編問題」 

⑨高大連携 

・事前指導、要項の集約 

・１１月「科学英語研修」 

・名大 GSC 第３ＳＴへ 

⑩ＳＳＨ海外研修 

・代表生徒 10 名決定 

・研究発表コンテンツ調整開始 

・JST 提出物準備 

⑪豊田市連携  

・9/22 まちの未来創造コンテ

スト 

・11 月より語学研修 

⑫科学の甲子園 

・メンバー確定、申込、学習会 

・地学担当生徒→地学ｵﾘﾝﾋﾟｯｸに参加？ 

・来年度のチームづくり 

  

②来年度のＳＳＨ事業（SS 課題研究、豊田西高校 SSH 発表会）  

  ９月末での発表会の実施を検討  → 課題研究本体は１学期末終了 → 時間数の確保はどうする？ 

→ ２年生３学期から課題研究スタートを検討 → (前提条件)２年～３年で同じメンバーで課題研究実施 

   １中    １末     夏期休業      ２中   ２末     学年末   春休業 

２年  課題研究トレーニング （夏課題） 

先行調査 

  テーマ決め 

研究班決め 

課題研究本体１ 

３年 課題研究本体２ 研究まとめ 

ポスター制作 

研究要旨作成 

     

   

 

 

 

 

 

Ｓ
Ｓ
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９月２９日 

第１４回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①ワーキングチーム報告 

①SSH 事業成果発表会 

・タイムテーブル→要項 

・豊総とﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝの生徒入替 

・一次要項は本日の職会で示す 

・学校外,保護者案内→明日発送 

②ＳＳ委員会 

・明日ＳＳＨだより９月号発行 

・ｱﾝｹｰﾄ集約、夏の事業の取材 

・9/26(月) 一斉委員会 

 

③SSH 運営指導・評価委員会 

・11/18 に向けて文書用意 

・資料の項目立てと準備 

③’ 新ＳＳＨ事業評価・分析   

・夏の SSH 事業の評価・分析 

④H28 豊西 SSH ダイジェスト 

・完成しました！ 

・10 月以降の事業を追加で対応 

・量産します 

  

⑤職場訪問・夏の事業 

・事後指導、アンケート集約 

・評価と分析 

・ＨＰ原稿 

・9/22 トヨタ自動車研修 

⑥ＨＰによる発信 

・ＳＳ科目教材公開 

・夏の SSH 事業を HP 公開 

・10/21 11/18 HP に情報を 

＊課題研究の成果を公開へ 

⑦ＳＳ科目 

・次期５年計画の議論開始 

・トヨタ自動車との教材開発 

 （ＳＳ物理） 

・11/18 指導委員会で速報報告 

⑧ＳＳＨ校内運営委員会  

・次回 10/7(中間最終日)予定 

 議題は「事業成果発表会」 

    「SS 科目の再編問題」 

    「来年度の発表会日程案」 

⑨高大連携   

・事前指導、要項の集約 

・１１月「科学英語研修」 

・名大 GSC 第３ＳＴへ 

⑩ＳＳＨ海外研修 

・代表生徒 10 名決定 

・研究発表コンテンツ調整完了 

・暫定計画書 JST に提出 

 →次は業者仕様書 

⑪豊田市連携  

・9/22 まちの未来創造コンテスト 

・11 月より語学研修 

 

⑫科学の甲子園 

・メンバー確定、申込、学習会 

・地学担当生徒 

→地学オリンピックに参加？ 

・来年度のチームづくり 

 （２）今後のＳＳＨ事業  

 ＜校内＞ 

①10/7 午後   ＳＳＨ校内運営委員会 

  ＜校外＞ 

①10/1(土)午前  半田高校 SSH 発表会   

②10/11(火)午前 あいち科学技術教育推進協議会幹事会（教育センター）  

③10/16(日)終日 魅力発見フェスタ    （スカイホール SS 科学部）  

④10/18(火)午前 あいち科学技術教育推進協議会全体会（県庁）  

⑤10/22(土)午前 科学の甲子園ﾄﾗｲｱﾙｽﾃｰｼﾞ （明和高校 代表生徒 12 名）  

 

（３）来年度の課題研究について 

  ①来年度の理科課題研究（SS 課題研究、豊田西高校 SSH 発表会）  

  ９月末での発表会の実施を検討  → 課題研究本体は１学期末終了 → 時間数の確保はどうする？ 

→ ２年生３学期から課題研究スタートを検討 → (前提条件)２年～３年で同じメンバーで課題研究実施 

 



例１ 

   １中    １末     夏期休業      ２中   ２末     学年末   春休業 

２年 

理型 

 課題研究トレーニング 

（夏課題） 

先行調査 

  テーマ決め 

研究班決め 

課題研究本体１ 

２年 

文型 

 課題研究 まとめ 

ミニ発表会 

 

３年 

理型 

課題研究本体２ 研究まとめ 

ポスター制作 

研究要旨作成 

発表 

練習 

    

３年 

文型 

学問研究で英語化？       

 

 

 

例２ 

   １中    １末     夏期休業      ２中   ２末     学年末   春休業 

２年 

理型 

 課題研究トレーニング 

（夏課題） 

先行調査 

  個人でテー

マ決め 

 

先行調査 

個人で研究計画

づくり 

２年 

文型 

 課題研究 まとめ 

ミニ発表会 

 

３年 

理型 

班決め 

テーマ

絞込み 

課題研究本体 

 

研究まとめ 

ポスター制作 

研究要旨作成 

発表 

練習 

    

