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前橋東洋医学専門学校が
グループ校の仲間入り
中央カレッジグループ（中島利郎代表）は、柔道整復師養成校の前
橋東洋医学専門学校（前橋市新前橋町、前川民夫校長）を事業継承し
てグループ校に加えることになりました。本学園が専門学校の事業を
引き継ぐのは５例目、同校を加えた専門学校は９校となります。情報・
経理からIT、農業や理・美容、歯科衛生士、公務員試験など多彩な内
容の専門学校を有する本学園に、また新たな学びの場が加わったこと
で専門教育の選択肢がより一層広がったといえます。

前橋東洋医学専門学校は、現在３年
制の柔道整復科（定員90人）を設置し
ており、30年あまりの歴史と伝統を持
ち、群馬県の柔道整復師養成施設の草
分けとして業界では知られる専門学校
です。卒業生は前身の群馬情報電子専
門学校を含め1000人にのぼり、このう

ち柔道整復師国家資格試験合格者は延
べ430人以上の実績を有しており、県
内外の企業・医療機関等で活躍する人
材を数多く輩出しています。
新前橋駅前の学校施設や教職員はそ
のまま引き継ぎ、今後はグループ内の
専門学校と連携、講師陣の交流を図る

などし、より高次な教育の提供を目指
します。
前川校長は記者発表に際し、「本校
の歴史に、新たに中央カレッジグルー

プの多彩な専門教育学校群が加
わることで、学科やカリキュラ
ム編成などに幅広い可能性が生
まれることを期待しています」
と語りました。

８校８２４人が入学

感染防止で式典分散

「DXデザイン研究所」
設立
中央情報大学校＋ＣＲＩ中央総研
人材育成や情報発信

中央カレッジグループの８専門学校は、
従来の合同入学式に変え、
新型コロナウイルス感染防止の観点から各校分散方式で入学式を行
いました＝写真。本年度の入学者は、８校合わせて824人でした。
各校では、マスク着用、アルコール消毒の徹底、換気など３密に
配慮し、短時間の式典で実施。入学者は、緊張の中、決意を新たに
していました。
また入学後も、感染症対策のため一時自宅での遠隔授業などを余
儀なくされました。現在では、３密を避ける工夫や手洗い・消毒な
どの対策をとって学習に励んでいます。

難関の「電験三種」に２人合格

中央カレッジグループに加わり、中島代
表（左）と握手する前橋東洋医学専門学
校の前川校長（右）

▲

専門教育の選択肢広がる

▲グループ入りした前橋東洋医学専門学校

10Ｐ

中央カレッジグループの中央情報大
学校（高崎市）とCRI中央総研（前橋市）
は、地域社会や企業のデジタルトラン
スフォーメーション（DX）推進のた
め、人材育成などを目的にした「DX
デザイン研究所」を設立しました。同
研究所は、中央カレッジグループとい
う高等教育機関の特性とCRI中央総研
の総合コンサルタントとしての特性を
生かし、教育と技術の２つの側面から
事業を行います。
研究所設立の背景には、近年提唱さ
れているデジタルトランスフォーメー
ション（DX）の動きがあります。デ
ータやデジタル技術を活用し将来を見
据えた企業競争力の強化・維持、社会
生活の変革のため必要とされるのが
DXです。その一方で、DX人材の育成
は急務であり、人材育成機関である当
グループにとっても新たな課題となっ
ています。
そこで、当グループの専門学校群に
よる実学教育（職業教育、技術指導教
育、資格指導教育）の実績と専門性、
グループ企業であるCRI中央総研が得

意とする企業コンサルタント力、トレ
ンドを読み指導する力、事業革新、新
規事業化の視点を組み合わせて、新た
な組織「DXデザイン研究所」を誕生
させました。
同研究所の具体的なミッションは次
の４本の柱です。
１．中小企業のためのDX支援並びに
コンサルタントデスク
２．DX人材のコミュニティハブ
３．セミナーや情報発信による地域の
デジタルリテラシー向上支援
４．アフター DXの次世代職業研究
※事務局は、CRI中央総研に置きま
す。
同研究所の所長で中央カレッジグル
ープの中島慎太郎副代表は「これから
は答えのない課題に対し探求していく
時代。その課題解決にはデジタルを用
いながら社会構造を大きく変革してい
く必要があります。今のコロナ禍によ
り社会や企業の課題が顕在化しDXは
加速度的に進んでいくでしょう。地域
社会と寄り添い、この変化を楽しみな
がらDXを推進していきたい」と語っ
ています。

新入生インタビュー
中央情報経理専門学校に本年度も、夢を抱いて新たな
仲間が加わりました。コロナ禍の中で、目標に向かって
学ぶ新入生にインタビューしました。
情報経理学科

髙野

陽菜さん

（桐生商業高校出身）
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夢 に 向 か って

情報ビジネス学科

木村

第

杏夏さん

（勢多農林高校出身）

医療福祉秘書学科

八木

愛子さん

（前橋商業高校出身）

保育福祉学科
保育士・幼稚園教諭専攻

井野

萌夏さん

（高崎商業高校出身）

日商簿記１級に挑戦したい

目標に向かって全力

検定合格や資格取得を

信頼される保育士に

私は、オープンキャンパスに参加し
た時、税理士の方のお話を聞き「税理
士になりたい」という思いが強くなり
入学を決意しました。
入学当初は、新型コロナウイルスの
影響で入学式の規模縮小や、オンライ
ン授業など予想したものとは違う環境
に戸惑いました。６月からは通常授業
が再開して、毎日学校での授業を受け
られています。対面での授業は集中で
きるので効率よく学べます。そのおか
げで今学んでいる連結会計も苦手にな
ることなく学習を進められています。
少しでも多くの授業内容を理解し
て、自分の知識として習得できるよう
に取り組んでいます。２年の在学期間
を有意義な時間にするか、無駄な時間
にするかは自分の行動次第と考えてい
ます。まずは、11月に行われる日商簿
記検定１級の取得を目指して全力で取
り組んでいきたいと思っています。

高校の２月の家庭学習期間中に新型
コロナウイルスが流行し、世界中が大
混乱となりました。その影響で入学式
も簡素化となり、約１カ月間のオンラ
イン授業が始まりました。慣れないオ
ンライン授業に戸惑い、この先の勉強
についていけるか不安でした。
しかし、先生たちが賢明に環境面も
含めサポート体制を整えてくれた結
果、オンラインでも不安がつのること
なく、しっかりと専門学生としてスタ
ートを切ることができました。
オンライン授業が終わり登校できる
ようになると、先生との距離も近くな
り、クラスメートとも早く打ち解ける
ことができました。行事もイベントも
中止になり勉強の日々ですが、クラス
の皆と毎日楽しく過ごせています。
これから試験や検定などで壁にぶち
当たる時があると思いますが、自分の
目標に向かい頑張りたいと思います。

私は、診療情報管理士を目指すため
に本校のオープンキャンパスに参加し
ました。その際、学校の雰囲気が私に
合っていると感じました。また、検定
合格率の高さや病院実習を通じて現場
で必要な知識を十分に学ぶことができ
ると感じ入学を決意しました。
入学した当初は、新しく学ぶことが
多く不安でいっぱいでした。しかし、
先生が分かりやすく説明してくださる
おかげで難しい専門知識も楽しく学べ
ています。
また、学んでいる内容は医療現場で
活躍するために必要なことなので、未
来をしっかりとイメージし、検定合格
や資格取得に向けてさらに勉強に励ん
でいきたいです。
コロナ禍の今、学校で授業を受ける
ことのできる恵まれた環境に感謝し、
充実した学生生活を送っていきたいと
思います。

本校で学びたいと思ったのは、学生
と先生との距離が近く、どんなことで
も相談できると思ったからです。
また、
保育実習の前にピアノ練習や、手遊び
などしっかりとした準備ができる点に
もひかれました。
授業では、今まで経験したことのな
いピアノや90分授業に不安を感じてい
ました。さらに今年は例年通りの登校
が難しい環境で、クラスメートとも仲
良くなれるか不安でした。しかし、い
ざ学校に登校すると、授業を通してク
ラスメートとすぐに仲良くなりまし
た。不安だったピアノの授業も友達と
わからないところを相談しながら克服
し、
楽しく充実した授業になりました。
私は子どもから慕われ、保護者から
も信頼される保育士になるため今後も
頑張ります。そのために３年間の限ら
れた時間を有意義に使い、たくさんの
知識と技術を吸収していきたいです。
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コロナ禍でも検定合格や就職内定相次ぐ
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、検定実施や就職活動に関して
例年とは異なる厳しい状況が生まれています。そのような中でも、本校で
は学生と教職員が一体となって努力し、各学科コースで高い検定合格率と
就職早期内定を達成しています。

医療福祉秘書学科

医療事務系検定で好成績

「労災事務管理士」

100％合格

医療福祉秘書学科２年生が、７月18
日に「医師事務作業補助者検定試験」
、
「調剤事務管理士技能認定試験」
、
「労
災事務管理士技能認定試験」の各検定
試験を受験し、高い合格率を達成しま
した。
医師事務は、診断書記入など医師の
仕事を補助する資格、調剤事務は調剤
薬局での診療費計算、労災事務は仕事
中のけがや病気の診療費計算に関する
資格です。
結 果 は 医 師 事 務 が96 ％（ 全 国

88.2 ％）、 調 剤 事 務 が92.3 ％（ 全 国
83％）
、労災事務が100％でした。いず
医療内定者

内定先：太田記念病院
診療情報管理士専攻１年

柵木あかねさん

（桐生女子高校出身）

多くの支えで希望の職に
医療現場に少しでも携わり、患者
さんやご家族を安心させられるよう
な医療事務員になりたいと思い、医
療福祉秘書学科に入学しました。内
定をいただいた「太田記念病院」は

れも高い合格率です。
新型コロナウイルスの影響で、学生
が登校を開始してから試験まで１カ月
半しかありませんでした。しかし、遠
隔で少しずつ授業を進め、授業時間を
調整するなどのきめ細かい対策が今回
の好結果に結び付きました。
救急医療に力を入れています。そこ
で働く職員の方は、患者さんと真剣
に向き合い医療を提供されていま
す。そのような病院で、私も一職員
として患者さんやご家族のために働
きたいと思い就職試験を受けると決
めました。
就職試験を受けるにあたり多くの
先生に協力していただきました。私
一人だけでは到底勝ち取ることので
きなかった内定だと思っています。
今後は学生生活で取得した多くの資
格や知識を生かし、医療事務として
成長し続けていきたいです。

留学生内定者
国際ビジネス学科に在籍する留学生
たちにも内定者が出ています。
内定先：㈱蛭間木工所
日本語・IT ビジネスコース３年

NGUYEN
VAN HUN さん

（ベトナム出身）

面接試験の練習実る
就職採用試験を受けるにあたり、私
が特に努力したのは面接の練習です。
私は、緊張するとうまく言葉が出な
くなります。学校での面接練習だけで
なく、家でも、面接試験での質問内容
をよく確認して、答えられるように練
習しました。
また、自己PRでは話す内容を覚え
られるように何度も繰り返し練習しま
した。その甲斐あって無事内定をいた
だくことができました。
次は、
「技術・人文知識・国際業務」
のビザを取得するために準備を進めた
いと思います。
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本校の在校生や卒業生は多方面で活躍しています。その姿を紹介します。

高度会計学科２年

岡本

雅さん

（伊勢崎興陽高校出身）

東和銀行に就職内定
在校生 私は、高校生の時に簿記を学
習したことから簿記に興味を持つよう
になりました。さらに専門的な分野ま
で学習して、日商簿記１級や全経簿記
上級、税理士試験の科目に合格し、そ
の知識を生かした仕事がしたいと思
い、高度会計学科（現：情報経理学科）
に入学を決意しました。
授業は簿記に特化し、学習する範囲
が広いことに加え、内容は難しく範囲
が多いため、大変な思いをしたことも
ありました。しかし、担任の先生から
のアドバイスや、クラスメートと協力
して勉強を進めていくことで乗り越え
ることができました。入学してから２
カ月後に行われた日商簿記２級に無事
合格することができました。
日商簿記１級、全経簿記上級に向け
て、さらに学習量を増やしていきまし
た。結果は、日商簿記１級、全経簿記
上級ともに、合格点まで２点足らず不
合格でした。とても悔しい思いをしま
した。その後は、就職活動が始まり、
検定対策と両立していかなければなら
ないため、諦めてしまいそうになった
こともありました。しかし、前回の悔
しい気持ちを忘れずに、次は絶対に合

格すると心に決め、学習を続けました。
本年度は、新型コロナウイルスの影
響で遠隔授業となった期間があり、初
めての授業の形態に戸惑ったこともあ
りました。しかし、苦手な分野を克服
すること、繰り返し問題を解いてさら
に理解を深めることを意識して学習す
ることで、答案練習の点数をさらに上
げていくことができました。そして、
今回行われた全経簿記上級に合格する
ことができました。合格までは大変な
思いをしましたが、結果を残すことが
でき、とてもうれしく思います。
就職活動では、東和銀行より内定を
いただくことができました。今後は、
日商簿記１級に再挑戦するとともに、
税理士試験やさまざまな資格の学習を
して、信頼をしてもらえる銀行員を目
指していきます。
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情報ビジネス系内定者
内定先：㈱本島ビジネ
スセンター

上村

瞳さん

（情報経理学科２年、
前橋西高校出身）

面接で誠意伝える
年明け早々に就職活動を始め、２年
生の新学期が始まるころに内定をいた
だきました。コロナ禍の中、早く内定
が決まり、とても安心しています。
人物重視の企業であることは、試験

内定先：ベイシア電器

磯田

真輝さん

（情報経理学科２年、
明和県央高校出身）

笑顔絶やさず頑張ります
２年生に進級し、いざ就職活動が始
まったものの、自己分析が甘く結果的
に出遅れてしまいました。また、将来
像が明確になっていなかったことも活

