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ぐんまプログラミングアワード2018

アプリ部門

最高賞の総務大臣賞
速 水 さん 、半 沢 さん

優勝

（中央工科デザイン専門学校）

シリコンバレー研修へ
プログラミングの力を持つ人材を発
掘育成する第２回「ぐんまプログラミ
ングアワード2018」
（主催：上毛新聞社、
共催：前橋市、前橋市教育委員会、特
別協賛：㈱クライム）の最終審査が３
月24日、群馬県庁および群馬会館で開
かれ、アプリ部門で中央工デザイン専
門学校デジタルデザイン学科１年生の

速水千尋さん（前橋清陵高校出身）、
半沢七海さん（前橋商業高校出身）チ
ームが見事に部門優勝。加えて、テク
ニカル部門も加えた２部門総合で、ア
ワード最高賞のMVP・総務大臣賞に
も選ばれ、シリコンバレー研修の権利
を獲得しました。
２人は「きもちをとばせ」のタイト
ルで、日常の自分たちの思いを紙飛行
機に託し送信するアプリを提案しまし

た。「仲間や先生の助けを借り、プレ
ゼンの精度を高め本番に臨み、最高の
パ フ ォ ー マ ン ス が 発 揮 で き ま し た。
MVPは信じられない」と話しています。
中央カレッジグループからは２人以
外にも最終審査にテクニカル部門で中
央情報経理専門学校高崎校から３チー
ム、アプリ部門に同校から１チームが
進出。４月開校の中央情報大学校の情
報教育に弾みがつきました。

北村幸雄上毛新聞社長と今川拓郎総務省情報通信
政策課長からアワード最高賞のMVP・総務大臣
賞を受ける速水・半沢ペア＝写真㊤＝とアプリ部
門で優勝し山本龍前橋市長から祝福される２人＝
写真㊦

平成29年度
「卒業式」

学園生活を振り返り、今後への決意を答辞
に込めて語る卒業生代表（①前橋会場②高
崎会場③太田会場）

開 校 しました
中央農業大学校

８校 728 人が 巣立ち
「学んだ専門知識や技術を身につけ
社会に」
。中央カレッジグループの平
成 29 年度「卒業式」が前橋、高崎、
太田の３地区で開かれ、８専門学校合
わせて 728 人が巣立ちました。
高崎ビューティモードと中央情報経
理高崎校の２専門学校合同卒業式は３
月７日、高崎・群馬音楽センターで開
催されました。卒業したのは、高崎ビ
ューティモード72人、中央情報経理高
崎校179人の２校合わせて251人。
高崎商工会議所会頭（代理：串田紀
之副会頭）ら多くの来賓、保護者の見
守る中で行われた式典では、技能・技
術・学業優秀者の表彰などが行われ、
次いで卒業証書などが授与されまし
た。
３月８日には太田市内で中央医療歯
科専門学校の卒業式が行われ、歯科衛
生士の技術や知識を習得した53人が卒

③
●

業証書を受けました。
太田新田歯科医師会の引田正俊会長
ら多くの来賓、保護者の出席する中で
行われた式典では、答辞に立った卒業
生代表が、家庭を持ちながら学習や実
習を続けられたことに対し、家族や級
友、教職員の支えへの感謝を涙ながら
に語る光景も見られました。
前橋地区５専門学校（中央情報経理、
中央工科デザイン、群馬法科ビジネス、
中央農業グリーン、中央動物看護）の
合同卒業式は３月９日、前橋市民文化
会館大ホールで開かれました。

①
●

卒業生に激励の言葉を述べる
中島利郎学園代表

卒業したのは中央情報経理190人、
中央工科デザイン67人、群馬法科ビジ
ネ ス102人、 中 央 農 業 グ リ ー ン45人、
中央動物看護20人の５校合計424人。
群馬県商工会議所連合会長（前橋商
工会議所会頭）の曽我孝之氏、関東信
越税理士会群馬支部連合会の小林馨会
長ら多くの来賓、保護者らの見守る中
で行われた卒業式では、各種表彰や卒
業証書授与が行われ、最後に特色ある
５専門学校の卒業生代表が登壇、自ら
の学園生活を振り返りながらこれから
社会に出る決意を誓いました。
３会場とも厳粛な雰囲気で卒業式が
行われ、学園の中島利郎代表は「身に
つけた知識や技術を社会に貢献してほ
しい」と、卒業生の活躍と期待を込め
て語りかけました。

時代の要請に素早く対応

②
●

中央情報大学校

多彩な専門学校群を有す
る中央カレッジグループは
平成30年度、新たに中央農
業大学校（前橋市）と中央
情報大学校（高崎市）を開
校しました。農業６次産業
化や IoT 時代などに対応し
た学科コースを設け社会の
動きや時代の要請に素早く
対応することを目的にして
います。
中央農業大学校は、より
一層の企業連携を基本に、
ファームドゥグループと教
育連携で誕生したファーム
農業経営学科（２年制、４
年制）を軸に学習と実習を
組み合わせたカリキュラム
で構成。
中央情報大学校は前身の
中央情報経理専門学校高崎
校、中央工科デザイン専門
学校、中央情報経理専門学校の情報系
学科それぞれの特色を生かし高度情報
化時代に対応した教育を目指します。
学科内容は各校のページに掲載。
（10ｐ、12ｐ参照）

税理士試験の簿記論全員合格

２P

前橋商議所管内合格者

３人すべてが本校

快
挙

高度会計学科

２科目に 14 人合格
【第147回日商簿記検定１級合格者】
中沢 詩織（高度会計１年、桐生商業
高校出身）
山上由紀子（同２年、桐生高校出身）
赤田 浩樹（同２年、高崎商科大学附
属高校出身）
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第 67 回税理士試験

２科目に 14 人合格
簿記論合格率 100％（

第67回税理士試験（平成29年８月８
日〜10日実施）の結果が発表され、本
校から２科目に、合わせて14人が合格
しました。特に簿記論については受検
し た ７ 人 全 員 が 合 格（ 本 校 合 格 率
100％、全国合格率14.2％）する快挙
を達成しました。財務諸表論について
も７人が合格（本校合格率77.8％、全
国合格率29.6％）するなど高い合格率
を達成しました。
今回合格した２・３年生は会計科目
（簿記論・財務諸表論）に全員が合格
しており来年度の試験では税法科目の
合格を目指します。
【簿記論合格者】
（カッコ内は出身高校）
柴田 那菜（税理士会計４年、高崎北
高校）
新保
渉（高度会計２年、伊勢崎商
業高校）

観光ビジネス学科

地元が観光地ということもあり、幼
いころから観光業が身近で、将来観光
に従事した仕事に就きたいと思い、本
校を選びました。将来の夢は、私はア
イデアを形にすることが得意なので、
それを生かせる旅行雑誌の会社を目指
しています。そのためにも、国家資格
である総合旅行業務取扱管理者の資格
には合格したいと思っています。この
１年は国家試験の勉強から始まり、海
外研修や前橋市との連携事業など座学
だけではなくフィールドワークも含め
た学習ができ、感性も養えた一年でし
た。
本校は、勉学はもちろんのことです
が、クラス内での絆がより深まるイベ
ントが充実しています。授業において
は専門的な知識だけではなく感性を磨
くことができます。新入生の皆さんも、
ぜひ充実した学校生活を送ってくださ
い。

さん

簿記や電卓など多彩な資格が取得で
きることに魅力を感じ情報経理学科に
入学を決めました。入学後スタートし
た授業では、全ての分野が未経験で戸
惑うこともありましたが、分からない
ところは先生が丁寧に教えてくれま
す。今は日商簿記検定２級合格を目指
し日々頑張っています。将来は経理事
務に就きたいと考えているので、その
ために必要な検定を取得できるよう、
これからも努力を続けていきます。
入学して１年経過しましたが、クラ
スメイトはいつも明るく仲が良く、勉
強で分からないことがあれば周りの仲
間と教え合っています。また、学校行
事では一丸となって取り組み、協力し
合えるクラスです。
資格取得は難しいですが、勉強した
分だけ自分に力が付きます。新入生の
皆さんも、それぞれの目標のため全力
で取り組んでください。

良平

さん

旅行雑誌に携わりたい

）

※学年は当時のもの。

喜多

優香

観光ビジネス学科

萩原

さん

︵尾瀬高校出身︶

情報経理学科

隆盛

目標に向かい仲間と支え合う

全国は
14.2％

山上由紀子（高度会計２年、
桐生高校）
五味 詩織（同２年、渋川青翠高校）
赤田 浩樹（同２年、高崎商科大学附
属高校）
内藤由莉香（同２年、渋川青翠高校）
藤井 彩花（同２年、前橋商業高校）
【財務諸表論合格者】
柴田 圭菜（税理士会計４年、高崎北
高校）
柴田 那菜（同４年、高崎北高校）
安藤
凌（同３年、
伊勢崎商業高校）
原田 望武（同３年、高崎経済大学附
属高校）
水澤 賢太（同３年、前橋商業高校）
新保
渉（高度会計２年、伊勢崎商
業高校）
五味 詩織（同２年、渋川青翠高校）

︵前橋育英高校出身︶

在校生がんばってます
萩原

さん

私は、
将来事務員になりたいと思い、
そのために必要な資格が取れる本校の
オープンキャンパスに参加しました。
そこでは、必要な資格がたくさん取れ
ることや就職率が高いことを聞くこと
ができ、学校の雰囲気も良かったため
入学を決めました。
入学してからの学校生活は、日商簿
記やExcelなど、初めて習うものばか
りで理解できるか不安でしたが、先生
が理解するまで優しく教えてくれ、加
えて楽しい授業にしてくれるので、今
では授業に楽しく取り組めています。
私は、「取れる資格はすべて取る」
という目標通り、今まで受けた検定は
すべて取得しています。それは、私の
力だけではなく、熱心に指導してくれ
る先生や一緒に頑張ってきた友達がい
たからこそ取得することができたのだ
と思います。これからの学校生活も、
先生や友人と互いに支え合い精いっぱ
い楽しめたらいいなと思います。新入
生の皆さんも、お互いに支え合い、楽
しい学校生活を送ってください。

高資格合格発表会で曽我会頭から
表彰される日商簿記１級合格者

︵明和県央高校出身︶

咲稀

情報経理学科

中島

︵東京農大二高校出身︶

「取れる資格は全部取る」

第

３人すべてが本校

第 147 回日商簿記検定１級

第147回日本商工会議所主催簿記検
定（平成29年11月19日実施）の１級試
験で、本校高度会計学科から３人が合
格しました。前橋商工会議所管内の１
級合格者は３人で、本校の学生が独占
する結果となりました。合格した学生
たちは前橋商工会議所曽我孝之会頭か
ら合格証書を手渡されたほか、２月に
行われた学園グループの高資格合格発
表会でも曽我会頭から表彰されまし
た。
合格した１年生は税理士試験受験資
格を手にさらなる目標へ向かって学習
し、進路の決まっている２年生は実務
で高い能力を発揮し活躍することを期
待します。
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観光業界で働きたい
オープンキャンパスに参加し、体験
授業や学校の概要説明を聞き、対応し
てくれた先生たちがフレンドリーで、
この学校で楽しく観光の勉強をしたい
と思い入学を決めました。私は人と接
することが好きなので、接客すること
のできる観光業界を目指したいと思っ
ています。目標としている資格は観光
系の国家資格である国内旅行業務取扱
管理者です。
入学間もないころは、周囲は知らな
い学生ばかりで不安もありましたが、
最初のイベント「歩行ラリー」や普段
の学校生活を通じ、他学科の友達も少
しずつ増え充実した１年でした。
本校は、
先生と学生が身近な関係で、
先輩達も明るく優しい人ばかりです。
学校行事や選択授業などを通じて異な
る学科の人達とも友達になれるので、
入学してすぐに楽しい学校生活を送る
ことができます。私自身も新入生の皆
さんを温かく歓迎します。
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﹁基本情報技術者試験﹂に合格した情
報システム学科システムエンジニア
コース１年生

経済産業省の基本情報技術者試験

合格率75％（

）

全国は
21.8％

１年生が健闘

情報システム学科
平成29年度秋期「情報処理技術者試
験」で情報システム学科１年生８人が
基本情報技術者試験を受験。全国合格
率は21.8％と難易度の高い試験でした
が、６人が合格（合格率75％）すると
いう好結果でした。入学以来コツコツ
と努力を重ねてきたことがこの成績に
繋がりました。

大島 汰一（太田工業高校出身）
過去問を繰り返し解き、基礎となる
部分をしっかりと押さえたおかげで合
格することができました。４月には応
用情報があるので頑張って合格を目指
したいと思います。
金井 健人（前橋工業高校出身）
過去問題や問題集などを繰り返し解
いたりして、また計算問題の解き方や

関根千香子（共愛学園高校）
関本 美穂（吾妻高校）
戸塚 彩香（吾妻高校）
中沢 瑞穂（クラーク記念国際高校）
西山 未来（利根商業高校）
藤井 沙葵（前橋西高校）
牧口 詩希（高崎商業高校）
三木 里奈（吉井高校）
諸田
舞（吾妻高校）
横尾 有沙（高崎商業高校）

21医療機関で初の
インターンシップ
医療福祉秘書学科１年生

スポーツプログラマー全員合格
11 年連続で達成

日本語能力試験で合格
２級６人、３級に８人

健康スポーツ学科
公益財団法人日本体育協会公認スポ
ーツプログラマー専門科目検定試験
で、今春に健康スポーツ学科を卒業し
た７人全員が合格。本学科では、11年
連続となる全員合格を達成しました。
スポーツプログラマーは、スポーツ

きる目安になる資格です。
受験対策授業を試験日直前まで続け
た成果が今回も全員合格という結果に
結びつきました。
卒業後の就職先でも学習した知識を
生かし、活躍を期待しています。

国際ビジネス学科
スポーツプログラマー専門科目試験に
合格したメンバーと担任

施設などで、体力向上や健康の維持増
進のための指導・助言を行うことがで

平成29年度の日本語能力試験２級
（N2）に国際ビジネス学科日本語・IT
ビジネスコース１年生６人、
３級（N3）
に国際ビジネス学科日本語・ITビジ

ストーリーはもちろん、
台本作り・
大小道具・衣裳・背景・音響・照明・
ダンスまですべて手作り。
まさに
「学
びの総まとめ」の公演にふさわしい
内容になりました。
発表会当日、舞台上でアドリブも
飛び出す余裕も見せ、クラス全員で
楽しみながら演じました。一人ひと
りの表情は優しく、自信に満ちて達
成感にあふれていました。
幼稚園の教育には、小学校以降の
学びの姿勢を育む「健康・人間関係・
環境・言葉・表現」という領域があ
ります。保育園・幼稚園で行われる
クリスマス会・お遊戯会はまさにこ
の幼児教育の発表の場。来年度から
は「先生」としてそこに臨む卒業生
もいます。４月からさまざまな形で
新しいフィールドに挑む皆さんの活
躍を期待しています。
日本語能力試験の各級に合格
した学生たち

医療福祉秘書学科の１年生29人が、
３月５日から15日まで、一人約４日間
のインターンシップを体験しました。
実習先の医療機関は、前橋赤十字病
院、黒沢病院、沼田脳神経外科循環器
科病院など、学生の自宅から近い県内
外の大規模病院です。
昨年10月より準備を重ね、ビジネス
マナーの授業では受付対応のロールプ
レーイングも実施して臨みました。実
習は、カルテ管理業務や、患者案内、
受付から患者登録が主でしたが、実際
の現場の業務にも触れることができ、
学校では学ぶことのできない貴重な経
験となりました。

