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高崎ビューティモード専門学校
中央動物看護専門学校
中央医療歯科専門学校高崎校
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〒371-0844 群馬県前橋市古市町１ー49ー1 TEL.027ー253ー1105(代)
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資格の学校 TAC群馬校
中央グローバルビレッジ（前橋英語村）
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文部科学省の高等教育修学支援新制度

グループ８校が対象に
授業料など減免や給付型奨学金
文部科学省は９月20日、世帯の経済
状況に対応した「新しい高等教育の修
学支援制度（授業料等の減免と給付型
奨学金）
」の対象校を発表。中央カレ
ッジグループの専門学校８校すべて
が、2020年４月から始まる同制度の対
象校として群馬県から確認されました。
この制度は、高等教育機関進学を目

指す若者に対し、新たな支援制度を設
けるもので、対象となる高等教育機関
は「実務経験がある教員等による授業
科目が一定数以上ある」などの一定の
要件を満たしていることとされます。
群馬県内の専門学校では約30校、全
国の専門学校では約６割にあたる1688
校が要件を満たすと認められました。

新制度によって、私立専門学校に通
う学生は授業料が年間最大59万円、入
学金で最大16万円の減免のほか、返済
不要の給付型奨学金は年間約91万円を
上限に支給を受けられます。
対象は住民税非課税世帯とそれに準
ずる世帯の学生で、住民税非課税世帯
でなくても世帯収入に応じた３段階の
熱戦を展開するチーム対抗リレー

スポーツ
フェスティバル
第３回

８校1300人が汗流す

本学園の修学支援新制度対象校
中央情報経理専門学校
群馬法科ビジネス専門学校
中央医療歯科専門学校太田校
専門学校 中央農業大学校
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
中央動物看護専門学校
中央医療歯科専門学校高崎校

群馬イノベーションアワード2019
ＣＩＡ

伊藤さん（ ）が最終ステージに
２次審査に
学園から３人

玉入れも激戦

する声が響きわたっていました。
結果は、白組（GLC ／ CIS ／ CID
高度系）が優勝を飾りました。
チームワークが求められる競技
﹁台風の目﹂

企業家発掘プロジェクト「群馬イノ
ベーションアワード（GIA）2019」
（上
毛新聞社主催、田中仁財団共催）の２
次審査が行われ、学園グループからは、
中央情報経理専門学校２人、中央農業
大学校１人の学生が出場、堂々と事業
計画を発表しました。
田中仁委員らによる審査の結果、
「精
神疾患の人のための社会復帰プログラ
ム」をテーマに発表した中央情報経理
専門学校１年生の伊藤チアさんが12月
７日にヤマダグリーンドーム前橋で行
われるファイナルステージ（公開最終
審査）に出場することになりました。
今年のアワードには５部門に428件

各校で学園祭開く

最終審査進出を決めた伊藤さん

中央カレッジグループの８専門
学校1300人が参加した第３回スポ
ーツフェスティバルが７月12日、
高崎アリーナで行われ12競技で汗
を流しました。
同フェスティバルは、スポーツ
を通し、クラス内の親睦や他校と
の交流、留学生との国際交流を図
る学園グループの行事です。運営
は各校の教職員、学生などからな
る実行委員会が担当、本番に臨み
ました。
競技種目は、全員参加をテーマ
に、競争性の強い徒競走やリレー
だけでなく、楽しく挑戦できる玉
入れや大玉ころがし、ムカデ競争
なども加えられました。高崎・前
橋の留学生からなるチームも参加
しました。
会場内には、仲間の活躍を応援

基準にもとづいて支援を受けられま
す。
この制度は2019年度に既に専門学校
等に在学している学生も申請すること
ができます。
高校生などの2019年度の申し込みは
既に終了していますが、本グループへ
の進学予定者も希望すれば進学後に申
し込むことができます。
同制度の詳細については、各専門学
校に問い合わせをしてください。

の応募があり、２次審査には48組が進
出、本校学生が出場したのはビジネス
プラン部門／大学生・専門学校生の部
で、10組が最終審査を目指しました。
（関連記事 ２・９ｐ）
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中央情報経理専門学校では多彩な学科を
設け、社会のニーズに対応しています。そ
の専門性を生かし、一足早く内定を勝ち取
った学生たちの声を紹介します。
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内 定 し ま し た！

内定先：（有）岩下ビジネスセンター

内定先：群馬ダイハツ自動車（株）

内定先：敷島幼稚園

内定先：群馬県済生会前橋病院

新保

片岡

後藤祐貴那さん

堀米

渉さん

（高度会計学科４年、
伊勢崎商業高校出身）

そらさん

（情報経理学科２年、
本庄第一高校出身）

（保育福祉学科保育士・

真衣さん

（医療福祉秘書学科診療情

幼稚園教諭コース３年、

報管理士専攻１年、高崎

渋川青翠高校出身）

商科大学附属高校出身）

税理士目指します

積極的な就活が実る

教育実習が決め手に

憧れの医療業界へ

私がこの仕事を志したのは高校の部
活動がきっかけでした。初めは簿記が
何かもわからずに友達に誘われたから
という軽い気持ちで簿記部に入りまし
た。そこで、簿記の検定や大会に取り
組んでいく中で簿記を好きになり、こ
の簿記を生かした仕事ができたら楽し
いだろうと思って税理士という仕事を
目指しました。
今回、内定をいただいた会計事務所
では資格取得に対する理解がありま
す。就職後も日常の業務を早く身に着
けることはもちろんですが、税理士試
験も頑張っていき、早く税理士として
活躍していきたいと思っています。

