
  Close Up Teacher  開校当時の思い出は
1993年の開校当時は車好きな学生がほとんど。私はトヨタカローラ兵庫
㈱からの出向で、学生を育てるというよりは車好きで仕事のできる後輩を
育てるという思いでやっていました。1期生は卒業式、国家試験の直前に

阪神・淡路大震災があり、大変な思いをして試験勉強をしていた
のを思い出します。
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Try-yaruWeekEmergencyDrill

ビジネス演習室リニューアル

トライやる・ウィーク

　ビジネス演習室を大幅にリニューアルしました。これまでのデスクトップ
PCからタブレットPCと無線LANを導入し、机などの配置を変更できるフ
リーレイアウトを実現。ビジネス演習室を多目的に活用できるようにしまし
た。また、プロジェクター、プリンター、スピーカー、AV機器も一新しました。
さらに、各学生の学習状況を確認しながらきめ細やかな指導が行えるよう、タブレットPC対応授業支
援システム「SKYMENU Class」を導入しました。「SKYMENU Class」は、先生タブレットから指定
した学生タブレットの画面をプロジェクターに投影、プレゼンテーションがスムーズに行えたり、動画
比較や各学生タブレットの画面を合体させ共同作業ができたりなど、ICT活用授業を支援するソフト
ウェアです。タブレットPCを活用した最新の学習環境を整備することでメーカー校の強みを生かし、
日々進化する最先端の技術をいち早く習得できることが大きな特徴です。

防災訓練
　10月16日、大規模地震を想定し、教職員の誘導のもと、学生たちはグラ
ウンドへ避難する訓練を行いました。今回から教職員はヘルメット、ベスト
を着用し、防災担当者をより分かりやすくし、学生全員を速やかに避難させ
ることができました。教職員、学生共々訓練を通して、防災意識をさらに高
めることができました。

　8月に水素で走る車「MIRAI」を導入しました。MIRAIは燃料電池を使
い水素を燃やすことなく、水素と酸素からモーターを動かすための電気
を作り出し、走行中に排出されるのは水だけという究極のエコカーです。
この技術は燃料電池のシステムとハイブリッドシステムを融合させたト
ヨタ独自のものとなっています。今後は、主に高度自動車科の新技術の
授業に活用していきます。

　テニスコートは、ハードコートと人工芝コート
に改修し、人工芝コートはフットサル兼用コート
としました。きれいに生まれ変わったテニスコート
は、利用者が増え盛況です。グラウンド駐輪場は、
屋根設置、床面舗装工事を行いました。利用中の
学生にとっては雨の日に濡れなくてすむ、嬉しいリ
ニューアルとなりました。今後も良い学校作りに取
り組んでいきます。

　11月9日～13日の5日間、トライやる・ウィークで太山寺中学校、伊川谷
中学校の生徒2名ずつを受け入れました。中学生らは学校見学から始まり、
オイル交換やアクリル板を切る作業などの他、総務部業務、学生部業務、
寮業務など様々な体験を行いました。活動日誌には「しんどい作業でも、 
終わった時の達成感がある」「掃除の大変さや大切さが分かった」「整備士
は手も汚れて大変だなと思った」という率直な感想が寄せられました。

10月17日、18日に「トヨタ神戸自動車大学校学園祭2015」を開催しました！

学園祭2015
今年は2日間で延べ約2,500人が来場。
メインステージでは、1日目にウルトラク
イズ、人物当てクイズ、コーラ一気飲み
大会、トークショー、カラオケ大会、2日
目には軽音楽部ライブ、吉本お笑いライ
ブ、豪華景品抽選会などを催しました。
また、愛車日常点検、フリーマーケット
や愛車自慢コンテストも好評でした。

教材車両更新

テニスコート、グラウンド駐輪場リニューアル

Renew

模擬店

過去最多の32店が出店し、定番

の焼きそばやたこ焼きから、餅つき

など学生自慢のメニューが勢ぞろ

いしました。

車両展示

フォーミュラカーやGTカーをはじ
め、2日間で計43台を展示しまし
た。車両搬出時の撮影会も大盛況
でした。

トークショー
今年はD-1ドライバーの
野村謙選手が登場。巧み
な話術で会場を大いに
盛り上げていただきまし
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。

プロのレーサーが練習に
使う本格的なドライビン
グシミュレーターが体験
できるとあって、最大2時
間待ちという盛況ぶりで
した。

ドライビング
シミュレーター

お子様向けコーナー
毎年恒例のミニ四駆、
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、電
動カー「ピウス」の試乗な
ど、子供たちに楽しんでい
ただきました。

現在で変わったことは
学生との年齢差が大きくなってきたので学生に負
けないよう取り組んだり、アナログ人間がデジタル
の仕事を頑張っています。学生は真面目で素直に
なっているかな？昔より、車に興味を持てる授業
をするよう意識するようになりました。