保育福祉学科３年生が卒業研究発
表の一環で創作劇「アリス〜決断の
とき〜」を前橋市民文化会館で上演
しました。
学生たちは、保育園・幼稚園・施
設での50日間の実習を無事に終えた
昨年秋から「３年間の学びの総まと
め」として卒業研究発表会に向けて
の準備をはじめました。
発表内容は全員でプレゼンを行
い、創作劇「アリス〜決断のとき〜」
に決まりました。学生たちは、決定
までに話し合いを重ね、自分たちの
３年間の成長は「自己決定力を持て
たこと」と気づいたようです。実際、
就職活動も個々の決断に従い積極的
に取り組み、昨年10月末には全員内
定にこぎつけました。この経過をも
とに、劇のテーマも「決断のとき」
になりました。

けて気を引き締めていきます。
林
侑里（沼田女子高校出身）
私は本校に入学するまで情報の勉強
はほとんどしていませんでした。努力
して、基本情報技術者試験に合格でき
てうれしい。次は応用情報技術者試験
に向けて頑張ります。
天海 将人（クラーク記念国際高校出
身）
合格に向けて勉強に力を入れたおか
げで、合格することができました。こ
れからは、さらに上位の資格取得を目
指し、頑張って勉強していきたいと思
います。
卒業研究発表で上演された創作劇
﹁アリス〜決断のとき〜﹂

第11回「診療情報管理士認定試験」
（一般社団法人日本病院会主催、２月
11日実施）の結果が発表され、本校か
ら、診療情報管理士専攻コース（１年
制）の23人（３月卒業生）全員が合格
しました。本校合格率は100%。全国
は例年50%程度です。
医療分野でのICT化が加速する中、
診療記録や診療情報を適切に管理する
診療情報管理士として、就職先の病院
などで活躍していくことを期待してい
ます。
同コース卒業生たちの就職先
（正
規採用）は、前橋赤十字病院、埼玉医
科大学附属病院、上尾中央総合病院、
角田病院、佐藤病院など全員が病院関
係でした。
【診療情報管理士合格者】
（カッコ内は出身校）
浅見 遥奈（藤岡中央高校）
淺見 真衣（伊勢崎商業高校）
荒井 香李（高崎健康福祉大学高崎高校）
板垣 まこ（前橋商業高校）
今泉 佳奈（利根商業高校）
小川 瑛穂（桐生商業高校）
金井 勇宜（高崎商業高校）
金田芽衣菜（高崎商業高校）
君嶋 桃奈（吾妻高校）
木村 優里（伊勢崎商業高校）
小林 由季（伊勢崎商業高校）
佐藤 美沙（太田商業高校）
鈴木 美里（利根商業高校）

創作劇﹁アリス﹂

23人全員合格

保育の３年生
卒業発表公演

診療情報
管理士に

システムエンジニアコース１年生・合格者の声

単語の意味を覚えるようにしていまし
た。現在は、応用情報技術者試験の合
格を目指して日々努力しています。
中里裕二郎（前橋東高校出身）
高校の時は、情報系の勉強をしてい
なかったので、理解できないことばか
りで大変でした。先生やクラスの仲間
に聞いたり、過去問などを何度も解い
たおかげで合格できました。
野口 翔平（前橋工業高校出身）
入学してからの勉強や先生の指導も
あり、基本情報技術者試験に合格する
ことができました。しかし、これに慢
心せず４月の応用情報技術者試験に向

ネスコース１年生８人が合格しまし
た。
国際ビジネス学科では、４月からい
よいよ就職を決めていく学年になりま
す。本年度は、全員がさらなる日本語
能力向上と日本語能力試験の合格、就
職内定など、それぞれの夢に向かって
頑張っていきます。
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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

〒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

かつて母が勤務の動物病院に就職

平成29年度就職状況

「親として、恩師として見守る」「自ら進路選択」
今春、本校から卒業していった学生の中に、母親がかつて働いていた動物病院に
就職した人がいます。しかも母は現在、本校の教師という立場。親として、恩師と
してその将来に思いを寄せています。

４年連続で
全員が内定
動物病院が大半

田中 里恵さん（中央動物看護専門学校 動物看護教育課課長）
田中 楓さん（内定先：安藝動物病院、伊勢崎興陽高校出身）
▽就職先に選んだ理由
楓さん 病院の考え方に共感しまし
た。動物には診察や検査、治療の意味
は分かりません。診療にあたっては極
力優しく丁寧に、ストレスが大きくな
らないように留意しています。母は、
動物業界の流れをアドバイスしてくれ
ていました。
▽就職先は自分で選んだのか
楓さん たまたま求人があり選びま
した。もともとはペットサロン系で探
していたのですが、犬の扱いなどが自
分とは合わないと感じました。動物病
院のほうが合っていると思い探し始め
たので、母から、かつて働いていた病
院に行きなさいというのはありません

でした。
里恵さん 病院の先生がどういう人
か知っていたので安心して娘を送り出
すことができました。
▽本校を母親として勧めたのか
里恵さん 自分として選択肢は与え
ました。行きたいと思う学校に行かせ
たところ、そこがうちの学校でした。
学校での様子を家で話したり、本校の
楽しさも伝えていました。卒業式でも
らった手紙を見せたこともあります。
▽学校に母親がいることの苦労は
楓さん 普段の授業態度は、ちゃん
としなきゃというプレッシャーはあり
ました。
里恵さん 小学生のころから、学園

▼左から、遠山千尋さん（２年生）とチンチラの「レグ」、阿久澤直花さん（１年生）
とトイ・プードルの「さくら」、吉間あずささん（１年生）とスコティッシュホール
ド MIX の「吟」

「４年連続で全員内定」
。本校の
平成29年度就職状況がまとまり、
20人全員が内定しました。このう
ち15人は動物病院に就職、他の５
人もトリミングサロンやペットと
泊まれるホテルなどの業界への就
職を決めました。
これからは社会人としての自覚
を持ち、本校で学んだ技術や知識
を生かして、日々の努力を重ねて
もらいたいと思います。

卒業式で田中さん親子

祭には必ず来ていました。先輩たちに
もかわいがられていましたね。
▽最後に一言
楓さん 勤務する動物病院では、診
察日の14時から16時に猫専用診察時間
を設けています。猫が大好きな獣医師、
看護師が丁寧に対応しています。ぜひ
来てください。
CAN

わんポイント講座
足回り編

に
大事 ててね
育

ファミリー動物も卒業
希望者の家庭に

「ファミリー動物も卒業」
。本校は今
小動物ではチンチラの「レグ」、ネ
まで２年に一度、ファミリー犬を卒業
ザーランド・ドワーフの「うーたん」、
生の希望者を対象に里親として受け渡
熱帯魚ではグッピー、プレコ、レッド
テール・シャーク、ミドリフグです。
しをしていました。今回初めて、犬だ
けでなく小動物や熱帯魚も里親の対象
残念ながら、「うーたん」と熱帯魚
の数匹は希望者がいなかったため、随
動物とし、卒業生や在校生に募集をし
時の募集となりました。
ました。
小動物は４年近く学生たちの飼育管
犬では、トイ・プードルの「さくら」、
理での勉強に協力してもらいました。
猫のスコティッシュホールドMIXの
しかし、本校の考え方の１つに「動物 「吟」も行先が決まりました。別れを
の福祉」があります。一つの家庭で、 惜しむ学生の姿が見受けられ、飼育管
家族の一員として生涯を過ごしてもら
理室が少し寂しくも感じますが、新し
いたいという思いから、今回受け渡す
い家族のもとで幸せに暮らしてもらい
ことになりました。
たいと思います。

あなたの愛犬の種類は、何ですか。
月に１度程度のトリミングには出し
ていますか。
今すぐ足を見てみてください。爪
が伸びすぎ
て、変な方向
に曲がってい
ませんか、また、足の裏の毛が伸び
放題で、パッドが見えなくなってい
ませんか。
今回は、足回りのお手入れの方法
についてお話しします。
爪は伸びすぎてしまうと何かに引
っかけたりして骨折の原因になった
り、根元から折れたりするので大変

【決定した主な就職先】
安藝動物病院・安中動物病院・ア
ミィ動物病院・おかべどうぶつ病
院・株式会社アットエフ・株式会
社エージェック・こばやし動物病
院・さくら動物病院・田中動物病
院・ドッグスクエアイリオ・中野
動物病院・ハッピーエンジェル東
方店・ハロー動物病院・ひごし動
物病院・ふく動物病院・本庄犬猫
病院
（50音順）
危険です。また、飼い主さんに甘え
た時などに引っかかれてこちらがけ
がをする場合もありますので、定期
的なカットが必要です。特に狼爪と
いう地面に着かない爪がある場合
は、切らずに放置してしまうと巻き
爪になってしまい自身のパッドを刺
してしまうこともあります。
室内飼育の長毛種などは、足裏の
カットを怠る
と被毛がパッ
ドを覆ってし
まうため、フローリングで滑ってけ
がをしやすくなってしまいます。そ
のため、犬種によっても変わります
が、足裏のパッドからはみ出す被毛
は定期的にカットすることをおすす
めします。
爪の切り方は３枚の図を参考にし
てみてください。

爪は定期的にカットして
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２年間の学習成果発表

「卒業制作展」に45作品
デジタルデザイン、CG、プロダクトデザイン、テクニカルエンジニアの
４学科による平成29年度の卒業制作展「ViViD」が２月23日から28日までの
６日間、高崎シティギャラリーで開かれ、２年間学んだ成果の集大成となる
45作品が会場に並び、来場者を魅了しました。
力作が並ぶ会場で注目を集めたの
は、原寸大のF1カーのモックアップ
を段ボールで作った作品＝写真①。そ
のサイズや手作り感が圧巻でした。
また、大判サイズのイラストレーシ
ョンの連作、産学連携作品の展示、デ
ザインマッチング事業成果品の展示な
ど、学生の個性が光る作品から、企業
と連携して制作したオフィシャルな作
品まで、力作が揃った制作展になりま
した＝写真②。

①

会場受付や案内なども学生たちが交
代で担当、来場者に作品づくりの苦労
や見学のポイントなどを説明しました
＝写真③。
F1カーのモックアップを制作した
プロダクトデザイン学科の小池慎一朗
さんは「好きなF1カーを原寸大で作
りたくて制作しました。制作期間４カ
月は、その大きさにかなり苦労しまし
たが今となっては良い思い出です」と
苦労を語ってくれました。

手ぬぐいデザイン案
中村染工場へ提案
産学連携授業で、中村染工場（高
崎市・中村純也社長）への手ぬぐい
デザイン提案を行いました。学生作
品を商品化し実際に販売するという
企画で、参加したのは、デジタルデ
ザイン学科・プロダクトデザイン学
科の学生です。
今回は「売る」ということを念頭
において、各自でテーマや意図を考
え制作に臨みました。中村社長への
プレゼンテーション後、商品化候補
12作品が選ばれました。
１月には椿を題材とした坂本菜々
子さん（デジタルデザイン学科２年、

県内企業と連携し
デザインマッチング事業
木製スピーカーやタオル
ダイソン掃除機を分解し構造を学ぶ学生たち

本校では、分解し構造を理解した後
にモックアップ（製品模型）製作を行
いました。この取り組みは、製品構造
を深く理解し製作を行うことで、より
精巧なモックアップが作成できること
を狙っています。

学生デザイン案12作品が商品化候補に
（中央が中村社長）

前橋西高校出身）のデザイン案が商
品化され、店舗やネットで販売して
います。今後も続々と商品化が予定
されています。

若者向けボディタオル

※カッコ内は出身高校

ダイソン掃除機の仕組み
分 解・ 組 立 し 構 造 学 ぶ
プロダクトデザイン学科では本年度
から貸出教材ダイソンエンジニアリン
グボックスを使用した授業に取り組ん
でいます。
この製品ボックスは、若者の技術教
育の一環として一般財団法人ジェーム
ズダイソン財団が貸出教材として提
供。実際のダイソン製品を分解組立す
ることで、
掃除機の仕組みや内部構造、
材料技術を知り、エンジニアの仕事や
デザインプロセスを学ぶことを目的と
した教育支援プログラムです。

す。私はそれを後押しする指導をしま
した。卒業後も作品を作り続けてほし
いですね。

坂本さんのデザイン案をもとに
商品化第１号となった手ぬぐい

【合格者】
荒木 寛樹（クラーク記念国際高校）
金井 大成（軽井沢高校）
小林 俊紀（伊勢崎工業高校）
山根 佑介（足利工業高校）
渡邊
柾（足利工業大学附属高校）


卒業制作として自分の作りたいもの
が見えている学生が多かった印象で

ｉＰａｄ用木製スピーカー

第一種電気工事士試験に、テクニカ
ルエンジニア学科１年生５人が合格し
ました。
同試験は、昨年10月１日に筆記、12
月３日に実技試験が行われました。
第一種電気工事士は、工場やビルな
どの大容量電気設備を工事することが
できる資格です。

▶指導した髙橋由美先生コメント

③

産学連携で商品化
第一種電気工事士試験に合格した学生たち

１年生５人
見事に合格

第一種電気工事士試験

②

企業と連携し、学生の視点で商品開
発！プロダクトデザイン学科では、昨年
夏から群馬県内企業と、新しい商品の
企画・デザインに取り組んできました。
これは群馬県の産業デザイン振興を
目的に県の工業振興課が主催する教育
機関と学生の視点を取り入れた商品開
発を希望する企業のデザインマッチン

グ事業の一環。
そ の 成 果 発 表 と し て、 株 式 会 社
Regal Guitar InstrumentsとのiPad用
ウッドスピーカーのデザイン３点、有
限会社フジクニと取り組んだ若者向け
ボディタオルのデザイン９点を、けや
きウォーク前橋の特別展示「グッドデ
ザインぐんま」会場で展示・販売しま
した。
学生たちは、商品が出来るまでの多
くの過程を知ることにより、その苦労
や喜びを通して、デザイナーになるた
めの経験を積んでいます。
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国家試験合格を喜ぶ学生と教職員

第27回歯科衛生士国家試験

49人が合格
３年間の集大成

第27回歯科衛生士国家試験の結果が28日発表され、受験した本校学
生は49人が合格を果たしました。この結果は、学生の日ごろの学習の

合格者インタビュー

成果と努力が実ったものです。加えて、職員・講師の協力と支援も大
きなものでした。この結果を踏まえ、歯科医院などの現場で歯科衛生
士としての力を存分に発揮してもらいたいと思います。
今回の試験は千葉県浦安市にある明
海大学浦安キャンパスで行われまし
た。
本校の学生は前日に結団式を行い、
教職員からの激励を受け、バスにて都
内のホテルに移動し、宿泊をして本番
に臨みました。
合格したこの13期生は、ここまで大
変な苦労の中、国家試験勉強を乗り越
えてきました。このなかには、高校卒
業してすぐ入学した者だけでなく、一
度歯科医院などで働いた経験のある社
会人の入学生もいました。また、歯科
医院で働きながら入学した学生もいま
した。特に、
社会人入学生にとっては、
年の離れた同級生と肩を並べての学習
だけに、
「クラスの仲間が仲良くして
くれるのだろうか」などの不安の中で
のスタートでした。加えて、６カ月に
わたる臨床実習期間は、学生と並行し
て親として、家事、育児を両立しなが

