
トークショー＆日野レンジャー体験走行
日野レンジャーレーシングトラックのドライバー、菅原義正さん・照仁さん父

子と、メカニックの澁谷亮太さんによるトークショーでは、レーシングトラックの
製作秘話やレースのエピソード、精鋭メカニックの整備力の話などを披露してい
ただきました。また、グラウンドで照仁さんの運転によるレーシングトラックの同
乗走行も実施しました。

技術・技能コンクール＆整備スキルコンテスト
故障探究や点検作業の技術などを競う学年別クラス対抗の「技術・

技能コンクール」と、ブレーキの分解・組付けの正確さ・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
ルでは自整科1年3組と高度科2年1組が優勝。整備スキルコンテスト
は高度科4年の藪本捷太さんと3年の小西雅也さんが同率1位でした。

車両展示
レクサス LC や新旧の86といったトヨタを代表する車両をはじめ、スーパー

カーや旧車、ドレスアップカーなどを展示。クルマ好きにはたまらない空間は終
始、来場者でにぎわっていました。

イベントステージ
お笑いライブでは、タナからイケダ、学天即、祇園に会場を盛り上げていただ

きました。「足ツボ縄跳びチャレンジ」や「炭酸飲料早飲み大会」といった参加
型イベントも開催。近隣中学校吹奏楽部の演奏会や軽音楽部ライブ、豪華賞品
抽選会などもあり、多くの方に楽しんでいただきました。

子ども向けイベント
毎年恒例のキッズエンジニア、ミニ四駆

抽選会＆走行会、スーパーボールすくい、
輪投げ、オリジナルキーホルダー製作に
加え、木工クラフトや子ども免許証発行、
バルーンアートなどモノづくりコーナー
の内容を一新しました。

学園祭2018
10月27日、28日に開催。両日とも天候に恵まれ、約2,500名が来場しました。

恒例イベントのリニューアル、新規イベントの追加で、前年よりもパワーアップした内容に。大盛況のうちに幕を閉じました。
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第１回 トヨタ３校整備コンテスト
11月18日にトヨタ自動車㈱多治見サービスセンターで、トヨタ自動車大学

校3校が技術を競う整備コンテストを開催。各校から3チーム（1チーム3名）
が出場し、点検作業と計測作業を3回戦で競い合いました。選手たちは放課
後に、時間の許す限り練習を重ね、技術を磨いて大会に臨みました。多くの方
が応援に駆け付け、緊張感が漂う中、選手たちは練習の成果を発揮し、正確 
かつ安全な作業を披露。結果は当校の「大腸バーンズ」チームが優勝し、 
会場に祝福の拍手が鳴り響きました。大腸バーンズの皆さんおめでとう。

当
校
の
出
場
者

順位 チーム名 選手名

1位 大腸バーンズ 東大貴、吉田龍太（高度科2年）
松井幹汰（自整科2年）

4位 team ハイブリッド 牧田優太、新谷拓馬（高度科2年）
吉田涼（自整科2年）

7位 チーム自整科 Ver.R 石井知樹、田村大空、元川翔太（自整科2年）

Clubactivityreport

BBQ

今年度からスポーツ系クラブのさらなる活性化に向け、「関西専門学校体育連盟」に加入しました。
どのクラブも試合数が大幅に増えています。クラブ活動報告

自動車整備科1年生、高度自動車科3年生を対象に11月8日に就職ガイダ
ンス、11月28日～30日に企業研究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㈱技術グループ課長の金井隆行様に、企業の求める人材像や
学生生活の間に準備すべきことについて話していただきました。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、計147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。