前から認識していました。選考は、面
接試験のみであるため、面接の練習を
重ね、いよいよ本番を迎えました。
想定していなかった質問もありまし
たが、自分の誠意を伝えきることがで
きたと思います。その結果、内定を得
ることができました。
内定先は、財務・給与計算システム
などの開発や販売を行っており、それ
によって地元企業を長年にわたって支
えてきました。
私自身も、お客様と信頼関係が築け
るよう業務に励んでいきたいと考えて
います。
動が遅れた要因でした。
そのような厳しい状況の中で出会っ
たのが、今回内定をいただいた「ベイ
シア電器」です。
志望理由は、将来性が高く、現場の
社員の方々が明るく業務を遂行してい
る姿を拝見し、自分もその環境下で、
さまざまなことに挑戦していきたいと
思ったからです。
来年４月からは学校で学んだことを
職場で発揮し、笑顔を絶やさず頑張っ
ていきたいです。

さん

全経簿記上級に合格した

桐育乳児園 保育士
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毎日が 発 見 の 連 続

卒業生 私は、乳児院で保育士として
勤務しています。乳児院とは、さまざ
まな事情により家庭での養育が困難な
乳幼児（主に０歳児から２歳児くらい
まで）を育てていく児童福祉施設です。
児童相談所から措置を受け、
24時間、
365日を通して保育士のほか、看護師
や栄養士などの専門職員が子どもたち
の生活と健康を見守り、より良い環境
のなかで心身ともに健やかな成長を目
指し養育しています。
仕事をする上で夜勤があり、生活の
リズムが崩れやすいので、体調管理に
は気をつけています。また、勤務中は

子どもたちの変化を感じた時など、職
員間で連携をとりながら対応していま
す。責任ある仕事ですが、子どもたち
の成長（寝返りができた時、はいはい
やつかまり立ち、一人で立てるように
なり、自分で一歩を踏み出すなど）が
みられた時や、笑顔が引き出せた時に
やりがいを感じます。子どもたちと過
ごす毎日は発見の連続であり、特に笑
顔に癒やされることも多いです。
まだ働いて２年目ですが、今後は施
設から退所した子どもたちのアフター
ケアも努めていける保育士として日々
成長したいです。

群馬県の「今から未来を」プロジェクト

若者が少子化考える
本校学生２人も参加
群馬県の少子化対策事業である「今
から未来を」プロジェクトに、本校か
ら情報ビジネス学科１年の瀬谷治希さ
ん（桐生第一高校出身）と情報経理学
科２年の青柳祐亮さん（常磐高校出身）
がメンバーとして参加、活動を開始し
ました。
このプロジェクトは若者による少子
化対策チャレンジ事業として、県内の
大学や専門学校生で構成されたプロジ
ェクトメンバー（15人）が同世代の若
者に向け少子化対策やライフデザイン
構築支援の企画を行うものです。
参加しているのは本校のほか、群馬
大学・高崎経済大学・共愛学園前橋国
際大学・県立女子大学・新島学園短期
大学・県民健康科学大学・東京福祉大

プロジェクトに参加した本校学生

学。15人の内訳は男性４人、
女性11人。
活動内容は次の２つです。
①結婚に対するポジティブイメージを
育む動画制作
②女性が働きやすい社会にするための
企画・提案
活動期間は令和２年８月〜令和３年
２月末まで。現在は、月に２回程度オ
ンラインのビデオ会議を行っていま
す。

新任紹介

鹿子島

恵先生
（保育福祉学科）

学生と真剣に向き合いたい
この春から保育福祉学科の一員とし
て仲間入りさせていただきました。
私は短大を卒業後に約15年間、保育
教諭として保育の現場で多くの子ども
たちと接してきました。現場での経験
を生かしながら、学生たちに保育教諭
としての大切な知識や技術をたくさん
伝えていければと思っています。学生
たちが素敵な保育教諭になれるように
一人一人ときちんと向き合い、気持ち
を受け止めながら指導していきたいと
思います。

山本 志保先生
（国際ビジネス学科・
日本語担当）
留学生をサポート
2020年４月１日に本校に入職し、国
際ビジネス学科で日本語の授業を担当
しています。
授業では、語学力だけでなく、生活
していく上で必要なマナーやエチケッ
トなども身に付けてもらいたいと思い
ます。私自身、アメリカで十数年、学
生・教員生活を送ってきたので、外国
で勉強しながら働くことの大変さは理
解しています。日々の生活で困難に直
面している留学生に寄り添い、耳を傾
け、多面的にサポートしていきたいと
思います。

令和２年度

公務員
試験

ＧＬＣ面

Chuo College Group
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１次合格が370人超す
最終合格者も続々と

令和２年度の公務員試験も１次試験の大半が終了し、合否結果の発表
が順次受験先ごとに行われています。本年度は、10月中旬の段階で公
務員試験等の１次試験合格者数の累計がすでに370人と前年を大きく超
えています。卒年次学生１人あたりの合格数で２つ以上となり、今後も
続々と合格が出る見込みです。また、最終結果が出ている試験もあり、
試験区分や地域を問わず好結果が期待されます。
大卒・短大卒程度の一部行政職や警
察官採用試験（通常５月実施もコロナ
の影響により６月実施）ではすでに最
終結果が出ており、群馬県職員の学校
事務や警察事務、
さらに群馬県警察官、

合格者インタビュー

似顔絵捜査官になりたい

▽公務員を目指そうと思った理由
門倉：高校時代に警察署の柔道教室
に通っていたことが一つのきっかけで
した。そこで指導いただいた警察官の
方に警察官としてのやりがいについて
話を聞き、警察官という仕事に興味を
持つようになりました。また、警察署
のオープンキャンパスに参加し、柔道
で鍛えた体力だけでなく自分の好きな
絵を描くことも警察官の仕事に生かせ
るという話を伺い、本格的に警察官を
志すようになりました。
志塚：高校生の時に白バイ警察官を
見たことがきっかけでした。白バイ姿
の警察官が格好良く見え、憧れを抱く
ようになりました。そのことがきっか
けで警察署のオープンキャンパスに参
加したときに、実際に白バイ警察官の
話を聞く機会がありました。交通事故
を１件でも減らせるような抑止力とし
ての役割と、機動力を生かして事件や
事故が起きた際にはすぐに現場に駆け
付ける役割であることを伺い、自分も
白バイ警察官となって安全な社会に貢
献したいと思ったことがきっかけで警
察官になる決心をしました。
▽それぞれのクラスの雰囲気は
門倉：警察・消防１年制Ｂクラスは、
男子20人、女子２人というアンバラン
スな男女比のクラスですが、同じ公安
系公務員を目指す仲間として、男女関
係なく仲良くできる、にぎやかで元気
なクラスです。また、先生との距離も

白バイ隊員になりたい

本校で学び、群馬県警察の６月
試験で一足先に最終合格を勝ち取
った学生２人に、それぞれの仕事
を志望した理由や試験合格のため
に取り組んだことなどを聞きまし
た。

埼玉県警察官、国立大学法人等職員な
ど合わせて計20人の学生が最終合格を
果たしています。
１次試験の合格先を職種別に見てい
くと、国家公務員119人、県や都の職

員46人、市町村の事務系職員70人、警
察官94人、消防官41人となっています。
群馬県内では、学校事務や警察事務
などの群馬県職員や群馬県警察をはじ
め、学生たちそれぞれの地元の市町村
においても１次合格を勝ち取っていま
す。県外では、東京消防庁、警視庁警
察官、警視庁警察事務、埼玉県警察官、
刑務官、入国警備官、海上保安学校、
千葉県職員などで１次試験合格が確認
されています。
１次試験の合格が発表されてから、
間を空けずに２次、３次の試験が随時

群 馬 県 警 察 採 用
警察官・消防士コース

警察官・消防士コース

Ｂクラス（１年制）

Ｂクラス（１年制）

志塚

寧々さん

（明和県央高校出身）
近く、クラスみんなで放課後まで残っ
て先生に質問していました。
志塚：女子が２人だけということも
あり、すぐにその子と仲良くなりまし
た。男子はとても明るく、クラスメー
トそれぞれの笑顔が絶えない明るいク
ラスです。授業中はみんな静かで真剣
に勉強に取り組んでいるので、メリハ
リがあります。
▽公務員試験などに向けての勉強法、
面接対策への取り組み
門倉：私は高校生の時から本校の夏
期セミナーなどに参加していて、分か
らない問題などは授業時間の後も教室
に残って徹底的に先生方に教えてもら
っていました。そのスタイルは本校に
入学してからも変わらず、不明な部分

門倉

弘武さん

（高崎商業高校出身）
は放課後に先生に教えてもらい、家に
帰ってからその復習をするという毎日
でした。面接対策としては、私は人前
で自分に自信が持てずにアピールする
ことが恥ずかしいと思っていました
が、自己PRで長所をアピールするこ
とで自分のことを面接官に理解しても
らったことが大きかったと思います。
志塚：学校の授業を受けて教養試験
の点数が一気に伸びました。特に私は
毎週学校で行われる模試の復習を重点
的に行いました。模試では公務員試験
の文章理解に似た問題が出題されま
す。そこで、漢字や文章理解の問題演
習に繰り返し取り組みました。面接に
ついては、「あがり症」なので、人前
で緊張せずに話すことができるように

実施されていきます。２次以降の試験
は、面接のほかにも作文や集団討論、
グループワークおよび体力試験など、
さまざまな試験形式があり、学生たち
はどのような試験であってもしっかり
と対応しなければなりません。そのた
め、受験先の現状の課題や業務内容に
ついての知識はもちろんですが、試験
そのものについても情報を集め、対策
を進めていくことが求められます。
１次試験の好調ぶりを最終試験まで
維持できるよう、学生と教員が一体と
なってこれからの試験に臨みます。

なるまで毎日先生方に面接練習に付き
合ってもらいました。
▽あなたにとって合格の必勝アイテム
を教えてください
門倉：私は「描き溜めた絵」です。
絵を描くのが好きなので、似顔絵捜査
官になって犯人逮捕に役立てたいと思
います。
志塚：私は「水泳」です。15年間続
けてきた水泳では多くの方からさまざ
まなことを学び、
励まされてきました。
水泳をしていなかったら、警察官にな
れることもなかったかもしれません。
▽これから公務員試験を受ける同級生
や後輩への応援メッセージを
門倉：諦めないことが大切です。し
っかりと自分をアピールしてくださ
い。また、勉強する中で分からない問
題が出てきたら先生に聞いて、何回も
繰り返し解くことが理解につながるの
で、根気よく取り組むことが大切だと
思います。面接は、自分がなぜその職
に就きたいのか、また、その仕事を通
じてどのように地域住民に貢献したい
のかをよく整理すれば、あとはやる気
と本気を前面に出して頑張るのみで
す。
志塚：夢の実現に向けて自分自身を
信じることです。何事にも失敗はつき
ものです。それで諦めていては何も始
まりません。失敗を糧（かて）にして
次に繋げることが一番大切です。最後
まで諦めずに夢に向かって頑張ってく
ださい。
※２人ともに、クラスメートより一足
早く、10月から警察学校で、警察官
として勤務するための訓練に励んで
います。
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「最終合格目指して！」。公務
員試験の２次、３次の面接試験
に対応し、本校では、９月30
日から10月２日までの３日間、
昨年同様に職員全員態勢で面接
強化対策を実施しました。

●全 体 講 義
初めに、提携関係にある実務教育出
版の平垣多以子氏から、公務員試験に
おける面接試験の重要性や意義、面接
試験の評価基準についての全体講義が
ありました。新型コロナウイルスの影
響から例年とは異なり、時間帯を分散

最 終 合 格 へ

面接強化週間

して遠隔による講演となりました。
また、入退室時のあいさつや礼など
の基本的なマナーの実践講義もあり、
相手に与える第一印象がどれだけ重要
であるかを具体的に学びました。

● 面接カード
次に、学生たちは面接練習で使用す
る面接カードの作成に取り組みまし
た。これは、多くの面接試験に共通し
て問われる「志望動機」
「自己PR」
「趣
味・特技」「長所・短所」
「学生生活、
ボランティア」を文章でまとめるもの
です。学生たちの多くは、志望動機や

高校生ら100人が参加

速成（半年）コースの修了式が、９
月25日に学園ホールで行われ、９人の
修了生が参加しました。林康宏学校長
は修了証授与とともに、
「為せば成る、
為さねば成らぬ何事も」という上杉鷹
山の言葉を引用し、
「みなさんは昨年

面接カードを完成させた学生から、
順次、
模擬面接＝写真＝に移りました。

志望動機などをアドバイス

自分の長所などについて漠然とした考
えは持っていますが、いざそれを言葉
にするとなると、うまく表現できませ
ん。ここで、自分自身のことを相手に
分かりやすく伝えることの難しさに直
面します。
そこで、学生たちと長い時間をとも
にする担任をはじめとする教師陣が個
別にアドバイスし、それを参考に学生
たちは自己分析を進めました。

身だしなみのチェックの意味も込め
て、学生たちはスーツを着用して模擬
面接に臨むので、普段と違って少し緊
張した雰囲気が会場となった校舎全体
に漂いました。面接に不慣れな学生も
多く、うまく自分を表現できていない
場面も目立ちましたが、何度も繰り返
し挑戦していくなかで、徐々に自分の
意見を堂々と伝えられるようになりま
した。
自分の考えを端的にわかりやすく相
手に伝える技術も、面接における礼儀
作法も、試験合格のためのみならず、
生涯にわたって学生たちの力となり得
るものです。学生たちには、今回の面
接強化対策で学び、身につけたことを
生かし、各々の環境で活躍してくれる
ことを期待します。

