
レース車両や旧車、ドレスアップカー、希
少な外車など多くの車両を展示。至る所
で、カメラやスマホで撮影する学生や来場
者の姿が見られました。

車両展示

学
10月14日、15日に学園祭
を開催。両日ともあいにくの
雨天にもかかわらず、過去
最多に並ぶ約2,500名が来
場し大盛況となりました。

学年別クラス対抗戦の「技術・技能コ
ンクール」と、ブレーキ分組の正確さ・
速さを競う個人戦の「整備スキルコン
テスト」を開催しました。技術・技能コ
ンクールは自動車整備科1年2組と2
年2組が優勝。2年生の部にエキシビ
ションとして参加した3年生は、総合
ポイント1位で敢闘賞を受賞しました。
整備スキルコンテストでは高度自動車
科3年の犬塚史さんが優勝しました。

技術・技能コンクール / 整備スキルコンテスト

模擬店
今年は過去最多の35店が出店。定番のか
らあげや焼きそばに加え、丹波黒大豆の枝
豆やタコスなどの一風変わったグルメまで、
さまざまな味自慢の店が並びました。

2017
園

キッズエンジニアや電動カート
の試乗、大型のミニ四駆コース、
キャンドル作り教室などを開きま
した。

子ども向けイベント

メインステージイベント

D1ドライバーの川
畑真人さん、お笑い
芸人のアキナ、プリ
マ旦那、ヘンダーソ
ンにお越しいただ
き、会場を盛り上げ
ていただきました。

レーサートークショー / お笑いライブ

祭TKfes

今年はバラエティー
番組でおなじみの
企画、「おでん早食
い二人羽織り」「金
たらい落としチキン
レース」「激辛我慢
選手権」を開催。参
加者、観戦者共に楽
しみました。
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11月19日、愛知県の幸田サーキットで「第6回トヨタ3校プリウスカップ」
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3
チームずつが出場し、燃費を競う「走行競技」と整備技術を競う「サービス競
技」に挑みました。当校は学校別総合優勝の5連覇が懸っており、選手たち
が抱えるプレッシャーも今まで以上のものでしたが、大会当日は落ち着いた動
きを見せ、走行競技では「Fuel�Melt�Lower!」が大会新記録の燃費で優勝。
サービス競技でも素晴らしい作業で優勝し、チーム総合優勝を果たしました。
学校別総合でも優勝に輝き、見事5連覇を成し遂げました。学校の代表とし
て責任をもって取り組む姿、仲間と切磋琢磨し成長する姿は感動的でした。
本当におめでとう!!

11月25日、北神戸田園スポーツ公園で
トヨタ3校の学生間交流を目的に「野球部
親善試合」を開催しました。晴天が広がる
野球日和の下、白熱した戦いが繰り広げら
れ、優勝は名古屋校（2勝）、準優勝に神戸
校（1勝1敗）、3位が東京校（2敗）となり
ました。昼食休憩では和気あいあいと交流
を深めることができ、大変実りのあるイベン
トとなりました。今後も親善試合を通して、
トヨタ3校の交流と発展につなげていきた
いものです。3校野球部の皆さん、お疲れさ
までした。

トヨタ3校 野球部親善試合

11月21日、トヨタ自動車株式会社MS製品企画室の金子將一様をお迎
えし、高度自動車科3・4年生を対象に「PHV」をテーマとした技術講演会を
開催しました。デュアルモータドライブシステムやガスインジェクション付き
ヒートポンプ等の新搭載システムはもちろん、歴代のプリウスやPHV車との
比較も含めて分かりやすく解説していただきました。また、リチウムイオンバッ
テリーの特性やインフラ整備、開発段階での秘話や海外市場との違いなど、
学校の授業では知ることのできない内容まで披露していただき、学生たちは真
剣にメモを取っていました。金子様、誠にありがとうございました。

トヨタ自動車技術講演会

学校別総合優勝

自動車整備科1年、高度自動車科3年生を対象に、10月26日に就職ガ
イダンス、11月28日～12月1日に就職セミナーを実施しました。ガイダ
ンスでは兵庫トヨタ自動車株式会社サービス部課長の金井隆行様に企業
の求める人材像についてお話しいただきました。また、セミナーにはトヨタ
販売会社を中心とした求人企業154社にお越しいただきました。目の前に
迫った就職に向けてどの学生も真剣に説明を聞いていました。

「Fuel�Melt�Lower!」 「BE�KOBE」 「イリコ�レーシング」

■走行競技
1位、3位、8位
燃費30.9km/L

（大会新記録）

■総合　1位、3位、9位

■ サービス競技
1位、7位、8位
タイヤローテーション
2分25秒

チーム順位（9チーム中）

就職ガイダンス＆セミナー

トヨタ3校

5連覇！！

11月23日、泉大津フェニックスで開催されたエコデンレースに参加しまし
た。このレースは、主催者が用意するバイク用バッテリーでどれだけ長い距離
を走らせられるかを競うものです。初の電気自動車ということで、今回は一か
ら車体を製作しました。結果は80台中52位となり、初参加としては納得でき
る内容でした。今まで参加してきたエコランと違い、30台が一斉に周回する�
ので危険回避の運転技量が必要です。また、制限時間（40分）内でバッテリー�
を使い切るペース配分が特に難しいと感じました。レースの雰囲気や進行も
分かったので、この経験を生かし来年以降もチャレンジしたいと思います。

