
10月18日、19日にトヨタ神戸校学園祭2014が開催され
ました。
天候にも恵まれ、学生はもちろん近隣住民の方など、多くの
方々に楽しんでいただくことができました。来場者も過去
最高の1,700名を超え、充実した2日間となりました。

先日、初の男の子となる第3子が誕生しました。2歳と4歳のお姉ちゃん達が世話を焼きたがり、首も座らな
い子を振り回そうとしています。
微笑ましさより恐怖を感じ、最近は仕事を終え家に帰るとボディガードのように第3子を守っています。（亀）

淡路島で行なわれたノスタルジックモーターショーを見に行きました。2000GTなど
主に昭和のころに活躍していた名車がたくさん集結していました。
古き良き時代の車を見て、まるでタイムスリップしたかのような感覚になりました。（横）

編集
後記

各クラスの代表者が鎬を削り、熱い戦いが繰り広げられました。
今年度は各クラスの応援旗も作成し、競技に華を添える応援も熱の
こもったものとなり、選手達は一層気合いが入っているようでした。
見事優勝に輝いたのは…

おめでとうございました。そして参加者および関係者の皆様お疲れ様
でした。

今年はフォーミュラーカー
やGTカーの展示をはじめ
2日間で過去最高となる計
51台の展示を行いました。
また車両搬出の際には、走り
去る展示車の撮影大会となり
最後まで盛り上がりました。

過去最高の26店舗が出店し、本格
おたふく焼きそばや、たこ焼きなど
学生自慢のメニューが勢ぞろいし
ました。

JAF様にご協力いただきシートベ
ルトコンビンサーにて衝突体験を
実施。5㎞/ℎ程度の衝突体験ですが、
見た目とは大違いの衝撃に体験し
た方は驚いておられました。

今年はレーシングドライバー
脇阪寿一選手にお越しいただき、
トークショーを行いました。
学生の心をつかんで離さない
トークに会場は大盛り上がりで
した。サイン色紙争奪じゃんけん
大会もあり大満足の内容でした。

毎年恒例のミニ四駆コーナー、
キーホルダー作成、スーパー
ボールすくい、ポケモンなどの
ゲーム広場に加え、今年は風船
プレゼントも復活しました。

学園祭

昨年に引き続き、実習場の改修工事を行いました。
2階から4階にかけて壁・天井の塗装、照明のLED化を行い、天井スピー
カーを増設して非常放送設備も新たに設置しました。
また4階のトイレをリニューアルし、身障者用トイレを併設しました。
そして学科棟2階には、新たに休憩ルームを設けて常時開放しています。
今後も、より良い学校作りに取り組んでまいります。

11月10日〜14日までの5日間、トライ
やるウィークで伊川谷中学校の生徒3
名を受け入れました。
オイル交換・タイヤの取り付けやインフ
ルエンザ予防接種の検温、パンフレット
の運搬、清掃などを体験しました。

『難しい作業でも、楽しみながら1つ1つ
取り組むことが出来た』『この経験を活
かして、挨拶もしっかりしていきたい』
という感想が寄せられました。

今年も、インフルエンザが流行する季節がやって来ました。
当校では毎年10月よりインフルエンザワクチンの予防接種を行って
います。
日常生活でも

◦人ごみを避け、外出時にはマスクを着用
◦帰宅時には手洗い・うがいをする
◦栄養と休養を十分に取る
◦室内では加湿と換気をよくする

などを心がければ、感染予防にかなり効果があります。
この冬を元気に乗り切れる様に、日ごろから気を付けましょう！

保健室より

10月17日に大規模地震を想定した防災
訓練を実施しました。当日は、担架を用い
た負傷者の搬送や教職員の誘導のもとに
学生を当校グランドへ避難させる等の訓
練を行いました。5月には火災を想定し
た防災訓練も実施しており、教職員、学生
共々訓練を通して、防災意識を更に高める
ことが出来ました。

神戸兵庫シティライオンズクラブ様から今までの献血
活動に対するお礼としまして、液晶プロジェクター
1台、投映機1台が当校に寄贈されました。
早速、授業で活用しております。
今後も引き続き積極
的に献血活動に取り
組んでいきたいと思
います。

トークショー

技能トライアル

お子様向けコーナー

衝突体験

１年生の部　高度自動車科１組と自動車整備科３組が同点優勝
２年生の部　高度自動車科１組

実習場・学科棟改修

予防が第一です！献血活動が、
評価されました

防災訓練

トライやる・ウィーク

模擬店

車両展示
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　私達は、7月22日〜8月3日にNASCAR研修に参加させていただきました。研修内
容は、TMMC工場やNASCAR博物館、フォードミュージアムの見学やNASCARメカ
ニック養成学校での研修とレースの参戦でした。言葉の壁にもぶつかりましたが、身
振り手振りでなんとかコミニュケーションを取ることができました。現地のスタッフ
方はとても親切で、英語がわからない私達にも丁寧に指導してくださいました。また、
工場内は4S（整理・整頓・清潔・清掃）が徹底されていました。当たり前のことですが、
私たちも見習い、習慣付けたいと改めて感じました。そして、PIT作業ではとにかく緊
張しました。作業スピードは早くはなかったかもしれませんが、正確な作業はできま
した。PIT作業を終えたとき、感無量で言葉にはできない達成感と感動を味わうことが
できました。初めてレースの世界に触れましたが、素早く安全かつ正確に作業を終え
ることはどの整備現場でも大切だということを再認識することができました。今回の
研修で学んだことは、今後の学校生活に役立てていきます。今回お世話になりました
皆様、本当にありがとうございました。