初級公務員ガイダンス

盛況だった夏期セミナー

速成コース
９人が修了

●模 擬 面 接

試験データなど具体的に

公務員試験夏期セミナー
公務員を目指す現役高校生から高い
評価を受ける恒例の「夏期セミナー」
が、今年も本校会場と桐生会場で開催
されました。このセミナーは、夏休み
明けからいよいよ本格化する公務員試
験に備え、１次の教養試験突破に向け
た対策授業を行うものです。
今年は新型コロナウイルスの影響に
より、日程と定員数を縮小しての開催
となりました。それにも関わらず対策
授業は公務員試験に出題されるほぼす
べての科目について実施しました。そ
の他、
試験本番を想定した模擬試験や、
現役の公務員として活躍中の本校卒業
生によるOB・OG座談会も催され、公
務員を目指す受講生にとって非常に有
益な10日間となりました。
今年も受け付け開始から数日で満席
となる盛況ぶりで、両会場合計で100
人近くの受講生が参加しました。
両会場の受講生も意欲は極めて高
く、授業に集中して臨んでいました。
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職員全員で学生に対応
密を避け全体講義を受ける学生

公務員試験では、とにかく政治や経
済、判断推理などの教養試験に目が行
きがちです。しかし、現実は人物重視
の傾向が強く、どんなに教養試験が好
成績でも、人物評価のための面接試験
の出来によっては、不合格ということ
もあり得ます。
それに対応するために実施する強化
週間では、全体講義や模擬面接を通じ
て、面接の基礎知識を学び、志望動機
や自分自身の長所、これまでの学外活
動などで身につけた点を整理して、万
全の面接試験準備をします。

Chuo College Group

加えて、授業終了後も積極的に講師に
質問をしたり、自習に取り組んだりす
る様子が見受けられました。公務員試
験では、判断推理や数的推理などの特
有の科目からも出題されますが、今回
の授業を通じて、独学で勉強していた
科目への不安が解消されたという受講
生も多くいました。
終了後の感想では、
「科目の内容だ
けでなく、効果的な勉強法も教えてい
ただけました」との声があり、今後、
勉強を継続していくうえでも、自信を
つけることができた様子でした。

は努力が実らなかった。しかし、それ
でも合格を成し遂げるのだという強い
意志を持って速成コースに来た。この
後、10月、11月の面接試験で合格を勝
ち取るために努力を続けてほしい」と
激励の言葉を送りました。
この日を以て速成コースは修了とな
りましたが、最終合格という目標達成
のために、引き続き面接などの準備を
進めていきます。

実務教育出版が、本校学生に最新の
公務員試験情報や対策法を提供する
「初級公務員ガイダンス」が、学園本
部館６階ホールで行われました。
実務教育出版は公務員試験関係の出
版社における最大手として知られ、本
校と教育提携を結んでいます。
ガイダンスは、例年４月の「基礎期」
と６月の「実践期」の年２回実施され
ていましたが、今年度は新型コロナウ
イルスの影響により「実践期」の６月
のみの実施となりました。中止となっ
た「基礎期」の講義内容については、
各クラスの公務員リテラシーの授業内
で扱い、受験生の選択や自分が希望す
る職種で必要な条件の確認などの準備

新任紹介

八鍬

政之 先生

（判断推理担当）

スポーツとは頭でイメージ
したことを実践すること
令和２年度より、新任教員として
八鍬政之先生が着任しました。八鍬
先生は、大学の体育学部で中学校、
高等学校の教員免許をそれぞれ取
得。卒業後は、大学時代での部活動
の延長でスポーツを社会人まで続け
ました。前職は新潟県の公務員を目
指す専門学校に勤め、これまでも学

実務教育出版担当者から講義を受ける学生たち

を進めてきました。
６月22日に行われた「実践期」にお
いては、公務員試験で課される、教養
試験、適性試験、面接試験等のそれぞ
れについて、さまざまなデータが提供
されました。講義は主に２次試験で課
される作文試験と面接に向けた準備の
進め方について学ぶ機会となりまし
た。今回得た情報をもとに、各学生が
最終合格を目指し、一層の弾みをつけ
ていくことが期待されます。
生たちに対して熱心に指導を行って
きました。
趣味はたくさんあって、夜景撮影
や運動、ドリフト、包丁砥ぎ、その
他、などだそうです。
本校では主に判断推理を指導して
います。アジアの鉄人と言われたハ
ンマー投げの室伏重信さんの「スポ
ーツとは頭でイメージしたことを実
践すること」という言葉を紹介した
うえで、「判断推理は公務員試験に
多く出題される点数の基礎となる科
目です。
勉強もスポーツと同じです。
合格までをイメージし実践してい
き、勉強の体力を向上させて夢を叶
えましょう」と語ってくれました。

戴帽式

青木さくらさん

号

実習に向け決意を誓う学生たち

働きながら学べる魅力

52

期生

います。
学生たちは、戴帽式を迎えるまでに
戴帽式審査会を通過しなければなりま
せん。本年度は新型コロナウイルスの
影響で、限られた時間の中での審査に
向けた取り組みとなりましたが、全員
が審査会に合格、この日を迎えること
ができました。
新型コロナウイルス感染防止のため

本校には、今春新たに52人の仲間が入学しました。新
卒者あり、既卒・社会人経験者ありと多彩な構成ですが、
歯科衛生士国家試験合格という共通の目標に向かって努力
しています。そのうちの３人にインタビューしました。
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臨地実習に向け
26人が決意誓う
中央医療歯科専門学校の戴帽式が、
７月９日、ロイヤルチェスター太田で
行われ、17期生26人が10月からの臨地
実習へ向け決意を新たにしました。
戴帽式は、歯科医院などでの実習を
前に、２年生が歯科衛生士になるため
の決意を誓う厳粛な式典。授与される
ナースキャップには、自覚、責任、愛、
信頼、感動、誇りの意味が込められて
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さまざまな対策を施した式典では、学
生たちが星野寛一学校長からナースキ
ャップを受けました。
戴帽後、学生たちは代表の羽鳥由里
惠さんを中心に26人が声を合わせ、
「思
いやりの心を忘れず学習した知識と技
術を社会のために役立てます。歯科医
療の尊厳を守り医療従事者としての責

務の重さを自覚し常に連携と強調、博
愛と奉仕の心を持ち続けます」と決意
を誓いました。
戴帽学生は10月２日から臨地実習に
入ります。将来、歯科衛生士として社
会に貢献できるように今まで学んだ知
識・技術を生かして、しっかり研鑚を
積んでほしいと思います。

夢に向かって

手に職を着けたい
髙𣘺 里奈さん

福祉現場の経験生かしたい
酒巻 拓郎さん

（准看護師）

（わせがく高校出身）

（介護福祉士）

【歯科衛生士を目指したきっかけ】
准看護師資格を取得し、病院で５年
勤務を経たのち、歯科医院でのアルバ
イトをしていました。その際、口腔内
と全身疾患の関わりについて学びたい
と思い、歯科衛生士を目指しました。
【本校を選んだ理由】
社会人なので、
木曜日以外の午後は、
歯科医院でアルバイトをしながら通学
できることが魅力的な本校を選びまし
た。十分な勉学と金銭面でも余裕がで
き、本校を選んで良かったです。
【学校・クラスの雰囲気】
新卒の若い学生も多く、コロナ禍で
もあり最初は不安もありましたが、学
校側もオンライン授業や消毒などの対
応を徹底しており安心しました。今で
は全員で授業も受けられるようにな
り、安全確保をしながら休み時間はワ
イワイにぎやかに楽しく過ごしていま
す。
【本校での授業】
基礎は准看護学校での授業と同等、
または科目によりそれ以上の内容の濃
い授業が受けられ、とても充実してい
ます。先生方もわかりやすく講義をし
てくださっているので、今後口腔内の
専門的な知識を学べることもすごく楽
しみです。
【どんな歯科衛生士になりたいか】
患者さんのライフステージや全身疾
患との繋がりや予後などを理解し、適
切な処置や指導を提供できる歯科衛生
士になりたいです。

【歯科衛生士を目指したきっかけ】
将来のことを考えた時に、何か手に
職をつけたいと思ったことがいちばん
です。また、小さい時から歯科医院に
通うことが多く、私もその歯科医院に
いる歯科衛生士さんのようになりたい
と思いました。
【本校を選んだ理由】
90分授業ではなく、中学・高校と変
わらない50分授業のため、１コマをし
っかり集中して授業に取り組めると思
ったからです。また、午後の時間を有
効活用できるので、歯科医院等でアル
バイトをする時間などにあてられるこ
とにとても魅力を感じました。
【学校・クラスの雰囲気】
同世代だけで構成されているクラス
とは異なり、年齢がさまざまなのでコ
ミュニケーションをとることに最初は
苦戦しました。しかし、今では幅広い
世代の方々ともコミュニケーションを
とることができています。
【本校での授業】
今までとは違い、専門的な授業ばか
りなので難しいですが先生方が丁寧に
指導してくださり、また分からない所
などは質問しやすい環境なので勉強し
やすいです。
【どんな歯科衛生士になりたいか】
歯科医院でスタッフとして必要とさ
れ、患者さんに “またこの歯科医院に
通いたい” と思われるような信頼や安
心感を与えられるような歯科衛生士に
なりたいです。

【歯科衛生士を目指したきっかけ】
前職で介護福祉士として働いていた
時に、口腔ケアにより認知症のリスク
が減ることを知りました。現在日本は
超高齢社会で2025年には５人に１人が
認知症になると言われています。認知
症は脳の機質の変化によって起こる病
気です。それにより、今までの日常生
活が送れない方が一定数いる現状を変
えることは難しいと思いますが、リス
クを軽減することができればと思い、
歯科衛生士になろうと思いました。

30人が熱心に
卒業研究発表

卒業研究発表会が９月25日に行わ
れ、３年生30人が学習研究の成果を披
露しました。本年度は、新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響により学校の
４階教室を発表会場に設営、在校生は
別室でリモート視聴しました。

新任紹介

米岡 葉月先生
（１年担任・歯科予
防処置担当）

後輩を熱血指導
今年１月に入職しました米岡葉月
です。本校の10期卒業生です。

新入生
インタビュー

【本校を選んだ理由】
木曜日以外は13時20分に終了する独
自のカリキュラムにより、姉の歯科医
院でアルバイトが可能なことと、専門
実践教育訓練給付金の指定校なので選
びました。
【学校、クラスの雰囲気】
男性ということと、年齢が離れてい
るためクラスに馴染めるか心配しまし
たが、気軽に声をかけてもらっていま
す。みんなが元気でたいへん活発で、
笑顔が絶えないクラスです。
【本校での授業】
先生により黒板やパワーポイントを
使用したりさまざまですが、丁寧に分
かりやすく教えていただいています。
【どんな歯科衛生士になりたいか】
介護福祉士とのＷライセンスとなり
ますので、介護の知識も十分に熟知し
つつ、歯科衛生士として、口腔ケアの
大切さを上手く伝えていきたいです。
発表会は３年間の集大成として、本
校で学んだ知識・技能をもとに次世代
を担う歯科衛生士としてのビジョンを
盛り込んで研究発表するものです。
学生たちはそれぞれ歯科関連のテー
マを決め、論文・パワーポイントの作
成を行い、練習に励み当日を迎えまし
た。本番では１人あたり５分間という
時間内で緊張しながらも堂々とした発
表をすることができました。
１学年の担任と歯科予防処置を担
当しています。久しぶりに母校に戻
って懐かしい気持ちと、私にとって
後輩にあたる学生たちと共に学校生
活が送れることを心からうれしく思
います。歯科衛生士国家試験合格に
向けて、尽力させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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ナースキャップを受ける学生たち

式典後に記念撮影

厳 粛 に 戴 帽 式
38人が熱き誓い

中央医療歯科専門学校高崎校２年生
38人を対象とした戴帽式が７月16日、
ヒカリフルコート高崎にて厳粛な雰囲
気の中で行われました。
戴帽式は、これから臨地実習に臨む
学生に対して、医療の精神を示す証し
としてナースキャップを授与するもの
です。
この日のため、
学生たちは厳しい

戴帽式審査会をクリアしてきました。
当日は、保護者や教職員が見守る中、
高崎市歯科医師会の黒田真佑会長、原
和則学校長から一人一人にナースキャ
ップが授与され、これを受け戴帽学生
たちが、医療現場への思いを込めて誓
いの言葉を唱和しました。また、中島
利郎代表から式辞をいただきました。
式典を終えた学生たちの表情は一層

引き締まり、改めて医療
人としての自覚を持ったようでした。
代表学生の大役を務めた髙柳咲絵さ
ん（伊勢崎高校出身）は、「当日は緊
張しましたが、ナースキャップをいた
だいてとても気持ちが引き締まりまし
た」と話していました。
担任の吉井さか枝先生は「学生の頼
もしい姿に感動した一日でした。臨地

新 入 生 イ ン タ ビ ュ ー
本校に今春入学した１年生に、本校
を選んだ理由や将来の夢などについて
聞きました。

質

問

項

目

口腔ケアのプロ目指す
多胡 和恵さん
（歯科助手）

Q1：歯科衛生士を目指したきっかけ
Q2：本校（CMS）を選んだ理由
Q3：どんな歯科衛生士になりたいか
Q4：どのように３年間の学生生活を
送りたいか

患者さんに安心を
須田 夕葵さん
（前橋育英高校出身）

Q1A：歯科助手として働いていま
した。将来を考えた時、このまま歯科
助手として働くのではなく、歯科衛生
士としてより患者さんの力になれるよ
うになりたいと思ったからです。実際
に歯科衛生士の方が患者さんを笑顔に
しているのを身近で見て、とても素敵
な職業だと思いました。
Q2A：木曜日以外は授業が昼ごろ
に終わり、午後は歯科医院で働けるの
で選びました。働いていた職場や自宅

