
⾯⽩いことは、

挑戦の先にある。

保護者様向け
説明資料



当�の��

1976年にHonda�業者「�⽥ �⼀郎」
の�え、『優れた�品は優れた�間から

⽣まれる』によって、��された���

�ホンダ��。埼⽟�の�東�と⼤��

の�⻄�がある。

チャレンジ精�に�れた

�界に��される、�の

技�者の�成を⽬指す �科

⼀�⾃動⾞研�開発�科（4年制）
�来のモビリティ��を担う技�者に

 ・⼀�⾃動⾞��⼠コース

 ・⾃動⾞研�開発コース

⾃動⾞��科（2年制）
��の2年で国���『⼆�⾃動⾞��⼠』を�得、
�業�はサービスエンジニアとして活�

⾃動⾞��留�⽣科（3年制）
⾃動⾞の専⾨⽤�・基�からしっかり�ぶ留�⽣専⽤

�科



Hondaの����
（2020年度��）

フィロソフィー

HONDAフィロソフィーは、「�間尊重」「三
つの喜び」から成る“基�理念”と“�是”
“����”で構成されています。
HONDAフィロソフィーは、HONDAグループ
で働く従業員⼀�ひとりの価��として共有

されているだけでなく、

⾏動や��の基�となっており、まさに�業

活動の基�を成すものといえます。 HONDA
は「�」を�動⼒とし、

この価��をベースにすべての�業活動を�

じて、�界中のお��や��と喜びと�動を

�かちあうことで、

「�在を期待される�業」をめざして、チャ

レンジを�けていきます。



�品に�めた想い

HONDAが�じるもの、それは�。�は�々
に、まだ⾒ぬ喜びを�けてくれます。

HONDAが�りだすもの、それは�しい価�。
�をかなえるために、�⽇も⼀�ひとりが、チ

ャレンジを�けています。

そして、�を⼿にした�々の笑�が、�たちに

�のチャレンジに向かう情�と�気を�けてく

れる。

「THE POWER OF DREAMS」

HONDAは�がくれる⼒を�して、お��、そ
して��と喜びを�かち�っていきます。

ライフクリエーションカンパニー

バイクから�まったHonda。�は、クルマ、発電
�、耕��、⼩型�⾏�、もう、⾃動⾞メーカー、

⼀�で⼀括りできない。

�々の⽣活に�かせないライフクリーエーション

カンパニーとして、お��の期待に�え、喜びを

��している。



時代とともに�わるクルマ

�⽯�料の⽯油を�料としたガソリン・ディー

ゼルエンジンのクルマは�なくなり、また、

⾃動��のクルマが�しづつ��。

想�できなかった未来が、⼤きな��がすぐそ

こまで�づいてきている。

カーボンフリー。

⾃動��。クルマ��は

⼤きく�わっていく。

電動�に⾃動��

⾺⾞が⾃動⾞に。更にガソリンで⾛る⾞が電気

⾃動⾞に代わっていく。また、��上で�も�

在する物�の��を�料とした��のエコカー

＝�料電池⾞の開発がされている。

�期間で⽬まぐるしく�わっていく�の中。

昔のままは、ほぼ�在しない。

時代に�わせて�・形を�えていく。

それが、⾃�。



国内の⾃動⾞����

�⾞の�売��は年で�動はあるもの

の、平�すると�年500万�もの⾞が�
売されてます。

国内⼤⼿⾃動⾞メーカー

の中で�⼀、保有��が

��しているメーカー

Honda。
国内の⾃動⾞データ

HONDAは、お��のニーズを掴み、常に�し
いクルマを��することで、お��を�やし

�けてきました。

軽⾃動⾞のN-BOXは、4年��国内�売��
NO１を�得。
また、ガソリン⾞、ハイブリッド⾞、電気⾃動

⾞、�料電池⾞と��なカーラインナップ。

2030年には、��界の�⾞�売��の３�の1
を電動�する⽬標を掲げ、チャレンジし�けて

ます。



⾃動⾞メーカーの決算データ

国内には12�もの⾃動⾞メーカーがあり、�売
��、売上�模、�業利�も⼤きく�がある。

グローバル�場で活�する国内⾃動⾞メーカ