就職ガイダンス＆企業研究セミナー Guidance &
 Seminar

11月15日、トヨタ自動車㈱コネクティッドカンパニー ITS・コネクティッド統
括部渉外・広報室室長の中村正様をお迎えし、高度自動車科3、4年生を対象に

「コネクティッドカー」というテーマで技術講演会を開催しました。
新型クラウンやカローラスポーツをベースにコネクティッドカーでどのようなこ

とができるのか、なぜコネクティッドカーの開発が進められているのかなどを分か
りやすく解説していただきました。
車両情報がデータセンターへ送
られており、緊急時などにドライ
バーがナビゲーションに話し掛け
るだけでオペレーターが迅速に
対応してくれる映像には学生も驚
いていました。自分たちが働き始
めるころには、新車の大半がコネ
クティッドカーになっているとい
うことで、学生たちは真剣なまな
ざしで聞き入っていました。

トヨタ自動車技術講演会

野球部
神戸クローバーリーグ：3位（7勝3敗
1分）
第29回関西専門学校軟式野球選手権
大会出場
トヨタ3校親善試合：2位（1敗1分）

水泳部
第7回兵庫県マスターズ水泳競技大会：
200ｍリレー2位
2018スポーツ報知マスターズスイミン
グ長水路大会：フリーリレー3位

バスケットボール部
第26回関西専門学校バスケットボール
秋季リーグにおいて、公式大会に初出
場。

自動車部
2018エコデンレース：82台中18位

（40分間完走。327m のコースを39
周）

三友寮バーベキュー大会
安達 勇汰（高度自動車科3年）

10月13日、三友寮でバーベキュー大会を開催しまし
た。天候にも恵まれ、多くの寮生が参加し、にぎやかな雰
囲気で楽しむことができました。ジューシーなお肉や食堂
のスタッフの方が作ってくれたおにぎり、焼きそばなどを
お腹一杯になるまでおいしく頂きました。今年は去年に
比べて、参加人数は少し減っていましたが、その分、学年
関係なくコミュニケーションを深めることができ、最後ま
で有意義な時間を過ごせました。来年はもっと多くの人
数が集まれば、よりよいバーベキューになると思います。

11月25日、姫路セントラルパークで
開かれた兵庫県トヨタ販売店各社主催の

「 姫路ドライブ王国 」に学生46名がス
タッフとして参加。メインの「ミニ四駆コー
ナー」を担当し、多くの子どもたちと一緒
にミニ四駆を作成して、巨大コースでレー
スを行いました。また、「 荷物入れチャレ
ンジ」「宝探しチャレンジ」「シートアレン
ジチャレンジ」「タイヤ的当てゲームコー
ナー」などのイベントでも活躍しました。



研修旅行

NASCAR 86raceアメリカNASCAR研修
稲毛 誠敏（自動車整備科2年）

7月15日から30日までアメリカでの 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を行いました。車両製作はフレームにエンジ
ンを搭載するところから始まり、1台の車を自分たちの手で造るという貴重な
体験をしました。タイヤ交換では、私はジャッキマンを担当しました。レース
本番は緊張しましたが、落ち着いて
作業することができ、練習の成果を
存分に生かせました。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
生活に役立てていきたいです。

インターンシップ
南葉 優作（高度自動車科4年）

私はネッツトヨタ山陽㈱東岡山店にお世
話になりました。定期点検作業はインター
ンシップ前に学校で練習した上で臨みました
が、現場の方の作業を目の当たりにしてレベ
ルの違いに驚かされました。故障診断では、
現場の方の付き添いの下でトラブルシュート
をさせていただきました。普段の授業で行っているトラブルシュートとは異な
り、車種特有の故障やお客様の使い方によって発生する不具合などもあり、
経験の差を痛感させられました。今回のインターンシップを通して、学校で
はできないことを数多く体験させていただきました。車の知識や整備スキル
の向上、お客様と話す力など今後の課題をたくさん見つけられたので、これを
糧にしてさらに成長できるよう学生生活を有意義なものにしたいと思います。

86レースに参戦
大城 正雄（高度自動車科3年）
9月20日から23日にツインリンクも

てぎで行われた「86/BRZ Race」にメ
カニックとして参加させていただきまし
た。ネッツトヨタ兵庫さんのチームで、
レース車両のブレーキのローターやパッ
ドの交換、ホイールアライメントの調整
など多くの作業をさせていただきまし
た。この体験で初めて実際に人が運転
する車両を整備しました。レースで走る
ということもあり、ドライバーの命が自
分の腕に懸かっているという責任の重さ
を感じ、改めて正確な整備がいかに重
要であるかを学ぶことができました。

