
開催月日 開催会場

H26.8.27 第１回　総会 ホテルポートプラザちば ・設立総会
H26.10.11
H26.10.12

ア）ホームページについて イ）産業教育フェアにおけるポスター発表について
ウ）工業に関する研究会について エ）理数工学科について

議案 ・平成２６年度新会員
・期待する工業高校生像とは？
・期待する工業高校像とは？

（総合技術コンクール） （千葉工業高校）　
H26.12.9 （企業見学会） （高度ポリテクセンター） ・教職員２４名参加
H27.1.5

（第１回生徒研究発表会） （千葉工大津田沼校舎） ・７校２３団体の課題発表
第２回　運営委員会 ・課題研究等発表会の結果及び表彰
第２回　総会 ア）平成２６年度新会員について イ）ホームページについて

ウ）第１回運営委員会の結果について エ）高度ポリテクセンター訪問について
オ）生徒の海外交流等について カ）課題研究における産学連携活動の試みについて
・来年度の活動計画の検討について
・期待する工業高校生像とは？
・期待する工業高校像とは？

H27.3.17
第１回　運営委員会 ・新コーディネータ紹介
第１回　総会 日本大学理工学部 ・各工業高校の進路状況等について

船橋キャンパス ・ＳＰＨについて
・各校の取り組みについて
・研究課題等への支援について

H27.7.1
第２回　運営委員会 国際理工情報デザイン ・企業見学について

専門学校 ・コンソーシアム便り第３号発刊について
・理数工学科の広報について
・ＳＰＨの進捗状況について

議事 ・ホームページについて
・連携方策について
・生徒の進路指導について

H27.7.13 （企業見学会） （新日鐵住金君津製鐵所） ・教職員３０名参加
H27.9.28 コンソーシアム便りのロゴ制定
H27.10.17
H27.10.18

（企業見学会） (ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所) ・教職員、運営委員３４名参加
第３回　運営委員会 ＪＦＥスチール(株) ・企業見学会

東日本製鉄所 ・千葉大学理科研究発表会の報告
・生徒研究発表について

協議 ・（企業側からみた）求められる高校生像
H27.12.11 （企業見学会） （協和工業株式会社） ・教職員９名参加
H28.1.12

（第２回生徒研究発表会） （県立現代産業科学館） ・８校　２５チーム６２名参加
第４回　運営委員会 ・新規会員の加入について
第２回　総会 県立現代産業科学館 ・ワーキンググループの設置について

・講演会の後援について
・第２回及び第３回運営委員会の協議の概要について
・企業見学会について
・本年度の進路状況及びインターンシップ実施状況
・ＳＰＨの文部科学省の視察
・講演会の後援について
・大学、企業等に求められる工業高校生像
・来年度の活動計画（案）の検討について

第４号　コンソーシアム便り発刊

第５号　コンソーシアム便り発刊

報告

協議

協議

H28.2.4

報告

H27.11.16

H27.7.7

第２号　コンソーシアム便り発刊

主　要　課　題

（産業教育フェア） （イオンモール幕張新都心）

第１号　コンソーシアム便り発刊

報告

協議

第１回　運営委員会

H26.11.29

協議

協議

報告

報告

千葉工業高校 千工会館　

千葉工業大学津田沼校舎

H27.5.29

H27.2.5

第３号　コンソーシアム便り発刊

・課題研究の中間発表会　１２チーム２６名参加

報告

協議
（運営）

イオンモール幕張新都心産業教育フェア



開催月日 開催会場 主　要　課　題

H28.3.17
・新事務局長紹介

第１回運営委員会 日本大学生産工学部 ・各校の進路状況等について
第１回総会 津田沼キャンパス ・東総工・高度ポリテク・銚子電鉄とのコラボ事業について

・ロボットフォーラム２０１６について
・事業報告・会計報告
・事業計画案・会計収支予算案
・会長等候補者について

協議 ・各工業系高校が抱える課題とワーキンググループの設置について
H28.7.19

H28.12.20
H28.12.22 第２回運営委員会 電子メールによる開催
H29.1.18

（第３回生徒研究発表会 （県立現代産業科学館）
・新規会員の紹介
・本年度の活動報告
・SPHの進捗状況
・ワーキンググループ等の意見に見られるコンソーシアムの今後
　　　第１回及び第２回のワーキンググループ会議での意見
　　　コンソーシアムに関する評価
・来年度の活動計画（案）の検討について

H29.3.21
H29.5.24 第1回運営委員会 メール開催（5月24日メール発信） 件名
H29.6.6 第1回ワーキンググループ会議 千葉工業大学津田沼キャンパス 協議題