３年 

文型 

学問研究で英語化？       

 

＜議論のポイント＞ 

 ・課題研究のレベルアップ →先行調査とテーマ設定に時間をかける、研究期間の確保 

 ・２年と３年の継続性   →クラス分けに影響を受けない研究班？３年生で研究班づくり？    

 ・２年生の「ＳＳ課題研究（１単位）」の実施内容の検討 

  

 

 

 

 

 

Ｓ
Ｓ
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１０月１３日 

第１５回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①終了したＳＳＨ事業報告 

10/ 1(土)終日  半田高校 SSH 発表会  資料あり 

10/11(火)午前 あいち科学技術教育推進協議会幹事会  資料あり 

   ②ワーキングチーム報告 

①SSH 事業成果発表会 

・タイムテーブル 確認済 

・生徒座席表と入替の経路 

・学校外・保護者案内 発送済 

②ＳＳ委員会 

・ＳＳＨだより次号？ 

  

③SSH 運営指導・評価委員会 

・11/18 に向けて文書用意 

・資料の項目立てと準備 

③’ 新ＳＳＨ事業評価・分析   

・夏の SSH 事業の評価・分析 

④ＳＳ科目 

・次期５年計画の議論開始 

・トヨタ自動車との教材開発 

 （ＳＳ物理 ） 

・11/18 指導委員会で速報報告 

⑤ＳＳＨ校内運営委員会  

・議題は「事業成果発表会」 

    「SS 科目の再編予告」 

    「来年度の発表会日程案」 

    「次期５か年計画予告」  

⑥次期５か年の計画づくり 

 担当者･･･全員！ 

・10/11 あいち～幹事会より 

 

⑦ＨＰによる発信 

・ＳＳ科目教材公開 

・夏の SSH 事業を HP 公開 

・10/21 11/18 HP に情報を 

＊課題研究の成果を公開へ 

⑧職場訪問・夏の事業 

・事後指導、アンケート集約 

・評価と分析 

・ＨＰ原稿 

・11/19 トヨタ自動車講演会 

⑨高大連携  

・事前指導、要項の集約 

・１１月「科学英語研修」 

・名大 GSC 第３ＳＴへ 

⑩ＳＳＨ海外研修 

・研究発表コンテンツ確定 

・研究指導担当者確定 

・仕様書･見積様式をＪＳＴ提出 

⑪豊田市連携 

・11 月より語学研修（６回） 

11/5,19, 12/3,17 1/7, 2/4 

 →最初の 30 分挨拶と引率 

⑫科学の甲子園 

・メンバー確定、申込、学習会 

・地学担当生徒 

→地学オリンピックに参加？ 

・来年度のチームづくり 

（２）今後のＳＳＨ事業  

 ＜校内＞ 

①10/18(火)業後 ＳＳＨ校内運営委員会 

②11/ 2(水)業後 ＳＳ物理実験研修（電気工学）３年物理選択者２０名対象               

③11/12(土)午後 ＳＳ化学実験研修（クロスカップリング）               

④11/18(金)午後 ＳＳＨ事業成果発表会 

⑤12/10(土)午後 ＳＳ物理基礎研修（ハイブリッドシステムの教材化）    

  

  ＜校外＞ 

①10/16(日)終日 魅力発見フェスタ    （スカイホール SS 科学部）  

②10/18(火)午前 あいち科学技術教育推進協議会全体会（県庁）       

③10/22(土)午前 科学の甲子園ﾄﾗｲｱﾙｽﾃｰｼﾞ （明和高校 代表生徒 12 名）   



④10/27(木)午後 時習館高校ＳＳＨ講演会 資料あり 

⑤10/27(木)午後 半田高校ＳＳＨ講演会  資料あり 

⑥10/30(土)終日 時習館高校ＳＳグローバル                

⑦11/ 2(水)午後 向陽高校ＳＳＨ発表会  資料あり 

⑧11/ 5(土)午後 豊田市連携語学研修  産業文化センター  ＳＳＨ派遣生徒＋１名 

  

（３）その他 

   ①次期５か年計画の議論開始（ワーキングチーム⑥） 

    ポイントは･･･ 新規事業？ 既存事業の充実？ 地域への貢献？ 国際化？ 

            課題研究の充実は必須！！ 

  

   ②ＳＳＨ事業の効率化 

    ・「ＳＳＨ発表会の準備について」をつくってみました（Ver.1.0） 

→改良して、海外研修、夏の事業、事業評価などにも応用できるかな 

     



１０月２０日 

第１６回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①終了したＳＳＨ事業報告 

10/16(日)終日 魅力発見フェスタ（スカイホール SS 科学部）  

10/18(火)午前 あいち科学技術教育推進協議会全体会（県庁） 資料あり 

10/18(火)業後 ＳＳＨ校内運営委員会 長時間ありがとうございました   まとめ資料          

10/19(水)午後 文化部発表会 SS 科学部「ピタゴラ☆スイッチ」 動画撮影 

   ②ワーキングチーム報告 

①SSH 事業成果発表会 

・生徒座席表と入替経路 確認済 

・学校外・保護者案内  発送済 

  

②ＳＳ委員会 

・ＳＳＨだより次号 

・発表会司会運営の指導 

・1119 トヨタ取材の委員６人！ 

  