フリーマーケットに出店
11月6日、神戸総合運動公園で開か

れたフリーマーケットに高度自動車科の
3年生が参加。マーケティング授業の一
環として、店のコンセプトやターゲット、
売り上げ目標などを設定して、商品の仕
入れから取り組みました。実践を通して
商売の感覚と概念を理解しました。

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年生は名古屋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「カーエンジ
ニアとしての知識を深める」ことを目的に有意義な時間を過ごしました。

高橋 由伸（自動車整備科1年）
11月1日、2日に名古屋研修旅行へ行きました。

1日目は、さなげアドベンチャーフィールドで、ABS
や TRC の必要性を車に乗って体感でき、より理
解が深まりました。2日目は、トヨタ車の生産工場で

「自働化」や「ジャストインタイム」など、効率よく
生産する仕組みを学ぶことができました。続いて
訪ねたトヨタ会館、トヨタ産業技術記念館ではトヨ
タ車の最新モデルやトヨタの歴史について知るこ
とができました。「トヨタ自動車＝大企業」ですが、
そこにはたくさんの苦労と工夫がなされていること
を、2日間の研修を通して学びました。この貴重な
経験を今後に生かしていきたいと思います。

北村 拓都（高度自動車科4年）
10月30日～11月5日のアメリカ研修旅行では、現地のトヨタディーラーや世

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。アメリカに到着
し、全てにおいて規模が大きいことに驚き、現地トヨタディーラーの整備工場の大
きさにはさらに驚かされました。日本の整備工場は自動車収容台数が15台程度
ですが、アメリカの整備工場は88台も収容できます。店舗内には多くのカー用品
やカスタムパーツの専門店なども設けられ、一つの店舗でさまざまなことに対応
できるようになっています。自由行動の時間にはアウトレットでショッピングをし
たり、サンタモニカビーチでサイクリングをしたりと、とても充実した時間を過ごせ
ました。特に印象に残っているのはラスベガスのストラトスフィアタワーから見た
夜景です。ラスベガスは乾燥地帯のため360度ぼやけることなく広がる夜景の美
しさには言葉を失いました。今回の研修旅行では日本とアメリカの文化の違いを
通して多くのことを学びました。今後はこの経験を生かし、広い視野で物事を捉
えられるよう勉学に励みたいと思います。

Internship FREE MARKET



当校ホームページに卒業生の近況報告ページを開設しています。「コン
クールに出場します」「リーダーをやっています」「店長になりました」と
いった活躍の報告、仕事や職場での悩み事相談などに利用してください。

【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
卒業生の方へ
近況報告ページをご活用ください

新入生保護者会を開催
6月30日、新入生の保護者を対象に開催。西日本各地か

ら154組260名にお越しいただき、教育方針や就学状況の
説明、授業見学を行いました。担任との面談も設け、親元を
離れて学業に励む学生たちの様子をお伝えできるよい機会と
なりました。併せて、高度自動車科と車体整備専攻科の進学
説明会も実施し、上級課程の魅力も知っていただきました。

トライやる・ウィークで中学生を受け入れ
今年も地域貢献事業の一環として11月5日～9日の5日間、太山寺、

伊川谷、垂水東、鷹取、平野、夢野、玉津中学校の生徒13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の脱着作業やワ
イパーラバーの点検・交換、エンジンオイルの確認などを体験。「86や
スープラのエンジンを吹かすことができてうれしかった」といった感想の
声が聞かれました。来年度以降も多くの中学生に、車に接する機会を
提供していきます。