Q1A：幼いころ、歯科医院で治療が
怖く泣いてしまった私を勇気づけてく
れたのが歯科衛生士さんでした。ずっ
寺本 百花さん
と私の手を握ってくれていた歯科衛生
士さんに憧れ、
この道を目指しました。
（共愛学園高校出身）
Q2A：本校の授業カリキュラム、
木曜日以外の日は自分で考え、自分だ
けの時間を過ごせるという他校にはな
い魅力を感じたからです。午後の時間
Q1A：姉が歯科衛生士で、仕事に
は歯科医院でアルバイトをし、いろい
対してやりがいを持って働いている姿
ろなことを学ぶことができると考えま
をみて、私も姉のような歯科衛生士に
した。
なりたいと思ったからです。
Q3A：患者さんから「あの衛生士
Q2A：「学びながら働く・働きなが
さんに診てもらいたい」と言ってもら
ら学ぶ」という教育方針に魅力を感じ
える、安心して任せてもらえるそんな
たからです。１コマ50分、半日で学校
歯科衛生士になりたいです。小さな子
が終わるので、放課後に歯科医院で歯
どもが恐怖で泣いてしまったら手を握
科助手として働くことができ、歯科衛
り勇気づけられるようになりたいです。
生士としてスキルアップできると思っ
Q4A：毎日の一つ一つの授業に集
たからです。
中して家庭学習もしっかりやり、分か
Q3A：患者さんに信頼され安心し
らないところは友達と一緒に理解を深
ていただける歯科衛生士になりたいで
め学業を頑張りたいです。３年後の国
す。患者さんが安心して治療に臨める
家試験で必ず合格したいです。
ように卒業まで多くの知識と技術を磨

信頼される歯科衛生士に

からも通いやすく、１コマが50分なの
で集中して授業を受けられます。オー
プンキャンパスの雰囲気も良く、楽し
く学生生活ができると感じました。
Q3A：患者さんから信頼される歯
科衛生士になりたいと思っています。
信頼されるということは歯科衛生士の
知識や技術を認めてもらった証だと思
うからです。患者さん一人一人に寄り
添って不安な気持ちを取り除き、口腔
ケアのプロとして心身共に患者さんを
健康にできたらと考えています。
Q4A：勉強に一番力を入れたいと
思っています。歯科助手として働いて
いた時は働くためだけの知識しかあり
ませんでした。これから３年間精いっ
ぱい勉強をし、高い技術や知識を身に
着け、実際の現場でより生かせるよう
努力していきたいです。
いていこうと思います。
Q4A：この３年間で、さまざまな
知識を身につけ将来に役立つように過
ごしていきたいです。

目標に向かって努力
塚本 海優さん
（伊勢崎商業高校
出身）
Q1A：高校生の時のガイダンスで
実際に歯科衛生士の方の話を聞いたの
がきっかけです。誰かのためになり幅
広い年代の方と関われる歯科衛生士と
いう仕事に魅力を感じました。また資
格を取得でき歳を重ねても働く場所が
あるという点もひかれました。
Q2A：オープンキャンパスに参加
した際の学校の雰囲気や、先生方、先
輩方の明るく温かい部分にひかれたか

実習終了時には、一回り大きくなった
姿が見られることを期待しています」
と話し、教職員一同も、学生たちには
今回の気持ちを忘れず、臨地実習に臨
んでほしいと思っています。

就 任 あ い さ つ

明るい未来をもたらすもの
中央医療歯科専門
学校高崎校
学校長

原

和則

４月から中央医療歯科専門学校
高崎校の学校長を拝命いたしまし
た。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
さて、自分の将来は、自分自身
で設計していかなければなりませ
ん。自分でつくるからこそ価値が
あるのです。しかし、自分だけで
はどうにもならないことも多いは
ず。そこで友人や先生方の存在が
大切になります。自分では気がつ
かない「自分の良さ」を、友人や
先生方が見つけてくれることもあ
る。また、異なる考え方や価値観
をお互いに理解し合い、認め合い
ながら力を合わせることができる
人間関係をつくる。ぜひ、本校で
そうした友人を多く見つけ、先生
方と出会ってください。それが、
あなたにも、友人にも、明るい未
来をもたらすのです。
10代後半から20代前半は、人間
が心身共に最も成長する時期であ
り、新鮮な感覚により、多くの可
能性を身に着ける時でもありま
す。今は、多くの点で厳しい時代
です。だからこそ、皆さんの夢が
実現するよう私たちは全力で応援
します。健闘を期待しています。
らです。また、木曜日以外は午前中で
授業が終わり「学びながら働く、働な
がら学ぶ」ことができるところに魅力
を感じました。
Q3A：患者さんの不安を安心に変
え、患者さんの笑顔を守れるような歯
科衛生士になりたいです。
Q4A：仲間と同じ目標に向かい切
磋琢磨しつつ、楽しく充実した３年間
を送りたいです。
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新 入 生 イ ン タ ビ ュ ー

信頼される野菜生産者に
ファーム農業経営学科１年

細井

志瑠さん

（群馬県立勢多農林高校出身）

▽本校を選んだ理由
デュアルシステムを使った企業での実習がとても魅力的だったためで
す。企業での最新設備を用いた新しい農業を学べると思いこの学校を選
びました。
▽好きな（興味のある）授業科目
農業実習です。農業実習は学校での実習と企業での実習があります。
学校での実習では、
さまざまな種類の野菜の栽培管理をすることができ、
実習ならではの達成感を得ることができます。また企業での実習では、
大規模な施設栽培を体験でき、大量生産の現場で貴重な経験を積むこと
ができます。これからも農業実習を通じて実践的な技術技能を習得して
いきたいと思います。
▽先生たちの印象
先生たちは、優しく熱心に丁寧に指導してくださいます。私が興味を
持って取り組むことに対して真剣に答えてくださいます。さまざまな専
門知識を持つ先生たちからいろいろなことを学ぶことができます。また、
学生の体調面を第一に考えてくださいます。
▽将来（卒業後）の夢
卒業するまでの２年間で多くの技術や知識を学び習得し、安心安全な
野菜を提供する生産者になりたいと考えています。農業従事者の高齢化
や耕作放棄地問題を解決し、農業者人口が減少している日本の農業を少
しでも支えられるように頑張りたいです。

農業経営の道へ

夢に向かって一歩

中央農業大学校には、今春新たに47人の仲間が入学してきました。出身地も国
内外と多彩ですが、農業への熱意は誰にも劣らぬものが感じられます。新たな夢に
一歩を踏み出した新入生の代表２人にインタビューしました。

農業経営学科１年

岡本花菜子さん

（岡山県立興陽高校出身）

▽本校を選んだ理由
私には将来、農業経営をしたいという夢があります。そのため、野菜
の栽培技術の腕をより上げ、経営についても学ぶことのできるこの学校
を選びました。また、メロン水耕栽培の部活動があり、それを経験した
いということもこの学校を選んだ理由のひとつです。
▽好きな（興味）のある授業科目と理由
農業実習と野菜園芸概論です。農業実習では「このような栽培方法も
あるのか！」と日々新しい発見が多々あります。またなぜそのような管
理を行うのかという根拠を知ることで、
野菜の魅力をより感じられます。
野菜園芸概論では、農業実習に繋がる知識を得られるため、実習時の理
解を深めることができます。今後は農業経営の授業が始まるため、授業
内容を全て吸収し、将来に生かしたいと思います。
▽先生たちの印象
それぞれの分野で知識量の多い先生たちばかりで疑問に思ったことは
全て解決してくださいます。そのため、自分自身の能力を向上させ、そ
こで得た情報を次の段階に結び付けることができます。また、先生たち
は学生のことを第一に考えてくださいます。一人暮らしで不安なことも
多いですが、よく声を掛けていただいているため、安心して学校生活を
送ることができます。
▽将来（卒業後）の夢
就農または農業研修を受け、いずれは地元岡山県で農業の経営を始め
たいと考えています。また、私がこのような夢を持ったことが高校時代
に出会った先生の影響だったため、私も多くの方に農業の魅力を発信し
ていく存在になりたいです。私が将来、一人の農業者として日本の農業
を支え、お客様に新鮮な野菜をお届けしている姿を夢見て、その夢を実
現できるよう努力していきたいです。

就職内定者の声
本校で技術や知識を得て、見
事就職内定にこぎつけた先輩た
ちの声を紹介します。
内定先：株式会社
コメリ
農業経営学科２年

綱島 悠人さん

（長野県丸子修学館高
校出身）

農業知識生かした販売員に
▽内定先を選んだ理由
私は以前より、体を動かす仕事、
接客に携わる仕事、また学校で学ん
だ知識も生かせる仕事に就きたいと
考えておりました。そこで就職を志
望したのが、ホームセンター業界で
した。その中でも「コメリ」は私に
とってよく通っていたなじみ深いホ

ームセンターで、企業説明会に参加
させていただいた際の「人々の生活
をより豊かに快適にする」という企
業理念に感動し志望しました。
▽これからの夢
まず、学校で学んできた有機農法
を始めとする農業の知識などを活用
し、お客様とコミュニケーションを
図りたいです。そして経験を積んで
いき、お客様からも従業員の方々か
らも信頼をいただけるような販売員
になり、その先は店舗を任される店
長になりたいです。
▽後輩たちへのメッセージ
企業の情報を集めること。そのた
めにはまずホームページをしっかり
見ること。その企業の詳しい事業内
容や企業理念を知ることができ、自
分自身にあった職種を見つけられる
可能性が広がります。企業研究はと
ても重要です。

内定先：池田種苗
株式会社
ファーム農業経営学科２年

角田 涼花さん

（栃木県立那須拓陽高
校出身）

農業の魅力発信したい
▽内定先を選んだ理由
農業分野に貢献したいと思ったか
らです。私は授業を通して農業の６
次産業化に興味を持ちました。そし
て、この学びを活用できる職に就き
たいと思っていました。池田種苗株
式会社では、種苗の生産に加え、農
産物の販売も行っています。私にと
って魅力的な業務内容でした。
また、
地域に密着したお店づくりや従業員
の方の生き生きと働く姿にひかれ、
私も一緒に働きたいと思い選びまし
た。

▽これからの夢
生産や販売など多方面から農業を
支え、農業に興味を持ってもらえる
きっかけをつくり出せる人材になり
たいです。私が幼いころに農業体験
をきっかけに農業に興味を持ったよ
うに今度は私が農業の魅力を発信す
る側になり、農業の楽しさを広めた
いです。そのためにも、より一層、
たくさんのことを学び、身に付けて
いきたいです。
▽後輩たちへのメッセージ
授業の中で、やりたいこと、叶え
たい夢を見つけることができまし
た。そのことをきっかけに、学んだ
ことを実践できる職場に巡り合え、
内定までスムーズに活動することが
できました。後輩の皆さんには、今
のうちから実習やアルバイトなどに
挑戦し、
やりたいことや夢を見つけ、
就職活動に生かしてほしいです。
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就 任 あ い さ つ

未来を信じ、夢を持ち挑戦しよう
中央農業大学校
令和２年４月から、良きご縁があ
り学校長になりました木村剛です。
本校で皆さんと一緒に過ごせるこ
と、農業教育に携われることに大き
な喜びを感じています。
農業（食品関係）教諭として教員
生活を始め、前年度末に藤岡北高等
学校長で終えることができました。
農業と教育が好きで教員になり、多
くの高校生や職員と巡り合えたこと

学校長 木村

に感謝しています。
「農業は国の基」であると昔から
言われています。食料生産が大切で
あることは、今回のコロナ禍によっ
て多くの人々に再認識されました。
私たちの今後は、環境を大切にする
こと、循環型であること、地球に優
しいことなど新しい世界を創造し、
行動することが求められています。
最近では、「大きな視野で根本から

白井さん、林さんが２次審査でプレゼン
２次審査に進出した白井さん︵右︶と
林さん︵左︶

本校が受託している文部科学省の
「専修学校による地域産業中核的人材
養成事業」農業分野のスマートワーク
を推進・実現する人材育成プログラム
開発事業は３年目を迎えました。
昨年度はスマート農業の普及に取り
組んでいる専門家の協力も得ながら、
「農業データ基礎」「農業データ活用」
「ドローン応用・活用」「センシング技
術基礎」「温室栽培Ⅰ・付加価値を高
める栽培管理」の５冊のテキスト＝写
真＝を開発しました。
本年度は今まで開発したテキストを

和 食 の

豆

知 識［２］

11月24日は「和食の日」

発表する白井さん（上）と林さん（下）

有機コラム⑤

有機JASで使用できる肥料について
有機JASに適合する農産物を育て
るために必要な肥料について、
「有
機農産物の日本農林規格を読んで
も、よく分かりません」という問い
合わせを受けます。
規格（有機JAS：別表１）には、
記載例として「植物及び土壌改良資
材：植物の刈取り後又は伐採後に化
学的処理を行っていないものである
こと。
」とありますが、これから有
機を始めようとする人がこの文章を
読んでもピンとこないと思います。
必要とする肥料の商品名・会社名は
明記されていませんから、なおさら
のことです。

世界を変えるときが来ている」と報
道され、時代の大きな変わり目が来
ていることを感じます。しかし、農
業は未来永劫（えいごう）存続し、
大切な基盤産業であり、今後ますま
す重要になっていきます。農業に携
わることができる皆さんには、大き
な可能性を持った未来が待っていま
す。
私が今までに出会った生徒たちに

文科省の「人材育成プログラム」
ドローン応用など５冊のテキスト開発

群馬イノベーションアワード 2020

起業家発掘プロジェクト「群馬イノ
ベーションアワード（GIA）2020」
（主
催・上毛新聞社、共催・田中仁財団）
の２次審査が10月24日、上毛新聞社で
行われ、本校農業経営学科農業ビジネ
ス専攻２年、白井大稀さん（福島県立
大沼高校出身）と農業経営学科農業
ICT専攻２年、林真人さん（東京都立
瑞穂農芸高校出身）が挑みました。本
校学生の２次審査進出は５年連続で
す。
田中仁氏らの審査員を前に、白井さ
んは農業生産者と消費者を繋ぐプラン
「いつでも来られる農業体験〜地域連
携農業発展事業〜」を、林さんは廃棄
植物の再利用プラン「廃棄植物を用い
た、種子や苗の復活。そして販売」を
プレゼンテーションしました。結果は
惜しくも最終審査進出は逃しました。
今年で８回目となるGIAには４部門
に過去最多の606件のエントリーがあ
り、本校学生を含む44組が２次審査に
進出。２人がエントリーした「ビジネ
スプラン部門 大学生・専門学校生の
部」には８人が出場、ユニークなビジ
ネスアイデアを披露しました。同部門
の最終審査には３人が選ばれました。