③ＳＳ科目 

・11/18 指導委員会で速報報告 

・SS 科目の成果スライド 

・H29 実施科目の整理・統合 

・次期５年計画の議論開始 

④ＳＳＨ校内運営委員会  

・詳細は「終了した～報告」 

・次回 11/ 7 予定 

 議題「事業成果発表会」 

   「SS 科目の再編」 

   「来年度の発表会日程」 

   「課題研究とＳＬ日程案」 

⑤ＳＳＨ事業評価・分析   

・夏の SSH 事業の評価・分析 

・レディネス、事後アンケート 

 PISA など各調査の集計・分析 

⑥SSH 運営指導・評価委員会 

・資料の項目立てと準備 

 「実施した事業の報告と評価」 

 「ＳＳ科目の成果と評価」 

 「課題研究報告」 

 「SSH 全体の評価と分析」 

 「５年目の改善と次期計画」 

⑦ＨＰによる発信 

・動画公開の推進 

・夏の SSH 事業を HP 公開 

＊課題研究の成果を公開へ 

＊公開できるコンテンツとは？ 

⑧科学の甲子園 

・メンバー確定、申込、学習会 

・来年度のチームづくり 

・指導の流れをまとめる 

⑨高大連携   

・１月「科学英語研修」調整 

・名大 GSC 第３ＳＴへ 

 

⑩ＳＳＨ海外研修 

・研究指導担当者確定 

・仕様書･見積様式をＯＫ 

・明日、業者説明会 

⑪豊田市連携 

・11 月より語学研修（６回） 

11/5,19, 12/3,17 1/7, 2/4 

 →最初の 30 分挨拶と引率 

⑫次期５か年の計画づくり 

 担当者･･･全員！ 

 

（２）来年度の豊田西高校年間行事計画について 

  ①ＳＳＨ成果発表会の日程 他 

 

（３）今後のＳＳＨ事業と出張など  

 ＜校内＞ 

①11/ 2(水)業後 ＳＳ物理実験研修（電気工学）３年物理選択者２０名対象            

②11/ 7(月)業後 ＳＳＨ校内運営委員会 

③11/12(土)午後 ＳＳ化学実験研修（クロスカップリング）               

④11/14(月)6･7 限 第３学年課題研究発表会    鴻志館 



⑤11/15(火)業後 ＳＳＨ事業成果発表会リハーサル 情報教室 

⑥11/18(金)午後 ＳＳＨ事業成果発表会       

⑦12/10(土)午後 ＳＳ物理基礎研修（ハイブリッドシステムの教材化）    

  

  ＜校外＞ 

①10/22(土)午前 科学の甲子園ﾄﾗｲｱﾙｽﾃｰｼﾞ （明和高校 代表生徒 12 名）   

②10/30(土)終日 時習館高校ＳＳグローバル                

③11/ 2(水)午後 向陽高校ＳＳＨ発表会 午後                

④11/ 5(土)午後 豊田市連携語学研修  産業文化センター  ＳＳＨ派遣生徒＋１名 

   ⑤11/19(土)午後 トヨタ自動車ステークスホルダーミーティング       

   ⑥12/11(日)午前 時習館高校ＳＳグローバル 

   ⑦12/17(土)午前 時習館高校ＳＳグローバル 

   ⑧12/25,26      ＳＳＨ情報交換会(東京)１泊２日 

   ⑨12/26(月)   科学三昧 in あいち 2016 準備会 午後 岡崎カンファレンスセンター 

   ⑩12/27(火)   科学三昧 in あいち 2016 終日 岡崎カンファレンスセンター 

 

（３）その他 

   ①次期５か年計画の議論開始（ワーキングチーム⑫） 

    ポイントは･･･ 新規事業？ 既存事業の充実？ 地域への貢献？ 国際化？ 

            課題研究の充実は必須！！ 

  

   ②ＳＳＨ事業の仕事の効率化に向けて 

    ・「ＳＳＨ発表会の準備」を参考に 海外研修、夏の事業、事業評価、科学の甲子園、 

各種コンテスト、研究開発報告書 年度末提出書類 

年度当初提出書類 SS だより GSC SS グローバル  

                     でつくってみましょう。 

 

 ※ 今後の会議の予定 

  ＳＳ事業部会     運営委員会       学年会     職員会議        校内 SSH 委員会 

  10/27,11/2,10,17,(24)   10/24,31,11/7,14,21    10/27, 11/24    10/20,11/10,17  11/7 12/ ? 

 

 



１０月２７日 

第１７回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①終了したＳＳＨ事業 

    ・科学の甲子園ﾄﾗｲｱﾙｽﾃｰｼﾞ 10/22(土)午前 生徒 12 名参加  

    ・名大 GSC 英語発表会   10/22(土)終日  生徒 1 名参加  

②ワーキングチーム報告 

①SSH 事業成果発表会 

・10/31 運営委員会提出 

 11/10 職員会議 

・学校外・保護者案内 11/4〆 

・ポスター評価の担当割振   

②ＳＳ委員会 

・ＳＳＨだより次号 

・発表会司会運営の指導 

・1119 トヨタ取材の委員６人！ 

  

③ＳＳ科目  

・11/18 指導委員会で速報報告 

・SS 科目の成果スライド 

・H29 実施科目の整理・統合 

・次期５年計画の議論開始 

④ＳＳＨ校内運営委員会  

・次回 11/ 7 予定 

 議題「事業成果発表会」 

   「SS 科目の再編」 

   「来年度の発表会日程」 

   「課題研究とＳＬ日程案」 

   「海外研修業者選定」 

⑤ＳＳＨ事業評価・分析   

・夏の SSH 事業の評価・分析 

・レディネス、事後アンケート 

 PISA など各調査の集計・分析 

⑥SSH 運営指導・評価委員会 

・資料の項目立てと準備 

 「実施した事業の報告と評価」 

 「ＳＳ科目の成果と評価」 

 「課題研究報告」 

 「SSH 全体の評価と分析」 

 「５年目の改善と次期計画」 

⑦ＨＰによる発信 

・動画公開の推進 

・夏の SSH 事業を HP 公開 

＊課題研究の成果を公開へ 

＊公開できるコンテンツとは？ 

⑧科学の甲子園 

・報告 

・来年度のチームづくり 

・指導の流れをまとめる 

⑨第２学年課題研究Ⅰ 

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・H29 SL→LT などの計画 

 