１年次の後半から就職活動を意識し
て、積極的に企業説明会や会社見学に
参加しました。当初は、自分にどの分
野の仕事が合っているのか分からな
く、迷っていた時に、担任の先生に相
談しました。そこで、「迷っているだ
け時間の無駄だから、どの分野でもい
いから話を聞いてきなさい」と言われ、
早めの行動を心がけました。
企業を受ける際には面接練習を先生
に指導してもらいました。練習をして
いく中で自信がつき、本番でも臆する
ことなくできました。来年からは社会
人として、早く仕事に慣れて会社に貢
献できるように頑張ります。

私が敷島幼稚園で働きたいと思った
きっかけは６月の教育実習です。
保育福祉学科では２、３年生で５回
の実習（保育園、幼稚園、施設）に行
きます。３年生での３回の実習先は、
どこも働きたい場所だと感じ迷いまし
たが、実習中に指導をしていただいた
先生方や園の雰囲気、子どもたちに接
している各先生の姿をみて、採用試験
を受けようと決めました。
試験は面接やピアノ、筆記試験など
があり緊張しましたが、内定をいただ
くことができました。卒業後は、子ど
もたちはもちろん、保護者の方たちに
も信頼される保育者を目指します。

家族が事故で入院した時にお世話に
なった大病院で、患者や家族に寄り添
った治療、相談に乗ってくれる職員の
姿に憧れ、医療業界を目指しました。
その夢を叶えるため、２年生の10月
ごろから就職指導部へ通い、先輩から
話を聞くなどの活動を始めました。就
職試験対策として、一般常識や作文に
力を入れ、
多くの問題をこなしました。
苦手な面接は、過去の報告書を参考に
対策をしました。先生方に面接練習を
お願いし、自分の言葉で思いが伝わる
ように努力し、結果、内定をいただく
ことができました。就職する病院でも
期待される人材になりたいです。

医療福祉秘書学科の全学年を対象
に、移植医療に対する理解と普及のた
めの「いのちときずなの学習会」を、
群馬県臓器移植コーディネーターの稲
葉伸之さんを講師に招き、本校で行い
ました。
学生たちは、稲葉さんから移植医療

社会福祉法人職員招き
障害や福祉の講演会
保育福祉学科
保育福祉学科の１年生から３年生を
対象に、社会福祉法人・前橋あそか会
の村山良明さんを講師にむかえ、「障
害や福祉、
施設の理解と実習にむけて」
のテーマで講演会を開きました。
前橋あそか会は、現在５施設20事業
を運営。その内容は、障害者支援、児
童の発達支援、特別養護老人ホームな
どです。
講演で、村山さんは、
「障害」や「福

祉」について現場ではどのようなこと
が起きているのか、学生たちに分かり
やすく説明。加えて、実習を控えてい
る学生たちに、実習前の心構えなども
アドバイス、学生たちにとってよい刺
激と参考になりました。

群馬イノベーションアワード

若手起業家発掘を目指す「群馬イノ
ベーションアワード（GIA）2019」の
２次審査が10月27日、上毛新聞社で行
われ、大学生・専門学校生の部（ビジ
ネスプラン部門）に本校の情報経理学
科１年の伊藤チアさん、髙山莉奈さん
が出場しました。
伊藤チアさんは、精神疾患の人のた
めの社会復帰プログラム「RE:Arize」
を提案しました。個人の症状や長所に
合わせた在宅ワークや技能習得支援を
提供するものです。
髙山莉奈さんは、聴覚障害の方でも
気軽に映画を楽しめる「聴覚障害×映

中央情報経理・群馬法科ビジネス・
祭では、仕入れ・販売や売り上げな
中央動物看護の３専門学校合同学園
どを評価する学生模擬店、ダンスや
祭「かわせみ祭」
お笑いライブなど
３校合同で「かわせみ祭」 のステージイベン
が10月26、27日に
延べ1500人が来場
行われ、２日間で
ト、保育系学生の
約1500人が来場しました。
キッズルーム、動物看護系学生によ
「INFINITY 可 能 性 は 無 限 大 」
る動物ふれあい広場なども企画され
のキャッチフレーズで行われた学園
ました。

堂々と発表する伊藤さん︵左︶と
髙山さん︵右︶

医療福祉秘書学科

伊藤さん︑髙山さん

臓器移植コーディネーターから
「いのちの大切さ」学ぶ

の歴史、日本の移植事情、脳死判定、
臓器提供の意思表示などの講義を受
け、生きること死ぬことについて考え
ることができました。具体的には、普
段あまり意識しない「死」について、
自分自身の気持ちを整理することは難
しく、家族と話し合うことが必要だと
実感しました。
医療機関で働くということの自覚
と、患者さんやその家族の気持ちを考
えるうえで貴重な内容で、私たちの学
習とも関連し理解を深めることができ
る講演でした。

２次審査で
堂々プレゼン

専門家招き特別講義

画館」の事業を提案しました。聴覚障
害の方があきらめてしまいがちな邦画
映画の視聴のために、日本語字幕＋手
話スタッフの案内＋ 4DXを取り入れ
て、快適な映画鑑賞を提供するという
ものでした。
二人は、他の出場者や審査員などの
前で緊張気味でしたが、堂々としたプ
レゼンテーションを披露しました。
出場した学生からは、「実際に知ら
ない人たちの前で発表することは、い
つも通りにいきませんでした。人に何
かを伝える難しさを実感し、とても勉
強になりました（伊藤）
」
「周りの人の
上手なプレゼンを見てすごく緊張しま
したが、練習の成果を出せました。２
次審査に出場できたことは良い機会に
なりました（髙山）」などの声があり
ました。
企業代表が顔をそろえる前で自分の
プランを伝えていくという貴重な機会
を通して、たくさんの経験を得られた
ようでした。
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目標の簿記最高位の試験に合格した松江さん、丸山さんに
合格への道のりと現在の感想を聞きました。