Q2

卒業生へメッセージを
大きな子供を連れて学園祭にでも
遊びに来てください！

Q3

實成義雄のクローズアップ
あの頃この頃

模

1年生競技と2年生競技でクラスの代

表者が、しのぎを削り、熱い戦いを繰

り広げました。クラスメイトの思いを

応援旗に乗せて、熱のこもった応援合

戦も繰り広げられました。その結果、

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。

【 1年生の部 】
高度自動車科1組

【 2年生の部 】
自動車整備科3組

技能トライアル

子供の七五三のお参りに行ってきました。病気も乗り越えて元気に成長する姿を見ると感無量です。なんも言えねぇ…（亀）

最近、休日に近くの銭湯に行き、サウナに入って汗を流すことにハマっています。嫌なことも流れていくような気がします。超気持ちいい!!!（木）
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F U T S A L & B B Q

RENEW

トヨタ神戸校順位（9チーム中）

■走行競技　1位、2位、4位
燃費28.6km/L（大会新記録）

■サービス競技　2位、5位、7位
タイヤローテーション2分18秒（大会新記録）

総合（走行、サービス）　1位、2位、4位、2位、4位

　11月23日、愛知県の幸田サーキットで「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」ことを目的に、「第4回プリウスカップ」を 
開催しました。エンジニア3名、ドライバー3名の1チーム6名で、各校から 
3チームずつが出場。走行競技とサービス競技を行いました。トヨタ神戸校は
第2回、第3回に続く、「総合3連覇」が目標。各校とも例年以上に勝利にこだわ
り、白熱の勝負を繰り広げた結果、総合優勝のトロフィーを手にしたのは我等
トヨタ神戸校でした！毎日夜遅くまで練習に励んだ学生たちは、絶対に勝たな
ければならないというプレッシャーに見事打ち勝つことができました。一致団
結して取り組んでいる姿はとても感動的でした。本当におめでとう!!

自動車整備科2年　山口直樹

　10月31日に、三友寮の「フットサル・バーベキュー
大会」に参加しました。試合途中からは久々に汗をか
き、気持ち良かったです。また、チームも1年2年の混合
チームで、普段話すことがない人と楽しく話ができ良

かったです。12時からは、楽しみにして
いた「バーベキュー」で、大勢の寮生が集
まり、とても盛り上がりました。何より、
お肉が想像していた以上に柔らかく美
味しかったので、大変満足しました。

三友寮 フットサル・バーベキュー大会

開催しました。エンジニア3名、ドライバー3名の1チーム6名で、各校から
3チームずつが出場。走行競技とサービス競技を行いました。トヨタ神戸校は

　私たちは、7月20日～8月2日にNASCAR研修に参加させていただきまし
た。研修内容は、米国トヨタやエンジンショップ、NASCAR博物館の見学、
レース観戦やNASCARメカニック養成学校での研修とレースの参戦でし
た。英語がほとんど話せず、言葉の壁にぶつかりましたが、身振り手振りでな
んとかコミュニケーションを取ることができました。現地スタッフの方はとて
も親切で、英語がわからない私たち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）が徹底されており、作業を行う上で
重要だと認識することができました。そして、PIT作業では、作業スピードは速
くはなかったかもしれませんが、正確な作業を意識しました。

　レースでは学生チームであるにも関わらず、38チーム中なんと「総合2位」
というNASCARの歴史に残る記録を打ち立てることができました。レースを
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、一つ一つの作業が人命に関わる
ことを学び、責任感を持って確実な作業を行うことが、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。今回は本当に貴重な体験をさせていた
だきました。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。

　私たち高度自動車科4年生は10月31日～11月6日の5泊7日でアメリカ研
修旅行に行ってきました。ロサンゼルスではバス観光が行われ、道も車も大き
いアメリカの自動車事情に驚きつつ映画やテレビで見たことのある街並みを目
にし、まるで映画のスクリーンに入り込んだかのような気分になりました。
　トヨタ販売店の視察では、広大な店舗に並ぶ大量の車に驚き、日本とは違う
トヨタのブランド展開や日本以上に実力社会な自動車整備業界を知ることが
でき、これからの日本の自動車業界のあり方を考えさせられました。
　世界最大の自動車部品見本市SEMAショーでは、東京ドーム7つ分の敷地
に日本を含む世界中のメーカーがパーツや車を展示しており、日本ではなかな
か見ることのできない海外のチューンドカーが目白押しでした。
　初めての海外渡航ということもあり不安もありましたが、終わってみるととて
も充実した5日間でした。今回の経験を糧に残りの学生生活を励んでいきたい
と思います。