フレーム修正機＆塗装ブースを導入
来年度の車体整備専攻科の開講に向け、フレーム修正機と塗装ブー

スを新たに導入しました。事故車両の修理では、変形したフレームを引
き出して表面を整えた後、元通りに塗装します。このフレーム修正機は、
コンピュータで修正状況を計測しながら引き出し作業ができます。一
方、塗装ブースは塗装時の換気だけでなく、最高80℃の熱風で乾燥さ
せる機能が付いています。車体整備専攻科ではこれらの機器を活用し
ながら、板金・塗装の技術を身に付けていきます。

看護師　川崎 晴美さん
毎週金曜日、保健室で栄養指導や校内ポスター制

作などをしていたので、学生の皆様と直接お話しする
機会は少なかったと思います。しかし、皆様の実習や
勉強に励んでいる姿を見て、「学校生活を楽しんでほ
しいなぁ」と陰ながら応援していました。8年間あり
がとうございました。

退任職員のあいさつ
日頃の授業や行事などの様子を写真付きで
発信しています。ぜひ、フォロワーになって

「いいね！」をクリックしてください。

登
録
方
法

ＱＲコードからページへアクセス！！
 フォローする  ◀フォローしてね！

Twitter ▶「トヨタ神戸自動車大学校」で検索

当校公式Twitterにフォローを

TWITTER
＠toyota_kobe

【大下さんのコメント】
小林可夢偉選手らがドライブする7号車を担当し、24時間で38回に
及ぶピット作業をメカニック同士、一つのミスもなくやりきりました。最
後のピットストップを無事終えると、涙が止まりませんでした。Toyota 
Gazoo Racing チームの日本人メカニックとして、昨年から愚直に細か
な改善に取り組み、時にメカニック同士の衝突もある中、お互いを尊敬し
合いつかみ取った優勝、ワンツーフィニッシュでした。

ル・マン24時間レース
6月17日にフランスのサルトサーキットで行われた FIA

世界耐久選手権の第2戦「ル・マン24時間レース」で、ト
ヨタは悲願の初優勝をワンツーフィニッシュで達成しまし
た。このレースには唯一の日本人メカニックとして、高度
科5期生の大下貴弘さん（Toyota Motorsport Gmbh
所属）が参戦。大下さんは10月14日の第4戦「富士6時
間レース」、11月18日の第5戦「上海6時間レース」にも
参戦し、ともにワンツーフィニッシュで優勝。今シーズンの
残り3戦でも活躍が期待されます。

ダイハツ技術コンクール
10月12日、13日にダイハツサービス技

術コンクール全国大会が開催されました。
地区大会を勝ち抜いた販売会社代表とブ
ロック推薦された14社28名が参加し、初
日はダイハツ工業滋賀テクニカルセンター
で走行を伴う故障診断競技、2日目は故障
診断競技とメンテナンス競技を繰り広げ
ました。当校卒業生は、近畿ブロック代表
として兵庫ダイハツ販売㈱の平岡欣也さ
ん（自整科16期・写真左）と相木佑太さん

（高度科11期・写真右）が出場。見事優勝
を果たし、全国のダイハツ販売会社のトッ
プに立ちました。おめでとうございます。

トヨタL＆F全国販売店
サービス技能コンクール

11月10日、第7回トヨタ L ＆ F 全国販
売店サービス技能コンクールが行われ、全
国のトヨタ L ＆ F 販売店を代表する40名
のサービススタッフが日頃の業務とトレー
ニングで培った技術と知識で課題に挑み、
その成果を競い合いました。この大会でも
当校の卒業生が活躍し、トヨタ L ＆ F 広
島㈱の藤束俊介さん（ 高度科7期・写真
左）が見事に優勝しました。おめでとうご
ざいます。

レースやコンクールで優勝卒業生の活躍

編集後記 気温が下がり、肉まんがおいしい季節になりました。学生が売店で肉まんを買って食べているのを見ると、いつもお腹が鳴ります（植） 

2月に結婚し、家電を全て新しく買いそろえました。ちょっぴり高額だったオーブンレンジで、嫁が卵をチンして新品のオーブンレンジの中でボンしました w（二）