日商簿記１級・全経簿記上級に合格した松江
さん︑丸山さんと担当の松島先生︵左から︶

日商簿記１級 全経簿記上級

合格者の声
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高度会計学科の

松江 、丸山 合格
さ
ん

簿記検定の最高位、第152回日本商
工会議所主催簿記検定１級試験（「日
商簿記」令和元年６月９日実施）と、
第195回全国経理教育協会主催簿記能
力検定上級試験（「全経簿記」同７月
14日実施）で、本校高度会計学科の学
生２人が合格しました。前橋商工会議
所管内の１級合格者はわずか３人で、
合格した学生は前橋商工会議所の曽我
孝之会頭から合格証書を手渡され表彰
されました。

さ
ん

【日商簿記１級・全経簿記上級担当、
松島広征先生コメント】
マイペースな学生が多かったため大
変な部分もありましたが、無事合格者
を出すことができほっとしています。
検定合格によって一つのことを成し遂
げることにより自信がつき、加えてそ
れを他人に証明することができます。
二人はさらにこれから新たな目標が
あるので、それに向かって頑張ってく
ださい。合格おめでとう！

医療２年生が高い合格率
医師事務作業補助者認定試験
医師事務作業補助者技能認定試験
（７月27日実施）で、医療福祉秘書
学科２年生32人が合格しました。合
格率は82％で、全国合格率56.6％を

本校から２人が成績優秀者表彰
治療費をパソコンで計算する医事
コンピュータ技能検定試験（６月15
日実施）で、２年生の島谷友梨菜さ
ん、松島優奈さんが成績優秀者とし
て表彰されました。
同表彰は、
全国の合格者の中から、

成績優秀者表彰を受けた松島さ
ん︵左︶と島谷さん︵右︶

医事コンピュータ技能検定試験

大きく上回りました。
この試験は、診断書の記入や電子
カルテの代行入力など医師の補助を
するための資格で、書類の作成や法
律、医学関連の知識などが問われま
す。今回、不合格だった学生も再受
験合格を目指し勉強に励んでいます。

特に成績優秀な学生を選び表彰する
ものです。

関東でＶ、
全国で３位

松江

龍一さん

（高度会計学科２年、桐生市立商業高
校出身）
高校生の時に簿記に興味をもち、よ
り専門的な学習とそれを生かした仕事
に就きたいと思い、この学科に入学し
ました。しかし、本格的に日商簿記１
級の分野の講義が始まると、高校のこ
ろとはけた違いに学習の質・量を上げ
なければいけなく、アルバイトと両立
しながら学習を進めるのがとても難し
くなりました。そして、１年生の11月
や２月の本試験ではあと一歩の点数で
不合格になり、とても悔しい思いをし
ました。
そこで、通学の時間やアルバイトの
休憩時間など、今まで無駄にしていた
時間を見直して学習をしました。加え
て、分かったつもりになっていた論点
を完全に理解できるまで何度も先生に
質問しながら理解を深めていきまし
た。そして、２回目のチャレンジで日
商簿記１級・全経簿記上級の試験に合
格することができました。
現在は、第一志望の税理士事務所か
ら内定をいただき、自分の夢の税理士
に向かって、さらに学習を続けていま
す。

電卓競技大会に出場して

仲間と先生に感謝
TING NGA MAN BONNIE さん

（情報経理学科２年）

全経の電卓競技大会
個人総合でボニーさん
全国経理教育協会主催の全国簿記
電卓競技大会兼国際電卓競技会（文
部科学省など後援）が９月１日、東
京都内で開催され、本校電卓チーム
の一員で出場した情報経理学科２年
のティンガー・マン・ボニーさんが、
個人総合で見事３位に入賞しまし
た。
ボニーさんは関東支部予選会の個
人総合で優勝しており、両大会を通
じて実力を発揮、好成績を残しまし
た。
今年の全国競技大会には専門課
程、高等課程、高等学校の３部門に、
予選を勝ち抜いた53チーム217人が
出場。関東支部予選会団体３位で全

夢 実現への第一歩

全国電卓競技大会の個人総合で３位に入り表
彰されたボニーさん

国に臨んだ本校電卓チームは惜しく
も６位でした。

▽関東大会は個人優勝、全国大会で
個人３位入賞。この結果については
どう思いますか。
ボニー 全国大会で、個人戦に優
勝できなかったことは少し残念でし
たが、初心者から始めてここまでや
れたことは素直にうれしいです。全
国大会に向けては、チーム全員で自
己ベストを出せるように頑張りまし
た。団体戦で入賞できなかったこと
は悔しさもありますが、良い経験に
なりました。共に戦ったチームのメ
ンバーと先生には感謝しています。
来年の大会に参加することはでき
ませんが、卒業までに電卓検定の
「名
人」を目指して頑張ります。
▽電卓との出会いは。
ボニー 日本に来る前は電卓の検
定や競技大会のことは全く知りませ
んでした。入学して授業で初めて電