らの毎日は、体力的にも精神的にも厳
しい日々でした。
このような厳しい状況も、同じよう
な環境のもと頑張っているクラスメー
トの存在のおかげで、励まし合い、乗
り越えることができました。
最大の目標である国家試験対策で
は、自分のためだけではなく、クラス
メート全員が合格できるように、互い
に教えあい、助け合いながら頑張りま
した。成績が伸び悩む学生には、教職
員がマンツーマンで対応、夜遅くまで
指導してきました。
「国家資格は宝もの」これは本校の
大國勉学校長が常に学生に伝えている
言葉です。この先就職先の歯科医院な
どで、本校で学んだ知識・技術を生か
し、難関試験を突破して取得した「宝
もの」を有効活用し、素晴らしい医療
人として活躍することを期待していま
す。

英語村の下田尾村長招き講演会
グローバル化時代の情報収集
イングリッシュビレッジ前橋の下田
尾誠村長を講師に招いた学術講演会
が、11月９日に、太田市社会教育総合
センターで行われました＝写真。
今回のテーマは「グローバル化時代
の情報収集〜英語を通して知る人と動
物の健康〜」
。下田尾村長はスライド
や動画も多く準備、動物関係の実物資
料に触らせて学ぶ工夫も随所に取り入
れていました。
講義は、先生が経験したエピソード
を中心に講演。内容のポイントとして
は、①犬を飼っている人は飼っていな
い人より体に良いことがわかる（心臓
病患者の生存率・通院回数・副交感神
経に及ぼす影響など）
。②犬がいるこ
とによる心のケア、集中力アップ、命
と向き合える。③英語の語源を通して

物事の本質を知ることができるという
ことでした。
学生からは「グローバル化は英語を
学ぶ以外に何かありますか」という質
問があり、下田尾村長は「コミュニケ
ーションをとること」「異文化の理解
とともに、共文化の理解をし、世界と
共通しているものを見つけること」と
答えていました。

境野奈津江さん

（小山城南高校出身）

内定先：埼玉県央病院

これからも日々勉強
▽合格した感想
多くの人に応援してもらっていた
ので、合格できてすごくうれしかっ
たです。これから社会に出ていきま
すが、日々勉強し、常に新しい知識
を身につけて自分を向上させていき
たいと思います。
▽私の勉強方法
クラスの友達と休み時間に、クイ
ズ形式で勉強し、分からない所を家
に戻り復習していました。分からな
い用語は、そのままにせず必ず教科
書で調べることで、知識が身につい
たと感じています。
▽学生生活の思い出
国家試験前に友達と夜遅くまで勉
強し、クラス全員合格という一つの
目標に向かって頑張ったことが、一
番の思い出です。
▽どんな歯科衛生士になりたいか
患者さんの立場に立って行動し、
誰からも頼りにされる歯科衛生士に
なりたいです。そして、患者さんか
ら一人の歯科衛生士として認めても
らえるように、先輩たちから技術な
どを学んでいきたいと思います。

２年生が音波ブラシ体験
２年生が体験学習として、歯科医院
等での医療機器などを扱う株式会社
GC東京支店を訪問、音波振動歯ブラシ

上原

奈々さん

（羽生実業高校出身）

の取り扱いなどを学びました＝写真。
学生たちは最初に、手に消毒液がつ
いているのかの体験、研磨剤の味の比

内定先：松本歯科医院

大きな壁乗り越えた
▽合格した感想
緊張しやすく、本番で頭が真っ白
になってしまうことが一番心配でし
た。しかし、本番前に先生方・家族・
友人にかけてもらった言葉を、何度
も心の中で繰り返し、無事試験を終
えられ、大きな壁を乗り越えること
ができてとてもうれしいです。
▽私の勉強方法
まとめたり書き足したりする時間
と、まとめたものを覚える時間をは
っきりと分けて勉強しました。知識
を定着させるために空いている時間
は暗記に使いました。過去問などは
何度も繰り返し復習しました。
▽学生生活の思い出
戴帽式です。２年生になり、臨床
科目の講義が始まったタイミングで
の戴帽式審査会で、理想の歯科衛生
士像がより明確になったのを今でも
鮮明に覚えています。
▽どんな歯科衛生士になりたいか
患者さんに安心感を与えることが
できる歯科衛生士です。歯科医院に
不安なイメージを持つ患者さんもい
る中で、私は子どものころからその
ようなことがありません。そのころ
の私に安心感を与えてくれた歯科衛
生士さんのようになりたいです。
較、ホワイトニング効果について体験
しました。普段きれいに洗えていると
思っていた手の洗い方でも、特に指の
付け根の部分、爪の周りなど汚れが残
っていることが分かり、今後の実習や
臨床の場では特に気を付けようとあら
ためて認識したようです。
館内見学では、現在販売されている
歯科ユニット、歯科材料などを見るこ
とができました。
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TEL. 027-310-5088

開校２年目となる中央医療歯科専門学校
高崎校では今春、新たに第２期生を迎えま
す。先輩となる在校生の代表に、この１年
を振り返り、その思いを聞きました。

FAX. 027-310-5622

１ 年

を

振

り

返

「もっと知りたい」の意欲が
里歩さん

歯科衛生士学科新２年生

黒澤

（共愛学園高校出身）

本校に入学し１年が経ちました。
当初は少し不安もあり、具体的にど
のようなことを勉強するのか分かりま
せんでした。知らないこと、分からな
いことばかりで大変でしたが『歯科』
という領域に初めて触れて、少しずつ
詳しく知ることができるようになって
くると、学ぶことが楽しみになり、も
っと知りたいという気持ちがだんだん
と湧き出てきました。
この学校のよいところは、午前は学

明るく魅力的な学校に
新入生のみなさん、ご入学おめでと
うございます。

本校は開校２年目ですが、これから
学生と職員とともに、明るく魅力的な
学校にして、地域社会に貢献できる歯
科衛生士の育成に励んでいきたいと思
います。みなさん一緒に頑張りましょ
う。

勝部

保護者からは、家庭での様子なども
お話ししていただき、実りのある会と
なりました。

病理とはどういう医療でしょうか？

憲一先生

（中央医療歯科専門学校講師、東都
医療大学教授、
東京医科歯科大講師）
病理という医療分野はあまり馴染
みがない方が多いと思います。しか
し最近
「フラジャイル」
（フジ2016年）
という長瀬智也演じる病理医が活躍
するドラマが放映されたので、少し
は知名度が上がったでしょうか。
病理学は字で書くように「病気の
成り立ちを調べる」学問です。何か
心身の不調を感じて病院を訪れる
と、ドクターは色々な検査を指示し
ます。その一環として身体の病変一
部を採取して、どういう状態なのか
顕微鏡で調べる検査があります。こ

私は「国家資格を取得したい」とい
う思いと誰もが一生関わっていく「歯
について学びたい」という思いでこの
学校に入学しました。
今まで詳しく知らなかった歯につい
て最初から学ぶのは不安でした。でも、
歯は自分自身の健康にも直接関係する
ことなので、習ったことを自分の口の中
と比べたり、歯磨きの方法を試してみ
たりすることで、理解が深まることも多
くありました。歯科衛生士になるため

には、歯について
だけ学ぶわけでは
ありません。
「これ
は関係あるのか
な」と難しく感じ
ていた教科も、い
ろいろ学ぶうちに「ここに繋がってい
たんだ」と分かるようになってきました。
４月には１年生を迎えるので、先輩
として学ぶことの楽しさを伝えられる
よう頑張っていきたいと思います。

外国語の授業で 前橋英語村

へ

歯科医院予約の英会話も体験

学校行事など詳しく
学年別保護者会開く
学年別保護者会が12月16日に本校で
行われました＝写真。
保護者会では、
「進級に向けて」
「来
年度の日程や授業内容の説明」
「戴帽
式に向けての心構え」などについても
学校側から説明、お願いなどを、お伝
えしました。

（高崎健康福祉大学高崎高校出身）

英会話体験をする学生たち

【２人からのメッセージ】

萌さん

関口さおり先生

新年度から本校副校長に中村高広先
生が就任、教務に関口さおり先生が加
わりました。よろしくお願いします。

校、午後は自分の
スキルアップのた
めの時間として使
い、両立ができる
というところで
す。２年生になる
と臨床実習や国家試験についてなど、
１年生のときよりも勉強することが増
えるので、午後の時間を効率よく使っ
て立派な歯科衛生士になれるように勉
強していこうと思います。

中村高広副校長

中村副校長と
関口先生が着任

講師から

在校生インタビュー

っ て

学びの楽しさを後輩に

歯科衛生士学科新２年生

新井
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れが病理検査と言わ
れるもので病理医が
担当します。報告は
通常文書でするので
患者さんと直接会う
ことはまれですが、
病院になくてはならない医師です。
特に、昨今患者・死者とも増加し
ているがんの治療に病理診断は不可
欠です。いわば「縁の下の力持ち」
的お医者さんです。またご臨終を迎
えた患者さんのご遺体を調べ、どう
いうプロセスで病が進行したか調べ
ます。
亡くなった命は戻りませんが、
尊い死を省察し将来の患者さん治療
に役立てるのも病理です。

「歯科医院予約も英会話で」
。本校で
は時代のグローバル化に合わせて１年
次、２年次と外国語の授業をとり入れ、
中央カレッジグループの教育施設
English Village MAEBASHI（EVM・
前橋英語村）から講師を招き、外国語
教育を行っています。この通常授業に
加え、１月17日には１年生が前橋市嶺
町の同村で体験学習を行い、ホテルで
のチェックインやファーストフード店
での注文、買い物時の英会話のほか、
事前に授業で学んできた歯科医院での
予約のとり方を中心に患者さんとの応
対を３人のネイティブ講師と会話形式
で行いました。
英語体験学習では、講師を前に話す
ことや、コミュニケーションをとるこ
とに対して緊張する学生も多く見られ
ましたが、講師の優しく丁寧なサポー
トもあり楽しい研修となりました。
学生からは、
「講師の先生に“good ！”
と言ってもらえたので自信に繋がっ
た」「貴重な体験ができた」などの感
想がありました。３人の講師と実際に
ありそうな多くのシチュエーションを
体験できたことがきっかけで、今まで
以上に外国語に興味を持ち、英語で会
話することに前向きになれた学生が多

事前学習の成果を本番で体験

かったようです。
２年次に予定している体験学習で
は、さらに細かい内容の会話ができる
ように普段から英語力をつけていきま
す。

英語村で会話体験して
相手との意思疎通が大切
多田みなみ（大泉高校出身）
英語村体験学習を通して、言葉の発
音だけでなく、相手とのアイコンタク
トや表情も大切だということがわかり
ました。これらは日頃の生活でも活用
できることだと思います。英会話以外
にもさまざまなことを学べた一日とな
りました。

平成29年度
公務員試験
年度も多く最終合格を果たすこと
ができました。最終合格者数は総
計で138人となり、実人数におけ
る最終合格率は70％を突破しまし
た。ほとんどの公務員試験の合格
倍率が低いところでも５倍前後と
なっている中、これだけの成果を
勝ち取ったことは、学生たちの頑
張り以外の何ものでもありません。

ほぼ全員が１次試験突破
結実した早期からの対策
本年度の実績で特筆すべき点は、実
人数における最終合格率の高さです。
公務員試験を受験した学生が実数で
144人であったのに対し、１次試験合
格者は実数で137人。そのうち、101人
もの学生が最終合格を果たし、実人数
における最終合格率は70％を超えるこ
ととなりました。この要因としては、

卒業生
警察官・消防士コース
（１年制）

玲央さん

（沼田高校出身）

内定先：利根沼田広域
消防本部

自分の目標を明確に
Ｑ．消防官（士）を目指した理由は何ですか。
星野 小さいころ、消防の訓練を見ていた私に
消防官の方が話しかけてくださったことがあ
り、カッコよく、優しい存在というのが消防官
の第一印象でした。進路として意識し始めたの
は高校生になってからです。高い技術と知識で
真っ先に人命救助に向かう仕事は、事故災害の
現場ではもちろん、日ごろから市民に安心感を
与えられる魅力があると考え、消防官を志望し
ました。
国家・地方公務員初級コース
（１年制）

佐藤
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空さん

（桐生市立商業高校出身）

内定先：みどり市役所

何事も早めの準備を
Ｑ．
みどり市の職員を目指した理由は何ですか。
佐藤 初めは、私の地元である桐生市の職員を
志望していましたが、みどり市の市政10周年記
念事業の１つである『花ぱんクリスマス』に参
加したことが転機となりました。市を盛り上げ
ようとする住民や職員の方々の熱意に感銘を受
け、私も行政の立場から地域の活性化に携わり
たいと考えました。

日々続けてきた勉強の成果で、ほぼ全
ての学生が１次試験を通過できたこと
に加え、２次試験や最終試験で行われ
る面接に対しても、早期から職員と学
生が一体となって対策を進めてきたこ
とが挙げられます。
合格先を個別に見ていくと、国家公
務員では、国家一般職、税務職、刑務
官、海上保安官を合わせて30人が最終
合格。難関とされる国税専門官にも合
格者が現れています。地方公務員では
川崎市役所と松戸市役所に本校から初
の合格者が現れたほか、地元群馬でも

目覚ましい結果を残しました。消防士
については、県内に11ある消防本部の
内、７本部で最終合格。その内３本部
においては、限られた採用枠の中で複
数の合格者が出ています。また、群馬
県警察官採用試験では、女性警察官の
区分において、一挙４人もの最終合格
者を輩出することができました。
30年度の試験で合格を目指す新入生
や在校生は、先輩や職員が培ってきた
ノウハウを存分に活用し、ぜひ、自分
の目標に向かって頑張ってほしいと思
います。

公務員になる。その目標に向けて、ひたすら続けてきた努力が実り、今年も数多
くの学生が公務員内定を果たすことができました。厳しい試験を乗り越え、４月か
ら憧れの公務員として新たな一歩を踏み出す卒業生。そして、その背中を追って、
平成30年度の試験に臨む在校生。それぞれの歩みや思いを聞きました。

Ｑ．公務員試験に臨むうえで、大変だったこと
は何ですか。
星野 面接対策です。自分の中にアピールした
い意見や経験があっても、それが相手に伝わる
ように話すとなると、なかなか思うようにいき
ませんでした。まずは文章に起こして先生に添
削していただき、質問を予想して具体的な状況
を付け加えるなどして、しっかりと時間をかけ
て準備をしました。
Ｑ．これから試験に臨む在校生や新入生に、メ
ッセージをお願いします。
星野 ただ「公務員になる」という気持ちだけ
でなく、どの職種でどんなことをしたいか、自
分の目標をできる限りはっきりと持ってくださ
い。その目標にこだわりをもっていれば、辛い
勉強や面接対策にもモチベーションを保って臨
めます。伸び悩んでも、落ち込まずに。いずれ
結果はついてきます。
Ｑ．勉強にはどのように取り組んできましたか。
佐藤 学力には元々自信がなく、基礎からじっ
くり勉強したいと考え、２年制のコースを選び
ました。特に計算の絡む科目が苦手だったので、
日ごとに時間と範囲のノルマを決めて勉強しま
した。その結果、徐々に力がつき、２年生のと
きには、教養試験は併願先も含めて全て合格す
ることができました。
Ｑ．公務員試験合格のため、必要不可欠だと思
うものはありますか。
佐藤 勉強にしろ、面接対策にしろ、とにかく
早めにスタートを切ることだと思います。私の
受けたみどり市の採用試験は、７月という早い
時期に１次試験があり、勉強と平行して面接対
策も早めに取り組みました。あとは、適度に息
抜きをすることです。疲れたときには映画鑑賞
などで気持ちをリフレッシュして、再び勉強に
取り組むようにしてきました。