⑩第３学年課題研究Ⅱ 

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・前期実施の時間数確保 

 

⑪ＳＳＨ海外研修 

・11/4 業者見積り提出〆 

→４日業後に選定案作成 

・11/7 校内委員会で事業部案説明 

⑫豊田市連携 

・11 月より語学研修（６回） 

11/5,19, 12/3,17 1/7, 2/4 

 →最初の 30 分挨拶と引率 

（２）来年度の豊田西高校年間行事計画について 

  ①ＳＳＨ成果発表会の日程 第１案 9/26    

    ②人生講演会：7/18   女性技術者講演会：     課題研究講演会： 

  ③ＳＳＨ運営指導委員会：どの企画とセットにして行うか？ 9/26 には委員会実施したい 

  ④海外研修報告会：４月？５月？          

  ⑤１年生ＳＳＨオリエンテーション？：４月？（前年度の成果と課題研究を見せる） 

 ※ 今後の会議の予定 

  ＳＳ事業部会     運営委員会       学年会     職員会議        校内 SSH 委員会 

  10/27,11/2,10,17,(24)   10/31,11/7,14,21     10/27, 11/24   11/10,17     11/7 12/ ? 

 

 



１１月２日 

第１８回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①終了したＳＳＨ事業    11/1(月)6,7 限 第２学年 課題研究 SL   お疲れ様でした  

②ワーキングチーム報告 

①SSH 事業成果発表会 

・10/31 運営委員会提出 

 11/10 職員会議 

・学校外・保護者案内 11/4〆 

・ポスター評価の担当割振  

②ＳＳ委員会 

・ＳＳＨだより次号 

・発表会司会運営の指導 

・1119 トヨタ取材の委員６人！ 

  

③ＳＳ科目 

・11/18 指導委員会で速報報告 

・SS 科目の成果スライド 

・H29 実施科目の整理・統合 

・次期５年計画の議論開始 

④ＳＳＨ校内運営委員会  

・次回 11/ 7 予定 

 議題「事業成果発表会」 

   「SS 科目の再編」 

   「来年度の発表会日程」 

   「課題研究とＳＬ日程案」 

   「海外研修業者選定」 

⑤ＳＳＨ事業評価・分析   

・夏の SSH 事業の評価・分析 

・レディネス、事後アンケート 

 PISA など各調査の集計・分析 

⑥SSH 運営指導・評価委員会 

・資料の項目立てと準備 

 「実施した事業の報告と評価」 

 「ＳＳ科目の成果と評価」 

 「課題研究報告」 

 「SSH 全体の評価と分析」 

 「５年目の改善と次期計画」 

⑦ＨＰによる発信 

・動画公開の推進 

・夏の SSH 事業を HP 公開 

＊課題研究の成果を公開へ 

＊公開できるコンテンツとは？ 

⑧科学の甲子園 

・報告 

・来年度のチームづくり 

・指導の流れをまとめる 

⑨第２学年課題研究Ⅰ 

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・H29 SL→LT などの計画 

 

⑩第３学年課題研究Ⅱ   

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・前期実施の時間数確保 

 

⑪ＳＳＨ海外研修 

・11/4 業者見積り提出〆 

→４日業後に選定案作成 

・11/7 校内委員会で事業部案説明 

⑫豊田市連携 

・11 月より語学研修（６回） 

11/5,19, 12/3,17 1/7, 2/4 

 →最初の 30 分挨拶と引率 

（２）来年度の豊田西高校年間行事計画について 

  ①ＳＳＨ成果発表会の日程 第１案 9/26    

    ②人生講演会：7/18   女性技術者講演会：９月（修学旅行の裏） 課題研究講演会： 

  ③ＳＳＨ運営指導委員会：どの企画とセットにして行うか？ 9/26 には委員会実施したい 

  ④海外研修報告会：４月？５月？          

  ⑤１年生ＳＳＨオリエンテーション？：４月？（前年度の成果と課題研究を見せる） 

 

  

 

 

 

 

 



１１月１０日 

第１９回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①終了したＳＳＨ事業 

・11/ 2(水)業後 ＳＳ物理実験研修（電気工学）３年物理選択者２０名対象               

・11/ 2(水)午後 向陽高校ＳＳＨ発表会 午後                

・11/ 4(金)業後 ＳＳＨイギリス海外研修業者選定会議（事業部内）       資料あり 

 ・11/ 5(土)午後 豊田市連携語学研修  産業文化センター  ＳＳＨ派遣生徒＋１名 

②ワーキングチーム報告 

①SSH 事業成果発表会 

・10/31 運営委員会提出 

 11/10 職員会議 

・学校外２７名参加 資料あり 

・保護者５２名参加 

・ポスター評価の担当割振   

②ＳＳ委員会 

・ＳＳＨだより次号 

・発表会司会運営の指導 

・11/19 トヨタ取材の委員６人！ 

  

