
9月21日、学生たちによる学園祭『夢走祭（むそうさい）』が開催さ
れました。前日の雨も上がり、無事にプログラムも実施。来校者
数は、過去最高の1,281名！
例年通り、学生が準備した模擬店や部活紹介。F1の車両が2台も
並ぶなど、豪華な車両展示の数々。そして初の試みとなった
トライアルショーには、多くの歓声が飛び交っていました。
ご来校いただいた皆様、誠にありがとうございます。

軟式野球部

9月18日、軟式野球部が全国大会出場をかけた『専門学校
軟式野球北関東大会』に出場。見事に優勝を飾り、11月
25日から岡山県で行われる全国大会への切符を勝ち取り
ました！「テッペン」目指して頑張ってまいります！

夢走祭夢走祭
2019

バスケットボール部

8月20日から開催された『全国専門学校バスケットボール
選手権大会』に出場。全国の壁は想像以上に高く、結果は
0勝3敗。完敗でしたが、必死にボールを追いかけ、声で
チームを鼓舞するメンバーの姿に、チームスポーツの素晴ら
しさを再認識しました。

舞
台
は
全
国
へ
！

9年ぶり
全国大会
出場！

19年ぶり
全国大会
出場！

詳しくは
こちら！

詳しくは
こちら！

詳しくは
こちら！
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Only One 教育の質

e-Dealer 授業風景 海外インターンシップ

海外ヒストリックラリー
参戦プロジェクト

社長 藁谷さん
株式会社本田技術研究所 

サービスエンジニア1課　河智 是明 先生

Hondaの
エンジニアから学ぶ vol.44

1992年に関西校自動車整備課を
卒業。その後、現Honda Cars店にて
25年間サービス部門で現場から管
理までを経験。2017年10月から教員
として戻って参りました。
担当教科は2年生のシャシ単元。現場
での経験から、お客様に喜ばれる
エンジニアとなれるようサポートして
いきます。

Honda Carsなどの系列ディー
ラーで使用している「e-Dealer」
を使い、伝票作成や予約の入れ
方などを授業で学び、就職後に
即戦力で活躍できるよう、授業
で取り組んでいます。

春から約9ヶ月間に渡るニュージーランド、
オーストラリアでの海外就労研修も残す
ところあと1ヶ月となりました。ホームページに、
学生6名の就労研修での様子を掲載中♪
ぜひ学生たちの成長した姿をご覧ください！

一級自動車整備士コースの3年生の選抜メンバーによる
ラリープロジェクト。連日、レストアや整備に励んだ結果、
無事に車検を通過。来年のレースに向け、更なる高みを目
指したいと思います。

7月24日、ホンダ エアロ インク社長の藁谷篤邦さんによる、特別講話を開催しま
した。Hondaにおける「ジェットエンジン開発」について、その歴史と技術を紹介
いただきました。普段、二輪・四輪などのエンジンに触れている学生にとって、遠い
世界に考えていたジェットエンジン。しかし、学生目線でわかりやすく説明してくだ
さり、終わってみれば質問の嵐。「Never Give Up！」精神を忘れずに、何事にも
チャレンジできる学園を造りあげてまいります。

10月8日、株式会社本田技術研究所 主席研究員 工学博士の竹中 透さんによる、特別
講話を開催しました。講話内容は、Hondaの「ロボット研究」について、その歴史と
2000年に発表されたASIMOをはじめ、研究で培われた技術を応用した歩行アシスト、
UNI-CUB、HONDA RIDING ASSISTなどを紹介いただきました。そして、現在も
「人の役に立つロボット」を世に出すべく、技術の進化への取り組みもお話しいただき
ました。時間が許される限り質問、そしてメモを取り、学生たちにとって大変有意義な
時間となりました。

学生たちが考案した
あったらいいな♪の作品は完成間近！
次号をお楽しみに♪

6月から始まった卒業制作。各グループの制作
テーマに沿って、着々と作業が進んできました。
また、 卒業制作のヒントになればと研究所等から
雪上走行車両をお借りしました。

Hondaの最前線を知る特別講話
ホンダ エアロ インク

主席研究員 工学博士 竹中さん

詳しくは
こちら！

詳しくは
こちら！

詳しくは
こちら！

卒業制作 開発・設計工学コース
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保護者見学会

10月1日、自動車整備科の1年生と一級自動車研究
開発学科の3年生を対象に、本格的な就職活動が
スタートしました。
マナー講座やクレペリン検査の模擬練習にはじまり、
11月には外部講師を招いての接客ロールプレイング
研修など、社会に貢献できる「人」となる新たな一歩
が踏み出されました。
学生の未来が明るくなるよう、教職員一同、サポート
してまいります。

280名を超える保護者の皆様が
ご来校くださいました。悪天候が
予想されたなか、ご来校いただき、
誠にありがとうございました。

自動車点検まつり IN 大宮車検場
10月20日、大宮車検場で開催された『自動車
点検まつり』に参加させていただきました。

ふじみ野っ子まつり
9月8日、『第14回あつまれ！！ふじみ野っ子
まつり』に学生27名がボランティアとして
参加させていただき、地域のお子様との交流
を深めました。