地 道な努力が実った
丸山

泰輝さん

（高度会計学科２年、長野・上田高校
出身）
私は、この学校で初めて簿記につい
て学び始めました。少人数のクラスだ
ったので丁寧に教えてもらい、先を見
据えて体系的に理解することができま
した。しかし、最初の受験ではもう少
しのところで不合格になりました。本
試験を受験してみて、
担任の先生の
「簿
記はスキルなので知識の積み重ねが大
事だよ」という言葉の意味が身に染み
てわかりました。それからは、普段の
学習の中で解答の速度や精度を上げる
ことを意識して取り組みました。特に
本試験形式の演習では、自分自身の解
答ミスの特徴や時間の使い方、検定本
番の緊張感をよく知ることができまし
た。その成果もあって本試験は最初こ
そ手が震えましたが、問題を解くにつ
れて落ち着いて普段通りの解答ができ
て、
合格を勝ち取ることができました。
自分の努力がかたちになりとてもうれ
しかったです。
現在は、次の目標である税理士試験
に向けて日々努力をしています。今ま
での知識・経験を生かして合格したい
と思います。
卓を計測した時は400点しか取れま
せんでしたが、クラスメートからも
刺激を受け、自分も高い点数を取れ
るようにチャレンジしようと決意し
ました。
▽本校に入学した理由。
ボニー 中央情報経理専門学校高
崎校の日本語学科に在学中は、前橋
校の国際ビジネス学科に進学するつ
もりでした。しかし、オープンキャ
ンパスに参加した際に、情報経理学
科の学生や先生方の雰囲気が印象に
残り、絶対この学校で頑張ろうと思
いました。また、就職を見据えた時
に、短期間で多くの資格を取得でき
るところも魅力でした。
▽将来の夢と希望。
ボニー 香港で大学卒業後、ピア
ノを教える仕事をしていましたが、
３年前に友人の紹介により高崎で新
しい生活を始めました。留学生活は
とても楽しいものですが、将来は国
に帰るかどうか決めていません。
今後は余裕のある生活を送り、自
分らしく幸せに生きたいです。
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令和元年度
公務員等試験
令和最初の公務員試験も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
者数累計が、既に340人を超えています。卒年次学生１
人当たりの合格者数で二つ以上となり、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

１ 次
合格が
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340人超

最終合格も続々と

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・短大卒程度の一般行政職や警
察官採用試験（５月実施）では既に最
終結果が出ており、群馬県職Ⅱ類の学
校事務や警察事務等、さらに群馬県警
察官、埼玉県警察官、長野県警察官合
わせて計16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

本校で学び、群馬県警察の５月
試験とJR職員採用試験で一足先
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。

▽公務員を目指そうと思った理由
石関：知人が女性警察官として働い
ていたこともあり、そこから警察官と
いう仕事に興味を持つようになりまし
た。また、高校生のときに同級生が交
通事故に巻き込まれてしまい、そのこ
とがきっかけで、交通事故は誰にとっ
ても他人事ではなく、誰もが加害者に
も被害者にもなり得る恐ろしいものだ
と感じるようになりました。
それ以来、
交通取り締まりやパトロールを通し
て、悲惨な交通事故を一件でも減らし
たいと思うようになり、本格的に警察
官を志すようになりました。
佐藤：鉄道に関わるJR職員の仕事
は、公務員と同じように人々の生活基
盤を支える重要な仕事であり、少しの
ミスや遅れも許されません。新幹線や
電車の正確な運行を常に維持し続ける
JR職員に憧れて、私も鉄道に携わる
仕事がしたいと思ったことがきっかけ
です。
▽それぞれのクラスの雰囲気は
石関：警察・消防１年制Ａクラス
は、男23人、女４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
近く、クラスみんなで担任の先生に誕

くと、国家公務員115人、県や都の事
務系職員23人、市区町村の事務系職員
81人、警察官85人、消防官40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事務員や群馬
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、横浜市消防、警視庁警察官、埼玉
県警察官、神奈川警察官などで１次試
験合格が確認されています。
１次試験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
ープワーク及び体力試験など、さまざ
まな試験形式があり、学生たちはどの

合格者インタビュー
群馬県警察採用

JR 職員採用

白バイ隊員を希望

幅広い業務に挑戦したい

警察官・消防士コース
Ａクラス（１年制）

国家・地方公務員コース
（１年制）

石関萌乃佳さん

佐藤

（市立前橋高校出身）

生日プレゼントを買ったこともありま
した。
佐藤：国家・地方公務員初級１年制
クラスは、担任の湯浅先生を中心とし
て、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。39人もいる
クラスですが、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。
▽公務員試験等に向けての勉強法、面
接対策への取り組み
石関：私は高校生３年生の時から本
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

悠貴さん

（高崎商業高校出身）

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「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なるま
で、先生方に面接練習に付き合っても
らいました。
佐藤：JR職員採用試験は、公務員
試験の文章理解に似た問題も出題され
るので、漢字や文章理解に特に力を入
れ、繰り返し問題演習に取り組みまし

ような試験であってもしっかりと順応
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。

た。面接については、入退室の動作や
話し方などを担任の先生に丁寧にチェ
ックしてもらい、毎日のように面接練
習をしていました。
▽今後の展望を
石関：私は交通部の交通機動隊に入
り、白バイ隊員として働くことが希望
です。ドライバーの方々に安全運転を
心がけてもらえるよう働きかけ、交通
事故を少しでも減らしていけるよう職
務に励みたいです。
佐藤：駅員はもちろん、車掌や運転
士など幅広い仕事に対応できる社員を
目指し、さまざまな業務に積極的にチ
ャレンジしていきたいと思います。
▽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
石関：勉強していく中で分からない
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。
佐藤：自分にはまだ学力が足りな
い、と言って受験をためらっていては
何も始まりません。試験を受けてみれ
ば、勘が当たって１次試験を通過でき
ることもあると思います。最後まで諦
めずに、とにかく頑張ってください。
※石関さんは、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
験の二次、三次の面接試験に対応し、
本校では、10月２日から10月４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。

「面接強化週間」

最終合格へ

職員全員態勢で

接を通じて、面接の基礎知識を学び、
次に、学生たちは面接練習で使用す
自分自身の長所や、これまでの学外活
る面接カードの作成に取り組みます。
動等で身につけた点を整理して、しっ
これは、多くの面接試験に共通して問
かりと面接試験の準備をします。
われる「志望動機」
「学校生活の思い出」
対策当日は、連携関係にある実務教 「趣味・特技」「自己PR」を文章でま
育出版社から、平垣多以子氏と山下由
とめるものです。学生たちの多くは、
美氏を招き、万全の体制で面接準備に
志望動機や自分の長所などについて漠
取り組みました。
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、うまくい
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

全体講義を受ける学生

はじめに、実務教育出版の平垣氏か
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
いての講義がありました。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。