剛

この問題を解決するための有効な
手段としては、「一般社団法人有機
JAS資材評価協議会」のホームペー
ジにある資材リストから具体的な肥
料を検索することが挙げられます。
なお、
それぞれの資材については、
登録した日から３年間の有効期限を
設けています。その内容については、
毎年１回以上書類などによって内容
を確認しており、有効期限内であっ
ても資材情報（原材料や製造工程な
ど）に変更が生じた場合は、再審査
し、その適合性の評価を行っていま
す。

11月24日は、「いい（11）に（２）
ほんしょ（４）く」
（いい日本食）
と読むことから、和食の日に認定・
登録されました。11月はまさに実り
の秋。全国各地で五穀豊穣を祝う収
穫祭が行われるなど、和食の魅力を
存分に感じることができます。和食
は、2013年12月に、「自然を尊重す
る日本人の心を表現した伝統的な社
会慣習」として、ユネスコ無形文化

新 入 職 員 紹 介

重田

志織さん

（学生課）

学生サポートに全力

本年４月から、本校学生課に配属
となりました。早いもので配属とな
り半年が経ちました。年度当初の休
業期間が明け、にぎやかな声や笑顔
がキャンパスに戻りとてもうれしく
感じています。私は学生課職員とし

は、多くの見本となる立派な人がい
ます。その共通点は、夢を持ち、計
画を立て、果敢に挑戦し、夢を実現
していることです。皆さんには、ぜ
ひ、夢を持ち、多くのことに積極的
に挑戦してほしいと思います。本校
でさまざまな知識や技術を習得する
とともに、たくさんの経験を積み、
農業の分野で活躍できる人、そして
世の中に貢献できる人になってくだ
さい。人の幸福には、さまざまなか
たちがありますが、世の中に貢献で
きることはその一つであることを私
は確信しています。皆さんの輝かし
い未来に期待しています。

実際に授業で活用し、その効果を検証
します。
また、無料で学べるオンライン講座
（『gacco』https://gacco.org/）に「ア
グリスマートワーク人材養成講座」と
して、一部を開講しています。期限は
12月27日まで。

限定ハンバーグメニュー提案
GGC に食農調理師学科
食農調理師学科２年生がステーキレ
ストランのGGCと連携、10月の月替
わり限定ハンバーグメニューを開発し
ました。GGC高崎本店・前橋店では
木村颯汰さん（前橋清陵高校出身）の
提案した「３種きのこのハッシュドビ
ーフハンバーグ」が、HappyBurg高
崎中泉店・高崎倉賀野店では小嶋蓮さ
ん（万場高校出身）の提案した「秋の
味覚和風あんかけハンバーグ」がそれ
ぞれ販売されました。次回は２月の月
替わりメニューを考案します。
遺産に登録されました。和食の４つ
の特徴は、①多様で新鮮な食材とそ
の持ち味の尊重 ②栄養バランスに
優れた健康的な食生活 ③自然の美
しさや季節の移ろいの表現 ④正月
などの年中行事との密接なかかわり
です。和食アドバイザー検定協会で
は、世界に認められた和食の魅力を
理解し、多くの人に伝えることので
きる人材を育成するために、和食ア
ドバイザー検定を実施しています。
みなさんも和食について学んでみま
せんか。

て、将来の日本の農
と食を担っていく学
生の皆さんが安心し
て学べるよう、心を
込めてサポートをし
ていきます。また、
日々の食卓を彩る “農と食” につい
ての知識を深められる環境の中で、
私自身も学生の皆さんとともに６次
産業化について学んでいきます。い
つでもお気軽にお声掛けください。
よろしくお願いいたします。
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中央情報大学校では、コロナ禍
の中、学生たちが国家資格やベン
ダー資格など難関の試験に挑戦。
相次いで合格しています。

電気系学科

Java プログラミング能力認定試験

有 賀 さ ん、 木 暮 さ ん 完 全 合 格

情報系学科

寺島さん

情報系学科ではプログラミングコン
テストに毎月参加をしています＝写
真。このコンテストは専用サイトを通
してプログラムスキルを点数で競うも

上位資格への合格を目指し勉強を続け
ています。
担当の内池雄先生は「コロナウイル
スの影響でオンラインと登校を交互に
行う授業環境に変わりましたが、学習
の内容や難易度、課題提出量は普段と
変わらず高い水準を維持できていま
す。授業計画の公開や小テストを実施
することで今後も、質の高い教育を行
っていきたいです」と話しています。

ので、全国のプログラマと技術を競い
合うことができます。明確な順位が表
示されるため「挑戦する」気持ちを育
み、モチベーションの維持・向上に繋
がっています。
このコンテストに取り組み始めてか
ら、プログラムを組むことの面白さを
感じる学生が増え、学生同士で最適な
コードについてディスカッションをす
る姿も見られるようになりました。失
敗した原因を分析し、試行錯誤しなが
らもシステムをつくり上げる
「解決力」
が身に付くよう、この取り組みを続け
ていきます。

産学連携でデザイン開発
グルメマップやロゴなど
作業工程を見学

き、
「電験三種」合格に大いに役立
ったようです。

羽鳥さんは、視覚的な仮想世界と
現実の動作を組み合わせる「AVR
テクノロジー」の映像シーン制作や、
お客様向けプレゼンテーション補助
などを経験し、制作手法や実践ノウ
ハウ、そして何よりも現場の雰囲気
を肌で感じることができました。
この体験で、専攻研究テーマ「テ
クノスポーツ」への知見と業界への
一層の興味に繋がったようです。

デジタルデザイン学科では、企業と
連携して商品開発やデザイン開発に取
り組んでいます。
高崎市箕郷商工会と連携し「箕輪城
下グルメマップ」を制作しました。箕
郷地域内の飲食店や小売店を紹介する
マップで、本校はデザインを担当しま
した。また、キャラクターデザインも
並行して行い、きつねの嫁入りをモチ
ーフにした「美狐（みこ）ちゃん」も
制作しました。完成したグルメマップ
は、高崎市箕郷支所や高崎市役所13階
観光課、高崎観光協会、高崎市箕郷商
工会、掲載店舗などで配布されていま
す。
また、特定非営利活動法人HOME
が新規運営する複合ショップの代表ロ
ゴマークとの各店舗３種のロゴマーク

商 工 会 と 連 携 し 制 作 し た﹃ 箕
輪城下グルメマップ﹄
︵上︶と
オリジナルキャラクターの
﹁美狐ちゃん﹂︵左︶

高度ICTデザイン学科３年VR専
攻の羽鳥司さんが、映像制作やVR
シ ス テ ム 開 発 を 行 う「 株 式 会 社
ACW-DEEP」
（神奈川県）で、３週間
のインターンシップを体験しました。

プログラミングコンテスト
毎月参加で全国と技術競う

▶オリジナルの
授業資料

高度ICTデザイン学科の羽鳥さん

号

宮本さん

木暮さん

有賀さん

▽科目合格も３人
昨年、一昨年に続き今年も電験三種
の合格者を出すことができ、電気通信
学科１年・角掛浩和さん、同２年・土
屋紀征さんが科目合格を果たしまし
た。さらに上位の電験二種についても
木暮勇人さんが１次試験の３科目合格
を果たしました。資格取得に向けて学
生同士が切磋琢磨している姿を見る
と、
来年も合格者輩出に期待できます。

情報系学科では７月11日に行われた
サーティファイJavaプログラミング能
力認定試験１級において５人の合格者
を輩出することができました。そのう
ち２人（宮本琢己さん、寺島悠人さん）
が満点で合格しました。１級はプログ
ラムや仕様書の修正など「実技」に重
きを置いた内容となっており、プログ
ラムを実際に書けるかどうかを問うレ
ベルの高い資格になっています。
他にも、Javaプログラムの基本的ソ
ースコードが読めるようになることを
問う、日本オラクル社主催のOracle
Java Programmer Bronze SE7/8で
は、68人が合格し、授業履修者の84％
が取得することができました。さらに

電気通信学科

VR企業で３週間の
インターンシップ
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１級に５人、宮本さん・寺島さん満点

「 電 験 三 種 」合 格 の た め
本校独自の手作り授業資料

電気通信学科では手描きのオリジ
ナル授業資料を使って、専門的な内
容を絵で伝える工夫をしています。
文章での説明を極力少なくし、絵だ
けでも意味が分かるように気を付け
て作成しているため、機械の複雑な
構造や、法規の難解な法律用語も直
感的に理解することができます。
また、学習した内容を更に深く理
解するには実際に体験することも重
要です。８月８日に本校の高圧受電
設備の年次点検があり、学生たちは
作業工程の見学を行いました。
徹底した安全確認と点検の意味、
具体的にどのような機械を使ってど
のような点検を行うのかなど、見学
を通じて保安の仕事を知ることがで

第

高資格合格相次ぐ

難関の「電験三種」

難関の国家資格「第三種電気主任技
術者試験」（９月13日実施、以下「電
験三種」）で、本校の電気通信学科２
年の有賀大地さん（第一学院高校出
身）、木暮勇人さん（常磐高校出身）
が見事合格を果たしました。
経済産業省所管の同資格は、電気分
野の国家資格の中でも難易度が高く、
理論、電力、機械、法規の４科目全て
合格で、完全合格となります。今年の
全国合格率は9.8％という難関資格で
した。資格者は工場やビル・発電所な
どの大規模電気設備では保安監督を行
う電気主任技術者を選任することが法
律で義務付けられ、それらの業務に従
事することができます。

ＣＩＤ面

の制作を現在授業の中で手掛けていま
す。12月までにマークの確定を行うた
め、各学生たちはデザイン制作やプレ
ゼンテーションの準備を進めていま
す。
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イラスト部門グランプリ・
﹁たんすい︒
﹂さんの
× Rabbit
﹂
﹁ Sugar

第１回 CID デザイン・イラストコンテスト 2020

若い感性の作品一堂に
２部門に157点、渡邉さん（桐商）ら受賞

デザイン・イラスト分野の活性化と
◀デザイン部門グラ
ンプリ・渡邉さん
クリエイターを目指す若者発掘を目的
の「めだまやき」
に、本校は「第１回高校生対象CIDデ
ザイン・イラストコンテスト2020」を
▼表彰されたコンテ
開きました。
スト上位入賞者
テーマは、デザイン部門「使いたく
なるマスキングテープのデザイン」
、
イラスト部門「ファンタジー」です。
た」
と喜びのコメントを披露しました。 作品名：POOL ／ペンネ
応募作品はデザイン部門・イラスト
ーム：ナナ（わせがく高
受賞者は次のとおり。
部門合わせ、10校157点。
校３年）
審査はデザイン会社3DESIGNの安 【デザイン部門】
▽審査員特別賞
斎裕佐さんをはじめ９人の専門家が担 （テーマ：使いたくなるマスキングテ
作品名：青空元気100％
当。その結果、
特に優れた10点を選び、 ープのデザイン）
／千葉涼也（前橋商業高
10月17日、
本校で授賞式を行いました。 ▽グランプリ
校３年）
▽佳作
作品目：めだまやき／渡邉菜月（桐生
デザイン部門でグランプリを受賞し
作品名：TO YOU ／鶴谷祐唯子（桐
作品名：心算供養／前田梨沙（高崎東
商業高校３年）
た渡邉菜月さん＝桐生商業高校＝は、
生商業高校３年）
高校３年）
▽準グランプリ
「卵から目玉焼きになるまでを、こま
作品名：宙に舞う／ペンネーム：橡（ク
作品名：オランジェ／ペンネーム：カ 【イラスト部門】
送りで連続性が出るように表現した。
（テーマ：ファンタジー）
ラーク記念国際高校前橋校２年）
ルベネ（北海道芸術高校３年）
受賞できてうれしい」と語り、イラス
▽グランプリ
▽審査員特別賞
▽佳作
ト部門のペンネーム「たんすい。
」さ
作品名：Sugar×Rabbit ／ペンネーム：
作品名：宇宙の女神／ペンネーム：カ
作品名：カラフルな形／吉田有杏（桐
ん＝児玉白楊高校＝は「まさか自分の
たんすい。（埼玉・児玉白楊高校３年）
ルベネ（北海道芸術高校３年）
生商業高校３年）
作品が選ばれるとはびっくりしまし

留学生頑張っています

未来の漫画家を育てようと小学館週
刊少年サンデーの編集部と本校が連携
した「出張編集部」が８月19日に行わ
れました。
２回目の開催となる今回はコロナウ
イルス感染拡大防止のためオンライン
での開催。出張編集部では、参加者と
編集者１対１で面談形式で行い、スト
ーリー構成や見せ方などのアドバイス
をいただきます。オンラインではあり
ますが、参加した高校生や本校学生は

■第８回ジャグラ年賀状デザインコン
テスト
主催：一般社団法人日本グラフィッ
クサービス工業会
内容：企業から430点、学生275点、
総数705点の応募があり、上位20点に
選出されました。

プロから直接の指導を受け、
「もっと
面白い漫画を描きたい！」と目を輝か
せていたのが印象的でした。
次回の開催は2021年１月９日を予定
しています。
◀堀越さんの作品

小林さんが優秀賞

オンラインで行われた「出張編集部」

◀金井さんの作品

◀小林さんの作品︵年賀状デザイン︶

コンテストで
本校生が受賞

初の日本語弁論大会に
出場した学生

「少年サンデー出張編集部」
プロ編集者から直接指導

▽優秀賞：小林由季さん（デジタルデ
ザイン学科２年、高崎健康福祉大学高
崎高校出身）

２作品が採用に
■自衛官募集ポスターコンテスト
2020
主催：自衛隊群馬地方協力本部
▽作品採用
・金井未来さん（デジタルデザイン学
科２年、富岡高校出身）
・堀越 渡さん（同学科２年、社会人
経験者）