自動車整備科2年　森口　優樹　　高度自動車科2年　食場　紳希

高度自動車科3年　岡本　真乃介

11月20日、当校にてトヨタ自動車株式会社ユニットセンターエンジン設計部
エンジン企画3グループ　主査　山田　哲様による技術講習会が催されました。
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参加するにあたって意気込みや不安に感じていたこと期待していたこと
などは?
学校では身に付けることが出来ない技術を学びたいが、自分を受け入れて
くれるか不安でした。
就職後即戦力となれるよう点検作業を身に付けたいと思っていました。わ
からないことはしっかり質問しようと思っていましたが最初はなかなか
出来なかったです。

実際に参加して店舗の印象や、行った作業内容は?
とても優しくしていただき、なじみやすく、明るい雰囲気でした。
タイヤチェンジャーでのタイヤ組み換えやタイヤのバランスとり、洗車など
です。
12ヶ月点検、バンパー交換等です。やはり洗車もさせていただきました。

失敗してしまったことは?
オイル交換でドレンプラグを取り外す時に、失敗して自分の手に大量のオ
イルをかけてしまいました。
僕は特にないです（笑）

すべてがよい経験になったと思いますが、特に勉強になったことは
作業性の悪い場所での工具選択、作業姿勢が特に勉強になりました。
雨天時にお客様のお車まで傘を差しに行くなど細やかなお客様への配慮
が勉強になりました。

最後にインターンシップを終えこれからの学生生活でどんなことに取り
組んでいきたいですか?
点検作業や、基本的な作業をしっかり身に付けたいです。
確実性の高い作業、そしてお客様対応についてしっかり学んでいきたいです。

　自動車整備科2年生は夏休み
期間中にインターンシップに参
加してきました。来年度から社会
人になるにあたり、残りの学生生
活での課題が見つかる良い機会
になったと思います。今回は2名
の学生からインターンシップに
ついて話を聞きました。

10月21日に学生寮で「秋の三友寮祭」を行
いました。例年はソフトボール大会のみです
が、今年は寮生からの声もあり「卓球大会と
TVゲーム大会」を同日に開催しました。当初
は「ソフトボール大会とTVゲーム大会」の予定でしたが、悪天候でグランドコ
ンディションが悪く、急遽卓球大会に変更となりました。当日は1〜4年生38名
の寮生が参加して、寮生活委員が進行を行いました。TVゲーム（スマッシュブ
ラザーズとウイニングイレブン）と卓球の3競技に別れて、どの競技も真剣かつ
和やかに皆が優勝を目指しました。懇親会も兼ねた表彰式も行い、寮生の親睦
が一層深まった一日でした。

自転車同好会は淡路島等のサイクリング、
大会の入賞を目標とした活動を行ってい
ます。ロードバイクに興味があり、一緒に
楽しく走りたい人、基礎体力をつけたい
人、速く走るトレーニングをしたい人はぜ
ひ見学にお越しください。現在は部員が
10名、顧問が3名の同好会ですが、来年度
はクラブへの昇格を目指しています。

11月21日に自動車整備科1年生、高度自
動車科3年生を対象に就職ガイダンスが
行われました。講師はトヨタクラブ新大
阪　総務部人材開発担当　岡田龍二様　
に務めていただきました。就職活動への
心構え、就職セミナーや会社訪問での心
構え、受験会社を決める時の注意点、入社
試験でのポイントなどを中心に、「企業が
求める人材像」についてご講演いただき

ました。いよいよ就職活動が本格化していきます。学生の眼差しも真剣その
もので、第一志望を勝ち取る意思がうかがえました。普段気のいい仲間も就
職活動ではライバルでもあります。全員就職を目指してこれからもお互い高
めあい、悔いのない就職活動を行いましょう！

　いよいよ就職活動も本格化してき
ました。自動車整備科1年生と高度
自動車科3年生は12月2日〜12月5
日の4日間で企業研究セミナーに参
加しました。質問の飛び交う活気あ
ふれるセミナーとなり、学生全員か
ら就職を勝ち取ろうとする熱意が伝
わってきました。泣いても笑っても
採用試験まで後りわずか！全員で笑
えるよう頑張ろう！