公務員試験夏期セミナー

高校生など130人以上参加

速成コースの８人が修了式
速成（半年）コース修了式が、10月
１日に行われ、８人の修了生が式典に
参加しました。林康宏学校長は、修了
証授与に次いで、
「若い時は苦労もす
るし失敗もする。それでも何事にも挑

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14日間となりました。
同時期に、桐生会場においても「短
期集中セミナー」として、７日間の特
別対策講座が開催されました。
どちらの講座も受付け開始から数日
で満席となる盛況で、両会場合計で
130人を超える受講生が受講しました。
例年同様、今年のセミナー受講生も
目的意識が非常に高く、授業終了後も
遅くまで教室に残って講師に質問した
り、作文の添削をしてもらう受講生も
数多く見られ、
「公務員になるために
できる限りの努力をしたい」という強
い気概が感じられました。
戦し続けた経験は必ず財産になる。自
信を持って社会人として成長していっ
てほしい」と、激励の言葉を送りまし
た。
速成コースは、この日で修了ですが、
10月以降に試験を控える学生もおり、
引き続き教職員と共に合格に向けて励
みます。

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。

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。
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、身に付けたことを
生かし、各々の環境で活躍してくれる
ことを期待します。

陸上自衛隊駐屯地で
１年生が生活体験実習

た。
実習の最後には、運動場で敬礼や隊
列の組み方などの基本教練を行い、自
衛隊における基本動作を体験しまし
た。
一挙手一投足に気を配った動きは、
自衛隊だけではなく、他の公安系の職
種でも非常に重要になりました。

警察官・消防士コース（２年制）の
１年生クラスが７月23日、陸上自衛隊
相馬原駐屯地で、
「隊内生活体験」実
習に参加しました。この実習は、自衛
官という職種に対する知識を深め、集
団行動に必要な規律ある行動を体験・
実践することが目的です。

敬礼の仕方なども学ぶ

公務員を目指す現役高校生などを対
象にした恒例の「夏期セミナー」が、今
年も本校会場で開催されました＝写真。
このセミナーは、夏休み明けから本
格化する公務員試験に備え、一次試験
の「教養」突破に向けた対策授業を行
うものです。
一般的に、公務員試験の教養問題は
出題範囲が非常に広く、そのなかには
判断推理や数的推理のように高校で習
わない科目も含まれているため、試験
対策がわからないうちに本番を迎える
受験者も珍しくないようです。
当セミナーでは、夏休み中の14日間
の日程で公務員試験に出題されるほぼ
全ての科目を網羅。短い期間なので、
全科目の全範囲をカバーすることはせ
ず、各科目の中でも特に大切な頻出分
野を中心に授業を進めていくため、効
率的に試験対策ができるのが人気の秘
訣です。
授業のほかにも、試験本番を想定し
た模擬試験や、現役公務員として活躍

模擬面接

全体講義

面接カード

志望動機などをアドバイス

公務員試験では、
とかく政治や経済、
判断推理などの教養試験に目が行きが
ちです。しかし、現実には人物重視の
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
ありえます。
それに対応し、行われる強化週間で
は、面接強化対策の全体講義や模擬面
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当日は、学生代表の着隊申告から始
まり、続いて迷彩服や半長靴などの装
備品が交付されました。初めて着用す
る半長靴でしたが、隊員の方から靴紐
の結び方などを丁寧な指導を受け体験
実習開始。まず、受け入れ先である第
48普通科連隊長の訓話があり、自衛隊
の任務と役割、その歴史について学び
ました。その後、駐屯地の敷地内にあ
る資料館、桜武記念館を見学。そこに
は、各種銃火器等の資機材や国内外で
の訓練写真などが展示されていまし

ボランティアに学生たちが活躍
本校では学科コースを問わず、多く
の学生がさまざまなボランティア活動
に参加しています。ボランティアの場
では、
年齢や立場の異なる人々と接し、
交流などを通じて学生たちはコミュニ
ケーション能力を磨きます。また、地
域住民のために奉仕する経験を身に付
けることで、公務員を目指すものとし
ての素地を養いました。
今年も、高崎市の県民参加フェスタ
や前橋市のキングオブピザなどのイベ
ントに、来客誘導や各ブース補助とし
て大勢の学生が参加、地域の活性化に
一役を担いました。また、夏休み期間
には、各自が地元の夏祭りや花火大会
に参加しています。11月以降も、高崎
市のキングオブパスタやぐんまマラソ
ンのボランティアなどに多くの学生が
参加します。

厳かに戴 帽 式
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就 任 の 言 葉

昨日の自分を越えていこう
中央医療歯科専門学校太田校

臨床実習に向け決意新た

学校長

戴帽式で誓いの言葉を述べる学生たち

多彩なテーマで
卒業研究発表会

本年度４月より学校長に就任した
星野寛一です。保健体育科教員とし
てスタートし、前橋東高校校長を最
後に高校での教職生活を終えまし
た。次代の社会を担う若者の育成と
いう責任ある仕事に就き、幸運にも
多くの生徒や同僚と先輩の先生方に
めぐり会えたことは大きな財産で
す。引き続いて、素晴らしい教育活
動を実践している本学園に勤務でき
ることを心から光栄に思います。
さて、私はよく「どんなことでも
一年間毎日続ければ必ず成果がでる
よ」などと話していますが、自分自
身はどうかと考えることがありま
す。
「今年はやるぞ。明日からやるぞ」

か わ せ み 祭

研究発表や模擬店
五輪関係展示も人気
本校の学園祭「かわせみ祭」が10月
20日、行われました。会場では、学生
が研究展示や模擬店などで来場者をお
迎えしました。
１階展示室に
は、１年生が作
成した第一大臼
歯の展示と1964
年の東京オリン
ピックで使用し
たトーチやポス
トーチを持ち記念撮影
ターなどの特別