在校生
警察官・消防士コース
（２年制）
１年

島田

祐希さん

（明和県央高校出身）

志望先：群馬県警

要人警護をしたい
Ｑ．群馬県警志望ということですが、どんな警
察官を目指していますか。
島田 私は、警備部に所属して要人警護の仕事
がしたいと考えています。また、警察の取り締
まりには、時には口うるさいとか、面倒だとい
った印象を持たれるかもしれませんが、重大な
事件や事故は、小さな異常の積み重ねで発生し
てしまうと思います。県民の安全のためにも、
厳しく、公平に取り締まりを行える警察官にな
りたいです。
Ｑ．１年間の勉強で、力がついたと感じる点は
ありますか。
島田 公務員試験の特有科目である数的推理と
判断推理は、これまで勉強の経験がなく、最初
は難しく感じました。しかし、普段の授業を集
中して聞くことと、模擬試験の見直しを真剣に
やることを心がけた結果、少しずつ解法が身に
ついてきたと思います。模擬試験では出題数の
多い科目である分、得点源にもできるので、こ
の１年で10点以上点数が伸びました。
Ｑ．30年度の試験本番に向けて、これから頑
張りたいことは何ですか。
島田 これまであまり手をつけていなかった政
治・経済など、暗記系の科目にも力を入れてい
きたいです。得点源となる科目を増やして、模
試の点数を更に10点上げられれば、自信を持っ
て本番に挑めると思います。
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国内研修旅行
職業選択の参考に
事務系１年生と、公安系１年生が合
同で12月11日から12日にかけて、国内
研修旅行に出かけました。
国内研修旅行は、県外施設の訪問や
宿泊を通じて、
「日常生活から離れた
環境の中でどう行動すべきか」を楽し
みながら学んでもらうことを目的に、
毎年実施されているものです。
２日間のうち、初日は両コースとも
に東京ディズニーシーを訪れました。
エントランスでの集合写真撮影の後は
自由散策となり、学生たちは園内のマ
ナーに配慮しつつ、各種アトラクショ
ンや食事を楽しんでいました。
２日目はコースごとに分かれての職
場見学となり、事務系コースは横浜税
関、法務省、文部科学省を順に見学し、
公安系コースは海上保安庁の横浜防災
基地と警視庁の第八方面本部をそれぞ

使命感をひしひしと

本校の恒例行事となっているスポー
ツ大会が２月６日、高崎市内で行われ
熱戦を展開しました。
本年度は、
高崎市の群馬総合運動場・
群馬体育館を会場とし、サッカー、バ
スケットボール、バドミントンのほか
運動会競技の棒引きや玉入れなども実
施されました。
運動経験者を多く擁する警察官・消
防士コースのクラスでは、過去に部活
動で活躍したと思われるほどの高い技
量を披露する学生が目立ちました。他
のコースでも、運動経験者を中心とし
て、ハーフタイムに真剣な表情で作戦

横浜税関で説明を受ける学生

れ訪れました。
各訪問先では、救助訓練施設の見学
や、指紋採取体験、税関で摘発した偽
ブランド品の展示見学など、多彩な企
画に参加しました。現役の公務員と触
れ合うことのできる貴重な時間という
こともあり、業務の内容や魅力など、
見聞きした情報を真剣にメモしていま
した。
研修に参加した学生は、日常を離れ、
テーマパークやホテルでの時間を楽し
む一方、間もなく社会人となる立場と
して、スタッフの丁寧な応対など、参
考にすべき点を感じとっていました。
職場見学では、
「これまでは志望先を
警察官一本に絞っていたが、実際に仕
事の現場を見ることで、他の仕事にも
興味を持てた」との声も聞かれ、職業
選択の視野を広げる体験ともなりまし
た。
の当事者が現場で痛感した課題に基
づいた発表で、強い説得力を伴うも
のでした。
現役消防士の気迫あふれる発表を
受けて、学生からは、「今までは消
防士の人物像と言えば、指示に対し
て迅速に行動できること、くらいの
イメージでした。しかし、単なる指
示待ちではなく、一人一人が市民の
安全のため、自分の意見を持って仕
事をしていると分かりました」など
の声が出ていました。消防士という
職種に限らず、公務員として欠かせ
ない姿勢を学ぶことができました。

現役の税務署職員を講師に招いた特
別講義が、事務系・公安系両コースの
１年生を対象に、２月23日実施されま
した。
「租税教室」と題されたこの講
義は、私たちの暮らしと深く結びつい
た税制の役割や課題について、税務署
の業務内容も含め学ぶものです。
講義では、最初に前橋税務署副所長
の福田栄作氏が、税の必要性や種類、
税と民主主義の関係について解説。
「国

フィールドワーク発表会
企業や官公庁を取材し発表
公安系・事務系両コースの１年生が
３月７日、合同でフィールドワーク発
表会に臨みました。これは、学生が企
業・官公庁への訪問を通じて職業研究
を行い、その成果をクラスメート・教
職員の前で発表するものです。
１年次の締めくくりとなるこの活動
では、研究テーマの設定から職場への
訪問、成果発表まで、全て学生自身が
主体となって進めます。これにより、
計画性やプレゼン能力を養うほか、互
いに成果を発表し合うことで、各職種
に関する知識を共有することを目的と
しています。

を練る姿があり、いずれの試合も白熱
した展開となりました。運動会競技や
バドミントンでは、クラス混合のチー
ムも編成され、コース・学年を問わず
全員で交流を深められる貴重な機会

を、参加者それぞれが楽しんでいまし
た。
熱戦の結果、警察官・消防士コース
（１年制）クラスが総合優勝を果たし、
林康宏学校長より優勝カップが授与さ
れました。

責任ある行動と活躍を
平成29年度「成人の祝い」
平成29年度「成人の祝い」が、始業
日に合わせ１月９日、本部館６階ホー
ルで行われました。この日は本校２年
生を中心に、年度内に成人となる学生
が集合、林康宏学校長から、祝辞と記
念品の印鑑が送られました。
林学校長は祝辞の中で、大人として
の権利や自由を得る一方で、様々な義

の財源として税金を払うことは政治参
加の１つであり、学生のような若い世
代も含めて税への関心を高く持つこと
が大切」などと話されました。
講義の後半は、平成27年度に本校を
卒業し、現在は福田氏と同じく前橋税
務署で勤務している松澤優希氏が担
当。新入職員として担当してきた業務
内容のほか、公務員試験の体験談を語
り、これから試験に挑む後輩たちにエ
ールを送ってくれました。
本年度は、
各学生の志望先をもとに、
合計９班に分かれ、それぞれ県庁や市
役所、消防士、学校事務、警察官など
の職種について研究しました。
企業・官公庁への訪問では、事前の
アポイントメントも学生自身で取得。
普段は主にメールやSNSで情報交換を
している学生にとっては、電話で先方
とやり取りをする機会は少なく、ビジ
ネスマナーを実践する良い経験となり
ました。
発表会では、各班が研究テーマと訪
問・調査結果をパワーポイントにまと
めて紹介。どの班も、データをしっか
りと集めており、レイアウトなど、見
やすさにも工夫が見られました。
一方、
発表内容についての質疑応答では、曖
昧な点、分かりにくい点への指摘もあ
りました。学生たちは、自分の知識や
考えを、聞き手にも分かりやすく伝え
ることの大切さを実感したようです。
本校在校生は、今回取り上げた
活動のほかにも、文部科学大臣の
認定を受けた
「職業実践専門課程」
として、学校事務OBによる特別
講義や、前橋市消防局との連携実
習など、さまざまな授業や実習を
行っています。これらの機会で得
た知識や経験をモチベーションに
変え、公務員試験合格を目指して
いくことが期待されます。

決意表明する成人代表

ス ポ ー ツ 大 会

業務内容や役割を学ぶ

熱戦が繰り広げられたバスケットボール

多彩な種目に汗

税務署職員による特別講義

職員・学生の前で成果発表

２月７日に開催された群馬県消防職
員意見発表会を公安系コースの１年生
が見学しました。この発表会は、群馬
県内の消防本部の各代表者が、日頃の
消防業務の中で課題と感じたことや、
その改善案を発表するものです。
発表内容は、救助・救命活動に対す
る提案に留まらず、避難訓練の指導の
方法に関するものや、女性消防士に求
められる役割を訴えるものなど、多岐
にわたりました。いずれも、消防業務

〜仕事を知り
自己を磨く〜

班内での意見交換の様子

群馬県消防職員意見発表会見学

学生たちの活動記録

2018（平成30）年４月１日発行 （9）
担当業務を説明する松澤氏

平 成29年 度 公 務 員 試 験 が 終 了 し、
次年度試験の準備期間となるこの時
期。平成30年、次は自らが主役とな
って試験に挑む在校生たちは、さまざ
まな活動を通じて、公務員という職業
の理解や自己研鑽に励んできました。
今回は、国家・地方公務員初級コース
（２年制）
、通称事務系コースの１年生
と、警察官・消防士コース（２年制）
、
通称公安系コースの１年生をピックア
ップ。彼らの活動の記録をまとめまし
た。

Chuo College Group

務も生じる立場となることを自覚する
よう促しました。加えて、新成人は将
来に向けて数多くの挑戦ができる世代
であり、その可能性を伸ばしていくた
めにも、責任ある行動が求められると
話しました。
これに対し、成人代表として白石遥
楓さん（国家・地方公務員初級コース
２年）、山本崇史さん（警察官・消防
士コース２年）が、これまでの指導に
対する感謝の言葉と、新成人となる決
意を述べました。

中央農業大学校

ＣＡＧ面

Chuo College Group

（10） 2018（平成30）年４月１日発行
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開校に寄せて

「農と食」ビジネスの先駆けに
企業と連携した教育システムも
「入学おめでとう」
。
皆さんが専攻する「農と食」のビジ
ネス分野は、人類の生命や健康を守り
育てる食料産業として極めて重要であ
り、現在、担い手の育成や生産性の向
上など、その成長を図るさまざまな施
策が国を挙げて強力に推進されていま
す。
本校では、このビジネス分野をリー
ドし、地域社会の発展を支える若者を
育成するために、「農と食を融合した

新たなアグリビジネスを創造し開拓す
る」との建学精神のもと、本年度から
校名を「中央農業大学校」へと改編し、
急激に進む生産技術の高度化や流通の
多角化などに対応した専門教育へさら
に充実・発展させています。
特に、これまで「中央農業グリーン
専門学校」として積み重ねてきた伝統
や実績を礎に、新たに４年制課程を設
置し、農業生産から食品加工や流通・
販売のフードチェーン全体を一体的に

農法や技術を研究・開発
独自に農法・農業技術等を研究・開発できる
のが本学科の特色です。自分のアイデアを形に
していくことができます。新時代の農業者とし
ての幅広いスキルを養います。
「安全・安心、
環境、付加価値」をキーワードに、有機農法や
研修先で多彩な栽培技術を学びます。授業のみ
ならず、サークル活動を通じて、多彩な企業と
の連携も本学科の大きな強みです。農業ビジネ
スにおける先進的な企業の取り組みを、視察見
学や事例研究、インターンシップを通して学び
ます。

学びの成果を実感

卒業研究発表会

本学科の一番の特長は、学びながら働く日本
版のデュアルシステムを採用していることで
す。適正な生産管理基準を満たした農場に与え
られるJGAPを取得した先進的な農場のほか、
食の駅などの販売店舗を手がけるファームドゥ
株式会社との職業教育連携が柱となります。フ
ァームドゥでの実習を単位として認め、実習の
対価として、ファームドゥ育農基金より奨学金
を支給するというシステム。また、生産〜加工
〜販売までの農業を基本とした６次産業化を、
ファームドゥグループの各施設で実際に学習で
きるのもこの学科の魅力のひとつです。２年制
と４年制があり、コースは以下の２コースがあ
ります。
▽６次産業化ファームドゥコース
１次産業の生産を「農業生産法人ファームク
ラブ」で、２次産業の加工を「ファームキッチ
ンや集荷場」で、３次産業の販売、流通を「食
の駅」や「地産マルシェ」で学ぶコースです。
６次産業を企業現場で実践的に学ぶことは今後
の進路選択に大いに役立ちます。
▽ソーラーファームコース
ビニールハウスと太陽光発電を組み合わせた
「ソーラーファームシステム」は、ファームド
ゥ株式会社が日本をはじめ世界各国で特許を取
得。農業収入に加え、太陽光発電での電力収入
を得ることで農業収入を効果的に増やす最先端
の農業経営を学びます。

長島

英治

育環境を最大限に生かしながら、「や
って・見て・考える」という学びの精
神に立ち、さまざまなことに果敢に挑
戦し、豊かな専門性や確かな実践力の
習得に努めていただきたい。そして、
学校内外での交流や体験学習をとおし
て、他者の多様な考え方や価値観に触
れ、自身の人間的成長を図りながら、
「農と食」のビジネス分野のトップラ
ンナーとして活躍してほしい。

学科紹介

食農調理師学科

日本版デュアルシステム

学校長

社会のニーズに対応
農業経営学科

ファーム農業経営学科

中央農業大学校には、２年制から４年制ま
で専門性を生かした３学科が設置されていま
す。それぞれの特長を紹介します。

学び、同時に、各種企業・団体等と連
携した実践的な商品開発を行うなど、
６次産業化教育を深めています。
また、
先端企業とのデュアルシステムによる
理論と現場を融合した教育、スマート
農業に対応したICT技術や植物工場の
活用、オーガニック認証機関との連携
による環境保全型農業の実施など、全
国に類のない特色ある教育も導入して
います。
今後、皆さんは、本校のこうした教

調理師免許取得やレシピ開発
食農調理師学科の特長は、まず、調理師とし
て欠かせない知識や技術を基礎からしっかり学
び、国家資格の調理師免許を取得できることで
す。次に、四季折々の食材を用いた和食の素晴
らしさ、日本の伝統的食文化を学ぶことができ
ます。加えて、自らのアイデアを商品にするま
での過程を企業と連携して商品開発を実践的に
行うことです。また、農業実習を通し、食材と
なる農産物の産地や特徴、
調理方法を学び「農」
と「食」の基本が詳細に学べることも本学科の
魅力のひとつです。

本 年 度 のCAG卒 業 研
究発表会が２月20日に本
校で開かれ、24組の学生
たちが研究テーマごとに
プレゼンテーションソフ
トを駆使して発表しまし
た＝写真。
分野が異なる研究発表
でしたが、審査の結果、
いずれも分かりやすく、
納得できるように発表したものが高得
点を取得しました。
１位に輝いた「光変換ピンク農法が
植物に及ぼす影響」や２位「パッショ
ンフルーツ」、３位「山羊の多様性」
など、内容もバラエティに富んだ発表

が目立ちました。また、これまでの先
輩の卒業研究を引き継ぎ、より内容を
掘り下げるテーマもありました。
今回、聴講した１年生には、先輩の
研究テーマのたすきを繋いでいってほ
しいと思います。
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農業の６次産業化を目指し学ぶ本校学生
は、専門知識を生かし商品化を視野に、各
種コンテストなどで活躍しています。