ー。先�国では、⾃動��、電気⾃動⾞が�

⼤。��国では2・4輪⾞が��も��していき
ます。

HONDAは、2・4輪、耕��・発電�・���
等、⽣活に�かせない�品を提供しているライ

フクリエーションメーカーです。

国内の⾃動⾞メーカーの決算

国内には12�も⾃動⾞メーカーがある。
⾃動⾞メーカー��発のHondaはTOYOTAに
�ぐ、2�⼿。
また、��に�利�で１兆円を�き�した

⽇��業は5�のみ※。

業界の中でもプレイヤーは

たくさん。��して��を

あげる�業はどこか。

■���況（⾃動⾞メーカー）

売上高（兆円）

営業利益 （億円）

2020年度
2019年度

2020年度
2019年度

※企業の顔ぶれ
TOYOTA、HONDA、三菱UFJ、ソフトバンク、SONY

2018年度

2018年度



HONDAの�売�

クルマはHonda Cars
バイクはHonda Dream

HONDAのディーラー

HONDAのディーラーは47都���すべてにあ
り、600万��上のお��とお付き�いをさせ
て頂いています。

そのお��のクルマやバイクを��し、��し

たカーライフをお�けするのが��⼠＝

サービスエンジニアのお仕事です。

お��と���する場�が

ディーラー。



⾃動⾞業界の仕事について

ひとつの�品がお��のもとに�くまでには

�々な�⾨の�たちが�わる。

開発する�、��する�、�場�査する�、

�売する�、��する�。

⾃�は何になりたい�

川上から川下まで

バイク・クルマの研�・開発。そして、��

している⼯場。

また、�品の供�に��やマーケティング。

お��と���する�売・���⾨。

仕事（�種）はたくさんある。

�業でも�⾨・�種は�種

��。⾃�がしたいことは

何か。

■⾃動⾞メーカーにもさまざまな�⾨・�種



���に必�な３つの⼒

⼀�では何もできない。周りの�たちの協⼒や

サポートによって��や仕事は成り立ってい

る。

また、�業から�められる�は、⾃らが⾛り�

せる�＝⾃⾛�。

ホンダ��には、���の授業＝同��があ

り、��⽣が仲間と共に⼒を�わせ、�い⽬標

に挑戦できる場を提供してます。

��に�⽤する�は

頭でっかちの�。知識ばかりで、⾏動が�なわ

ない�は、�業も周りからも��される。

必�なものはお���点（周りのことが�えら

れる）を持って、⾃らが�え、⾏動できる�。

そのような⼒はどこで�わり、�に付けるの

か。

⾃立し、��で活�する

ために必�な３つの⼒。

  〇前に踏み�す⼒

  〇�え抜く⼒

  〇チームで働く⼒



どの��（⼤�）に��するか。

⾃動⾞メーカーで働きたい。そんな�れや�を

持ったら、���業�、どこに��するか。

必�な知識・スキルを�に付けることができる

��先から⾃動⾞メーカーへ��できる�（�

�）はあるかどうか。

⾃動⾞メーカーへの��。

�開データを��し、

現�を知る。

■2021年4月就職実績（西日本の主要大学）
⾃�の�や希�を�える��
先はどこなのか。

���に�い、⼤���の時代になってきた。

「⼤�」が⾃�のキャリアブランドとして�⽤

していた時代は�わり、「⼤�」は当たり前。

�業からは「何ができるの�」「どのようなこ

とを成し�げたいの�」と�かれる。

あなたは、お�えできますか�



なりたい�＝未来から�を�える。

⾃動⾞メーカーで働きたい。開発者や��⼠に

なりたい。そんな�れや�を持ったら、未来か

ら�算して、��先に�野∕��を�り、��

時の�理�択に�映する。

���だけでの��先�び

は�業。⾃らがやりたい

ことから�算。

■新しい進学先の考え方（バックキャスト思考）

未
来

もう���だけで未来を決め
るのはやめよう。

⾃�は何になりたいのか。どのようなことをし