エコラボフェスタ
6月29日、『エコラボフェスタ』に参加させ
ていただきました。
スライム作りは長蛇の列が続き、最後まで
多くのお子様に楽しんでいただけました。

一級自動車研究科4年生、自動車整備科2年生を対象に、
約1か月間の企業実習を行いました。
Honda Cars様などの販売店で一員として働くことで、
責任感など働くうえでの重要なマインドを学んだ学生たち。
表情にも充実感が溢れていました。

10月、全1年生が埼玉県のHonda Cars様のディーラー見学
に行ってまいりました。
実際に点検、修理が行われている現場や、接客サービスの
現場を目の当たりにし、今学んでいる授業の重要性を再認識
できた時間となりました。

10月24日から開催されていた『東京モーターショー』に、
課外授業の一環で見学に行ってきました。
想像を超える最新式の展示車両の数々に、食い入るように
見つめる学生たち。授業だけでは経験できない「未来」を
感じられたのではないでしょうか。

10月23日、資生堂様を講師に招き、女子学生を対象に
『ビジネスメイク講座』が開かれました。
実際にメイクをしながら、清潔感ある身だしなみを学ぶ
貴重な時間でした。

夏休み期間中に第1実習場へ「ホイールアライメントテス
ター」、第7実習場には、燃料電池自動車や電気自動車の
バッテリー交換などに対応できる2柱リフトを6基導入。
今後も、最新の車両にあわせた最新の設備で、質の高い
授業を提供してまいります。

2年生を対象に、ツインリンクもてぎで行われた『安全運転
講習』。3日間、四輪、二輪チームに分かれて、モビリティランド
講師の丁寧な指導の下、あらためて「安全とは？」といった基本
を学んでまいりました。

一級自動車研究開発学科の2年生を対象に『水素エネルギー
教室』を開催しました。
外部講師を招き、模型を使った実験や、Hondaが目指す水素
エネルギー社会についての講話をお聞かせいただきました。

ビジネスメイク講座

地域イベントへの参加

就職活動が本格化
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ホンダ学園では在校生や卒業生および賛助会
企業様がご活用できる、『学生紹介制度』が
ございます。ぜひ、学生紹介にご協力ください。

0120-44-1372TEL

ホンダ学園 関東

学生紹介制度

学生紹介の特典（受験生）

HPはこちらから！

●受験料全額（2万円）免除
●最寄の試験会場までの往復交通費の支給

学生募集中!!
クルマ・バイク好きのみんな集まれ～！

学生だって勝ちに行く！ 部活動紹介

10月6日、よみうりランド特設会場にて開催された『Red Bull Box 

Cart Race TOKYO 2019.』に参戦。F1レーサーであるアレクサン

ダー・アルボン選手がデザイン

したカートを形にするという役

割が、学園生に託されました。

前日、見事に完成！当日もアク

シデントなく、無事に完走する

ことができました。

～動力を持たないDIYカートの坂道レース～

僕たちが作りました！

1年をかけてフルモデルチェンジしたマシンの実力が
試される5日間でしたが、トラブルの連続。
なんとかエンデュランス走行を果たしたものの、
アーム破損によりリタイアという結果に…。

学生フォーミュラ日本大会2019学生フォーミュラ日本大会2019

来年はリベンジし、最高の大会にします！

8/27～8/31

F-SAE部

結果は3台中1台のみ完走（2台リタイア）。
完走車は「867.826km/L」で
6月のもてぎ大会の記録を更新！
学生たちはすでに来シーズンに向けて始動！

本田宗一郎杯 Honda エコ マイレッジ 
チャレンジ 2019 第39回 全国大会
本田宗一郎杯 Honda エコ マイレッジ 
チャレンジ 2019 第39回 全国大会

引き続き応援よろしくおねがいします！

9/28・9/29

エコラン部

ジムカーナ部

安全運転技術向上を目指し、練習を重ねるジムカーナ部。『二輪車安全運転都道府県大会』での活躍が認め
られ、8月3-4日に行われた全国大会に都県代表として、2名の学生が選出されました！

二輪車安全運転全国大会二輪車安全運転全国大会

8/3・8/4

宮城光さんがドライバーとして
参戦！アクシデントに見舞われ
ながらもシステム修正に成功。
最終的にクラス9位で完走でき
ました！

K4GP5時間耐久レースK4GP5時間耐久レース

8/13 富士スピードウェイ

自動車整備部

猛暑の中、トラブルが多発…。
学生たちの懸命な整備作業により
無事に完走！
来年も参戦予定なので応援お願
いします！

日光四輪耐久レース日光四輪耐久レース

9/1

モーター
スポーツ部

朝7時から12時間走り続ける
耐久レース。35℃超えの暑さに
苦戦しながらも、2チームとも
に無事に完走しました！

夏祭り12時間エンデューロ夏祭り12時間エンデューロ

8/3

オフロード部

メカニック部

Honda浜松製作所の「ホンダ浜友会浜松エス
カルゴ」のチームメカニックとして4名の学生が参戦。レース中のタイヤ交換だけでなく、タイヤのメンテナン
ス作業など様々なサポートに携わり、普段の練習で培ったスキルを存分に発揮。貴重な経験となりました。

鈴鹿8時間耐久レース鈴鹿8時間耐久レース

7/25～7/28
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Red Bull Box Cart Race
TOKYO 2019.


