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各種大会に参加してみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■イギリス海外研修報告 

H28.3/6～13に行われたイギリス海外研修での成果を報告します！ 

今年度の海外派遣の予告も… 

■SS科学部長期課題研究発表  

数学班 「コラッツ予想」 

生物班 「矢作川の外来生物」 

など！             

          

■夏の SSH事業紹介 

夏に行われる予定の SSH事業の紹介をします！！ 

みなさん参加してね！ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際生物学オリンピック

イギリス大会に派遣する

日本代表選考を兼ねた大

会。世界で生物を学べる良

い経験になること間違い

なし！生物に興味のある

人はぜひ参加しよう♪ 

申込は、５／３１まで！！ 

 

 

日本生物学 

オリンピック 

学校で学ぶ化学とはまた

違った体験ができる大会。

今学んでいる化学の知識

が、私たちの日常生活でど

のように活かされている

のか・・新たな発見がきっ

とあるはず！ 

申込は、６／８まで！！ 

高校物理を履修していな

くても挑戦でき、物理の楽

しさ・面白さに触れられる

という魅力ある大会。国際

物理オリンピックに派遣

する日本代表選考も兼ね

ているので、ぜひ挑戦して

みてね！ 

申込は、５／２３まで！！ 

 

 

 

 

物理チャレンジ 化学グランプリ 

 

今月の科学 

■線虫でがん検査？ 

線虫は、土壌や水中に生息する微小な動物。

犬と同じくらいの嗅覚をもっていて、好き

な匂いに集まる習性があるよ！ 

がん患者の尿には特有の匂いがあることが知られています。 

そこで九州大学は、線虫の匂いに対する習性により、がんを発見できるのではな

いかと考えました。研究の結果、線虫はがん細胞の匂いを好み、寄っていくこと

がわかりました。 

線虫によるがん検査は、①苦痛が伴わない ②簡便 ③安価・・・などの多くの

利点があります。しかし、がんの種類を特定することができないため、研究グル

ープは、がんの種類特定のための技術開発に向けて解析を進めているようです。 

 

■人工知能の恐ろしさ？ 

恐ろしさ①・・人間の仕事がなくなる？！ 

人工知能に人間以上の知性があれば、何種類もの

仕事を覚えさせ、人間以上の働きが可能である。

ある専門学者によると、2048 年には人間の仕

事が全て人工知能に奪われてしまうとのこと。 

恐ろしさ②・・人工知能を制御できなくなる？！ 

ペッパー君は世界中のペッパー君と繋がってお

り、様々な経験を元に多大なネットワークを通じ

て日々成長している。いつか人間以上の知性をも

ち、人間が制御不能になってしまう未来がくるか

もしれないね。 

 

 

近年人工知能の急速な進歩により、人間と同様の知能が実現されようとしてい

ます。まもなく人間を脅かす存在も存在しそうです。 



生徒研究発表会の満足度

非常に満足

満足

やや満足

どちらでもない

不満

７月号 2016 年 7 月 20 日（水）豊田西高校 SS委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノーベル賞受賞  講演会に行ってきました！ 

 

 

 

 

 

 

■トヨタ自動車 東富士研究所 訪問研修 

政府要人でも滅多に入れない「東富士研究所」。 

最先端の次世代車開発を研修します！ 

(1) 運転支援の自動車安全技術及びドライビングシミュレーター 

(2) 燃料電池自動車などの次世代エコカーに関する先端技術 

(3) 巨大な屋内実験施設での衝突安全性の検証 

■豊田市森林野外調査  

～面ノ木峠に残るブナ原生林の観察とバイオーム～ 

樹齢 200年以上のブナからなる原生林の中で、「生物基礎」で履修するバイオームと

の関係を、野外調査を通して学びます！ 

今月の科学 「3つの太陽」を持つ巨大惑星発見!? 