たいのか。決まったら、未来から�を�算して

�える。



■自動車業界で活躍したいときの進学先

�種が決まったら、��先を��

�種にあわせて、その��やスキルが�得でき

る��先�びをする。

��先は⾃らの⽬で�かめて、保�者・先⽣の

�⾒を��に。⾃らで決める。

専⾨・�⼤・⼤�。

それぞれ�みや�徴あり。

どこも同じはない。

⾃動⾞業界も�種はたくさん。
何がしたいのか。そこから�え
てみる。

クルマやバイクの��⼠になりたいのであれば、

⾃動⾞⼤��へ。

⾃動⾞の研�・開発者になりたいのであれば、

その知識・技�を�べる��先へ。

なりたいことから�の��先を��。



⽬先のこと、�し先のこと

��金・授業料が�い。��率100%。�から
�い。それだけで⼤丈夫�

その��先は⾃�が�きたい仕事・業種・�業

に�ることはできるか�

SNSや知�の情�だけでなく、現場に⾏き、現
�を知り、現物を⾒て��したか。

また、これから先のことを�えて��したか。

⽬先のことばかりに

捉われない。�い�野で

物事を�えてみる。

����はどうしようもない。
だから、�年先を⾒据える。

�も地�がいつ発⽣するか、ウイルスが流⾏する

かわからない。でも、�とその先は�し想�でき

る。

いろんな業界。その中にもいろんなプレイヤ―が
いる。

�し、�い�野で物事を⾒たり・�えてみたり。

��⽣中に⼀度、�来を��に�えてみる。



ホンダ��は国�����率でも
�国を⼤きく上回る。

�い��率の裏には、⽇�からしっかりした�

�と���策。また、メーカー�だから��の

�構や��がタイムリーに�べる。

メーカー�は�い国���

��率。�に⼀�の��率

は�国平�を⼤きく上回る

�い国�����率。

同じ��なのに、��ごとに�う��率。また、

仕事しながらの��チャレンジはやっぱり⼤�。

�い��率は「�の�い��」の裏�し。

■ホンダテクニカルカレッジ関西の国家資格試験結果
※2020年3月実施の国家試験実績



国���を�得するには、⾃動
⾞専⾨��が��。

国���には��で挑戦できるのが専⾨��。

時間は⼤切に使う。�中して��できるのも��

の�み。

■国家資格を取得する最短ルートは自動車専門学校への進学

��率もかかる�得年�も

有利なのは、やっぱり

ホンダ���

⾃動⾞��⼠��を�得するには、
専⾨��に�うことが��ルート。

⾃動⾞の専⾨��を�業すると、国�����

の�技が��され、筆�（⼀�は��も）のみ

となる。働きながら�得することはできるが、

�得年�と��率をみると専⾨��で�ぶこと

が圧�的に有利。

最短
2年

最短
4年



どれぐらいお�料がもらえる�

サービスエンジニアの30歳モデル年�は400〜
650万円。また、モノづくりの�業の年�は500〜
600万円�度になっている。

働いている�の年�で500万円�上
�いでいる�は�体の3�の1。

⾃動⾞業界のお�料・年�は相�的にみると平

�と�べると�い��。��によって、�料・

ボーナス・�業時間・休⽇、更に�利�⽣制度

が�うので、しっかり�業研�しよう。

��は正��⽤。また、

⼀���と⼆����で

�任�にも⼤きな�。

■企業からの求人票（例）

⼤��のHonda Carsの�任�（例）



仕事とは�や��の�に立

つこと。そして、�くの�

を喜ばせた�がその�価を

得る。

なぜ仕事をするのか�
しないといけないのか�

仕事は、⽣活するため・お金のため。それだけ

では�しい。

仕事が、�くの�の�に立ち、笑�をつくって

いると思えばワクワクする。

⾃�はどんな�を喜ばせたいか�

仕事の��み��はさまざま。
ワクワクするようなことを�え
�り�むと仕事は⾯⽩い。

⽣活するには、お金がいる。仕事をお金のためだ