エコデンレース
向原 直志（自動車整備科2年・自動車部主将）

ecoden
race



　11月1日、2日の2日間、東京研修旅行へ
行きました。東京モーターショーの見学が
主な目的で、他にはメガウェブや航空機整備
工場、ブリヂストンの工場などを見学しまし
た。モーターショーでは自動車だけでなく、
バイクも電動の車両が多く展示されており、
原動機の主流が今後モーターになっていく
であろうことを肌で感じることができました。
個人的に好きなトヨタのラリーカー、カワサ
キのバイクなどを見ることができ、またクラス
メイトとの親睦が深まった大満足の研修とな
りました。今後、新しい技術はもちろん、電
気の基礎的な内容を積極的に吸収していき、
自分自身の成長につなげたいと思います。

高度自動車科4年生はアメリカへ、自動車整備科と高度自動車科の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「最新技術に触れ見聞を広める」ことを目的に大変有意義な時間を過ごしました。

　10月28日～11月3日の5泊7日でアメリカ研修旅行に
行ってきました。ロサンゼルスでは中古車センターの見学、ラ
スベガスではアメリカトヨタの販売店や世界最大級のモーター
ショーであるSEMAショーを見学しました。中でも印象的だっ
たのは、販売店での新車の販売方法です。日本ではお客様の
注文を頂いてから、工場で生産して納車をします。しかし、ア
メリカでは販売店に新車の在庫があり、お客様がその場で新
車を購入、納車できることに驚きました。日本との自動車情勢
のさまざまな違いを体感することができましたが、お客様を大
切にする姿勢は、国は違えども変わらないことも分かりました。

　自由行動の時間ではショッピングや現地の食事を満喫したことはもちろん、サンタ
モニカビーチやグランドキャニオンなどの観光地にも行きました。それぞれ観光客で
にぎわっており、景色のあまりの美しさに言葉を失ってしまうくらいでした。今回の研
修旅行では、日本との自動車文化の違いを感じることができ、大変有意義な時間を過
ごせました。今後も、見聞を広めるために何事にも積極的にチャレンジしていきます。

　11月18日、三友寮でバーベキュー大会を開催しました。予定してい
たドッジビー大会は雨のため実施できませんでしたが、50名ほどの寮生
が集まり、にぎやかにバーベキューを楽しみました。食堂店長特製の焼
き肉のたれが濃厚な味で、野菜やお肉の味を引き立てとてもおいしかった
です。私は朝食を食べずに参加したので、最初は黙々と食べていました
が、周りの友人との交流も楽しみつつ、最後は焼きそばで締めて満腹にな
りました。昨年もバーベキューに参加しましたが、今年の方が参加者も
多く、大変良い雰囲気でした。

�私は愛媛トヨペット株式会社宇和島店にお世
話になりました。点検作業では、車種やエンジン
型式によって重点的に点検する箇所があり、作業
スピードだけでなく経験や知識も大切であると知り
ました。故障探求では、外部診断機を使用したト
ラブルシュートを見学させていただきました。不具
合現象の再現の難しさやお客様への問診の大切さ
を体感しました。いきなり部品を交換するのでは
なく、なぜその不具合現象が起こったのかを理解し
ながら作業をしなければならないと感じました。ま
た、在庫管理や工場の清掃も徹底しておられ、一つ
一つの丁寧な作業が仕事をスムーズかつ安全に行
う上で重要であると感じました。今回のインターン
シップを通して学校の授業では学べないことを体
験でき、貴重な経験となりました。今後は車の知
識・技術はもちろん、お客様と話す力や分かりやす
く伝える力を鍛えなければならないと感じました。
宇和島店の皆様には大変お世話になり感謝してお
ります。誠にありがとうございました。

NASCAR in USA

　7月16日から30日までアメリカのNASCAR 研修に参加
し、ピットでのタイヤ交換やレース車両の製作などを体験しま
した。車両製作は車のフレームにエンジンを積み込むところか
ら始まり、一台の車を全て自分たちの手で仕上げるという貴重
な経験ができました。レース本番は緊張感のある中でも落ち
着いて作業することができ、終わった時の達成感や感動は本当
に素晴らしいものでした。今回の研修はチームメイトやスタッ
フなど多くの方々に支えられ、チームワークの素晴らしさや互
いに支え合うことの大切さを学びました。この経験を残りの学
生生活や卒業後の新たな生活で役立てていきます。