日本語弁論大会
13人が熱い思いを語る
国際エンジニア学科１年生と日本語
学科２年生が「全国専門学校 日本語
学習外国人留学生日本語弁論大会」へ
の出場を目標に初の校内弁論大会が９
月29日、高崎市労使会館で行われまし
た。クラス内選考を経た13人が壇上で
思いのたけを発表しました。
日本語で弁論をすることは、
「書く・
読む・話す・聞く」の４技能を高めて
日本語学習を飛躍的に向上させること
ができます。
選考の結果、食べ物を大切にするこ
とをテーマに、買いすぎない、食べ残
さないを実践していることを発表した
ITエンジニアコース１年のグエン・

新任紹介

幅田

耕 先生

前職：フリーランス
職種：プロデューサー
（ ア ニ メ、 テ レ
ビドラマ、映画等）
科目：デザイン系分野の科目を担当、
アニメーション、シナリオ、
VR、色彩学
趣味：読書（仏教哲学）

ティ・キム・アインさん（ベトナム出
身）が最優秀賞に選ばれました。
優秀賞には、同コース１年のガルブ
ザ・ケム・マヤさん（ネパール出身）
、
優良賞に日本語学科２年のカク・シユ
ウさん（中国出身）が選ばれました。
最優秀賞のアインさんを含む上位入
賞３人は、２月開催予定の全国大会に
向けて、
さらに練習を重ねていきます。

電気工事士合格の留学生が
LED照明交換に挑戦
第二種電気工事士を取得した国際ビ
ジネス学科電気工事コースの留学生３
人が、校内の照明をLEDに交換する
工事に挑戦しました。この工事は蛍光
灯の安定器を取り外して結線するだけ
の簡単な工事ですが、国家資格の第二
種電気工事士という資格が必要です。
工事では、一人が３カ所を担当、工
事を終えた学生たちは「楽しかった。
もっといろいろな工事ができるように
なりたい」と話してくれました。

内山

直人 先生

前職：株式会社デザイ
ンネットワーク
職種：システムエンジ
ニア
科目：情報系分野の科目を担当 コ
ンピュータ概論、基本情報処
理試験、Oracle、データベー
ス実習
趣味：ギターを弾くこと

ＴＢＭ面
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TBM LIVE OF ART 2020
〜人生を変える出会い〜

高崎ビューティモード専門学校伝統のヘアーショー「TBM LIVE OF ART 2020 〜人生を変
える出会い〜」が７月18日、高崎エテルナで開催されました。今年は新型コロナウイルス感
染拡大の影響で、開催自体が危ぶまれる状況でしたが、感染防止対策に細心の注意を払い、関
係者の協力のもと無事実施することができました。

TBMの伝統継承と、次世代の新しい感性を融合さ
せた素晴らしいステージのようすを紹介します。

Opening Stage

創意 と 工 夫 の 舞 台
感染 防止 も 万 全 に
ショーでは、入学して３カ月の１年生と技
術に磨きをかけた２年生が短期間の中でモデ
ルの衣装から髪型、また舞台演出や音楽のセ
レクトまで、学生が主体となりイメージに合
ったステージを作り上げました。モデル役の
学生たちは魅せるウォーキングを研究するな
ど、日ごろの学習成果を披露しました。
今回は特に、新型コロナウイルス対策の一
環として、マウスシールドやマスクをしての
ウォーキングとなりました。しかし、本番で

は、それさえも学生たちはファッションの一
部に取り込み、「さすが美容学生」との高い
評価を受けました。
舞台は、昨年に引き続き、高崎OPAとの
コラボレーションステージを含め７つのステ
ージで構成され、ステージごとにクリエイテ
ィブな発想でテーマを決め、ヘアー・メイク・
衣装・振付け・舞台構成・音響まで教員のア
ドバイスを受けながら学生たちが作り上げま
した。

発信

カルチャー

Dance Stage

日本人の心、
纏う楽しみ

言葉のいらない

コミュニケーション
Japanese Dress Stage
Hair & Make Stage

ＴＢＭ学生コンテスト
16

種目で技や美を競う

運命を変える 彩

プロフェッショナル への道

技術を競う学生たち

Cut Stage
Wedding Stage

ラブストーリー は永遠に

高橋学校長から表彰される成績優秀者

Collaboration Stage

コンテスト参加者

本校学生の学習成果を発表する場と
して位置づけられている「TBM学生
コンテスト」が、今年は９月11日に開
催されました。
競技種目は競技部門で【ワインディ
ング】
【オールウェーブセッティング】
【創作カット】
【日本髪】
【エステ】
【ネ
イル】
【メイク】の11種目。展示部門
は【デッサン】
【創作ウイッグ】
【まつ
エク】の３種目。フォト部門で【ヘア
部門】【メイク部門】の２種目。合計
16種目で行われました。学生たちはコ
ンテストに向け、各自のエントリー種
目で上位の成績がとれるように授業以
外でも練習に励みました。
成績優秀者には高橋紀幸学校長から
カップや盾などが贈られました。
学生たちから
「技術レベルも上がり、
普段の授業とは違った環境で楽しかっ
た」
「学年を超えての交流が良かった」
などの感想が聞けました。
次回コンテストに向けての目標につ
いて、２年生と同種目で競い入賞した
須永紋圭さんは「来年は、今年よりも
さらに自分の技術を上げてコンテスト
に挑みたい。そのため今よりも練習に
力を入れていきたいです」との強い決
意を寄せています。

ド！

タカビトレン

高崎OPA

人気ブランド コラボ
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本校に、本年度も夢と希望を持って
新しい仲間が加わりました。新入生２
人にインタビューしました。
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夢に向かって

国際ビューティ学科

国際美容師学科

ネイルアーティストコース

ヘアスタイリストコース

鈴木

星奈さん

黛

（伊勢崎興陽高校出身）

将来見据え、勉強を頑張りたい

楽しさの先に成功が
小市さんは、本校国際ビューティ
学科ネイルアーティストコースの卒
業生。
「在学中には、たくさんの行
事やカリキュラムで実践的かつ即戦
力となる技術を身に付けることがで
きました」と思い出を語ってくれま
した。

現在の職場では、入社１年目から
多くのメニューを任せてもらえるよ
うになり、店舗売上１位を取ること
ができたそうです。
「好きが仕事になる。楽しさの先
に成功がありました」と熱く語る小
市さん。今後のさらなる活躍をお祈
りしています。

淑穂 さん

小市ゆりかさん（17期生）

松坂

「NAILS GO GO」
＝東京都渋谷区渋谷

ィストコース︑共愛学園高校出身︶

今回、紹介する卒業生は、17期
生の小市ゆりかさんです。小市さん
は、芸能人も多数訪れる「NAILS
GO GO」でネイリストとして活躍
されています。

内定先：株式会社アルビオン
︵国際ビューティ学科メイクアーテ

16

内定先：株式会社アムール

聖也 さん

卒業生 の 現在

内定者に聞く

本校で専門知識や技術を身に付けた学生たちは、相次いで就職内定を決め
ています。学習法や内定先について聞きました。

大塚

ま

だったり、今まで習ってきたことと
は違う専門分野に関する勉強があり
正直大変ですが、現在学んでいるこ
とは一つ一つ将来に繋がると思っ
て、頑張っていきたいです。

希望 の 職業 に 一歩

コース︑東京農業大学第二高校出身︶

い

試験当日は、日々の学習と練習の成
果を発揮するべく、それぞれが緊張の
面持ちで会場へ向かい、全員が無事に
試験を終えることができました。国家
試験の後は、皆達成感に満ち溢れた表
情を見せていました。

私は、家族が美容室を経営してい
ることもあり、小さいころから美容
業界に親しみを感じていました。
自分が成長し、将来を見据え進路
を考えたときに、メイクをしたりヘ
アアレンジすることが好きだったの
で、本校に入ることを決めました。
入ってからは、コロナの影響もあ
ってオンライン授業で慣れない実技

︵国際美容師学科ヘアスタイリスト

実技試験対策に臨む学生たち

３年間の集大成︑
美容師国家試験

ではなく、メイク・エステ・ヨガな
どトータルビューティを学ぶことが
でき、
毎日が充実しています。また、
アイリストにも興味があり美容師通
信学科で美容師免許取得にも頑張っ
ています。一つ一つの分野をしっか
りと学び将来の選択肢を広げられる
よう夢に向かって努力していきたい
です。

通信課程学生が100％合格

美容師国家試験が、８月１日に群馬
理容専門学校で実技試験、９月６日に
埼玉大学で筆記試験が行われました。
結果は、受験した本校の通信課程学生
全員が合格しました。全国平均合格率
は61.7％でした。

真由さん

（東京農業大学第二高校出身）

可能性秘めたネイリストに
小さいころから美容が好きで、ネ
イリストになりたくて本校に入学し
ました。叔母がネイリスト兼アイリ
ストで、楽しそうに仕事をする姿を
近くで見て大好きな美容が仕事とな
ることは幸せなことだと感じまし
た。叔母は自分の憧れであり目標で
す。
国際ビューティ学科はネイルだけ

新入生
インタビュー

ここからがスタート

メイクを通して幸せを

▽早期内定の要因（業種：美容師）
１年生のうちから就職についてしっ
かりと考え、余裕を持ってさまざまな
サロンについて調べました。たくさん
のサロンを知ることで、自分自身に合
う、自分の理想を現実に変えることの
できるサロンと出会えました。
▽就職内定を受けた時の感想
最初に、うれしいという気持ちが大
きかったです。国家試験に合格し、美
容師になったらゴールではないので、
不安はなく、内定をいただいたサロン
でまた新たな気持ちでスタートを切っ
て頑張ろうと思いました。
▽今後の抱負
美容師という職業は、お客様がいて
成り立つ職業だと思っているので、そ
のお客様に一番に寄り添い、誰からも
愛され、信頼されるような美容師にな
りたいです。

▽早期内定の要因（業種：美容部員）
就職活動に向け日ごろから率先して
勉強に取り組み、先生の手伝いを行う
ことで、推薦をいただけました。その
ことが大きな要因だと思います。
また、
面接対策など常に先のことを考えて行
動しました。
▽就職内定を受けた時の感想
今まで頑張ってきたことが認められ
た気がして、とてもうれしく、両親と
もに喜んでもらえました。将来に向け
て気持ちが切り替わり、今までよりも
一層授業に専念するようになりまし
た。
▽今後の抱負
お客様に信頼していただけるよう
に、お客様に寄り添った丁寧な接客を
心がけ、自分のできることを精一杯努
力し、一人でも多くの方をメイクを通
して幸せにできるような美容部員を目
指しています。

ＣＨＳ面
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クラーク記念国際高等学校連携校
前橋校

http://chs-clark.jp

感染症対策に配慮して行われた入学式

令和２年度入学式

中央高等専修学校前橋校（クラーク記念国際高校連携校、清水洋学
校長）の第22回入学式が４月11日、本校で行われました。式では、
新型コロナウイルス感染防止対策をとる中、厳粛な雰囲気で新入生
26人が前橋キャンパスの新たな仲間に加わりました。新入生代表の
戸塚羽菜さんが「楽しいことをみんなで味わい、苦しいことはみんな
で乗り越えていきたい」と、誓いの言葉を述べました。

新型コロナウイルス感染防止
全校あげて対策に全力
本年度の入学式は、
例年とは異なり、
感染症対策として、参加者の検温・マ
スク着用・手指の消毒を行い、会場の
換気と人と人との間隔を十分に取りま
した。また、在校生の参加は見送り、

来賓の方々には参加をご辞退いただき
ました。
新入生にとっては新たな門出となり
ましたが、残念ながら学校はこの後、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の

生徒募集で体験授業や説明会

ため、学年ごとの分散登校となり、さ
らに４月下旬からは緊急事態宣言の発
出により全国的に休校となってしまい
ました。
前橋キャンパスでは、６月１日から
通常登校が再開し、日々の検温やマス
ク着用、手指・教室の消毒など、感染
症対策を行いながら学校生活を送って
います。例年ですと全校交流会、球技
大会など大きな行事が行われるところ

イ ン タ ー ア ク ト ク ラ ブ 活 動

在校生もお手伝い
令和３年度入学を検討している中学
生に対しての、体験授業・入試説明会
が８月１日から始まりました。毎年、
本校の在校生も、中学生とその保護者
の方のエスコート役としてお手伝いし
てくれています。
８月１日の体験授業は「表計算ソフ
トを使ってみよう！」と題して商業科
目の情報処理の授業を行いました。初
めて表計算ソフトに触れる中学生に対
して、在校生が一つ一つ丁寧に操作方
法を教え、表計算の関数機能の学習や
カレンダー作成を行いました。中学生
のみなさんが楽しく操作していたのが
印象的でした。
８ 月22日 は「 在 校 生 の 成 長 発 表
会！」。小学校・中学校時代にどのよ
うな苦労や挫折を経験して、今現在は
高校でどのようにがんばっているのか
を一人ひとりが発表しました。参加し
た中学生も保護者の方も自分自身の経
験と置き換えながら真剣に聞いていた
だきました。
コロナ禍のなか多くの学校行事が
中止・延期となっていますが、本校
３年生たちは「日本の節句を学ぶ」
をテーマに、教室に七夕飾りを自分
たちで手作りしました。
模造紙に笹を描き、そこに短冊や
折り紙による飾りつけを行いました。
七夕の意味や短冊の色による願いご

在校生も体験授業のお手伝い

９月12日の体験授業は美術科で「ゾ
ートロープをつくろう！」を実施しま
した。この授業は、CGアニメーショ
ンコース希望の中学生も多く参加して
くれました。授業後には黒板に在校生
と中学生がイラストを描くなど楽しい
ひと時を過ごすことができました。
今後も体験授業・入試説明会は続き
ます。ペースは人それぞれですが、小
中学校時代は不登校や引きこもりを経
験した生徒でも、心機一転気持ちを入
れ替えて覚悟と決意があれば、多くの
人の前で発表するなど見違えるように
活躍できます。代々在校生のお手伝い
は続いています。これからも多くの生
徒の活躍が期待されます。
との違い、七夕で食べる食事や全国
の七夕祭りなどについても学習しま