けにすると、時間が�つのが�く�じる。

ワクワクした気持ちで仕事をするとあっという間

に仕事が�わる。

あなたは、どっちで仕事をする�



受�料と��金はすぐ必�

専⽤の��⽤�で、�願前までに�⾏の�⼝で

受�料（2万円）を��む。

��したら、すぐに��⼿�き（��金28万円の
��み）。

受�前�にかかる�⽤を把�しておく。

���にチャレンジ。

まずは、いくらかかるか

きちんと把�する。

受�料はいくら�
���すぐに��金は��。

受�するのにも受�料がかかる。

��したらすぐに��金の��みが必�。

事前にわかっていれば、��ができる。

受�料2万円
（受�前に）

��金28万円
（����やかに）

すべて

�⾏��み



授業料はいつ��うのか。
�局、⼀年�は�ら必�なの
か。

授業料は年2回�い。3⽉と9⽉。�に3⽉は国の奨
�金を受け�れる前に��いをしないといけなく

なる。

わかっていれば、事前に預金を�り崩す、�⾏か

ら�りる、��ローンを�む等、�策を打てる。

⼀年�に必�な��と��

いタイミングを把�する。

授業料は年2回�い。（前�い）
前期�は3⽉。�期�は9⽉。

��するまでにかかるのが、��金と前期授業

料およびその他��。（�枠の��）

�期授業料とその他��は9⽉。
年間で154万�度かかる。

■⾃動⾞��科の1年⽣（例）



���⽤をどこから捻�する
か。

���⽤のうち、奨�金を利⽤されている�は半

�。国の奨�金に各⾃�体、�英�、��独⾃。

まずは、�⾏や����の��ローンより、利率

の�い奨�金の利⽤を優先して�えてみる。

■国の奨�金（⽇��⽣�援�構）の受�⽬�

奨�金の利⽤をまず優先。

また、�付型と貸�型も

ある。

���⽤の奨�金利⽤者は�半�。
金利が�いのも奨�金の�徴。

申�み時期、受��件等があるので���。

国の奨�金（⽇��⽣�援�構）の利⽤申し�

み（予�）は��3年⽣の�。
また、受���があるのかWebで事前��も
できる。



奨�金は�⽣（お��）が申�
�。�⽉、��が��⼝�に�
り�まれる。

��までに必�な�⽤は、受�料・��金・前期

授業料・��し（��）に�する項⽬が必�とな

ります。

奨�金は���に�⽉��

が�り�まれる。だから、

��までにかかる�⽤は

�う��で��。

��までにも�⽤が発⽣。��金に
前期授業料や�っ�し�⽤等。

⽇��⽣�援�構の奨�金を利⽤される場�に

予め、知っておきたいこと。��に奨�金が�

り�まれるのは、���の�⽉から。

それまでに発⽣する�⽤は予め、別の⼿�で�

�が必�。

■受�から��までにかかるお金とスケジュール



奨�金は�業�コツコツ��。
ちゃんと�⽉の���を理�し
ておく。

�業�に�まる奨�金の��。��から⼿�り�

（�金・��保�等を�し�き）を想�し、⼀�

暮らしの�⽤（�賃・��・�����）に�

�・��・�金等を�し�いて、�理のない��

�を決める。

�りすぎは禁物。

�理のない��を�む。

�りられるだけ�りる

は禁物。

奨�金の��は１０年�上。
�⽉いくら��していくのか。

�業して、��が�まる奨�金。�⽉�理のな

い��をしていくことが⼤事。

だから、�りる金�もミニマムにしておく。

事前にWebで��年�と�⽉・ボーナース併⽤
の場�の���をシュミレーションしておく。

■240万円と480万円の�りた場�の��（例）



���にもお金はたくさん必�
なるイベントがある。

�期の��になる奨�金は⾃�のライフイベント

にも��する。

ひとりの時は�せても、��が�えればそれだけ

で⼤�になる。

���にお金のかかる

イベントは盛沢�。

奨�金の��期間中にも�金する
��をつける。