星野

寛一

などと決意するのは誰でもできま
す。しかし、続けるのは本当に難し
いものです。そこで強い味方となっ
てくれるのは、『しっかりした目標
設定』と『自分の中の見張り番』だ
と思います。昨日の自分を越えてい
く。私自身、この歳で成長の余地が
どれだけあるか疑わしいけれど、そ
れでも「昨日の自分」を日々少しず
つでも越えていきたいと思っていま
す。
どうか皆さんも、それぞれの夢と
目標を実現させるために、昨日の自
分が一歩でも前に、上に位置する自
分になるよう努めてください。

体験コーナーには家族
づれも

中央医療歯科専門学校太田校16期生
学校長と太田新田歯科医師会の飯塚光
30人の戴帽式が７月18日、ロイヤルチ
宏副会長からナースキャップを受けま
ェスター太田で行われました。
した。
本校戴帽式は、10月から臨床実習に
戴帽学生は、代表の岡村優里香さん
臨む２年生が歯科衛生士になるための （西邑楽高校出身）を中心に「思いや
決意を誓う厳粛な式典です。授与され
りの心を忘れず学習した知識と技術を
たナースキャップには、
自覚、
責任、
愛、 社会のために役立てます。歯科医療の
信頼、感動、誇りの意味が込められて
尊厳を守り医療従事者としての責務の
います。
重さを自覚し常に連携と強調、博愛と
この日までに、学生たちは戴帽式審
奉仕の心を持ち続けます」と、全員で
査会を通過しなければなりません。友
固く誓いました。
人同士で励ましあいながら、勉強や練
この日戴帽した学生たちは、10月か
習を行った結果、全員が審査会に合格
ら臨床実習に入りました。戴帽式まで
することができました。
に学んだ知識・技術を生かして、しっ
厳かに行われた式典では、星野寛一
かり研鑚を積んでほしいと思います。

本校の卒業研究発表会が９月27日、
太田市社会教育総合センターにて行わ
れ、３年生31人が発表しました。
この発表会は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自ら
のビジョンを盛り込んで研究発表する
ものです。
学生は、子どものブラッシングや高
齢者の口腔ケアなどそれぞれ歯科関連
のテーマを決め、論文・パワーポイン
トの作成を行い、当日まで発表練習に
励んできました。
本番では３グループに分かれ、１人
あたり５分間という制限時間内で緊張
しながらも堂々とした発表をすること
ができました。
会場には、在校生も見学に訪れ、特
に１年生は、初めて体験する先輩の卒
業研究発表を熱心に見聞きしていまし
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展示も行われ、スポーツ歯科に関する
学生の研究成果も紹介しました。特に
オリンピックで使用したトーチに触れ
た来場者からは
「意外と重いのですね」
「これを持って走るのは大変ですね」
との声が聞かれ、トーチを手に記念撮
影する姿が数多く見られました。
２階では、研究発表展示と来場者に
向けた歯科体験の企画として、歯科用
石膏を用いたアロマストーン作りを行
いました。

太田新田歯科医師会と共催
早期内定目指し就職説明会

卒業研究発表に挑んだ学生たち

た。この経験を、今後の自分たちの実
習や卒業研究に繋げていってほしいと
思います。

１・２年生が英語村研修
バイリンガル目指して
本 校 の １・ ２ 年 生 が ８ 月23日、
CGV（前橋英語村）で体験語学研修
を行いました。
体験内容は、歯科医院でのアポイン
トの取り方や、ファーストフード店で
の注文、銀行での両替の仕方、ホーム
ステイ時の会話などです。

「目指せ！就職早期内定」。太田新田
歯科医師会と本校共催による就職説明
会が10月３日に行われました＝写真。
この説明会は、太田新田歯科医師会
との教育連携の一環。本校と歯科医師
会と歯科医院の三者が連携して魅力あ
る歯科医療人を育成するための取り組
普段使い慣れない英語を使ってのコ
ミュニケーションは、実際に講師の先
生を前にすると緊張のため、うまく話
せなかった学生もいましたが、笑顔で
取り組むことができました。
歯科医院にも現在では、さまざまな
国の患者さんが来院します。歯科衛生
士になった際、役に立つことのできる
ように、日ごろから英語に慣れておく
ことが大切だと実感できた語学研修と
なりました。

みの一つと位置づけられています。
会場では、歯科医院の業務内容や歯
科衛生士の役割、待遇などを、歯科医
師・歯科衛生士などの方々が、詳しく
説明。参加学生は、緊張した面持ちで
一つの医院20分の制限時間の中で説明
を受け、しっかりメモを取り、不明な
点は質問していました。この会で、医
院の特色などを知ることができ、「年
内全員内定」に向け、決意が固まった
ようです。
参加医院の歯科衛生士の中には卒業
生も多く、先輩からの生の声は学生の
心に響いたようでした。
年内に就職を内定し、年明けには国
家試験合格に向け学習に集中できるよ
う、本校挙げて応援していきます。
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第２回「戴帽式」

２年生31人が
新たな誓い
中央医療歯科専門学校高崎校の第２
回「戴帽式」が７月25日、高崎市内の
結婚式場教会で行われ、医院実習前の
２年生31人がナースキャップを受け、
新たな決意を誓いました。
戴帽式は、歯科衛生教育課程で一定
科目を履修した学生が、医院などでの
臨地実習を前に職業意識を高めてもら

おうと行われるものです。ナースキャ
ップを受けることで、信頼と責任を学
生が意識するという意味があります。
式典では、学生たちが、厳粛な雰囲
気のなか、高崎歯科医師会の黒田真右
会長と高橋紀幸学校長からナースキャ
ップを受け、緊張した面持ちで歯科衛
生への責任と信頼を踏まえ誓いの言葉

ナースキャップを受ける学生たち

を述べました。
参加した学生からは、
「患者の方々
の気持ちに少しでも寄り添っていける
ように日々頑張ります」といった声が
聞かれました。歯科衛生士への夢に向
かって重要な「戴帽式」を終え、大き
な一歩を踏み出すことができました。
戴帽式後、教職員と一緒に記念撮影