③ＳＳ科目 

・11/18 指導委員会で速報報告 

・SS 科目の成果スライド 

・H29 実施科目の整理・統合 

・次期５年計画の議論開始 

④ＳＳＨ校内運営委員会  

・次回 11/ 7 予定 

 議題「事業成果発表会」 

   「SS 科目の再編」 

   「来年度の発表会日程」 

   「課題研究とＳＬ日程案」 

   「海外研修業者選定」 

⑤ＳＳＨ事業評価・分析   

・夏の SSH 事業の評価・分析 

・レディネス、事後アンケート 

 PISA など各調査の集計・分析 

⑥SSH 運営指導・評価委員会 

・資料の項目立てと準備 

 「実施した事業の報告と評価」 

 「ＳＳ科目の成果と評価」 

 「課題研究報告」 

 「SSH 全体の評価と分析」 

 「５年目の改善と次期計画」 

⑦ＨＰによる発信 

・動画公開の推進 

・夏の SSH 事業を HP 公開 

＊課題研究の成果を公開へ 

＊公開できるコンテンツとは？ 

⑧科学の甲子園 

・報告 

・来年度のチームづくり 

・指導の流れをまとめる 

⑨第２学年課題研究Ⅰ 

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・H29 SL→LT などの計画 

 

⑩第３学年課題研究Ⅱ   

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・前期実施の時間数確保 

 

⑪ＳＳＨ海外研修 

・11/4 業者見積り提出〆 

→SS 事業部案を作成 

・11/14 校内委員会で事業部案説明 

⑫豊田市連携 

・11 月より語学研修（６回） 

11/5,19, 12/3,17 1/7, 2/4 

 →最初の 30 分挨拶と引率 

 

（２）来年度の豊田西高校年間行事計画について  資料あり 

  ①ＳＳＨ成果発表会の日程 第１案 9/26    

    ②人生講演会：7/18   女性技術者講演会：９月（修学旅行の裏） 課題研究講演会： 

  ③ＳＳＨ運営指導委員会：どの企画とセットにして行うか？ 9/26 には委員会実施したい 

  ④海外研修報告会：４月？５月？          

  ⑤１年生ＳＳＨオリエンテーション？：４月？（前年度の成果と課題研究を見せる） 

 



１１月１７日 

第１９回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①終了したＳＳＨ事業 

・11/10(土)午後 ＳＳ応用化学実験研修会 ・11/14(月)6･7 限 第３学年課題研究発表会     

・11/14(月)業後 ＳＳＨ校内運営委員会  ・11/15(火)業後 ＳＳＨ事業成果発表会リハーサル  

②ワーキングチーム報告 

①SSH 事業成果発表会 

 11/17,18 職員朝礼 

・学校外２７名参加 資料あり 

・保護者５２名参加 

・ＨＰ原稿の作成   

②ＳＳ委員会 

・ＳＳＨだより次号 

・発表会司会運営の指導 

・11/19 トヨタ取材の委員６人！ 

  

③ＳＳ科目 

・11/18 指導委員会で速報報告 

・SS 科目の成果スライド 

・H29 実施科目の整理・統合 

・次期５年計画の議論開始 

④ＳＳＨ校内運営委員会  

・お疲れ様でした 

・次回 12/10?予定 

  

⑤ＳＳＨ事業評価・分析   

・レディネス、事後アンケート 

 PISA など各調査の集計・分析 

⑥SSH 運営指導・評価委員会 

・18 日の委員会頑張りましょう！ 

・資料説明をよろしく 

・礼状･･･ 

⑦ＨＰによる発信 

・動画公開の推進 

・夏の SSH 事業を HP 公開 

＊課題研究の成果を公開へ 

＊公開できるコンテンツとは？ 

⑧科学の甲子園 

・報告 

・来年度のチームづくり 

・指導の流れをまとめる 

⑨第２学年課題研究Ⅰ 

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・H29 SL→LT などの計画 

進路・教務・ＳＳ・２年(１年) 

のワーキングチームで調整する 

⑩第３学年課題研究Ⅱ  

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・前期実施の時間数確保 

・ポスター評価の担当割振 

・ルーブリックの説明 

⑪ＳＳＨ海外研修 

・ＪＳＴ提出書類を起案済 

・生徒研究の推進 

・海外研修報告会の持ち方 

・イギリス駐在の吉野さんと連絡 

⑫豊田市連携 

・次回 11/19, 12/3,17 1/7, 2/4 

 →最初の 30 分挨拶と引率 

⑬ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｽﾃﾑの教材化 

・自転車来ます！予備実験を 

・生徒募集用掲示物 

⑭タブレッド端末のネット接続 

・新規立ち上げです。 

・現状把握しましょう。  

⑮ＳＳＨ研究開発報告書 

・いよいよ本格化です 

・教科主任に依頼を 

（２）平成２９年度豊田西高校ＳＳＨ年間計画   

  ①ＳＳＨ成果発表会の日程 第１案 9/26 予約済    

    ②人生講演会：7/18   女性技術者講演会：９月（修学旅行の裏） 課題研究講演会： 

  ③ＳＳＨ運営指導委員会：どの企画とセットにして行うか？ 9/26 には委員会実施したい 

  ④海外研修報告会：４月？５月？          

  ⑤１年生ＳＳＨオリエンテーション？：４月？（前年度の成果と課題研究を見せる） 

 