商品化視野に積極活動
ＧＩＡファイナルステージ
で発表する松澤さん

最終審査で堂々のプレゼン
GIAで 本 校 の 松 澤 さ ん
群馬から起業家を目指す「群馬イノ
ベーションアワード2017」ファイナル
ステージが12月２日、ヤマダグリーン
ドーム前橋で開かれ、農業経営学科２
年の松澤尚樹さん（上伊那農業高校出
身、平成29年度卒業）が学園初のファ
イナリストとして最終プレゼンテーシ
ョンのステージに立ち堂々と発表しま
した。
テーマは「超音波・音楽を利用した
生育調整と防虫を行う機器の開発」で
す。本校では６次産業化教育の一環と
して群馬イノベーションアワードへエ
ントリーしており、松澤さんは初のフ
ァイナリストです。同アワードには、
185組がエントリーし、１次審査通過
56組、２次審査通過15組がファイナル
ステージへ進みました。

当日はファイナルステージらしく華
やかな演出、漂う緊張感の中、各ファ
イナリストのプレゼンが進行。松澤さ
んも制限時間３分間のプレゼンを堂々
とやり遂げました。結果は残念ながら
入賞に至りませんでしたが、今回の取
り組みは後輩たちの手本として引き継
がれ、次年度のファイナルステージ進
出と受賞を目指します。
なお、松澤さんはイオングループの
農産物生産・加工・販売などを行うイ
オンアグリ創造（株）に就職が内定、
新たな道に踏み出しました。同社採用
枠は数名で毎年多くの応募があり、松
澤さんはその難関を突破しました。

過去最高の347点の応募

最優秀賞に輝いた岡田
さ ん の﹁ 豚︵ と ん ︶で も
ない？あるある！弁当﹂

▽審査員特別賞
酢（さ）っぱりフレッシュ弁当
山口 京介（前橋工業高校）
▽優秀賞 ４点
疲れ酢っ豚（TON）ぶ弁当
太刀川晃樹（前橋工業高校）
残暑に負けるな！スタミナ弁当
北島秋季子（勢多農林高校）
下仁田ねぎ丸ごと１本勝負
益子 拓也（前橋工業高校）
Smile弁当
園田 果奈（伊勢崎商業高校）

前年に続き２回目となる学生イベ
第７回収穫感謝祭が本校で11月11
日、12日に開かれ、延べ430人の来
ントではソロライブやビンゴゲーム
場者がありました。
などが行われ、参加者と運営する学
生が一体となって盛り上がりまし
実行委員を中心に全学生が準備か
ら運営まで行いま
た。
農産物・花苗販売や模擬店
した。毎年好評の
企画や運営に活
収 穫 感 謝 祭 に430人 来 場 躍する先輩たちの
農産物販売では長
い列ができるほど。花苗・加工品の
姿を見て、進級する１年生たちが来
販売、カフェや模擬店、餅つきやフ
年はどんな収穫感謝祭をつくり上げ
ラワー体験コーナー、各分野の展示
てくれるのか今から楽しみです。
ブースも大盛況でした。

群馬県農政部ぐんまブランド推進課
主催の「ぐんま・すきやき○○アイデ
ア」募集に応募した学生が「食の部門」
で最優秀賞を受賞しました。受賞した
学生は農業経営学科２年の浅見翼さん
（安中総合学園高校出身、平成29年度
卒業）と池田昇平さん（勢多農林高校
出身、同）の二人。受賞作品は「すき
やき やきまんじゅう」
、小麦粉で作
った饅頭の皮の中に、群馬県産の牛肉、

「すきやきアイデア」で最優秀賞に輝いた二人

「はたちの干しいも」
人気で売り切れ続出
本校が農産物生産・加工・販売に取
り組んでいる「はたちシリーズ」の一
環として作った「はたちの干しいも」
が人気となり売り切れが続出しまし
た。
農業経営学科の１年生が、
箕郷農場・
宮城農場に昨年６月にサツマイモの苗
を定植、10月の収穫まで、除草とつる
返し、獣害対策を行い、おいしいサツ
マイモがたくさん収穫できました。そ
の後、貯蔵し甘味が増したところで干
しいも作りに入りました。芋の種類は、
紅はるか・シルクスイート・玉ゆたか

白菜、ねぎ、しいたけ、しらたきなど
を入れ蒸し、上州名物焼きまんじゅう
の味噌を塗って焼いたもの。県産食材
100％のすき焼きと焼きまんじゅうを
組み合わせた工夫が評価されました。
このコンクールは群馬県が群馬の食
材100％で作る「ぐんまのすき焼き」
を盛り上げるために募集したもので、
本校では「６次産業商品開発」の授業
の一環として参加しました。審査基準
は「商品化実現性」
・
「話題性」
・
「新鮮
さ」
・
「ストーリー性」
。全150作品（食
部門83・グッズ部門67）の中、県内の
大学・高校を抑えての受賞です。
今後、受賞作品は「ぐんまのすき焼
き」を県内外に広めるために県内企業
と連携し、新商品として販売される予
定。生産を学び、食材の長所を理解し
たうえで、加工技術やマーケティング
も提案した今回の受賞作品は６次産業
化を学んだ強みを生かすことのでき
た、絶好の機会となりました。

を使用しました。
12月から販売を開始し、食の駅吉岡
店・前橋店・スマーク店、道の駅こも
ち、ひびき野旅館等で販売。いずれの
店頭でも、数日で売り切れになる人気
でした。
担当した学生たちは、購入者に感謝
するとともに、自分たちの取り組みが
自信になったようです。

生に日本の食べ毎文化について講義し
ていただきました。
２部は、はじめに、「和食文化を通
和食アドバイザー検定協会は、３月
して日本を元気にしよう！」と題した
11日、長野県千曲市で、和食アドバイ
パネルディスカッション。パネリスト
ザー交流会を開催。同アドバイザー有
に、前出の池田玲子さん、地域おこし
資格者を中心に、長野、群馬、埼玉、 のスペシャリスト文化創生研究所代表
東京などから41人が参加し交流を深め
の山崎紫生さん、実技講習会講師で料
ました。
理研究家の宮内祥子さんを迎え、当協
会の第１部は、千曲市かけはしの会
会の澁谷会長がコーディネーターを務
の協力で箱膳体験を行いました。江戸
めました。
ディスカッションでは、「和食文化
を担ってきた女性の活躍を知ること」
「表面的な和食の知識でなく大事な根
本の部分を見直し、伝えること」「地
域の方々の声を聞き、いっしょに活動
すること」
「和食の魅力を国内外に伝
える活動も大切であること」などが語
時代、庶民の暮らしに欠かせなかった
られました。その後、参加者全員が１
箱膳は、食事の道具としてだけでなく、
分間自己PRを行った後、参加者同士
日本の食の基本である感謝や礼儀を語
の交流を図り、会の幕を閉じました。
るにふさわしい文化。千曲市の特産の
２月には、群馬で第９回の実技講習
あんずや季節の野菜をたっぷりと使用
会も行われ、10人の和食アドバイザー
した一汁三菜の郷土料理をいただきな
が誕生し、次年度に向けての活動も活
がら、長野県農文協理事の池田玲子先
発化しています。

千曲市で「和食アドバイザー交流会」
箱膳体験とパネルディスカッション

千曲市で開催された和食
アドバイザー交流会

地産地消を基本とした第４回「お弁
当コンテスト」
（中央農業グリーン専
門学校主催）の審査結果がまとまり、
表彰式が収穫祭に合わせ11月12日に、
本校で行われました。今回は、県内の
高校を中心に参加校11校、347点とい
う過去最高の応募があり、
最優秀賞は、
前橋工業高校３年の岡田龍人さんの
「豚（とん）
でもない？あるある！弁当」
が選ばれました。
応募作品は、夏休み課題として取り
組んだ高校も多く、夏バテしないスタ
ミナのあるものやピリ辛の味付けの作
品が目立ちました。最優秀の岡田さん
の作品は、餃子の皮やスイカの白い部
分を利用したアイデアがすばらしく、
地元の食材を多く使用した栄養バラン
スや調理技術も評価されました。
他の上位入賞者は、
次の通りです
（敬
称略）
。
▽上毛新聞社賞
鰻の蒲焼き風弁当
渡辺 愛梨（渋川女子高校）

すきやきアイデアで
「最優秀賞」を受賞

人気だった﹁はたちの干しいも﹂

最優秀に岡田さん（前橋
工業）
﹁お弁当コンテスト﹂の表彰式

！
地消
産
当
地
お弁 スト
テ
コン
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開校に寄せて

充実の講師陣と学びを共有

“未来をツクル人”に

本年度開校した中央情報大学校は、
常に高いレベルで地域社会に貢献して
きた中央カレッジグループの一員で
す。前身の中央情報経理専門学校高崎
校の情報分野の教育に、中央工科デザ
イン専門学校で培ったデザイン分野と
電気通信分野の教育を加え、それぞれ
の境界領域を融合することで今後の社
会変容に対応できる人材を育成すると
いう強い使命感を持って本校は誕生し
ました。クリエイティブな発想を持っ

【新入生に期待すること】

情報のアンテナ張って

上記のように、単方向からの視点だ
けでは、新たな価値を生み出すことは
難しくなってきています。専門分野の
深い探求とともに、各方面に情報のア
ンテナを張り巡らし、あらゆる知識・
技術に知的好奇心を持ち、自分の分野
の糧（かて）とするにはどうすべきか、
知識や技術の組み合わせにより新たな
価値を見出すためのインターフェース
は何なのか、を常に意識して、日々活
動していってほしいと考えています。
「学生にはまだ無理！」
「群馬からは発
信できない！」などのネガティブな思
考を持たず、新たなフィールドに私た
ちと果敢に挑戦していきましょう！

学校長

中島慎太郎

す。在学中には挑戦と貴重な失敗をす
る機会がたくさんあり、主体的に行動
することでそこからさまざまな学びを
得ることができます。
新入生の皆さんには、本校で多くの
学びを得ていくことで、これから変化
していく社会の第一線で活躍できる
“未来をツクル人” になってくれるこ
とを強く期待します。

デジタルデザイン学科

情報通信技術のめまぐるしい発展に
伴い、従来の考え方や技術の利用方法
ではカテゴライズできないようなサー
ビスやビジネスが続々と登場してきて
います。それらを担う新たな人材を育
成するためには、基盤となる専門分野
を軸にしながらも、隣接分野や他分野
のテクノロジーを取り入れ、デザイン
していく必要があります。私たちはこ
れらを実践するために従来の複合分野
を１つの学科で統合し、各自の研究テ
ーマを掘り下げながら企業や学術機関
と連携して、問題解決や新たな価値を
創造していきます。

電気通信学科

【学科の特色と狙い】

も充実したプロの講師陣です。本校自
慢の講師とゼミや講義において学びの
共有を行っていくことで本物の力が付
き、皆さんの将来の夢や可能性はより
大きなものになっていくはずです。
ビジネスの世界では、イノベーショ
ンを起こすためには多くのトライアン
ドエラー（挑戦と失敗）が必要だと言
われています。中央カレッジグループ
においても「やって・みて・考える
失敗から学ぶ」という考え方がありま

C I D の 学 科 紹 介
情報システム学科

高度ＩＣＴ
デザイン学科

新たな価値創造を

たIT人材は、これからの社会をリー
ドする人材になっていくものと確信し
ています。
中央情報大学校は、
「高度情報化社
会で活躍できるカリキュラム編成」
「企
業や地域と連携した実践的な学び」
「き
め細やかで徹底した就職活動サポート
体制」
「科目選択制の導入」「アクティ
ブラーニング中心のゼミ制導入」「抜
群の立地条件」という特長を持ってい
ます。さらに一番の特長は何と言って

最前線の人材育成
【学科の特色と狙い】
拡大と発展を続けるICT分野におい
て、
コアとなる領域モデルを専攻化し、
学科としたものが情報システム学科で
す。基本的には、高度ICTデザイン学
科の研究分野に繋がる基盤テクノロジ
ーについて、ゼロから習得していくカ
リキュラムになっています。コンピュ
ータを用いてモノ作りをしたい人、ビ
ジネスシーンを根底から支えるテクノ
ロジーをデザインしたい人、コンテン
ツ を 自 ら 生 み 出 し た い 人 な ど な ど、
ICT業界に携わり、最新技術を用いた
現場の最前線に立つ人材の育成を目標
とする学科です。

【新入生に期待すること】

モノ作り楽しんで

“モノ” 作りを楽しんで欲しいです。
仕様の決まっていない個人の開発・設
計においては、自分だけのコダワリを
モノ作りに反映する自由度と楽しさが
あります。作っては壊し、違う角度か
ら見直しては修正する。実際の現場に
おいても試行錯誤＝トライアンドエラ
ーを繰り返しながら完成に近づけてい
く過程で、成長と新たな発見がありま
す。既存のコンテンツを消費する時も
同様、単純な感想で終わるだけではな
く、改善や自分なりの要望・修正案を
常に考え、具現化するまでの過程を想
像してみてください！

資格取得が就職に直結
【学科の特色と狙い】
電気通信学科の特長は、就職に直結
する「電気工事士」や「工事担任者」
などの国家資格を取得し、実践的な技
術習得ができることです。電気・通信
設備工事に関わる資格は業務独占とな
る資格が多いため、資格取得が就職へ
の近道となります。難しそうなイメー
ジがありますが安心してください。現
役で活躍する技術者や経験豊富な講師
陣がきめ細かく指導します。現に、多
くの資格を取得して卒業する学生がた
くさんいます。技術面においても数多
くの実習や企業見学から、実作業への
理解を深めることも行っています。電
気通信は政府の提唱する「ソサエティ
5.0（超スマート社会）
」を社会インフ
ラの面から支える技術者として活躍が
期待される分野です。

【新入生に期待すること】

暮らしを守る技術者に
高度情報化社会による第４次産業革
命が進む私たちの生活において、電気
や通信は今の豊かな暮らしに欠かせな
いものです。電気通信分野を目指す新
入生には、私たちの暮らしを守る重要
な役目を担った技術者になることを目
標に、技術・知識の習得と資格取得に
頑張ってほしいと思います。

発想豊かなクリエイターに
【学科の特色と狙い】
デジタルデザイン学科は、最新メデ
ィアを活用することで、発想力・表現
力を養い、様々な提案ができるクリエ
イターを育成しています。授業では、
デザイナーに必須のMacintoshを利用
して、PhotoshopやIllustratorなどの
デザインソフトの他、AfterEffects、
Maya、SOLID WORKSなどのソフト
も適宜学習していきます。実習では、
企業コンペや国内外のコンテストなど
への参加を目標に、企画・提案・制作・
プレゼンテーションなどを交えて作品
制作に臨みます。在学中は多くの企画
に挑戦する機会が設けられ、それらを
経験することで、即戦力で活躍できる
プロのデザイナーとしての知識と技術
を身につけていきます。

【新入生に期待すること】

目的意識忘れずに

新入生には目的意識を持って日々を
過ごしてほしいです。在学中は、授業
での学習のほか、産学連携やコンテス
ト、校内イベントなど、取り組むべき
ことがたくさんあります。多くのこと
を経験することで、自分の中の引き出
しが増え、デザイナーとしての資質が
向上します。自分なりの「こうなりた
いイメージ」を持って、一緒に学園生
活を楽しみましょう。

号
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技術者試験では26人が合格し群馬県内
専門学校占有率は79％となりました。
（数字はCIDの前身である中央情報経
理専門学校高崎校と中央情報経理専門
学校の情報系学科合計のものです）