日本の節句学ぼう
３年生が七夕飾り
した。短冊には親への感謝や進路決
定への願いなどが書かれました。

ですが、
本年度は中止となっています。
前期試験は、例年より２週遅い７月
27 ～ 30日に行われました。夏休み・
冬休みの短縮などで授業時間を確保し
つつ、十分な感染症対策をしながら学
校生活を送っていきます。感染症が早
く終息することを願いつつ、可能な範
囲で学校行事にも取り組んでいきたい
と考えています。

７月豪雨災害
被災者へ募金
インターアクトクラブ（IAC）活動
の一環として、前橋キャンパスで、８
月３日から７日にかけ、
「令和２年７
月豪雨災害に対する募金活動」を行い
ました＝写真。被災者の人たちのこと
を思いながらの活動で、募金総額は
3,372円でした。
本校IAC会長の荒井梨鈴さん（２年）
は「わずかな金額かもしれませんが、
私たちの気持ちとともに被災地の一刻
も早い復興へつながってくれると嬉し
いです」と活動の感想を述べていまし
た。
新型コロナウイルス感染症の影響
で、IAC活動も多くが制限されていま
生徒たちは「早く新型コロナウイ
ルス感染症が落ち着いて、今まで通
りの普通の学校生活・行事が行える
ようになるといいとの願いを込めま
した」と話していました。
短冊は今年の旧暦７月７日にあた
る８月25日まで教室に飾られた後、
神社でお焚き上げしてもらいました。

す。今後も社会情勢をみながら、地域
清掃やエコキャップ運動などのボラン
ティア活動に取り組んでいく予定で
す。
インターアクトクラブとは、国際ロ
ータリークラブの提唱による青少年の
ためのボランティア団体です。当校の
インターアクトクラブは前橋南ロータ
リークラブの提唱により平成16年に設
立されました。群馬県内では17の高校
にインターアクトクラブが設置されて
います。

寺子屋リーフレット
プロジェクトへ参加
本校インターアクトクラブは本年
度、寺子屋リーフレット制作プロジェ
クトへ参加することとなりました。
このプロジェクトは公益財団法人日
本ユネスコ協会連盟が主催し、世界が
直面する課題を学び、
取り組む経験
（リ
ーフレットを作成し書き損じハガキの
回収を行う）を通して、人権や国際理
解への意識を高め、将来の生き方をど
う描くかを考えるというものです。
具体的には、今後インターアクトク
ラブの委員を中心にカンボジアの現状
を学習し、書き損じハガキの回収活動
を行っていきます。最終的には、回収
や募金によって、新たにカンボジアに
寺子屋（学校）を建設するというスケ
ージュールになります。本校としては
初の参加ですので、他の学校の取り組
みを参考にしながら、かたちにしてい
きます。
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クラーク記念国際高等学校連携校
桐生校

http://chs-clark.jp

緊張の中行われた入学式

緊張の中、入学式
「わくわく、どきどき忘れずに」
学校長が歓迎メッセージ
中央高等専修学校桐生校（クラーク
記念国際高校連携校）の入学式が４月
11日に行われ、４人の仲間が新たに加
わりました。
新型コロナウイルス感染防止の観点
から縮小傾向で挙行された式典では、
須川清学校長から「“わくわく、どき
どき” しながら今日を迎えたと思いま
す。その “わくわく、どきどき” を大

切に新しいスタートを切ってくださ
い」という入学を祝うメッセージが新
入生に送られました。
新入生を迎える在校生を代表して、
３年生の毛束凌也さんが「新しい環境
に期待や不安もあると思いますが、勇
気を出して一歩踏み出してください。
私たち在校生はみなさんの入学を心か
ら歓迎します。一緒に楽しい学校生活

１年生インタビュー
夢や学習に向かって全力

W E B 学 習 ス タ ート
しいから。
▽今までの学校生活の中で一番頑張っ
たこと、または頑張っていることはな
んですか。
小澤 僕は勉強です。どの教科も一生
懸命頑張っていますが、数学が一番難
しいので、数学を一番頑張ってます。
林 僕も数学の授業です。中学生の時
は本当に苦手で。ただ高校では先生が
わかりやすく教えてくれるので頑張っ
ています。
秋本 勉強だったら僕は英語です。外
国の人に道を聞かれたら答えてあげら
れるくらい英語が話せるようになりた
いです。学校外だとピアノを習ってい
るのでもっと上手になりたいという目
標もあります。
▽今後の高校生活で頑張りたいこと
は。
林 ビジネス基礎の授業です。これか
ら社会で役立つ内容なので、頑張って
勉強したい。
小澤 僕はパソコンです。早く打てる
ようになりたいです。検定も取れれば
いいかな。
秋本 勉強です。いろんな勉強を頑張
っています。あとはさっき言ったピア
ノをミスがなく演奏できるよう頑張り
たいです。
▽学校は楽しいですか。
小澤、秋本、林 （いずれも）はい、
楽しいです。
※１ 年生は、これからの高校生活で、
さまざまなことを経験していきま
す。立派に成長してもらいたいと思
います。

本校では本年度から、連携校である
クラーク記念国際高校の学習システム
「クラークWEBキャンパス」の活用を
はじめました。スマートホンやパソコ
ン、タブレットをはじめとしたインタ
ーネットを使える機器があれば、場所
や時間を選ばす、いつでもどこでも学
習することができます。
学習の内容についても幅広く対応し
ています。授業の内容はもちろんのこ
と、算数や漢字をはじめとした基礎的
な学習、大学受験に対応した応用問題、
漢字検定などの検定学習、また美術や
体育なども学習することが可能です。
動画視聴による勉強もあり、講師の方
が各単元を分かりやすく説明している
動画を見ることで学習できます。
自宅で勉強する生徒もいれば、放課
後に残って学校のパソコンで基礎学習
や動画視聴をする生徒もいます。１年
サツマイモ苗を植える生徒たち

▽何をしている時間が楽しいですか。
林 僕は掃除の時間です。身の回りが
きれいになると気持ちいいじゃないで
すか。
小澤 僕は休み時間にみんなとトラン
プするのが楽しいです。
秋本 僕もです。
▽１年生は昼休みなどに、先生や２年
生たちとよくトランプしていますね。
秋本 みんなと一緒に楽しい時間を過
ごせるので、僕もトランプしている時
間が好きです。
▽好きな授業はなんですか。
小澤 体育です。
いい運動になります。
秋本 僕も体育が好きです。１週間に
１度だけですが、体を動かすことが好
きなので。
林 僕も体育ですね。体を動かせるの
で。
小澤 先輩たちも優しいですしね。
秋本 道具の準備の仕方や片付けの仕
方とか教えてくれます。
▽今年はコロナの影響で例年とは異な
る学校生活となっていますが、一番の
思い出はなんですか。
林 農業体験で行ったサツマイモの苗
植えです。農業体験は今までやったこ
とのないことだったので、一番印象に
残っています。
小澤 僕は入学式です。だれよりも大
きな声で校歌を歌ったからです。初め
て聞いた校歌だったけど、頑張って歌
いました。
秋本 僕はやっぱりトランプかな。楽

みんなと喜び、達成感を味わいたいで
す」（佐瀬涼太さん）、「先輩方が築か
れた歴史に新たな１ページを加えたい
です」
（林颯良さん）
。
新入生には、これから在校生や教職
員とともに有意義な学校生活を送って
ほしいと思います。

農業実習で農家の苦労など学ぶ
サツマイモ苗植えから収穫まで
本校が長年取り組んでいる農業実習
が今年も行われ、サツマイモの苗植え
から収穫までを体験しました。
６月８日に、太田市にある小久保農
園の協力で、農業実習としてサツマイ
モ苗植えを体験しました。
実習は、新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から３密を避け、１・３
年生と２年生に分かれて行いました。

ＷＥＢキャンパスを利用
する生徒

新年度が始まって半年以上が経
過。４月に桐生校へ仲間入りした１
年生の中から小澤俊介さん（写真
左）、秋本翼さん（同中央）
、林颯良
さん（同右）に前期までの学校生活
などについて聞いてみました。

を送っていきましょう」と歓迎のあい
さつ。これを受けて、新入生それぞれ
が次のように力強く誓いの言葉を述べ
ました。「高校生活に向け、身の引き
締まる思いです」
（秋本翼さん）、「今
日のこの気持ちを忘れることなく充実
した高校生活を送りたいです」
（小澤
俊介さん）、
「さまざまなことに挑戦し、

生は放課後定期的にみんなで残って
WEB学習を活用しています。
同学習の感想などを聞きました。
▽WEB学習の感想。
「使いやすいです。紙を使うだけの
勉強よりもわかりやすいと思います」
▽どういう時にWEB学習を活用して
いますか。
「レポートの入力をパソコンでしな
いといけないので、レポートがたまっ
てくると放課後を利用してやっていま
す。あとはテスト期間中の勉強のとき
にWEB学習を利用して行いました」
あらかじめ何列もの柵が掘られ、盛
られた土山に等間隔に穴をあけ、その
穴にサツマイモの苗を植えるという作
業でした。穴が深すぎても浅すぎても
ダメというシビアな作業でしたが、生
徒たちは一つ一つ丁寧に植えていまし
た。
１時間弱の作業でしたが、この日は
よく晴れた暑い日で、生徒は汗だくに
なりながらも、最後まで頑張っていま
した。
作業後には、「１時間くらいで大変
なのに、毎日長時間作業をする農家さ
んの存在に、そして普段口にできる作
物へのありがたさを実感した」という
声が聞かれました。
生徒たちが植えた苗は２週間ほどで
根を張り、ツルを這わせ、10月末には
収穫できました。
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動物看護師統一認定機構コアカリキュラム導入校・群馬サファリパーク職業連携校

〒371-0844 群馬県前橋市古市町１丁目43-27

TEL. 027-253-7211

FAX. 027-289-4005

フリーダイヤル. 0120-15-1281

動物病院就職の夢かなう

内定者インタビュー

中央動物看護専門学校では「年内就
職内定100％」を目標に掲げ、学生の
就職活動に力を入れています。その成
果として６年連続内定率100％を達成
しています。本年度は９月末の時点で
内定率85％となっており、その学生
全員が本人希望の動物病院やペットサ
ロンに決まっています。内定先も群馬
県内にとどまらず県外に羽ばたく学生
も多数います。早期内定を決めた学生
にインタビューしました。
内定先：あさか台動物病院（埼玉県）

伊藤

百香さん

（伊勢崎商業高校出身）

視野広く積極的に

毎年行われている学校飼育動物の管
理方法セミナーが７月10日、本校で行
われました。
このセミナーにはいくつか目的があ
り、１つは学生の教える力を養うこと
です。入学して間もない１年生に２年
生が教えるため、分かりやすく伝える
にはどうしたらよいか、試行錯誤しな
がらもまとめ、発表することができま
した。
２つ目の目的は、飼育管理方法の統
一化があります。各班によって教え方
ややり方など多少の違いはあります
が、大きく異なってしまうと引き継ぎ
がうまくいかない、接している動物た
ちが困惑してしまう、といった問題に
発展してしまいます。これらを防ぐた
めにも全員が同じ管理方法で行ってい
く必要があります。

内定先：みやま犬猫病院（前橋市）

相川奈々美さん

（桐生西高校出身）

コミュニケーション大切に
Ｑ 内定が決まった時の感想は。
Ａ 私が内定をいただいた動物病院さ
んは採用予定人数よりも希望者の数が
多く心配でした。電話で連絡をいただ
き内定が決まった時は本当に自分で良

夢に向かって
新型コロナウイルス感染拡大防止
により新学期の授業開始が遅れるな
どした本年度ですが、動物業界で働
くことを夢見て新入生が本校に仲間
入りしました。熱き思いを聞きまし
た。

福田

大起さん

（吾妻中央高校出身）

動物愛護も視野に

脈拍の測定法を
セミナー終盤の質
指導する２年生
疑応答では、１年生
が積極的に質問する場面も見受けられ
たほか、先輩の話を必死にメモする姿
が印象的でした。
学生たちは、このようなセミナーを
通じて、学校飼育動物のより良い管理
を目指し、成長していきます。

▽将来の夢は何ですか。
福田 私の夢は動物と飼い主さんに
安心感を与えることができる動物看
護師になることです。また、動物愛
護にも興味があり将来は日本の動物
殺処分を減らすための啓発活動に携
わりたいと思っています。
▽動物看護師を目指したきっかけ
は。
福田 私が動物看護師を目指したき
っかけは自分の飼っている猫が病気

新ファミリー犬

『ゆず』をよろしく
ファミリー犬『はな』の卒業に伴
って、新ファミリー犬を迎えること
になり、検討の結果、同じくキャバ
リア・キング・チャールズ・スパニ
エルの女の子（雌）を迎え入れるこ

とに決まりました。
名前は柚子の花言葉のように健康
に美しく育ってほしいという願いを

新 入 生 の 声
猫の採血補助をする福田さん︵中央︶

１年生に飼育セミナー

先輩が管理法
など指導

Ｑ 内定が決まった時の感想は。
Ａ １年生のころから志望していた動
物病院さんに内定をいただきました。
新型コロナウイルスの影響で３月のイ
ンターンシップ実習に行けず、出遅れ
てしまったかなと不安でした。
しかし、
２年生の夏になって実習を受け入れて
くださり、動物病院さんの方から電話
で内定連絡をいただいた時は、冷静に
会話しながらも内心はとてもうれしく
泣きそうになりました。
Ｑ どんな動物看護師になりたいです

か。
Ａ 私はインターンシップ実習を行っ
ている際に、思っていた以上に飼い主
さんからの質問が多いことに気が付き
ました。先輩の動物看護師さんは難し
い医療用語を飼い主さんが分かるよう
に丁寧に答えており、私もそのように
受け答えがしっかりできる動物看護師
になりたいと思いました。また、あさ
か台動物病院さんは手術やリハビリな
どに担当の動物看護師を配置するの
で、就職してからも多くのことを学ぶ
ことができ、自分のスキルを高めてい
くことができます。視野を広く持って
たくさんのことを吸収し、バリバリ動
くことができる動物看護師を目指しま
す。