自動車整備科、高度自動車科の1,2年生が名古屋へ、高度自動車科4年生は
アメリカへ研修旅行に行きました。1,2年生はカーエンジニアとしての知
識を深め、団体行動でのマナーを身に付けることを目的に、4年生は海外の
自動車販売とアフターマーケットの現状を把握し、幅広い見分を持つこと
を目的とした研修旅行です

　私たち高度自動車科4年は10月31日〜11月6日の5泊7日間で米国研修旅行に
行ってきました。到着日、ロサンゼルスではハロウィンパーティーが行われ、町のほ
とんどの人が仮装していることや、パフォーマーの多さを目の当たりにし、米国の
スケールの大きさを感じました。
　レクサス店の視察では、まず店舗の広大さに驚きました。工場内は整備士1人に
つき専用のストールが与えられ、工具は全て個人で用意した物を使用し、作業して
いました。また、ショールームには営業スタッフ1人1人に個室とデスクが与えられ
お客様と親密に話し合える空間が造られているなど、日本の店舗とは違う部分を見
ることが出来て勉強になりました。
　様々な自動車関連部品やカスタムカーなどを展示したSEMAショーでは、日本の
モーターショーの数倍はあろうかという敷地に、所狭しと各ブースが設置されてお
り、圧巻の内容でした。
　文化や言語の違う異国の地での生活は5日間という短い滞在期間ではありまし
たが非常に密度の濃い経験ができました。今回の経験を糧にこれからも日々励んで
いきたいと思います。

　11月20日〜21日の2日間名古屋研修旅行に行きました、この研修の目的はト
ヨタの歴史について学び自動車の性能制御や生産工程を知ることです。1日目は
トヨタ産業技術記念館に行きトヨタの歴史を当時のエンジンなどの展示と共に
学ぶことが出来ました。2日目はさなげアドベンチャーフィールド、自動車の生
産工場の見学を行いました。さなげアドベンチャーフィールドでは四輪駆動車の
性能をランドクルーザーで体験しましたが、普通の車では到底登ることのできな
い傾斜を登ったり、車輪が地面の凹みにとられた時も難なく脱出するなど、とて
も高い性能に感動しました。他にもABSやTRCの制御も見学することが出来て、
安全性がしっかりと保たれていることがわかりました。工場見学ではプレス、溶
接、塗装、組み立てを行っており、大量生産での高効率化や、省エネルギーについ
て工夫されいることがわかりました。
学生生活も残り数か月となりましたが、今回の名古屋研修で自動車がどのように
作られているか、車の性能についてなど深く知ることが出来て車がもっと好きに
なりました。

トヨタ自動車のエンジン開発担当
者の方からお話をお伺いできると
いうことでとても楽しみにしてい
ました。講演の内容は低燃費エンジ
ンの開発で、既存のエンジンからの
改良点を具体的に説明していただ
き、大変興味深いものでした。その中でも急速燃焼による熱効率の向上
や、排気効率の向上によるノッキングの低減、ウォータージャケット周り
の冷却水温度の均一化については特に勉強になりました。またインテー
クマニホールドの形状変更では数多くのトライ&エラーを繰り返し、製
造過程での微々たる製品の差も考慮に入れた設計になっていることには
驚きを隠せませんでした。今回の講習を受けることでより一層新技術に
興味がわき、また理解が深まりました。今後、トヨタの看板を担う一員と
なれるよう多くを学び身に付けたいと思います。最後になりましたが、講
演いただきました山田様、誠にありがとうございました。

※写真左…宮内　弘樹（大阪トヨタ自動車㈱）　以下(宮)
　写真右…渡部　拓弥（徳島トヨペット㈱）　   以下(渡)

トヨタ自動車技術講演会

企業研究セミナー

自動車整備科2年　佐々木　克健高度自動車科4年　二藤　直哉

秋 三友寮祭

自転車同好会

トヨタ３校

　平成26年11月30日（日）に愛知県幸田サーキットにて第3回トヨタ3校プリウ
スカップが開催されました。「HVの走行、整備技術の向上」、「トヨタ3校の学生間交
流を深める」ことが目的で、エンジニア3名ドライバー3名の1チーム6名で構成さ
れ、各校3チームずつが出場し、走行競技とサービス競技が行われました。各校が昨
年以上に勝利にこだわり、白熱の勝負が繰り広げられました。日々の練習の成果を
遺憾なく発揮し、見事総合優勝のトロフィーを手にしたのは我等トヨタ神戸校の
学生でした。自らの時間を割き、チームメイトとの衝突もあり、苦難の日々を乗り
越えた努力の賜物です。本当におめでとう！We are KOBE！

CUP
プ リ ウ ス カ ッ プ

NASCAR 研修旅行

参戦!!

就職ガイダンス実施！

インターンシップ

走行競技	 	 　1位、2位、6位
　燃費	 	 　27.6km/L
サービス競技	 　1位、2位、4位
　タイヤローテーション	2分48秒
総合（走行・サービス）	 　1位、2位、4位

トヨタ神戸校成績（9チーム中）

congratulation総合優
勝

の