織田 輝樹（自動車整備科1年）吉川 大地（高度自動車科4年）

高田 和貴（高度自動車科4年）

高見 樹央（自動車整備科2年）

林　紘子（自動車整備科2年）

高度自動車科 4 年生
インターンシップ

三友寮 バーベキュー大会

アメリカNASCAR研修

「Fuel�Melt�Lower!」

研修旅行



11月9日、兵庫ダイハツ株式会
社様、大阪ダイハツ株式会社様、奈
良ダイハツ株式会社様からKF型エ
ンジン6台を寄贈していただきまし
た。KF型は現在のダイハツ車の主
流エンジンで、吸気バルブの開閉タ
イミングを変える「DVVT」が採用
された水冷直列3気筒 DOHC12バルブ、シリンダヘッドとシリンダブロッ
ク、オイルパンは全てアルミニウム製となっており、総排気量は658ccです。
早速、シリンダのボア計測などの実習授業で使用させていただく予定です。

卒
業
生
の
方
へ

近況報告ページをご活用ください
当校ホームページに卒業生の「近況報告ページ」

を設置しています。「コンクールに出場します」「マ

ネージャーになりました」といった活躍の報告や、

仕事や職場での悩み事相談などに利用してくださ

い。今夏には「ドイツに赴任し頑張っています」と

いう報告もありました。
【アクセスの手順】トップページ最上段右「卒業生

の方へ」⇒ページを下へスクロールして「近況報告

フォーム」のボタンをクリック

技術・技能コンクール / 整備スキルコンテスト

創立25周年を迎えました

9月6日、当校でKBS京都の番組「太田奈緒のEverybody??　チャレ
ンジ !」の収録が行われました。この番組は、AKB48のチーム8京都府代
表、太田奈緒さんが車に関するさまざまなことにチャレンジするという内容で、�
今回は「未来のエンジニア発掘にチャレンジ」というテーマで当校の授業に�
参加しました。学生たちと学食でランチを食べたり、寮を訪ねたりと校内を�
丸一日、くまなく回ってくださいました。現在、京都トヨタ自動車様のホーム
ページで「第四回放送（9月17日）」＋「未公開映像」が視聴可能です。ぜひ
ご覧ください。http://kyoto.toyota-dealers.jp/store/page_2321.html

トライやる・ウィークで中学生を受け入れ

当校は1993年の創立から今年で25周年を迎えました。94年に開校
し、翌年1月に阪神・淡路大震災を経験しましたが、復興とともに周辺の宅
地開発が進み、現在では住宅に囲まれています。2002年に実習棟を増築
し、03年には一級自動車整備科（現高度自動車科）を開設。そして、今年
は新技術実習棟増築と規模を拡大し、学生定員数は開校当時の3倍以上に
なりました。これからもトヨタ神戸校は進化し、豊かな人間性を持ちプロと
して活躍できる技術を身に付けた学生を育成していきます。　

今年も地域貢献事業の一環として11月6日～10日の5日間、太山寺、伊
川谷、垂水東、鷹取中学校の生徒7名をトライやる・ウィークで受け入れまし
た。中学生たちはタイヤ脱着や電動カートの整備、教材作成（金属の切断・
溶接）などの作業をしたり、兵庫陸運部の自動車検査場を見学したりしまし
た。当校では来年度以降も受け入れ校を増やし、地域貢献に努めます。

同窓会総会・懇親会を開催
　7月4日、三宮のベイサイド迎賓館で第4回同
窓会総会を開催。副会長の小野剛史氏（写真上）
が任期満了となり退任されました。2002年の設
立から15年の長きにわたり、同窓会の発展にご
尽力いただき誠にありがとうございました。なお、
新副会長には西野伸吾氏（写真下）が選出され
ました。総会後の懇親会には、同窓生や現教職
員、帰任された教員ら115名が参加。昔話に花
を咲かせるなど懐かしいひと時を過ごされました。

学生食堂が神戸市から表彰

エンジン寄贈式を実施当校でテレビ番組の撮影が行われました

当校の食堂が「神戸市優良特定給食
施設推進事業」を積極的に推進している
食堂施設として神戸市保健所長より表彰
を受けました。この表彰は、利用者に分
かりやすい健康・栄養情報の提供や健康
管理部門と連携した食事の提供を行って
いる市内の事業所や大学、寮等の給食施
設の中から毎年1施設を選ぶものです。
当校では寮生の意見を聞き、出来立てで
温かい食事の提供や時間がない学生も食
べられるよう軽食を準備するなどの献立
改善も行っています。今後も学生にとってより良い食堂づくりを目指します。

新任・退任職員のあいさつ
若い学生の皆さ
んのお話を聞か
せてもらい、一緒
に悩んだり考えた
りすることは、私
に活力を与えてく
れるものでした。
5年間ありがとう
ございました。

吉田　優
（相談室）

退
任

1993 ▶▶▶ 2017

※�カウンセラーの相談日は学生掲示板で
確認してください。

編集後記
▶最近、立ち上がる時に膝や肘がポキポキと鳴るように（泣）。毎週やっていたテニスもしなくなり運動不足の影響が…。30歳を超え、体調管理
を意識していかなければと感じる今日この頃（佐）▶神戸開港150年を迎え、30年前に海底に沈めたタイムカプセルを引き上げました。その中に
学生時代のクラスで作成した神戸の風景のちぎり絵が！懐かしい記憶が蘇りました（古）