協議
H29.7.14
H29.8.1 第2回ワーキンググループ会議 千葉工業高等学校　会議室
H29.9.21

H29.11.28
H30.1.19 第1回　職員研修 千葉工業高校内千工会館

（生徒研究発表会） （県立現代産業科学館）

H30.2.6

平成29年度　第２回総会 千葉県立現代産業科学館　会議室

ア　本年度活動報告

ウ　県外校視察（愛知県立愛知総合工科高等学校）
エ　ポスター作成

協議

公益財団法人双葉電子記念財団宛てに　「青少年創造性開発育成費助成申請書」を申請　

ア　各校における取組とコンソーシアムの今後
　　①各校における取組
　　②コンソーシアムにおける今後の展望
イ　来年度の活動計画（案）の検討について

協議

イ　「県立学校改革推進プラン・第4次実施プログラム（案）」について

・各校における取組について

報告

初めて実施、テーマは「課題研究基礎コース」・講師：千葉大学大学院工学研究院　特任助教　小岩健太氏

H28.10.26

H28.10.3

千葉工業高等学校　千工会館

H29.2.1
第２回　総会

H30.2.6

ア　新コーディネーターの紹介

ウ　本日実施のワーキンググループ会議について

千葉工業高校　大会議室

県立現代産業科学館

千葉工業高校　大会議室

H28.6.6

・千葉県高等学校産業教育フェアについて（事務局）

　　新規会員の加入について 専門学校　千葉県自動車大学校

協議（テーマ）工業高校生の育成について（出席者は工業高校の管理職のみ）

第９号　コンソーシアム便り発刊

第3回ワーキンググループ会議

・これまでの取組と今後の展望

・「『県陸学校改革推進プラン』の一部改訂（素案）」について（県立学校改革推進課）

イ　平成28年度工業高校教員等の研修について

第13号　コンソーシアム便り　発刊

報告

協議

・千葉大学高校生理科研究発表会について（事務局）

第12号　コンソーシアム便り　発刊

・工業系高等学校ワーキンググループの設置と今後の活動について

第２回　ワーキンググループ会
議

第11号　コンソーシアム便り　発刊

千葉工業大学　日本大学生産工学部　ものつくり大学　　東京工科大
学＆日本工学院専門学校　日本自動車大学校

三井化学（株）茂原分工場 　JFEスチール（株）東日本製鉄所　 新日
鐵住金（株）君津製鐵所　　（株）原島電機工業 （株）昭和電業社

宝醤油（株）

議事

第１回　ワーキンググループ会
議

協議

第7号　コンソーシアム便り発刊

第６号　コンソーシアム便り発刊

千葉工業大学津田沼キャンパス
報告

H29.6.6 平成29年度　第1回総会

H29.10.19

報告

・第1回コンソ総会（第1回コンソーシアム委員会・打ち合わせ）について
・工業高校生の育成について

報告

第８号　コンソーシアム便り発刊

協議

進学に必要となる学力とは　　

　　基礎学力とコミュニケーション能力とは　　

第10号　コンソーシアム便り発刊



開催月日 開催会場 主　要　課　題

H30.2.27 県外校視察 愛知県立愛知総合工科高等学校
H30.3.20

協議
H30.7.17
H30.11.20
H30.12.10 第2回　職員研修 京葉工業高校視聴覚室

H31.1.25

協議
H31.3.18
R1.8.23

報 告
協 議

R1.11.28 第20号　コンソーシアム便り　発刊

協　議
R2.3.19

H31.2.5
平成30年度　第2回総会
（生徒の課題研究発表会）

H30.6.13

H30.12.21

H30.2.6

第1号議案：平成29年度事業報告及び会計収支決算報告について

エ　千葉県高等学校工業教育研究会　工業教育研究委員会について

電子メール開催 議事

R2.2.5
令和元年度　第2回運営委員会
令和元年度　第2回総会
（生徒課題研究発表会）

千葉県立現代産業科学館　研修室
（千葉県立現代産業科学館展示室）

報　告

日本大学生産工学部津田沼キャンパス
第3号議案：平成30年度会長の選任について

第14号　コンソーシアム便り　発刊

平成30年度　第1回運営委員会

中学、高校のキャリア一貫教育の取組みについて

・工業系高等学校の発展に向けたコンソーシアムにおける今後の活動について

テーマは昨年と同様「課題研究基礎コース」・講師：千葉大学大学院工学研究院　特任助教　小岩健太氏

ウ　姉崎高校「ものづくりコース」・天羽高校「工業基礎コース」の設置に向けた準備状況について
・来年度の活動計画（案）及び今後の活動について

議事

平成30年度　第1回総会

議事

第21号　コンソーシアム便り　発刊

報告ーア　令和元年度活動報告について
報告ーイ　令和元年度第1回ワーキンググループ会議の報告について
報告ーウ　その他（姉崎高校と天羽高校のコンソーシアム入会と新会員の入会について）
協　　　議　コンソーシアムにおける今後の活動について

第19号　コンソーシアム便り　発刊

第2号議案：平成30年度事業計画（案）及び会計収支予算（案）について

君津市立周西南中学校のキャリア教育について

日本大学生産工学部津田沼キャンパス

報告

ア　県外校視察について

第3号議案：平成30年度会長の選任について

オ　クリアファイル作成について
第1号議案：平成29年度事業報告及び会計収支決算報告について

　件名：工業系高校人材育成コンソーシアム千葉生徒研究発表会に係る参加者旅費・運営費

第15号　コンソーシアム便り　発刊
第16号　コンソーシアム便り　発刊

議事2：新規運営委員について

視察者（コンソーシアム事務局：小堀事務局次長、高田教諭）

第2号議案：平成30年度事業計画（案）及び会計収支予算（案）について

イ　各工業系高校の進路状況
ウ　県立学校改革推進プラン・第4次実施プログラムについて

議事3：設置要綱の改正について
第17号　コンソーシアム便り　発刊

平成30年度　第2回運営委員会

千葉県立現代産業科学館　研修室
（千葉県立現代産業科学館展示室）

報告

議事1：新規会員について

イ　本年度の活動報告について
ア　運営委員会の結果について

R1.10.4 ワーキンググループ会議 千葉県立姉崎高等学校

第18号　コンソーシアム便り　発刊

H30.6.13