3年生が幼稚園年長児に
歯の大切さなど指導
本校の３年生33人が７月11日、高崎
市の学校法人坂田学園の認定こども園
東部文化幼稚園を訪れ、年長組の園児
74人に歯の大切さや正しい磨き方など

歯科衛生士の仕事を模擬体験

ストラップ作りにも挑戦

歯 科 衛 生 士 の 仕事 PR
学園祭で体験イベント
本校を含む中央総合学園３専門学
校の「学園祭」が９月14、15日に開
かれました。
本校では、展示イベントとして人
口歯とビーズを使ったストラップ作
りや清涼飲料水に含有される砂糖の
量を可視化した媒体展示、歯科衛生
士の職業を知ってもらうための説明
媒体展示、実物の器材を使用して行
う歯科衛生士体験などを企画、多く

高崎市歯科医師会と連携
初の就職説明会に10医院
「就職活動の決め手に」
。本校で
初めての取り組みとして、高崎市
歯科医師会と連携し、３年次生を
対象に就職説明会を10月17日に開
催しました。
当日は、高崎市歯科医師会に所
属する10医院から歯科医師、歯科
衛生士合わせて18人の方々が出

の来場者がありました。学生たちは、
事前準備、媒体作り、当日の体験ア
シスタントなど主体的に取り組みま
した。
歯科衛生士体験では、いつもは診
療台にしか座ったことのない一般来
場者が、ドクターや歯科衛生士の側
からの視点に立ち、器具を扱う難し
さや、歯面清掃の楽しさなどを実際
に見学・体験していただきました。

席、仕事内容や待遇など詳しく説
明をしていただきました。
学生たちは、限られた時間の中
で、医院での仕事や役割などを聞
き、質問していました。また医院
訪問や採用試験の話などもでき就
職活動をする上で非常に参考にな
りました。
参加した学生たちにとって説明
会は初めての経験でしたが、「勉
強になった」と好評でした。
参加した医院からは、「このよ
うな機会を設定していただいてよ

園児たちに歯の保健指導する学生たち

を指導しました。
これは日ごろの学習の成果を、実際
に園児に対して発表指導するもので
す。
発表では、園児の身長より大きな手
作り歯ブラシを抱えた学生ふんする
“歯ブラシマン” がパフォーマンスす
ると、園児も大喜び。『それいけアン
パンマン』のサンサン体操の替え歌で
「シュッシュッシュッはみがきシュッ
シュッ」と歌ったりして、楽しく歯の
大切さを伝えることができました。
各教室では
「奥歯まで磨けてるかな」
の学生の問いかけに、「シュッシュッ
して楽しい」
と園児が応えていました。
園での指導を終えた学生たちに、園
児から「歯ブラシマンまた来てね」の
声が掛かるほど、心温まる交流ができ
ました。

臨地実習に向け
歯科材料セミナー
２年生31人を対象とした歯科材料セ
ミナーが９月27日開かれ、株式会社ジ
ーシーの歯科衛生士による講義と実習
が行われ、臨床現場でよく使われる材
料について詳しく学びました。また、

熱心に医院の説明を聴く学生

かった」という意見が多く出てい
ました。

それぞれの材料がどの場面でどのよう
に使用されるかについても具体的に教
えていただきました。
セミナーでは、午前中に、歯の型を
採る材料と石膏の実習、午後は被せ物
を接着するためのセメントの実習を行
いました。学内実習では使用したこと
のない材料にもたくさん触れることが
でき、学生たちは真剣なまなざしで取
り組んでいました＝写真。
参加した学生たちは、10月からの臨
地実習前に、現場で使う材料を深く理
解することができ、非常によいセミナ
ーになったと思います。
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CAG 主催で企業ガイダンス

号

（順不同・敬称略）

株式会社エバーグリーン富士見
株式会社ドンレミー
ファームドゥホールディングス株式会社
前橋青果株式会社
有限会社宮城種豚センター
株式会社アールディーシー
日清医療食品株式会社北関東支店
株式会社コメリ
株式会社LEOC
ヤンマーアグリジャパン株式会社
関東甲信越支社
グリンリーフ株式会社
株式会社足利フラワーリゾート
株式会社関東甲信クボタ
株式会社群馬クボタ
有限会社ノームランド高橋
株式会社伊香保カントリー倶楽部

◀熱心に企業の説明を聞く学生たち

夢 に 向 か っ て 第 一 歩

内定者インタビュー
須田紗也花 さん

圭悟 さん

（ファーム農業経営
学科、勢多農林高

内定先：都丸農園
校出身）

奈良

蒼 さん

（食農調理師学科新
商品開発専攻、樹

内定先：タマムラデリカ株式会社
徳高校出身）

千吉良

（農業経営学科農業

岳良 さん

ＩＣＴコース、中央

内定先：群馬ヰセキ株式会社
高等専修学校出身）

早川

菊川南陵高校出身）

（農業経営学科農業
ビジネスコース、

内定先：遠州夢咲農業協同組合

50

参加企業一覧

「農・花・食」の 16 社が参加
早期内定に大きな役割
「就職活動の参考に」
。中央農業大学
校主催の企業ガイダンスが７月18日に
本校で開催されました。このガイダン
スは企業や業界の理解を深め、早期内
定に結び付けてもらおうと、毎年開催
し、今回の参加企業は16社でした。
会場には、学生たちが日ごろ専門的
に学んでいる「農・花・食」の各分野
を支える企業から採用関係担当者が参
加。学生たちは企業理念や事業内容、
学生に求めるものなど、企業側の説明
に真剣な表情で耳を傾けていました。
また、企業の説明に対して、積極的
に質問をする姿も見られました。