　11月13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を実施しました。講
師はトヨタ新大阪グループ 総務部マネージャー、 
岡田龍二様に務めていただきました。会社訪問やセ
ミナーをはじめとする就職活動の心構え、会社選び
や入社試験のポイントなどを中心に、「企業が求める
人材像」について講演していただきました。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強い意志が感じ
取れました。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お互い切磋
琢磨し、悔いのない就職活動を行いましょう！

　ダウンサイジングエンジンは学校の授業である程度知識はあったつもりでしたが、私の
予想よりもはるかに技術が進んでおり、驚くことばかりでした。特にウォータージャケット
スペーサーに興味を持ちました。全く聞いたことがないものだったので、これからさらに調
べて理解を深めたいと思いました。また、熱効率を数パーセント上げるためにとてつもない
時間と努力を重ねておられる姿には開発者としてのプライドを感じました。特に基礎の知
識、技術がしっかりあり、そこから発展して今に至っていると感じることができました。
　また、技術面はもちろんのこと、常に完璧を追い求め現状に満足しない姿勢も学べまし

た。探求心を持ち続け諦めなければ、人
間はすごいことができると思いました。私
もこれからTOYOTAの一員になる者とし
てそのことを誇りに思い、同じ志を持って
頑張っていこうと思いました。最後になり
ましたが、ご講演いただきました戸田様、
誠にありがとうございました。今回の講演
でより一層エンジンに対する知識が深ま
り、興味を持つことができました。

　就職活動が佳境を迎える中、12月1日～4日の4日間、自動車整備科 
1年生と高度自動車科3年生を対象に企業研究セミナーを実施しました。
164社もの企業に参加していただき、会場は多くの質疑応答が飛び交い
ました。我先にと志望会社のブースに走り込む学生や、前のめりに話を聞
く学生の姿からは、迫りくる就職に対する高い意識がうかがえました。採
用試験まであと1カ月余り、第一志望の内定を目指して死力を尽くそう!

　11月28日、晴天の下、東京都八王子市内のグラウンドでトヨタ3校の親善を
目的とした野球部親善試合を開催しました。試合は前評判通り、専門学校全国
大会3位のトヨタ名古屋校が優位に試合を進め、見事連覇を達成。準優勝神戸
校、3位東京校という結果に終わりました。試合の合間、昼食を取りながら、3校
の野球部員たちが和気あいあいと交流する姿が印象的でした。今後も親善試
合を通して3校のますますの交流と発展につなげていきたいと考えます。野球
部の皆さん本当にお疲れ様でした。

高度自動車科4年生はアメリカへ、自動車整備科、高度自動車科の1・2年生は東京へ研修
旅行に行きました。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
広い見聞を持つ」、1・2年生は「自動車及び関連の最新技術、サービス業としての知識を
吸収する」ということを目的とした研修旅行です。

企業研究セミナートヨタ3校野球部親善試合

11月18日にトヨタ自動車㈱ユニットセンターエンジン設計部主査、戸田忠司
様にお越しいただき、高熱効率・低燃費エンジン、新開発グローバルディーゼ
ルエンジンについて技術講習をしていただきました。

就職ガイダンス実施 トヨタ自動車技術講習会

高度自動車科4年　村上直樹

高度自動車科2年　石上貴登／自動車整備科2年　井手竜也

自動車整備科2年　國本雄太

高度自動車科3年　島田貴文

NASCAR
　レースでは学生チームであるにも関わらず、38チーム中なんと「総合2位」

NASCAR参戦

　11月5日～6日の2日間、東京研修旅行に行きました。1日目は、お台場にあるメ
ガウェブに行きました。そこには、トヨタの様々な最新の車が展示されており、実
際に乗り込んで座り心地を確認することができました。また、MIRAIをはじめとす
る水素自動車など、トヨタの最新の技術にも触れることができ、とても貴重な体験
ができました。
　2日目は、東京モーターショーに行きました。会場はとても広く、すごくたくさん
の人々で大変賑わっていました。世界の様々なメーカーが出展していましたが、
やはり、自動運転の技術がすぐそこまで来ているなと感じました。また、いくつかの
メーカーでは、スポーツタイプの車が出展されていました。最近スポーツタイプの
車をあまり見かけなくなってきたので、個人的に嬉しい気持ちになりました。
　今回の研修旅行で自動車の最新技術に触れることができたのと同時に、団体
行動の大切さも学ぶことができ、大変有意義な研修旅行となりました。今後も新
しい技術に関しては自ら積極的にどんどん吸収していきたいと思います!!

トヨタ3校対抗

CUP

Toyota baseball club friendly games

プリウスカップ

Company study
seminar

研修旅行研研研研研

congratulation

congratulation

congratulation

congratulation

総合優勝