夏の SSH事業紹介 

 

文系の私でも SSH を通して科学

や生物、数学に楽しく触れること

ができて良かった！ 

イギリス研修の発表を聞き、［失敗を恐

れないでチャレンジする精神を大切に］

という言葉は、グローバルな世界で働く

ためだけではなく、日本が様々な技術を

開発し、常に最先端な技術を追求する姿

勢にも当てはまると思った！ 

今後の研究が 

楽しみですね！ 

大村先生とは一緒に撮れず・・・ 

残念！！！（＞＜） 

 

夢に向かってひたすら努力することはと

ても大切だと思いました。自分の好きなこ

とに没頭し、それを将来の職業にするのに

は、人一倍の努力が必要だと思いました。 

大村先生が開発したイベルメクチンによ

って『オンコセルカ病』の感染者がいずれ

は撲滅するときいて、本当にすごいなと思

いました。 

 

自分で考えて、自分で仕事を創る力が大切。 

国際社会で活躍できる（英語力）、人工知能との協働が

できる（プログラミング、数学力）人材が必要だ！ 

という言葉は、耳に残ったのではないでしょうか・・・ 

抜粋！！ 

今月、チリにある巨大望遠鏡 VTLによって３つの太陽

を持つ巨大惑星が発見されました。３４０光年先にあ

るこの惑星では１日に太陽が３回昇って沈みます。ま

た公転周期は５００年以上です。そしてこの惑星は水

蒸気とメタンガスからなる大気をもち、木星の４倍の

質量を持つガス惑星と予測されています。 

さらに、年齢が 1600 万歳と、とても若く（太陽系は４６億歳）その表面温度は５８０℃

もあるそうです。この惑星は今安定して軌道を周回していますが、今後もそうとは限りませ

ん。このような不思議な惑星が宇宙にはまだまだたくさんあり未知の領域といえるでしょ

う。 

 



９月号 2016 年 9 月 30 日（金）豊田西高校 SS委員 

 

 

 

 

 

 

 

SSH生徒研究発表会（全国大会）８／９～１１ 

 本校からは、SS科学部２年生が率いる研究チームが発表をしました。

このチームは矢作川などで様々な生物、特に外来生物を研究しており、

この発表会では、外来生物であるミシシッピーアカミミカメとカワヒバ

リガイの個体数や形状についての調査を報告しました。 

 また、この発表会には海外の高校生も来ており、日本の高校生も英語

を使って、海外の高校生とたくさん交流をしていました。英語で研究発

表ができる力を身につけることが、これからの社会では必要だと実感し

ました。 

 今回の発表会では、残念ながら賞には選ばれませんでしたが、この経

験を活かして、来年は受賞を目指してほしいです。 

 

 
 

 

７月２２日、２９日に、エコフルタウンで豊田市の環境に対す

る取り組みを見学してきました。 

カタツムリの殻をヒントに作った、汚れを雨で落とせるタイル

など、自然界の仕組みを利用した環境にやさしいものづくりを学

習しました。次に、燃料電池自動車と水素ステーションの説明を

聞き、実際に「MIRAI」を見せてもらいました。最後に、スマー

トハウスという日当たりや風通しを良くするなどの工夫をして、

電気の消費を抑えながらも快適に暮らせる家を見学しました。 

 

 

 

 

 

８月２３日に、静岡県裾野市のトヨタ自動車東富士研究所を訪問しました。 

そこで見学した４つを紹介したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この東富士研究所は、世界でも最先端の技術を開発しています。研究は 5年～10年以上かかるも

のばかりで、実用化されなかった自動車もあるそうです。現在販売されている自動車は、そのような

努力によって開発されているのだと思いました。身近にあるトヨタ自動車の大きさを感じる機会にな

りました。 

 

 

SS科学部 1年 初サイエンスショー 

８月２４日に、浄水北小学校で SS科学部 1年生が出張サイエンスショーを行いました。1年生

の部員で三つの班に分かれ、班で協力して取り組みました。１年生中心の活動でしたが、すべての

企画が成功し、称賛の声を多くいただきました。また、たくさんのことを学ぶ機会にもなりまし

た。部員全員が成功のイメージを持っていたからこそ小学生を笑顔にできたのだと思います！ 

 

夏の SSH事業を 

紹介します！  

 

 