（３）その他 

次期５か年計画の議論開始 

    ポイント･･･新規事業？既存事業の充実？地域への貢献？国際化？ 課題研究の充実は必須！！ 



１１月２４日 

第２０回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①終了したＳＳＨ事業 

・11/18(金)午後 ＳＳＨ事業成果発表会       

・11/19(土)午後 豊田市連携語学研修  産業文化センター  ＳＳＨ派遣生徒＋１名 

    ・11/19(土)午後 トヨタ自動車ステークスホルダーミーティング       

②ワーキングチーム報告 

①SSH 事業成果発表会 

・学校外２７名参加  

・保護者５２名参加 

・アンケート・評価集約 

・ＨＰ原稿の作成   

②ＳＳ委員会 

・ＳＳＨだより お疲れ様 

・11/19 トヨタ取材の委員 

 

 

③ＳＳ科目  

・11/18 指導委員会で速報報告 

・SS 科目の成果スライド 

・H29 実施科目の整理・統合 

・次期５年計画の議論開始 

④ＳＳＨ校内運営委員会  

・お疲れ様でした 

・次回 12/10?予定 

⑤ＳＳＨ事業評価・分析   

・レディネス、事後アンケート 

 PISA など各調査の集計・分析 

⑥SSH 運営指導・評価委員会 

・委員会まとめ（資料あり） 

・礼状 

⑦ＨＰによる発信 

・動画公開の推進 

・夏の SSH 事業を HP 公開 

＊課題研究の成果を公開へ 

＊公開できるコンテンツとは？ 

⑧科学の甲子園 

・報告 

・来年度のチームづくり 

・指導の流れをまとめる 

⑨第２学年課題研究Ⅰ 

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・H29 SL→LT などの計画 

進路・教務・ＳＳ・２年(１年) 

のワーキングチームで調整する 

⑩第３学年課題研究Ⅱ 

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・前期実施の時間数確保 

・ポスター評価の担当割振 

・ルーブリックの説明 

⑪ＳＳＨ海外研修 

・生徒研究の推進 

・海外研修報告会（H29-４月？） 

・イギリス駐在の吉野さんと連絡 

⑫豊田市連携 

・次回 11/19, 12/3,17 1/7, 2/4 

 →最初の 30 分挨拶と引率 

⑬ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｽﾃﾑの教材化 

・自転車来ます！予備実験を 

・生徒募集用掲示物 

⑭タブレッド端末のネット接続 

・新規立ち上げです。 

・現状把握しましょう。  

⑮ＳＳＨ研究開発報告書 

・いよいよ本格化です 

・教科主任に依頼済 

（２）平成２９年度豊田西高校ＳＳＨ年間計画   

  ①ＳＳＨ成果発表会の日程 9/26 予約済    

    ②人生講演会：7/18   女性技術者講演会：９月（修学旅行の裏） 課題研究講演会： 

  ③ＳＳＨ運営指導委員会：どの企画とセットにして行うか？ 9/26には委員会実施したい 

  ④海外研修報告会：４月？５月？          

  ⑤１年生ＳＳＨオリエンテーション？：４月？（前年度の成果と課題研究を見せる） 

 

 

 

 



１２月８日 

第２１回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①終了したＳＳＨ事業  資料あり 

②ワーキングチーム報告 

①ＳＳＨ海外研修 

・生徒研究の推進 

・海外研修報告会（H29-４月？） 

・イギリス駐在の吉野さんと連絡 

②ＨＰによる発信 

・動画公開の推進 

・夏の SSH事業を HP 公開 

＊課題研究の成果を公開へ 

＊公開できるコンテンツとは？ 

③ＳＳＨ事業評価・分析   

・各調査の集計・分析を 

運営委員会＆職会へ 

④ＳＳＨ校内運営委員会  

・12/1   議題は･･･ 

  

 

 

⑤第３学年「課題研究」  

・H29 は「SS 理科課題研究」 

・H30 より「SS 課題研究Ⅱ」 

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・前期実施の時間数確保 

⑥第２学年「課題研究Ⅰ」 

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・H29 SL→LT などの計画 

進路・教務・ＳＳ・２年(１年) 