（SE・プログラマコース平成29年度卒、学芸館高校出身）
内定先：インガルス株式会社

毎 日 コ ツ コ ツ と 勉 強
てと言われました。そこで、毎日可能
な限りを尽くして勉強した結果合格す
ることができました。
今回の試験では「基本情報」の時と
は違い、合格するまでの過程でモチベ
ーションの維持、継続力など人間性の
向上が図れたと思いました。

学 科 紹 介
国際ビジネス学科

日本で活躍できる人材を 【新入生に期待すること】
【学科の特色と狙い】
最初の夢を忘れずに
日本中で活躍する留学生が最近増
えています。当校では日本に興味を
持ち、日本で活躍できる留学生を育
成しています。日本で活躍するため
には、勉強はもちろんですが日本で
の生活習慣やマナーも重要です。そ
の指導もきちんと行います。留学生
が就職したい企業も一緒に探しま
す。また、成績が優秀な留学生や、
１日も休まない留学生には１カ月に
１度、お米、麺類などの食料品を支
援する制度もあります。規模は小さ
いですが、フレンドリーな学校なの
で、のびのびと勉強できます。

「未来の家族への手紙」コンクール
（群馬県主催）で情報システム学科
SE・プログラマコース２年の鳥山涼
平さんが最優秀賞に輝き、11月25日に
前橋市内で開催された群馬県青少年育
成大会で表彰されました。
受賞作品のタイトルは「未来のまだ

鳥山

紫皇さん

１年生の秋に「基本情報」を取得し
た時とても苦労した覚えがあり、さら
に上の応用情報を目指す時はモチベー
ションの維持が難しかったり、今度は
落ちるのではないかという不安に襲わ
れたりもしました。
その時、担任の内池先生に相談、毎
日少しでもいいからコツコツ続けてみ

本 校 は ３ 年 連 続 の 快 挙

最優秀賞を受賞して

応用情報技術者試験合格者

茂木

表彰され自作を朗読する鳥山さん

中央カレッジグループでは経済産業
省の情報技術者試験で好成績を残して
います。平成29年度４月の応用情報技
術者試験では12人が合格、群馬県内専
門学校占有率は67％、10月の基本情報

さ 最優秀
ん

﹁応用﹂
﹁基本﹂情報技術者試験の合格者
︵高資格祝賀会で︶

「応用」
「基本」情報技術者
ともに高い合格率
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鳥山

第

学校に入学したいと思ったときの
気持ちを忘れないでください。最初
に学校を決めるとき、ITや電気工
事の勉強をして日本の会社で活躍し
たいと思ったはずです。
私たちは、そのような留学生を全
力で応援します。そのために皆さん
は、休まないで毎日学校に来てくだ
さい。そして今後、勉強が大変にな
ったときには、この気持ちを思い出
して頑張ってほしいと思います。

涼平さん

（SE・プログラマコース平成
29年度卒、藤岡中央高校出身）
内定先：株式会社クライム

自分の気持ちを文章に
最優秀賞と聞いた時は、とても驚
きました。今自分が思っている気持
ちをそのまま文章にしたため、文法

見ぬ君へ」
。父親となった自分が子ど
もに語りかける設定で現在の母親に対
する感謝の気持ちなどをつづった内容
となっています。
最優秀賞は本校にとって３年連続の
受賞となります。

も内容もまとまっていなかったので
心配でした。それが、逆に良かった
のかなとも思いました。
学生生活の中で、作文で賞に選ば
れることは一度もなかったので、今
でも驚きです。まして、専門学校で
の生活の最後にこのような賞に選ば
れたことは、希望を一つ叶えられた
ことと同じで、とても光栄です。今
後もこの時の気持ちを忘れずにいた
いです。

正月行事など体験
国際ビジネス学科
本校の国際ビジネス学科・日本語学
科では多くの留学生が学んでいます。
出身国は、中国、ベトナム、ネパール、
スリランカ、バングラディシュ、フィ
リピンです。
本校では通常授業以外でも、折に触
れ日本文化も学んでいます。新年には
餅つき、書初めを行いました。餅つき
も、書初めも、道具からすべてが珍し
く、わくわくしながら体験していまし
た＝写真。
そのほかでは、皆の幸せを願って千

ボ

ウリング関東大会で
本校チームが３連覇

羽鶴を折ったり、節分には豆まきをす
るなど日本の文化や習慣を学んでいま
す。

ス

菅平でゼミ研修
キー、スノボ楽しむ

高度情報システム学科、情報システ
ム学科、医療福祉秘書学科の学生を対
象にしたスキー・スノーボードゼミ研
修旅行＝写真＝が、菅平高原で２月26
日から27日にかけて行われました。

平成30年２月27日、一般社団法人全
国経理教育協会関東地方会主催第14回
全関東ボウリング大会で本校Ａチーム
が団体優勝＝写真。本校チームは大会
３連覇を達成しました。
個人戦では、塚越洵さん（総合ビジ
ネス学科２年）が２位に、同３位に真
下陽平さん（同学科１年）が輝きまし
た。

当日は、快晴に恵まれ、卒年次の学
生は学生生活最後の仲間との触れ合い
を満喫しました。

高崎ビューティモード専門学校から、今春
72人（通信制含む）が在学中に身につけた
技術と知識を持って学び舎を巣立っていきま
した。卒業生を代表して２人に本校での思い
出や後輩へのメッセージを聞きました。

国際ビューティ学科
エステティシャンコース

星野
内定先

愛梨さん

（沼田女子高校出身）

TBCグループ株式会社

日々を大切にして
▽就職が決まった要因は。
星野 この会社で、“今まで抱いてい
た自分の夢を叶える。叶えてみせる。
”
という強い自分の思いが、面接を通し
て伝えられたからだと思います。
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夢

際ビューティ学科で２年間学んだ技
術の集大成を評価するディプロマ試
験が２月27日・28日に、別館『TBM
BEAUTY ANNEX』を会場に行われ
ました。学生たちは、エステ・メイ
ク・ヘアセット・ネイルの４部門全
てを審査されました。

を

ディプロマ試験開始を前に学校長が
激励のあいさつ、その後に担当の先生
から試験の注意事項が伝えられまし
た。
試験は、
緊張の中「始めてください」
の合図でスタート。内容は、エステか
ら始まり、クレンジング・洗顔・マッ
サージ・パックを、制限時間内に行う
ものです。
エステで、肌を整えた後、メイク技
術として『クール』
『エレガント』
『フ
レッシュ』
『キュート』
のイメージから、
自分でテーマを１つ決めてモデルにメ
イクします。
メイクを終えた後は、そのメイクに
合わせたヘアセットを行い、最後にネ
イルで指先を綺麗に飾り、これで技術
は全て終了です。まさに、学生たちの
緊張が一気に解けた瞬間でした。
試験開始直後は、審査の先生の視線

華麗 で正 確 な技 術

「技術の集大成を華麗に披露」。国

２年間の学習成果披露

国際ビューティ学科

45

号

に 向かって 卒業生インタビュー

▽本校での２年間
の思い出は。
星野 ２年間、楽
しいことも大変だ
ったことも一緒に
乗り越えてくれた
クラスメートや親身になって指導して
くださった先生方、一番近くで支えて
くれた家族のおかげで、充実した学校
生活が送れました。
▽後輩へ一言。
星野 自分の夢を叶えるために、１日
１日を大切にしてください。そして、
最後の学生生活を存分に楽しんでくだ
さい。

ディプロマ
試 験

第

国際美容師学科
ヘアスタイリストコース

清水
内定先

大毅さん

（寄居城北高校出身）

Lipps

自分の思いを相手に
▽都内の有名サロンに就職が決まった
そうですが、要因は。
清水 面接の際の質問に対して、マニ
ュアル通りではなく、自分の思いや考
え方をどれだけ伝えられるかが重要だ
と思います。

▽本校での２年間
の思い出は。
清水 自分にとっ
ての最後の学生生
活で、とても良い
友達や先輩などに
会えました。本校での２年間は良い思
い出になりました。
▽後輩へ一言。
清水 就職活動では、いろいろなサロ
ンを見ておくことが一番の勉強になり
ます。出される課題に対して、早めの
準備をし、落ち着いて臨むことが良い
結果に繋がると思います。自分の夢に
向かって、頑張ってください。

エステ

に緊張のあまり、手が震
えている学生もいました
が、時間が経つにつれ、
少しずつ緊張もほぐれて
普段の技術を披露してく
れました。
試験の結果は、厳選な
審査により、最優秀者に
ゴールド、優秀者にはシ
ルバーの賞状が３月７日
の卒業式の日に手渡され
ました。
同試験で、学生の２年間の成長の跡
がみられたことに、審査員の先生たち
も感無量でした。

クレンジング

メイク

ヘアー
２年間の学習の成果を披露したディプロマ試験
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与えられた時間を大切に
高崎ビューティモード専門学校
学校長
本年度からTBMの学校長を務
めることになった高橋紀幸です。
よろしくお願いします。
さて、本校で学ぶ皆さんの努力
の延長線上にあるのは、人の心を
明るく元気にするとても誇らしい

高橋

紀幸

仕事です。
全ての皆さんが、自分の就職目標を
達成してくれることを心から願ってい
ます。そのためには、一人一人が平等
に与えられた時間を大切に思い、一時
間一時間を夢の実現のために大切に使

う毎日を過ごしてほしいと願っていま
す。
学校は、先生と学生が切磋琢磨する
真剣勝負の場所です。若さあふれる皆
さんの努力する力は無限大です。本校
の面倒見のいい先生方は、厳しさの中
にも温かみのある授業を実践していま
す。
何よりも授業を大切にして失敗を恐
れず、学校生活のあらゆることから貪

欲に学んでいくことを切望しま
す。
最後まで初心を忘れずに成長し
続けていく皆さんを、私は一生懸
命応援していきたいと思います。

mmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
学校長に就任して

フィールドワークの発表

１年生を対象にしたフィールドワー
クを３月12日から３月15日の４日間で
行いました。フィールドワークとは、
就職活動の一環として企業・サロン訪
問を行い、訪問時のマナーを学ぶとと
もに、各職業についての疑問を解消す
る問題解決能力向上を目的に行ってい
ます。
学生たちは、全13組のグループに分
かれ、
「美容師の１日のスケジュール」
「流行のヘアスタイル」
「年齢別のネイ
ルデザイン」など、多くの疑問を解消
い

ま

卒業生 の 現在

しました。
学生の感想からも、
「訪問のマナー
の難しさを知ることができた」「働き
たいサロンが見つかった」「授業では
習うことのできない内容を勉強でき
た」など前向きな意見が多く出ていま
した。
また学生も、実際にサロン訪問し調
べることで、訪問時のマナーも学ぶこ
とができ、これからの就職活動に生か
されることも期待されます。

9

今回、紹介する卒業生は、６期生
の丸山佳織さんです。
「Lagoon -HAIR-」
＝前橋市南町

丸山

高い技術を身近で
研修旅行でショー見学
１年生が国内研修旅行の一環とし
て、東京・横浜散策に１泊２日で行っ
てきました。11月７日にはパシフィコ
横 浜 で 開 催 中 の「 ミ ル ボ ン
DA-INSPIRE-2017」を見学すること
ができました。
「ミルボンDA-INSPIRE-2017」では、
全国を９つのエリアに分けてデザイナ
ー同士が感性を刺激し共有していまし
た。 各 エ リ ア の 代 表 を 選 ぶ 大 会
（TOKYOエリア）では、白熱したヘ
アバトル（カット・メイク・セット）
を目の前でライブとして見ることがで
きました。会場内ではほかにも、新人

丸山さんは現在、オーナーである
ご主人のお店で、経営のサポートと
同時にスタイリストとしても活躍さ
しています。
本校では、授業でヘアー以外にも
着付けを学び、お店では、着付けや
ヘアセットの施術も行っています。
特別な日を任せてもらえることの喜
びや、お客様から「ありがとう」と
言ってもらえることに日々やりがい
を感じているそうです。

美容学科１年生対象にした就職活動
スタートアップ講座が３月９日に行わ
れ、活動の進め方やサロン訪問時のマ
ナー、面接時の座り方と名刺の受け取
り方、聞き方、話し方のマナー、履歴
書の書き方などの講義を受けました。
名刺の受け取り方、お辞儀の仕方では、
学生が二人組になり練習しました。
講師として招いたヘアーサロン向け
リクルーティングコンサルを行ってい
る株式会社エイドクリエイツの杉本さ
んからは、会社の規模別に見たサロン
のメリット、デメリット。サロン見学
で見ておきたいポイントやアポ電話の

厳粛に成人祝い

「好きなことだから毎日楽しく、
成長を感じられる美容師の仕事はと
ても素敵な仕事です」と、笑顔で話
しました。
丸山さんの今後のさらなる活躍を
祈っています。

美容師さんのホイルワークなどの競技
も行われていました。
学生は時間の許す限り、館内を自由
散策し、あまりの技術の高さと会場の
広さに時を忘れていました。学生たち
にとって、現役で活躍をしている美容
師さんの技術に触れる絶好の機会とな
り、
モデルや作品を携帯の画像を収め、
その感動を残していました。この体験
は、学生たちにとって有意義で、勉強
になったようでした。

就職活動に向け
スタートアップ

佳織さん（６期生）

好きな仕事に生きがい

学生たちも大きな刺激を
受けた国内研修旅行

グループごとにディスカッション

１年生がフィールドワーク

サロンなど
訪問し調査

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

TBM
と
CIC

中 央 総 合 学 園 ２ 校（TBM、CIC）
の伝統行事である「成人の祝」が１月
９日に高崎市労使会館で行われまし
た。式典では、厳粛な雰囲気の中、着
物姿などの学生たちの姿も花を添えて
いました。
学園を代表し、学校長から「３つの
自立」という激励の言葉や、成人とし
ての心構えについて自身の経験や先人
の言葉などを例に講話が行われまし
た。
これを受け各校の代表学生が、これ

模擬練習、採用担当が見ているポイン
トなどの講義をしてもらいました＝写
真。
受講した学生は、これからの就職活
動を視野にいれ、真剣に耳を傾けてい
ました。
このスタートアップ講座を通じて、
社会人の立場からの就職アドバイスを
受けることができ、学生たちは仕事を
していく上で大切な点に触れることが
できたと思います。
からの人生に
向けて、新た
な誓いの言葉
を述べまし
た＝写真。学
生たちにとっ
て、これから
社会人として
一歩踏み出す勇気を与えてくれる会と
なりました。
最後に、
「国家試験全員合格」
「ディ
プロマ試験全員合格」
「就職100％」を
込めて、学校長、副校長、学生代表者
がダルマに目入れをし、早期内定を祈
願しました。
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厳かに第19回「卒業式」
43 人 の 門 出 祝 う

卒業生の進路
▽四年制大学
杏林大学、高崎健康福祉大学、埼玉工
業大学、拓殖大学
▽短期大学
育英短期大学
▽中央カレッジグループ専門学校

中央農業大学校、中央情報経理専門学
校、中央情報大学校、高崎ビューティ
モード専門学校
▽他の専門学校
群馬調理師専門学校、東日本医療専門
学校、高崎自動車整備大学校、東日本
デザイン専門学校、群馬動物専門学校、
東京アニメ・声優専門学校、ヒューマ
ンアカデミー東京校、太田情報商科専