テストコース 

実際に使われているテストコースを 

バスで走行しました。 

40度以上の角度のバンクもあり、 

最高 210キロまで出せるそうです。 

ドライビングシミュレーター 

世界最大の大きさを誇るものです。 

映像を映したドーム自体を 

35ｍ×20ｍの範囲で移動させて 

乗り心地を再現しています。 

燃料電池自動車開発 

「MIRAI」などの 

燃料電池自動車を開発しています。 

普通自動車と同じ乗り心地や、 

低コスト化を目指しています。 

衝突実験 

事故を起こしてそのデータを調べ、 

安全な車を開発しています。 

様々な実験を行うことで 

事故の予防に役立てています。 

Yoboにしています。 

サイエンスショー  

割れにくいシャボン玉、 

液体窒素、静電気などを 

用いて、科学実験を行い
ました。 

その他にも・・・  

●スライム作り  

スライムを作ることで、 

遊びながら不思議な半固体 

の世界を味わいました。 

●ピタゴラスの橋  

割り箸だけでできる 

丈夫な橋のことです。 

人の乗れるものもできました。 

とよたエコフルタウン 

一番興味をもったのは、動植物の仕組みを利用したものづくりです。生物の仕組みや構造

は様々で、それに驚くと同時に、それらを応用して人間の生活にも役立てている点が興味

深いと思いました。また、燃料電池自動車を見たことがなかったので、実際に見て説明を

聞くことで、理解を深めることもできました。 

研修を終えて 



１１月号 2016 年 11 月 17 日（木）豊田西高校 SS委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 年理型では「ＳＳ理科課題研究」という科目が設定されています！ 

自ら課題を見つけ、その課題を解決する方法を考え、研究する。 

授業や探究活動を通して得た知識や技能を活用し、 

研究をすることで、科学的に探究する能力や態度、 

創造的な思考力を養うことが目的です！ 

 

ポスターセッション型の発表です！お楽しみに！ 

ＳＳ委員が、本校で行われている独自のＳＳ事業とＳＳ科目について発表します！ 

本年度のＳＳ事業はどのようなものがあったか覚えていますか？ 

ＳＳ科目でどのようなことに取り組んでいるか、みなさん知っていますか？ 

この発表を聞いて、思い出してくださいね♪♪ 

例えば・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、発表の中でも紹介されますが、 に 

参加している２年生代表生徒の英語での研究発表もあります！聞き取れるかな・・・？

講座一覧 

①文学部講座 

考古学入門 

②教育学部講座 

ストレッチング・アップデート 

③法学部講座 

捜査の現状と課題 

④経済学部講座 

企業活動をどうやって観察する？～複式簿記と会計の話～ 

⑤国際開発研究科（大学院）講座 

ジャワ島(インドネシア)を事例とした経済開発史 

⑥理学部講座 

光る分子が拓く未来―オリジナル分子をデザインし，創り，機能をみる 

⑦医学部 保健学科講座 

医療診断での被曝線量の計測とシミュレーション 

⑧工学部 電気電子情報工学科講座   ⑨工学部 機械航空工学科講座 

地球を取り巻くプラズマとオーロラ    計算工学の最前線 

⑩工学部 環境土木建築学科講座    ⑪工学部 物理工学科講座 

災害と水道システム           地球環境問題と大気中物質の動き 

⑫工学部 物理工学科講座       ⑬農学部講座 

放射線でがんを治す           生物時計はいかにして時を刻むのか 

⑭創薬科学研究科（大学院）講座 

薬と細胞の科学 

⑮工学部講座【京都大学】 

電気回路の仕組みを考えてみよう 

 

 

 

 

本年度の豊西総合大学は、１０月２５日（火）に

事前学習会を行い、１１月２日（火）に各講座を

受講しました。その中から選ばれた４講座につ

いて、発表します！ 

 

 
ＳＳＨ事業成果発表会 

直前号！！！ 
 発表内容を紹介します！ 

発表は・・・ 

法学部・理学部・物理工学科 

創薬科学研究科に決定！！ 

ＳＳ生物､ＳＳ物理､ＳＳ化学 

ＳＳ数学､ＳＳ公民 

ＳＳ現代文、ＳＳ英語・・等 

 