のワーキングチームで調整する 

⑦第１学年「課題研究基礎」 ⑧ＳＳ科目 

・H29 実施科目の整理・統合 

・次期５年計画の議論開始 

⑨ハイブリッドシステム教材化 

・いよいよ 10 日(土)午後 

・生徒募集中 

・アンケート、礼状、事後学習 

・資料印刷 

⑩ＳＳＨ研究開発報告書 

・いよいよ本格化です 

・教科主任に依頼済 

⑪タブレッド端末のネット接続 

・ネット接続に十分使えます！ 

・電波の強い所で接続 

→ＨＲ教室なら大丈夫 

・講習会？現職研修？の実施へ 

⑫SSH 事業成果発表会 

・アンケート・評価集約 

・ＨＰ原稿の作成  

⑬ＳＳ委員会 ⑭豊田市連携 

・次回 12/17 1/7, 2/4 

 →最初の 30 分挨拶と引率 

⑮ＳＳ科学部の改善 

・コンテストの挑戦 

・研究分野の生徒分配 

・地学班の充実 

（２）平成２９年度豊田西高校ＳＳＨ年間計画   

  ①ＳＳＨ成果発表会の日程 9/26 予約済    

    ②人生講演会：7/18   女性技術者講演会：９月（修学旅行の裏） 課題研究講演会： 

  ③ＳＳＨ運営指導委員会：どの企画とセットにして行うか？ 9/26には委員会実施したい 

  ④海外研修報告会：４月？５月？          

  ⑤１年生ＳＳＨオリエンテーション：４月のオリ合宿･･･植生を活かした探究活動 

：校内では、「前年度の成果と課題研究」を見せる 

  ⑥残す企画・整理する企画は何か（第２期ＳＳＨ事業計画） 

   ・外部連携は「ＳＳ科目の教材化」に繋げる。繋げられないものは職場訪問・大学訪問へ 

   ・点と点を繋げて、持続的に生徒を育てる企画づくり 



１２月１５日 

第２２回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①終了したＳＳＨ事業   

・12/10(土)午後 ＳＳ物理実験研修（ハイブリッドシステム）  アンケート集約 

②ワーキングチーム報告 

①ＳＳＨ海外研修 

・生徒研究の推進 

・JTB に決定 

・レプトン校との連絡状況 

・H29-4 月の報告会は？ 

②ＨＰによる発信 

・動画公開の推進 

・夏の SSH 事業を HP 公開 

＊課題研究の成果を公開へ 

＊公開できるコンテンツとは？ 

③ＳＳＨ事業評価・分析   

・各調査の集計・分析 報告済！ 

 

④ＳＳＨ校内運営委員会  

・12/21 15:50～ 

・来年度の年間行事計画に反映 

  

 

⑤第３学年「課題研究」  

・H29 は「SS 理科課題研究」 

・H30 より「SS 課題研究Ⅱ」 

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・前期実施の時間数確保 

⑥第２学年「課題研究Ⅰ」 

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・H29 SL→LT などの計画 

進路・教務・ＳＳ・２年(１年) 

のワーキングチームで調整する 

⑦第１学年「課題研究基礎」 ⑧ＳＳ科目  

・H29 実施科目の整理・統合 

・次期５年計画の議論開始 

⑨ハイブリッドシステム教材化 

・いよいよ 10 日(土)午後 

・生徒１１名参加 

・アンケート集約、事後学習 

⑩ＳＳＨ研究開発報告書 

・いよいよ本格化です 

・担当分は 16 日（金）締切 

⑪タブレッド端末のネット接続 

・ネット接続に十分使えます！ 

・電波の強い所で接続 

→ＨＲ教室なら大丈夫 

・講習会？現職研修？の実施へ 

⑫SSH 事業成果発表会 

・アンケート・評価集約 報告済 

・ＨＰ原稿の作成中  

⑬ＳＳ委員会 

・委員の活用 

・ＳＳＨだよりの公開 

・生徒募集の効率化 

⑭豊田市連携 

・次回 12/17 1/7, 2/4 

 →最初の 30 分挨拶と引率 

⑮ＳＳ科学部の改善 

・コンテストの挑戦 

・研究分野の生徒分配 

・地学班の充実 

 ※ 今後の会議の予定 

  ＳＳ事業部会    運営委員会   学年会    職員会議        校内 SSH 委員会 

  12/15             12/19          1/12        1/19         12/21 

 

（２）第８回ＳＳＨ校内運営委員会 12/21(水) 15:50～ 

    ・ＳＳＨ運営指導委員会・評価委員会報告                    

  ・平成２９年度の課題研究に向けたＳＬ・ＬＴの変更               

・SS 課題研究基礎(１年) SS課題研究Ⅰ(２年) SS 理科課題研究(３年) 年間実施計画 

  ・SSH運営指導委員会の指導を反映させた来年度のＳＳＨ事業計画について   

  ・タブレット端末の現状と２年課題研究の先行調査におけるスマホの利用      



（３）平成２９年度豊田西高校ＳＳＨ年間計画   

  ①ＳＳＨ成果発表会の日程 9/26 予約済    

    ②人生講演会：7/18   女性技術者講演会：９月（修学旅行の裏） 課題研究講演会： 

  ③ＳＳＨ運営指導委員会：どの企画とセットにして行うか？ 9/26には委員会実施したい 

  ④海外研修報告会：４月？５月？          

  ⑤１年生ＳＳＨオリエンテーション：４月のオリ合宿･･･植生を活かした探究活動 

：校内では、「前年度の成果と課題研究」を見せる 

  ⑥残す企画・整理する企画は何か（第２期ＳＳＨ事業計画） 

    

（４）今後のＳＳＨ事業と出張など  

 ＜校内＞ 

   ①12/21 (水) 15:50～ ＳＳＨ校内運営委員会 

＜校外＞ 

   ①12/17(土)午前 時習館高校ＳＳグローバル                

②12/17(土)午後 豊田市連携語学研修  産業文化センター    ＳＳＨ派遣生徒＋１名 

③12/25,26 終日  ＳＳＨ情報交換会(東京)１泊２日     

   ④12/26(月)午後 科学三昧 in あいち準備会 岡崎カンファレンスセンター  

   ⑤12/27(火)終日 科学三昧 in あいち 2016  岡崎カンファレンスセンター 

     ⑥ 1/9 (月)午後   数学オリンピック       名城大学              

 

  