高校生活を振り返り答辞を述べる卒業生代表

クラーク記念国際高校前橋キャンパ
ス（中央高等専修学校前橋校）の第19
回卒業式が３月３日、中央カレッジグ
ループ本部館６階ホールで厳かに行わ
れ、43人の卒業生が本校を巣立ってい
きました。
本校の卒業生は、１年次から通い続
けた生徒、学年の途中から転入してき
た生徒などさまざまですが、それぞれ
が勉強や運動、資格や検定の取得、行
事などに全力で取り組み、卒業の日を
迎えました。
式では、山本龍前橋市長をはじめ、
多くの来賓が出席の中、検定合格・各 （総合コース）、上原愛結さん（同）、
赤石洸太さん（ベーシックコース）の
種表彰に次いで、清水洋学校長から一
３人が答辞に立ち、それぞれ自分の高
人一人に卒業証書が手渡されました。
校生活を振り返り、今後の夢や希望、
在校生代表の多賀谷友翔さん、大澤
お世話になった人たちへの感謝などを
なほこさんによる先輩への送辞を受け
熱く語りました。
て、卒業生を代表して、西山哲史さん

卒業生はこれから大学や短大、専門
学校への進学や、就職というそれぞれ
の新しい道へ進んでいきます。本校で
経験し学んださまざまなことを糧（か
て）に、より一層飛躍してくれること
を期待しています。
門学校、前橋産業技術専門学校、高崎
産業技術専門学校、足利デザイン×ビ
ューティ専門学校
▽就職
知床グランドホテル、株式会社大澤屋、
カワナ塗装、株式会社ダイナム
▽その他
ウェルビー高崎、アイエスネットライ
フ、ヒューマニア前橋

「百花繚乱」
テーマに
第７回「大志祭」開く
「百花繚乱〜咲き乱れろ、クラーク
生〜」をテーマにした、前橋キャンパ
スの文化祭「第７回大志祭」が11月18
日に開催されました＝写真。
文化祭は３年に１度の開催。生徒た
ちが主体となり、今回のテーマに込め
られた「生徒一人一人が花となり咲き
乱れ、
それぞれが咲き誇り活躍できる」
文化祭にしようと、各クラスが工夫を
こらしたステージ発表、模擬店での調
理や女装・男装コンテスト、クイズ大
会、カラオケ大会や大志祭モニュメン
ト作成などの準備を進め、一日限りの
お祭りをみんなで盛り上げました。
当日は、本校主催の「中学生イラス
トコンテスト」授賞式、保護者による
模擬店、野菜販売も同時に行われ、２
号館一階を会場にした「CGアニメー
ションコース作品展示」も大志祭に華
を添えてくれました。
会場には生徒・教職員一体で作り上
げた花紙造花によるモニュメントも飾

られ、そこには、それぞれの花の花言
葉、
「華麗」「豊かな愛情」「誇り」「思
いやり」
「再開」「青春」など、生徒の
さまざまな思いが込められました。

前橋・桐生合同で英会話に挑戦
イングリッシュビレッジ研修
前橋校・桐生校２年生が２月６日、
前橋市の赤城山ろくにあるイングリッ
シュビレッジ（前橋英語村）で合同英
会話研修を行いました＝写真。
「英語が苦手だから不安」「どこまで
通じるのか楽しみ」などの思いで参加
した研修は、イングリッシュビレッジ
の概要説明や講師自己紹介から始ま
り、その後、出入国管理ブースから研
修がスタートしました。
初めは緊張し、外国人講師の前に出

られない生徒もいましたが、進行する
うちに自然と列に入れるようになるな
ど積極性も見られました。その後、３
つのグループに分かれて、ショッピン
グ・ファストフード・ホテルフロント
本校では毎年冬休み前、伝統学習
の一環として、生徒全員が「和だこ」
、
有志で「門松」の制作を行っていま
す。それと併せ、本年度は３年生が
クリスマスリース
の制作を行いまし
た。
和だこは生徒そ
れぞれが思い思いの絵柄を描いた紙
に骨組みとなる竹ひごを張り付けま
す。クリスマスリース制作は講師を
招いての初の試みでしたが、生徒た

卒業生の資格・検定合格実績
（平成27年４月〜30年３月
延べ人数159人）
【全国経理教育協会関係】
☆簿記能力検定
２級１人、３級13人
☆電卓計算能力検定
８段１人、７段１人、６段１人、
４段１人、２級１人、３級２人、
４級５人
☆文書処理能力検定（ワープロ）
１級２人、２級８人、３級20人
☆文書処理能力検定（表計算）
１級１人、２級７人、３級10人
☆社会人常識マナー検定
３級２人
☆計算実務能力検定 ３級３人
【日本漢字能力検定協会関係】
☆漢字能力検定
２級１人、準２級３人、３級４人、
４級１人、５級２人、６級６人、
７級２人、８級２人
【日本ビジネスマナー検定協会関係】
☆ビジネスマナー検定
１級３人、２級３人、３級６人
【日本書写技能検定協会関係】
☆硬筆書写技能検定 ４級14人
☆毛筆書写技能検定 ４級９人
【日本英語検定協会関係】
☆実用英語技能検定
３級３人、４級７人、５級５人
【色彩検定協会関係】
☆色彩検定 ３級１人
【日本商工会議所関係】
☆日商簿記検定
２級１人、３級３人
【日本語検定員会関係】
☆日本語検定
準３級２人、準５級１人
【日本数学検定協会】
☆実用数学技能検定 準２級１人
での英会話体験に挑戦しました。
慣れない英語を一生懸命相手に伝え
ようと努力している生徒の姿が印象的
でした。生徒たちからは「疲れたけど
楽しかった」「もっとやりたかった」
などの声も聞こえ、実りある研修にな
ったと思います。
ちは慣れない素材と奮闘しながらも
完成させていました。和だこもリー
スも手作りだけに、出来上がったも
のは多彩で、世界に一つしかないも
のに仕上がりまし
た。
門松制作は本校
生徒が在籍するイ
ンターアクトクラブ活動の一環とし
て行っているもので、
毎年年末年始、
学園グループや特養老人ホーム「春
日の里」
などの玄関を飾っています。

和だこや門松
リース作り
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第
回卒業式

10

27人が
新たな道へ

に 向 か っ て

夢に向かって旅立つ蛭間さん

夢

卒業生に聞く
蛭間

菜穂さん

進路：和光大学
表現学部芸術学科

▶好きな絵を学びたい◀

全関東電卓競技大会（全経関東地方
会主催）
で団体優勝できたことです。
初めは不安でいっぱいでしたが、チ
ームで助け合いながら優勝できたの
でとてもうれしかったです。
▽卒業後について
和光大学に進学します。いろいろ
悩みましたが、自分の好きな絵を専
門的に学んでみたいと思い決めまし
た。そして、しっかりと学習して将
来に生かしていければと思っていま
す。
▽後輩に一言
高校生活は今しかできないことな
ので行事など、思い切り楽しんでく
ださい。進路など困ったことがあっ
たら一人で悩むのではなく先生方を
頼ってみてください。必ず解決に繋
がると思います。頑張ってください。

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
学校
▽就職
（株）モテギ、（株）群馬レジン、（有）
▽四年制大学
折田開発、（株）明治大和倉庫、（株）
和光大学
桐生小型運送、（株）Yec-style、荻野
▽中央カレッジグループ専門学校
技建、クリーニングスズキ、おんがく
中央情報経理専門学校
やSR企画
▽他の専門学校
▽その他
太田医療技術専門学校、国際エンター （株）綜合キャリアネット、（株）アイ
テイメント専門学校、東京こども専門
エスエフネットライフ

卒業生の進路

賓祝辞では、全国専修学校各種学校総
連合会の中島利郎副会長、中央情報経
理専門学校、中央動物看護専門学校の
櫻井清人学校長から卒業生へお祝いの
言葉が送られました。
送辞では２年生の髙宮将輝さんが先
輩へ感謝の気持ちを読みあげました。
これを受けて、卒業生代表の前原応
勝さんと花澤麗さんが、高校生活の思

思い出を胸に式に臨んだ卒業生

い出を振り返りながら、「これからが
新たなスタート」と新たな道への意気
込みを交え答辞を述べました。
卒業した27人は、進学や就職とそれ
ぞれ別々の道に進みますが、本校での
体験や学んだことを忘れず頑張ってほ
しいと思います。

平成29年度卒業生検定合格実績
【全国経理教育協会主催】
☆電卓計算能力検定
【段】７段１人、６段１人、４段１人
【級】１級３人、２級４人、３級５人、
４級６人
☆文書処理能力検定
ワープロ １級２人、２級１人、
３級７人、４級１人
表計算
２級１人、３級９人、
４級９人
☆社会人常識マナー検定
２級２人、３級６人
☆簿記能力検定 ３級１人、４級２人
【全国教育振興会主催】

（平成27年〜29年）

☆ビジネスマナー検定
３級10人
【日本漢字能力検定協会主催】
☆漢字検定
準２級１人、３級２人、４級２人、
５級６人、６級５人、７級５人
【日本語検定委員会主催】
☆日本語検定
３級２人、準３級２人、４級６人、
準４級４人
【日本書写技能検定協会主催】
☆硬筆書写技能検定 ４級６人
【和食アドバイザー検定協会主催】
ジュニア和食アドバイザー検定 １人
保護者も協力し野菜販売︵右︶︒カレー
ライスなど自慢の料理をＰＲする生
徒たち︵左︶

▽入学して頑張ったこと
入学する前から検定を頑張ろうと
決めていました。特に電卓について
は練習すればするほど目に見えて成
果を挙げることができたのでやって
いてとても楽しく臨めていました。
最後は７段が取得できとてもうれし
かったです。また、中学時代はなか
なか参加することができなかった学
校行事を頑張りました。球技大会や
マラソン大会では１位になることが
できとてもいい思い出になりまし
た。
▽３年間の思い出
思い出はたくさんありますが、北
海道研修旅行です。北海道では旭山
動物園や小樽での自由散策など美味
しい食べ物もたくさんあり、楽しか
った思い出しかありません。あとは

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

第10回卒業式が３月２日、桐生グラ
われました。各賞は、それぞれの努力
ンドホテルで行われ、全日コース・週
の積み重ねの証であり、一人ひとり立
一コース合わせて27人が卒業しました。
派に賞状を受け取っていました。
式典では技術検定合格証書授与が行
高校卒業の証である卒業証書授与で
われ、電卓計算能力検定７段合格や４
は、証書が清水洋学校長から一人ひと
段合格など高資格取得者を顕彰。次い
りに手渡されました。
で、かわせみ賞や学校長賞、学業成績
式辞では清水学校長が、サッカーの
精励賞、３年間皆勤賞などの表彰が行
パスに例え卒業生にエールを送り、来
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

第10 回「収穫祭」にぎわう
今年の各学年の料理は３年生が
『焼きそば』
『キウイゼリー』の２品、
本校桐生キャンパスで11月18日、 ２年生は『どら焼き』
『グラタン』
『い
第10回収穫祭が開かれ、生徒や保護
もチップス』の３品、１年生は『さ
者、教職員が一体となって来場者を
つまいもカレー』
『スイートポテト』
歓迎しました。
の２品を作りました。
収穫祭は、年間を通して行ってき
当日は、雨が心配されましたが、
た農業体験の総まとめであり、生徒
降ることなく実施できました。
たちが、苗の定植、管理、収穫して
生徒たちは、この収穫祭を通して
きた野菜を販売・調理し提供する場。
収穫祭広報ビラ配りや当日の接客な
また、校舎内に展示コーナーを作り、
ど多くの経験ができました。今後は
農業体験や学校行事の様子を紹介
この経験を生かし、学校生活を送っ
し、本校の魅力を来校した人たちに
てほしいと思います。
伝えることも行っています。

野菜販売や展示も
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〒371-0125 群馬県前橋市嶺町1409-2 TEL.027-289-3125 FAX.027-289-9251

複合型オンライン英会話を紹介するスタッフ

複合型オンライン英会話

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

本格運用を開始
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Life style に合った受講が可能に
しいかたちの英会話を提供するもので
す。オンライン英会話で使うテキスト
は本校オリジナルテキストからイング
リッシュアイランドが販売しているテ
キスト、またはテキストを使用しない
フリートークまでさまざまなかたち
で、バラエティーに富んだレッスンを
受講できるのも特長です。
本校のシチュエーショナルなレッス
ンはオリジナルテキストと連動してい
るため、復習や予習といった学習も可
能です。また、スカイプ登録の方法や
オンライン英会話の操作などパソコン
を本校までお持ちいただければ利用希
望者の納得のいくまで操作方法を指導
します。

金額（円）

オンライン英会話

EVM利用

18,000 ／月

15回／月

８レッスン／月

ブルー

13,000 ／月

８回／月

６レッスン／月

ホワイト

10,000 ／月

４回／月

４レッスン／月

オンライン英会話

EVM利用

オンライン英会話コース
種別
グリーン

金額（円）
13,000 ／月

15回／月

ブルー

8,000 ／月

８回／月

ホワイト

5,000 ／月

４回／月

１レッスン
1,500円で
EVMを利用可能

Weekendコース（シチュエーション英会話）
種別

金額（円）

EVM利用

グリーン

20,000 ／月

無制限（１日２レッスンまで）

ブルー

12,800 ／月

８レッスン／月

7,200 ／月

４レッスン／月

ホワイト

新テキスト活用した「I Can!」

STAFF 紹介

Alanna Tracy Kerbey

最終的には英検３級レベルが目標

（アラーナ・トレーシー・カービー）

チャレンジ精神いっぱい
彼女はイギリス出身です。日本に
は５年前に来ました。
日本に来た理由は、
「海外へのチ
ャレンジと日本語の勉強のため」だ
そうです。とてもチャレンジ精神旺
盛です。
群馬県に来る前は東京、埼玉、神
奈 川 に 住 み、 そ こ で は 小 学 校 の
ALTとして働いた経験もあります。
アラーナの趣味は写真を撮ること
と愛犬との散歩です。少し渋いです
が、日本食はマグロの漬け丼と八ツ
橋が大好物。苦手なのは塩辛とイク
ラだそうです。

伊勢崎市・Ａさん（男性、60代）
「Shopping」での実践英会話で大変
よかった。講師の教え方もわかりやす
かったです。また、イギリスと日本と
の比較等の会話も楽しかったです。

前橋市・Ｂさん（男性、50代）
テキストの文章量がもう少し長くて
も良いと感じました。講師の方が親切
で助かりました。
前橋市・Ｃさん（女性、30代）
大変よかったです。Roomの選定を
アドリブでバリエーションを変えたり
するなど実践的でした。

使用されるテキスト﹃ We Can!
﹄

種別
グリーン

複合型オンライン英会話
利用者の声

小学生向けに開発
新たなプログラム

複合型オンライン英会話利用料︵税別︶

オンライン英会話＋EVM利用コース

複合型オンライン英会話の流れ

English Village MAEBASHI（前橋
英語村）は新たなステップとして、昨
年11月にコシダカホールディングスの
オンライン英会話を展開する株式会社
イングリッシュアイランドと業務提
携、本格運用を開始しました。
この複合型オンライン英会話では、
利用者は自分のライフスタイルに合わ
せ、セブ島にいる外国人インストラク
ターからスカイプレッスンを受け、英
語をインプット。そのインプットした
内容をEnglish Village MAEBASHIの
多彩なシチュエーションで、外国人イ
ンストラクターとアウトプットができ
る画期的な学習プログラムです。
子どもから大人まで楽しく学べる新