【ＳＳ科目】 

・課題研究講演会 

・ＳＳＨ生徒研究発表会 

・理工系の魅力発信 with彩綾・・等 

 

【本年度のＳＳ事業】 

 緊張する～！ 

１１月１２日（土）の午後、本校化学室にて、 

クロスカップリング反応実験を行いました！ 

これは２０１０年ノーベル化学賞に輝いた研究

です。本校の生徒９名に加え、豊田南高校から 

３名、知立東高校から４名の生徒が集まり、 

和気あいあいと実験を行うことができました。 



１月号 2017 年 1 月 13 日（金）豊田西高校 SS委員  

 

ポスターセッション 
３年理型とＳＳ科学部によるポスター発表は

どうでしたか？ 

様々な研究テーマがあり、興味を引かれる内

容がたくさんあったと思います。研究し、発

見していく楽しさを実感できるいい機会とな

りましたね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ってなんだろう？ 

１２／１０に本校で「

の開発について」学ぶ機会がありました。講師としてトヨタ本

社の方々にお越しいただき、次世代のエンジンシステムの先駆

けとなったハイブリッドエンジンについて、学習しました。ハ

イブリッドエンジンは、モーターとエンジンの良いところを取

った構造となっており、とても燃費が良く従来の車よりも環境

への影響が少ないとされています。さらにＴＨＳでは、エネル

ギー効率の向上をめざし、環境にやさしい次世代車の開発に取

り組んでいるそうです。 

 実際の講義ではハイブリッド自転車を使った実験もあり、モーターに

よるエネルギー効率についても学ぶことができ、より自動車などの工学

に対する興味をもつことができました。 

 ご多用の中本校にご多忙の中お越しいただいたトヨタ本社の方々、

トヨタ自動車株式会社様には厚く御礼を申し上げます。 

 

今月のかがくっ！！ 
    『今月のかがくっ！！』気になる今回のテーマは・・・ 

    「オール電化」です。 

 冬の寒さが身に染みるこの頃。実は火災の危険性が増している 

のです。注意していれば火災は起こらないはずなのですが、万が一の可能性を考えると・・・。 

そこで今回目を付けたのがオール電化です。 

 ところでオール電化って何？と思う方がいるかもしれません。実際私の家もまだガスを使っていて、

オール電化の仕組みがよくわかりませんでした。そこで調べてみると、一般にオール電化とは家庭に

おける熱源のすべてを電気でまかなうというものだそうです。つまり、コンロも、お風呂も、エアコ

ンも全て一括して電気の供給だけで使用することができます。コストパフォーマンスが高く、なんと

いっても熱源がないので、火災が起きにくいというメリットがあります。 

 しかし、停電時にはまったく使用できないことや、省エネ電化製品を使わないとエネルギーを節約

できないなどのデメリットもあります。それでも、太陽光発電と組み合わせて使えば経済的にも環境

的にも優しいのは確かなことです。 

 エネルギー消費の激しい現代で少しでもエネルギー消費を抑えることができるオール電化。私たち

が生きていく地球の環境を守るためにも、そういったものへの転換が必要なのかもしれませんね。 

 

 

昨年11／１８

に行われた 

ＳＳＨ発表会

を振り返って

みよう～！ 

盛り上がりま

したね！＾＾ 

豊西総合大学 
法学系、薬学系などの多岐にわたる４つの   

講座の発表を聞きました。 

私が感じたことは、「学問ではすべての分野の

研究が生きてくる」ということです。 

日々の授業を大切にしてゆきましょう！ 

名大ＧＳＣ研究発表 

ＧＦＰ（蛍光緑色タンパク質）に関する 

すばらしい英語発表でしたね！ 

３月の海外研修がんばってください！ 

ＳＳ科目＆ＳＳ事業 
ＳＳ英語では理科の内容を踏まえたスピーチ

を、普段から英語で行っています！将来的に

林原君のようなスピーチができるといいです

ね♪１、２年生の皆さんは来年度の夏休み、

発表にあったようなＳＳＨ事業に参加して、

有意義な時間を過ごしてみませんか？ 
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