１月１２日 

第２３回 ＳＳ事業部会 

１ 報告・審議 

 （１）報告 

   ①終了したＳＳＨ事業   

   ・12/17(土)午前 時習館高校ＳＳグローバル                

    →生徒研究ポスターはＰＤＦ化→ＨＰ掲載 

・12/17(土)午後 豊田市連携語学研修  産業文化センター    ＳＳＨ派遣生徒＋１名 

・12/21(水)午後 ＳＳＨ校内運営委員会 

・12/25,26 終日  ＳＳＨ情報交換会(東京)１泊２日    

   ・12/26(月)午後 科学三昧 in あいち準備会 岡崎カンファレンスセンター  

   ・12/27(火)終日 科学三昧 in あいち 2016  岡崎カンファレンスセンター  

   ・ 1/ 7(土)終日 名古屋大学連携事業（年代測定部）           

   ・ 1/ 7(土)終日 豊田市連携語学研修  産業文化センター    ＳＳＨ７名＋１名 

     ・ 1/ 9(月)午後  数学オリンピック       名城大学             

②ワーキングチーム報告 

①ＳＳＨ海外研修 

・レプトン校との連絡状況 

・H29-4 月の報告会は？ 

②ＨＰによる発 

・夏の SSH 事業を HP 公開 

・課題研究の成果を公開済！ 

＊公開できるコンテンツとは？ 

③ＳＳＨ事業評価・分析   

・各調査の集計・分析 報告済！ 

 

④ＳＳＨ校内運営委員会  

・ワーキングチーム報告 

・次回、１月中から下旬 

・来年度の年間行事計画に反映 

  

⑤第３学年「課題研究」   

・H29 は「SS 理科課題研究」 

・H30 より「SS 課題研究Ⅱ」 

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・前期実施の時間数確保 

⑥第２学年「課題研究Ⅰ」 

・H29 年間計画案（文型・理型） 

・H29 SL→LT などの計画 

進路・教務・ＳＳ・２年(１年) 

のワーキングチームで調整する 

⑦第１学年「課題研究基礎」 ⑧ＳＳ科目 

・H29 実施科目の整理・統合 

・次期５年計画の議論開始 

⑨ハイブリッドシステム教材化 

・いよいよ 10 日(土)午後 

・生徒１１名参加 

・アンケート集約、事後学習 

⑩ＳＳＨ研究開発報告書 

・いよいよ本格化です 

・担当分は 16 日（金）締切 

⑪タブレッド端末のネット接続 

・ネット接続に十分使えます！ 

・電波の強い所で接続 

→ＨＲ教室なら大丈夫 

・講習会？現職研修？の実施へ 

⑫SSH 事業成果発表会 

・アンケート・評価集約 報告済 

・ＨＰ原稿の作成中  

⑬ＳＳ委員会 

・委員の活用 

・ＳＳＨだよりの公開 

・生徒募集の効率化 

⑭豊田市連携  

・次回 12/17 1/7, 2/4 

 →最初の 30 分挨拶と引率 

⑮ＳＳ科学部の改善 

・コンテストの挑戦 

・研究分野の生徒分配 

・地学班の充実 

 

 



（２）第８回ＳＳＨ校内運営委員会 12/21(水) 15:50～ 

    ・ＳＳＨ運営指導委員会・評価委員会報告                    

  ・平成２９年度の課題研究に向けたＳＬ・ＬＴの変更               

・SS 課題研究基礎(１年) SS課題研究Ⅰ(２年) SS 理科課題研究(３年) 年間実施計画 

  ・SSH運営指導委員会の指導を反映させた来年度のＳＳＨ事業計画について   

  ・タブレット端末の現状と２年課題研究の先行調査におけるスマホの利用      

 

（３）平成２９年度豊田西高校ＳＳＨ年間計画   

  ①ＳＳＨ成果発表会の日程 9/26 予約済    

    ②人生講演会：7/18   女性技術者講演会：９月（修学旅行の裏） 課題研究講演会： 

  ③ＳＳＨ運営指導委員会：どの企画とセットにして行うか？ 9/26には委員会実施したい 

  ④海外研修報告会：４月？５月？          

  ⑤１年生ＳＳＨオリエンテーション：４月のオリ合宿･･･植生を活かした探究活動 

：校内では、「前年度の成果と課題研究」を見せる 

  ⑥残す企画・整理する企画は何か（第２期ＳＳＨ事業計画） 

   ・外部連携は「ＳＳ科目の教材化」に繋げる。繋げられないものは職場訪問・大学訪問へ 

   ・点と点を繋げて、持続的に生徒を育てる企画づくり 

   例）①海外研修は１０名だけ育成する企画で良いか？ 

   →応募者を数回の研修に参加させ、課題研究＆英語発表に取り組ませてから選考するシステム 

     ②次世代エネルギー講座（仮） 

→核融合＋エコフルタウン＆東富士＋トヨタ自動車の研修＆講演会＋ハイブリッドシステム 

  ③地域環境講座（仮） 

→外来生物（カメ＆オオキンケイギク＆カワヒバリガイ）＋考古学（埋没林）＋シデコブシ 

 ＋矢並湿地＋イノシシ＆鹿？ 

  ④化学合成講座 

→有機化学の先行学習と実験（アスピリン＆クロスカップリング）＋？？？ 

 

（４）今後のＳＳＨ事業と出張など  

 ＜校内＞ 

   ①12/21 (水) 15:50～ ＳＳＨ校内運営委員会 

＜校外＞ 

   ⑦ 1/21(土)午前 科学の甲子園グランプリステージ 愛知県総合教育センター 

⑦ 1/28(土)午後 科学英語研修会 

   ⑧ 2/13(月)午後 時習館高校課題研究発表会 

 

（５）ＳＳＨ事業の仕事の効率化に向けて（２月末までに完成させよう） 

    ・「ＳＳＨ発表会（仮）」を参考に 海外研修   （   ） 発表会     （    ） 

運営指導委員会（    ）  事業評価  （     ） 科学の甲子園 （    ）  

各種コンテスト（    ）  研究開発報告書（    ） 年度末提出書類（   ） 

年度当初提出書類（  ）   SS だより   （   ）  名大 GSC   （    ）   

SS グローバル（   ）  