いのかと不安になりました。しかし、
選んでいただけたということが自分の
自信にも繋がったので、病院に貢献で
きるよう一生懸命頑張ります。
Ｑ どんな動物看護師になりたいです
か。
Ａ 私の愛犬は病気を患っています。
家族のような存在の愛犬が病気だと知
ったときはとてもショックで一日でも
長生きしてほしいという気持ちになり
ました。動物病院には私と同じように
不安を抱えた動物と飼い主さんが来院
しますので、
寄り添う気持ちを忘れず、
あの動物看護師さんがいて良かったと
思ってもらえるような存在になりたい
です。また、みやま犬猫病院さんは一
日の動物の来院数が多いのですが、一
頭一頭を大切に看る気持ちを忘れずに
学校で学んだことを生かしたいと思い
ます。飼い主さんとも、しっかりとコ
ミュニケーションを取り、動物にも飼
い主さんにも信頼していただけるよう
な動物看護師を目指します。

になってしまった際に、連れて行っ
た動物病院で働いていた動物看護師
さんです。その動物看護師さんは猫
のことが心配で不安を抱えていた私
を気遣い優しく話しかけてください
ました。私もその動物看護師さんの
ように不安を抱えている飼い主さん
の力になりたいと思いました。
▽今頑張っていることは。
福田 私は動物看護師になるために
必要な知識を学び、資格取得をする
ため日々の授業に励んでいます。ま
た、知識だけでなく看護技術やトリ
ミング技術も必要だと思うので習得
できるよう積極的に挑戦していま
す。

込めて学生が『ゆず』とつけてくれ
ました。
『ゆず』は2019年12月12日
生まれの、ブレンハイム（赤褐色と
白）の被毛で、目の大きいかわいい
子です＝写真。
新型コロナウイルスの影響で学生
に会えるのが遅くなってしまいまし
たが、持ち前の愛嬌でアイドルにな
っています。
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前橋英語村

群馬で海外体験を

クッキングやサイエンスなど
サマーデイキャンプに52人
中 央 グ ロ ー バ ル ビ レ ッ ジ（CGV、
前橋英語村）恒例のサマーキャンプが
８月上旬、６日間にわたり行われまし
た。今年は新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、期間を短縮して実施さ
れました。
短い募集期間にもかかわらず園児か
ら小学生まで合計52人の参加者があり
ました。

昨年同様、小学生と園児を対象とし
たキャンプでは、クラフト、トレジャ
ーハント、クッキング、サイエンスな
どのプログラムが提供され、それぞれ
大好評でした。
キャンプの目的は英語力の向上とい
うよりはCLIL（言語文化統合学習）
にあります。外国人講師との交流を通
して、英語を使うことによって広がる

おやつクッキング体験

ランチタイムも楽しく

世界の存在を知り、ふだん使用してい
る日本語と英語がどのように違うのか
を感知することができれば私たちのゴ
ールは達成できたかと思います。
一日でも早く新型コロナウイルスを

めぐる事態が収束し、今後はより長い
期間にわたりデイキャンプが展開でき
る日がやってくることを祈っていま
す。

東都大学のオンライン研修に
向けた映像撮影

東都大学オンライン研修

CGVで素材の映像撮り
東都大学の「異文化コミュニケーシ
ョン研修」が、今年はコロナウイルス
の影響を配慮して、オンラインで受講
生に向けて配信されました。そのため
の映像撮りが９月10日から13日まで
CGVで行われました。
プログラムの内容は「文化」と「言
語」に大別されます。前者については
昨年同様、インストラクターの出身国
について知るスライドショー、料理教
室、
「日本との出会い」というタイト
ルのプレゼンテーションが行われまし
た。３人のインストラクターの出身国
はイギリス、ルーマニア、イタリアで、
いずれもヨーロッパの国々ですが、日

sage
Mayor's Mes
Makoto Shimotao

本に伝えられるメイン・カルチャー以
外のサブ・カルチャーの存在について
知ることができました。面白いのはそ
れらのサブ・カルチャーのいくつかが、
インストラクターにとり「異文化」的
な側面をもっている点です。これは「自
文化」のなかにも「異文化」が混在し
ている事実を物語っています。異文化
というとすぐに「外国」を思い浮かべ
る人が多いかと思いますが、プレゼン
テーションは、日本の中にも似たよう
な「異文化」があることを示唆する興
味深い内容でした。
後者の「言語」に関しては、CGV
のさまざまなシチュエーションを使っ

たアクティビティが行われました。対
象となる学生が大学では「看護」を学
んでいるということもあり、「クリニ
ック」の部屋にある診察室が二度にわ
たって使用され、血圧や脈を計るシー
ンなどを中心とする会話がインストラ
クターと東都大学の神山教授の間で展
開されました。後ほどこの映像を見る
学生には、リピーティングとロール・
プレイを通してアクティビティを追体
験する機会が提供されることになりま
す。

CHUO GLOBAL VILLAGE

今後の展開

CGVは、新型コロナウイルス禍
の数カ月、感染予防の目的で業務
を停止いたしました。
CGVの活動
が密なるコンタクトを前提にした
ものが大半である点を考えると妥
当な判断であったかと思われます。
休業期間を終えた８月から業務
を再開し、期間を限定した中でサ
マーキャンプを行いました。感染
対策を十分講じた上で諸々の団体
プログラムを実施いたしますの
で、今後も引き続きご利用いただ
きたくお願い申し上げます。
団体利用申し込みは、CGVホ
ームページから。

Coronavirus terminology:
What to watch for

今、私たちはコロナウイルスと共存する時代に
いるといってもさしつかえないでしょう。そこで
今回はメディアなどでよく使われる、コロナウイ
ルスに関連する用語について確認してみましょ
う。１〜 10は英語の解説文です。それぞれが説
明する用語は何でしょう。下のリストから選んで
みてください。

５（

６（
７（

１（

）Name given to the illness caused by the
new coronavirus first identified in
China in late 2019.
２（ ）A sudden rise in cases of a disease in a
particular place.
３（ ）Generally refers to an epidemic that
has spread on a global scale, affecting
large numbers of people.
４（ ）Refers to infection acquired outside a

８（
９（

10（

medical facility, as opposed to hospital
infection.
）The restriction of movement of healthy
people who may have been exposed to
infection to see if they become ill.
）Separate sick people from healthy
people to prevent the spread of disease.
）T i m e b e t w e e n i n f e c t i o n a n d t h e
appearance of signs or symptoms of an
illness.
）A temporary medical facility usually
constructed in a short period of time.
）An emergency measure to prevent
people or information from leaving an
area.
）The act of hoarding goods and products
for fear of a shortage.

LIST Ａ：COMMUNITY-ACQUIRED INFECTION
/ Ｂ：I S O L A T I O N / Ｃ：C O V I D -19/ Ｄ：
PANDEMIC/ Ｅ：LOCKDOWN/ Ｆ：
OUTBREAK/Ｇ：INCUBATION PERIOD/ Ｈ：
QUARANTINE/ Ｉ：PANIC BUYING/ Ｊ：
MAKESHIFT HOSPITAL
（正解：1-C, 2-F, 3-D, 4-A, 5-H, 6-B, 7-G, 8-J, 9-E, 10-I）

外語・TAC
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私たちが指導します
中央外語学院に、２人の外国人講師が出向先の企業から復帰しました。こ
れまでの経験を今後の指導に生かしてもらいたいと思います。

コミュニケーションを大切に
Susana Royo Diaz
（スペイン出身）
Ｑ：自己紹介をお願いします。
私は大学を卒業してからファッショ
ン業界に就職し、アシスタントとして
業界のことを学びました。その後、店
長も経験させていただき、スタッフト
レーニングなどの管理業務を行うなど
スキルを高めていきました。知人の紹
介で日本人男性と結婚し、妊娠を機に
日本へ来ることになりました。子育て
も落ち着いたころに英語講師としてプ
ライベートレッスンを始めました。本
学院ではアルバイト講師を経て、日本
企業へ配属になりました。ビジネス英
語を中心に企業の皆さんの英語力向上
に全力を尽くしました。
休日は家族で城巡りやハイキング、
旅行に行くことが楽しみの一つです。
日本料理にも慣れ、天ぷらや鍋、みそ

汁を作れるようになりました。現在暮
らしている群馬県はとても住みやす
く、赤城や草津、伊香保、榛名などの
観光地は気に入っています。

ジェスチャーも大切
Ｑ：今後の抱負を教えてください。
一人でも多くの人に英語の楽しさを
伝えることです。子ども向けにはゲー
ムや歌を取り入れながら楽しんでもら
い、大人向けにはビジネス英語に気軽
に入り込める雰囲気をつくることで
す。英語はジェスチャーを取り入れな
がら、毎日、話すことです。相手に気
持ちは必ず伝わります。これから本学
院でたくさんコミュニケーションをと
り、英語が日常のものになればうれし
いです。

群馬校
〒371-0805

お申し込みお問い合わせは資格の学校TAC
群馬県前橋市南町3‑14‑1 TEL 027-226-1823 FAX 027-243-5300

「2021年合格」を目標に
税理士・社労士など講座開始
税理士・社会保険労務士などの合
格を目指し2021年度試験対策講座が
スタートしました。税理士講座では、
全10科目の通学講座（ビデオブース
講座）を開講。社会保険労務士講座
では、教室講座が９月27日から開講と
なり、新規会員として初めて資格取
得を目指す方、再受験される方など
多くの受講生が学習に励んでいます。
本年度はコロナ禍の中で多くの本
試験が延期になり、試験会場も変更
になるなど受験者にとって大変な状
況でした。その中でも、TACでは
今後もさまざまな講座を順次開講
し、群馬校スタッフ一同、来年の試
験合格に向け全力で受講生の皆さん
をサポートしていきます。
もちろん、
感染防止対策もしっかりと対応し、
安心・安全な環境で皆さんをお待ち
しています。

全てに対して全力で
William John Fussell
（イギリス出身）
Ｑ：自己紹介をお願いします。
イギリスの大学を卒業後、さまざま
なジャンルの企業でセールスマネージ
ャーをはじめ、プロジェクト管理、人
材教育などを行ってきました。いつの
日か海外に行きたいという夢を抱くよ
うになり、その中で、日本の文化に興
味を抱くようになりました。
来日したのは30歳の時で、国内で最
も大きなALT（外国語指導助手）の
派遣会社に所属し、小中学校を中心に
授業のプランの作成や授業も行ってい
ました。その後、本学院との出会いを
経て、民間企業に出向というかたちで
在籍することになりました。出向先で
は、海外に転勤する社員向けに英語の
カリキュラムを作成したほか、通訳や
書類、プレゼンテーション資料の翻訳
など、企業の一員として楽しい日々を
過ごしてきました。この時の仲間は今
でも良い友達です。
趣味はラグビー・サッカー観戦のほ

公務員試験合格の報告も
2020年度の公務員試験もコロナ禍の
中で試験日延長や試験内容の変更など
で実施されました。その中でも本校受
講生はしっかりと合格に向けて日々努
力をしていました。
既に一部を除き結果も発表されてお
り、本校受講生からも続々と合格の報
告が届いています。
本年度は、群馬県庁・千葉県庁・北
海道庁・前橋市・高崎市などの事務職
での合格のほか、千葉県庁（土木）
・
栃木県庁（化学）などの技術職でも合
格者を輩出することができました。今
後も合格の報告があり次第ホームペー
ジなどで紹介していきます。

か、日本人の妻と各地を訪ねる旅です
ね。鍋やみそラーメン、寿司、懐石料
理などの日本料理も大好きです。
８月１日から本学院に戻り、業務マ
ネージャーとして各種プログラムの開
発や今後の戦略を練っており、プライ
ベートレッスンも行っています。レッス
ンは面白い話題を盛り込みながら、受
講者に合った内容を大切にしています。

新しい道をつくること
Ｑ：英語の楽しさと、今後の目標を教
えてください。
まずは、毎日、簡単な単語でも良い
ので英語を話すことで、英語を日々の
習慣にすることが大切です。私が好き
な言葉にあるように、全てに対して努
力し小さなこともコツコツと取り組む
ことです。今後の夢は「新しい道をつ
くる」
、
「企業に貢献する」
、
「幸せにな
る」ことですね。
資格・検定紹介

―「不動産・建築・設備」編―
新規開講

●第二種電気工事士
試験日：年２回
上期（筆記５月／技能７月）
下期（筆記10月／技能12月）
電気工事の作業に従事するため
に電気工作物の工事に関する専門
的な知識と技能を有する者に与え
られる国家資格です。
600V以下で受電している一般
住宅や小規模事業所等の電気工事
を行う際に必須の資格です。
〈取得のメリット〉
「手に職をつけることができます」
「就職・転職に使えます」

お得な講座キャンペーン情報
社労士教室講座の講義風景

社労士など本年度試験に挑戦
本試験が延期となった資格試験もあ
りますが、７月や８月に多くの資格試
験が全国で実施されました。
税理士・社会保険労務士・中小企業
診断士（１次試験）などの資格試験が
行われ、本校からも多くの受講生が本
試験に挑戦しました。

☆社会保険労務士 早割キャンペーン
対象：【初学者向け】総合本科生

TAC群馬校取り扱い講座
【会計・経営・労務関係】
税理士・簿記検定・社会保険労務士
建設業経理士・中小企業診断士
FP・証券アナリスト
【法律・公務員関係】
行政書士・ビジネス実務法務検定
公務員（地方上級・国家一般職）

「資格を活かした副業も可能です」
期間：12月27日（日）まで
・通常受講料から最大51,000円割引
理系公務員（技術職）
警察官・消防官
【不動産関係】
不動産鑑定士・宅地建物取引士
マンション管理士・管理業務主任者
【情報処理・パソコン関係】
ITパスポート・基本情報技術者