ひとり暮らしをするとお金がかかるもの。ま

た、��が�えるとそれだけ負担が�える。

だから、奨�金��中もできるだけ�金を。

⼀�いいのは����き。知らないうちに�ま

っていると喜びも⼤きいよ。



��が�ない�帯の�⽣には
国がサポート。

２０２０年４⽉より、��得者�の�へ��を�

めないように減�措�と�付奨�金でサポート。

知っておくことで、��ができることも。

��の�ない�帯には国の

減�措�・�付奨�金が

利⽤できる場�が。

国の��金と授業料の減�措�と
�付型奨�金�⽤も。

��金も授業料も下���者には国から減�措

�が�⽤される。��が�なくても、��を�

めないで。

■��金と授業料減�（ホンダ��の場�）

入学金：最大 16万円/年 減免
授業料：最大 50万円/年 減免

■�付型奨�金（ホンダ��の場�）

自宅通学：最大 3.83万円/月 給付
自宅外　：最大 7.58万円/月 給付

年�は、��・��・中�⽣の��４��帯の場�の⽬�であるが、��には
��な形�の��があり、基�を�たす�帯年�は��構成により異なる。

【制度対象者の目安】
■制度��（�等��の���援制度）
【��となる��】

  ⼤�/�期⼤�/�等専⾨��/専⾨��
【�援内�】

  ①授業料および��金減�
  ②�付型奨�金の����
【�援��となる�⽣】

  �������帯�びそれに�ずる
  �帯の�⽣

【��時期】

 2020年4⽉から



ホンダ��の�付型奨�金
（��金減�等）

ご��に��⽣やOBがいらっしゃったり、��
でエコラン活動に��してたり、また、⼤�や専

⾨�����の�路�更者には�付型奨�金が�

⽤される。

��独⾃の�付型奨�金。

下��件にあてはまってい

れば��金等が減�に。

��にも独⾃の�付型奨�金があり
ます。

�件にあてはまっている場�には、��金等が

減�になります。��してみましょう。

＊Honda Cars/Dream��者は���

■独⾃の�付型奨�金



ホンダ��の貸�型奨�金
（授業料の��いに�てる）

HONDA CARS / DREAM��者は優先貸�の
ホンダ��賛助�奨�金。国の奨�金との併⽤も

可�。

��独⾃の貸�型奨�金。

（�利�）

 

��独⾃の貸�型奨�金。

ホンダ��賛助�奨�金という�利�貸�型の

奨�金があり、授業料に�てることができま

す。ただし、貸���には�りがあるため、

�内��があります。（�帯��等）

＊Honda Cars / Dream��者は優先貸�

■独⾃の貸�型奨�金（ホンダ��賛助�奨�金）



奨�金��で保�者�がお申�
みできるもの＝��ローン

授業料は年2回�い。3⽉と9⽉。�に3⽉は国の奨
�金を受け�れる前に��いをしないといけなく

なる。

わかっていれば、事前に預金を�り崩す、�⾏か

ら�りる、��ローンを�む等、�策を打てれ

る。

奨�金が利⽤できない�。

�し⾜りない�は、

他の��で。

奨�金の利⽤ができない�は国・�
間�⾏・����の利⽤を�える。

金利が�し掛かるが、�間の利⽤も。ほぼ、24
時間いつでもWebで申し�めるので、奨�金が
利⽤できない場�の�り先として��する。

■��ローンの�り先（例）



だから�、��しておく。

お金のことは、�供はわからないが当たり前。

保�者の�が、���金の��やその��を�え

ておくのが⼤切。また、これぐらいかかるという

ことも�供と⼀�に�える時間ことも。

奨�金・⾃�体・�間の

申し�み時期を把�。

そして、�金��。
■奨�金・��ローンの申�み時期（例）

申�み時期は利⽤��によって
バラバラ。

よく�べて、申し�み時期を�さないように



保�者は�供の�⼤

の理�者であり、

�援者。

⾯⽩いことは、

挑戦の先にある。