「日本に来てビックリしたこと」
を聞いてみました。その答えは、
「電
車の運行サービス」だそうです。ア
ラーナの生まれたイギリスの電車の
時間はあてにならないそうです。
とても笑顔の素敵な彼女、優しく
英語を教えてくれます。

小 学 生 向 け の「FUN FUN KIDS
PROGRAM」が2018年４月から、新
たに「I Can!」としてスタートします。
今 ま で の「FUN FUN KIDS
PROGRAM」では、目安としてエデ
ュケーション１に対してエンターテイ
メントが２の割合を占めていました。
「I Can!」は本当に英語を楽しむた
めの土台作りを目指し、エデュケーシ
ョン２、エンターテイメント１の割合
で進めていきます。また、村長と外国
人インストラクターで厳選したテキス
ト『We Can!』を使用し、
「読む、書く、
聞く、話す」のバランスがとれた「使
える英語」の習得を目指します。
対象は小学校１年生〜６年生です。
新プログラムの特徴は経験豊富な外
国人インストラクターが担当します。

『We Can!』のテキストStep １〜４ま
でを段階的に使用します。各テキスト
には64の目標があり、それをクリアし
ながら進みます。
Step ４修了時には受講者は英語検
定３級レベルに到達できます。本年度
はStep ２までを使用予定。
開講は、いずれも土曜日。
Step １クラス 午前９時30分〜11時
Step ２クラス 午前11時〜午後０時30分
※内容はテキスト60分、EVMアクテ
ビティ 30分。
初回料金は16,170円（内訳：月会費
10,000円、
教材費1,000円、
テキスト『We
Can!』5,170円 ）。 初 回 以 降 は 月 に
11,000円。
詳細および申し込みは本校まで。
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前橋市立下川渕小学校６年生55人が
１月30日、来村。２時間の英会話研修
を楽しみました。
ビレッジに到着した同小学校の皆さ
んは、２階ホールで施設の説明を受け
ました。その後、下田尾村長の歓迎の
言葉、スケジュール確認と続き、パス
ポートの記入が完了すると、いよいよ
イミグレーション（入国審査）からプ
ログラムはスタートしました。
参加者はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４グルー
プに分かれ、ショッピング、ホームス
テイ、ファーストフード、トラベル・
インフォメーションの４つのアクティ
ビティを体験しました。この日のイン
ストラクターは、吉井アリス、アラー
ナ、アレサンドロ、久保アリスの４人
でした。
同校の皆さんは昨年同様、来村にそ

なえ、各シチュエーションについて入
念な準備を重ね、自信をもって、よく
通る声でインストラクターと英語で積
極的にやりとりをしていました。この
ようなリラックスした環境だからこ
そ、脳にも良い刺激が伝わり、英会話
の学習効果が高まることが実感できた
研修でした。
当日は校長先生も同行され、児童と
インストラクターとのコミュニケーシ
ョンを温かく見守っていました。
これからも、学校での日頃の英語活
動の成果を示すアウトプットの場とし
て、また英語活動の動機づけの場とし
て本校が有効に利用されることを願っ
ています。

British Valentine s Pancake Day
イギリス文化学ぶ
パンケーキ作りに挑戦
小学生対象の「British Valentineʼs
Pancake Day」が２月10日に開かれま
した。イギリス文化を学び、バレンタ
インを祝い、パンケーキを作って楽し
むという盛りだくさんの内容でした。
メインの一つはパンケーキクッキン
グ。バレンタインにちなんだハート型の
パンケーキを焼いて、チョコシロップや
フルーツをかけてオリジナルのものを
作るという試み。
「好きなトッピングが
選べて楽しかった」
「面白いかたちを作
れてよかった」など、子どもたちにも
大好評。アクティビティのすべては英

Mayor's Message
今 回 か らEVM（ 前 橋 英 語 村 ）
の下田尾誠村長の英文メッセージ
を掲載します。何が書かれている
か、あなたも挑戦してみてくださ
い。

語を通して行われました。味覚、視覚、
触覚を刺激しながら、耳で聞いた英語
をもとに体を動かすという体験を通し
て覚えた表現は長く記憶に残ります。
この日のハイライトはパンケーキレー
ス。自分で焼いたパンケーキをフライ
パンにのせて運ぶリレーを楽しみまし
た。イギリスではイースター前の禁欲
期間のShrove Tuesdayに断食をかねて

すみれ保育園 年長児

ファーストフードの注文など
を体験する下川淵小６年生

前橋市立下川淵小学校の
６年生 55 人が４コース体験

笑顔で堂々と英会話

English Village MAEBASHIでは、園児から小・中学生、高校・大学生、
社会人まで幅広い年齢層を対象に、英会話体験を提供しています。取り
組みの一部を紹介します。

に名前や年齢、どこから来たかなど
を伝えていました。
このことからも、
事前学習にも力を入れて臨んだ成果
がうかがわれました。
続いて２グループに分かれて、フ
ァーストフードとショッピングでの
アクティビティを交互に体験。まる
で本物のファーストフード店のよう
なエリアを見るなり、園児たちは一
斉に「ワー！」という歓声を上げ、
富岡市の社会福祉法人育栄会「す
メニューを見ながら欲しいものを英
みれ保育園」の年長児19人と引率の
語で注文していました。インストラ
先 生 ３ 人 が ２ 月21日、English
クターと英会話できた園児たちの
Village MAEBASHIで英会話体験 「にっこり笑顔」
、注文したものを「お
をしました。
いしそうに食べる真似をする仕草」
体験に入る前のイントロダクショ
も随所で見られました。買い物エリ
ンとして、当日対応のインストラク
アでは果物や野菜が並ぶワゴン、お
ターの出身国の紹介が行われると、 菓子や雑貨、洋服などが陳列された
園児たちは興味を示して、用意した
コーナーに興味を持ったようでした。
地図で一生懸命にそれぞれの国を探
中でも「首が動く犬のぬいぐるみ」
していました。
が一番の人気商品。“How much?”
次に、緊張をほぐすため、普段保
を上手に使って、英会話を楽しみな
育 園 で も 親 し ん で い る “Head,
がら買い物を楽しんでいました。
Shoulders, Knees & Toes” の歌を
最後はみんなで大きな輪を作っ
インストラクターと一緒に、楽しい
て、１から10までの数を一人ひとり
振り付けを交えて歌いました。
英語で数えていくゲームを楽しみま
英会話体験は、「イミグレーショ
した。
ン（入国審査）」からスタート。事
園で練習している英語を使い、イ
前に記入を済ませた英語村オリジナ
ンストラクターと実際に会話できた
ルの「パスポート」を持ち、みんな
ことが何よりの収穫でした。園児の
で入国審査のエリアへ。空港内の施
皆さんが、帰りにも英語であいさつ
設に模した体験エリアで待つ入国審
をしてくれたのが印象的でした。
査官役のインストラクターを前に、
今回の体験は引率の先生からも好
園児たちは緊張する様子も見せず、 評で、来年度につながる研修になり
パスポートを渡したり、英語で上手
ました。
ぬいぐるみを前に買い物体験

楽しみながら英会話
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伝統的に行われる行事です。日本でこ
の種のレースが行われたのは今回が初
めてのことでしょう。
ここでも、ただパンケーキをフライパ
ン に の せ て 走 ると い うの で は なく、
EVMのイベントらしく、各ランナーに
は ミ ッ シ ョ ン が 課 せ ら れ、“I like
chocolate!” などと、自分の好きなもの
を英語で言わなければならない場面も
ありました。村長や保護者の方も参加
し、レースは大いに盛り上がりました＝
写真。
EVMはこれからも、あまり日本では
知られていない季節ごとの海外イベン
トを積極的に紹介していく予定です。

To be well-informed to open
the windows of curiosity
Makoto Shimotao
The other day Mr. Hayashi of the Toshin Juku School
appeared on TV and said, “An education minded mother
(in a positive sense of the word) would be the kind of
mother who puts a lot of thought into where to seat her
child when travelling on a train. Then what do you think
is the best seating positon chosen by her?” Obviously ʻthe
window seatʼ is the answer, because the child can look at
the best passing views from the train window, which
might arouse his/her interest in things happening outside
home. What is important for that kind of mother is to
enjoy sharing the quality time and be ready to answer the
questions possibly asked by her child about what they are

大人限定イベントも企画
「British Pancake day」

EVMでは今回、初めて大人限定イ
ベントを開きました。
２月10日のこども対象のバレンタイ
ンイベントとは一味違った、イギリス
式のパンケーキを焼いたり、紅茶をい
れて楽しんだりなどした大人の雰囲気
漂うイベントでした。
パンケーキレースではイベントの感
想をレースの途中で外国人インスタラ
クターに英語で伝えるミッションなど
があり、参加者も熱心に取り組み、盛
り上がりました。

observing from the train window. Mr. Hayashi says this is
how children learn to open the windows of curiosity.
This is also the case with our village, where a wide
variety of items are displayed on the walls, tables, shelves
in the building. Those items may be just eye-catching
ornaments for some. But they could be effective
educational tools if used timely and properly, because
they could open the curiosity windows of those who asked
any questions about them and spark their interest in the
cultures of some English speaking countries related to the
items. Learning about those cultures is sure to give them
a strong incentive for learning English. I sincerely hope
this language-culture-integrated approach will be a strong
point of our English education. To make it possible, we
need to be well informed about the main items so that we
a l l ca n a n swer t he q uest io n s possi bl y a sked by
prospective visitors.

Super Kids English Studio
〒371-0843

外語・TAC

Chuo College Group
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フェスティバル参加者と先生たち

こどもスピーチフェスティバル 2018

夢や家族を英語で表現
園児や小学生、保護者ら 150 人集う
時代を担う国際人を育てる中央外語
学院は３月24日、群馬県社会総合福祉
センター８階大ホールで「こどもスピ
ーチフェスティバル2018」を開きまし
た。群馬県下の幼稚園児や小学生、保
護者ら約150人が集い、日ごろの英会
話学習の成果を披露しました。

本学院では県下の35近い幼稚園で英
語プログラムを提供しています。その
教育効果の検証として、子どもたちの
日ごろの英会話学習の成果を保護者並
びに関係者に向けて発表しています。
いわば本学院では、
「ゴール」を発表
会としそれに取り組む一年として、指
導に取り組んできました。
本学院が提唱する「子どもたちが楽
しんで英会話することが本来の目的で
ある」との思いから、英会話力の競い

☆多彩な表現に挑戦
子どもたちは普段の英会話で学んで
いることを、ポスターや写真を使って
表現。
「将来の夢」
「家族について」
「自
分について」などを英語で表現しまし
た。また、歌の披露をするなどフェス
ティバルの名にふさわしいバラエティ
に富んだ内容となりました。
ステージ上で緊張しながらもいきい
きとした発表を行う園児や小学生に会
場の保護者などから盛んな拍手が送ら
れていました。このような大舞台での
発表やその達成感は貴重な体験となっ
たようです。
参加者には、学院顧問でもある、柴

群馬校
〒371-0805

平成

試験報告

年度

29

お申し込みお問い合わせは資格の学校TAC
TEL 027-226-1823 FAX 027-243-5300

群馬県前橋市南町3‑14‑1

税理士５科目
合格者を輩出

平成29年度の試験結果が出そろい、
多くの受講生から喜びの報告が届いて
います。税理士試験では、２年ぶりに
本校から５科目合格者を輩出、科目合
格者も簿記論、財務諸表論、法人税、
消費税と幅広く合格者が出ました。社
労士試験では6.8％の合格率ながら３
人が合格、公務員試験では国家、県庁、
市役所などで最終合格を勝ち取りまし
た。
【平成29年度合格実績】
〇税理士 ２人
【科目合格】
簿記論 ３人、財務諸表論
法人税法 １人、消費税法
〇社会保険労務士 ３人
〇宅地建物取引士 １人
〇公務員試験
国家一般職 １人
国税専門官 ２人
裁判所一般職 １人
国立大学法人等 ２人
群馬県（行政）２人

群馬県（学校事務）１人
群馬県（土木） １人
前橋市 １人、伊勢崎市 １人
桐生市（建築） １人
熊谷市 １人、八潮市 １人

合格者紹介
平成29年度（第49回）
社会保険労務士試験

齋藤
１人
２人

直樹さん

生涯現役で働きたい
第49回社会保険労務士試験で、合格
率6.8％の狭き門を突破し、見事合格
した齋藤直樹さん。なんと、70歳を迎

TAC群馬校取り扱い講座
【会計・経営・労務関係】

剣に
自己紹介も真

☆英語プログラムの成果を
「フェスティバル」で楽しく

合い（コンテスト）ではなく、発表す
る子どもたち自身とそれを聞くみんな
が英語を大好きになる場（フェスティ
バル）の提供を目指しています。今回
で４回目の開催となります。

楽しく発表

山森二郎先生（駿河台大学名誉教授）
からプレゼントとともに表彰状が全員
に授与がされました。
えての合格となりました。
社労士試験を目指したきっかけの１
つに「生涯現役で働きたい」という思
いがあったそうです。
「できるならば
生涯現役で働きたい。死ぬ前の日まで
働きたい。それには資格がないといけ
ない」と明快。
社労士としての夢は、
「やってみた
いことは特定社労士。個別紛争の解決
を得意とする社労士になりたい。製造
業や農業が盛んな群馬県には多数の外
国人労働者が来ているが、その人たち
に対する処遇や労働条件は必ずしも良
くはない。日本にとってもプラスにな
る関係つくりのためにも、事前の段階
で起こる個別紛争の問題をきちんと処
理していくことが必要となる。それが
できる特定社労士になりたいと思って
います」と答えてくれました。
試験合格に大切なことは、「広範囲
な科目、膨大な論点に立ち向かう心を
鍛えておくことが必要だと思います。
間違ったときには悔やまない、落ち込
まないこと、これで本番は間違わなく
て済むぞ、ラッキー！そういう風に一
問一問解きながら自分に言い聞かせて
いました」と齋藤さん。今後のご活躍
を期待します。

【法律・公務員関係】
行政書士・ビジネス実務法務検定

税理士・簿記検定・社会保険労務士

公務員（地方上級・国家一般職）

建設業経理士・中小企業診断士

理系公務員（技術職）

FP・証券アナリスト

警察官・消防官

【中央外語学院 ロビン・ケイ教務部
長コメント】
本学院は多くの外国人講師を擁し、
幼稚園への講師派遣、本部校講座、
「フ
ェスティバル」などに取り組んでいま
す。これからも、英語に慣れ親しみ、
異文化を理解することのできる人材を
育てていきます。
資格・検定紹介

―「 法 律 系 資 格 」 編 ―
●司法書士
難易度：☆☆☆☆☆
試験日：筆記試験（７月）
口述試験（10月）
現在の司法書士は、身近な法律相
談アドバイザーとして、不動産売買
や相続、会社設立、離婚など様々な
法律相談を行っています。また、従
来の大きな柱である登記業務に加
え、時代の要請に合わせた新しい可
能性も広がっており、職業として強
い資格であると言えます。

●行政書士
難易度：☆☆☆☆
試験日：年１回（11 月）
行政書士は、国民と行政のパイプ
役を担う法律の専門家として、書類
作成業務、許認可申請の代理、相談
業務などの仕事を行います。また、
出題される試験科目が憲法、民法、
行政法といった法律の中でも基礎に
なる「基本法」なので、公務員試験
や宅建士、司法書士などの法律系資
格への足掛かりとしてさらなるステ
ップアップを目指すことも可能です。
※難易度（５段階）
（易）
☆〜☆☆☆☆☆
（難）

【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