第

農業発展に貢献したい

生産者の目線を忘れず

新商品を開発したい

女性ならではの農業を

▽内定先企業を選んだ理由
私の祖父がJAに勤めていたことが
きっかけで、その仕事内容に興味を持
ち、私もJAで働きたいと思いました。
特に営農部門で地元地域の農業の活性
化や発展に貢献し農家の皆さんのお役
に立ちたいと思い志望しました。
▽これからの夢
私の夢は将来、実家の農業を継ぐこ
とです。JAで農業について深く学び、
将来は実家の農業を活気づけられるよ
うな知識と技術を身につけたいです。
将来、家族とともに農業を営んでいく
ことが私の一番の夢です。
▽後輩たちへのメッセージ
後輩の皆さんには高みを目指しても
らいたいです。自分自身の思い描く将
来に向かって一日一日を大切に過ごし
てください。毎日意識を持って生活す
ればそれが就職に繋がっていくはずで
す。長い様で学校生活はとても短いで
す。最後に悔いの残らない学生生活に
してください。応援しています。

▽内定先企業を選んだ理由
小学生のころから物作りが好きでし
た。就職活動にあたり、学んでいる農
業知識を活用でき、物作りもできる会
社はないかと探し、農業機械という分
野を見つけました。そこで複数の農業
機械メーカーの会社見学に参加、その
際に、私の質問に真剣に答えてくれた
のがこの会社だったからです。ここで
働きたいと強く思い志望しました。
▽これからの夢
本校で得た知識や経験を生かし、農
業生産者の目線で考え、適切な対応が
できるようになることが今の目標で
す。それを実現するために、周りに目
を配り率先して仕事ができるよう、こ
れからも努力していきます。
▽後輩たちへのメッセージ
私は就職活動と検定試験の勉強が重
なってしまい、大変でした。就職活動
の期間は人によりさまざまです。資格
取得は就職活動に大きく関係してきま
す。１年次のうちに取得可能な資格に
挑戦し、がんばってください。

▽内定先企業を選んだ理由
私は食品の商品開発に携わる仕事に
就きたいと考えており、特に製麺分野
に興味がありました。会社説明を受け、
私の希望する仕事内容と一致し、この
会社であれば私のやりたいことができ
ると実感したので志望しました。
▽これからの夢
まずは、どんな仕事に対しても一生
懸命に取り組み、周りの方から信頼さ
れる社員になります。そして、私の夢
である麺の新商品開発を手掛け、提案
した商品が店舗に陳列されるように、
頑張りたいです。
▽後輩たちへのメッセージ
当たり前のことですが、学校は休ま
ないで、授業はしっかり受けてくださ
い。挑戦する検定資格はしっかり取得
してください。そして、自分の夢を持
ち続けてください。夢の実現のために
お互い頑張りましょう。

▽内定先企業を選んだ理由
求人票を見てから、まずは職場見学
やインターンシップに臨みました。そ
の際、従業員の方たちが自ら育てた野
菜に誇りを持っていました。このこと
は私にとってとても魅力的でした。こ
こで私も誇りと自信の持てる仕事がし
たいと思い志望しました。
▽これからの夢
女性の正社員採用は私が初めてとい
うことなので、他の男性社員に負けな
いように、本校で学んだ知識や技術を
仕事に生かしたいです。女性ならでは
の目線で新しい農業を考えたいです。
▽後輩たちへのメッセージ
取得できる資格は全て取るつもりで
挑んでください。資格取得の有無で企
業側の反応が変わることもあるので、
多くの資格を取得した方が就職活動で
有利になると思います。また自ら進ん
でやりたいことを見つけてください。
就職活動が始まるとあっという間に時
間が過ぎてしまいます。後悔のない選
択ができるようにしてください。
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審査員の企業経営者らの前で発表する
宮川さん

群馬イノベーションアワード 2019

宮
川 さ （農業経営学科）
ん（農業経営学科）
宮川さん
２
次審査に進出
２次審査に進出
テーマ「廃棄野菜を使った食べられる洗顔石鹸」
未来の企業家を発見・育成する「群
馬 イ ノ ベ ー シ ョ ン ア ワ ー ド（GIA）
2019」で、
本校の農業経営学科２年生、
宮川こはるさん（熊谷農業高校出身）

が、１次審査（書類審査）を突破、10
月27日に上毛新聞社で行われた２次審
査へ進出し、廃棄野菜を生かした自身
のプラン「廃棄野菜を使った食べられ

東京・銀座の「ぐんまちゃん家」で
10月17日、学生が『高級メロンパン』
の販売実習を行いました。今年で３年
目を迎えた東京での販売です。
メロンパンは、本校学生が水耕栽培
で手間暇かけて栽培したパンナメロン
の果肉をゴロゴロとパン生地に練り込
んだもので、香り高く、外はサクサク、
中はもちもちとした食感です。

東京でメロンパン販売
を行った学生と教職員

ぐんまちゃん家で
メロンパンを販売

販売に当たった学生は、自分たちで
作っているだけに、お客様の質問にも
自信を持って答え、力強い商品PRを
行うことができました。用意した50個
は２時間足らずで完売しました。

学生が栽培の野菜
コンビニに販路開拓
本校では、学生が栽培している新鮮
野菜の販売と販路先の拡張を強化して
います。その一環として、学校近くの
第一農場（研究農場）で栽培したキュ
ウリ、ナス、トマト、ミニトマト、ピ
ーマン、ジャガイモ、サトイモを７月
１日から前橋市南町４丁目のセブンイレブンで、１袋100円で毎日販売し
ています＝写真。
販売する野菜の不足を避けるため学
生は、平日・休日を問わず水やりや除
草、朝早くからの収穫や選別、野菜の
データ収集を行っています。

「ものづくり指南塾」と
隔離トマトの水耕栽培

「はたちのコシヒカリ」
宮城農場で収穫
本校のオリジナル商品「はたちのコ
シヒカリ」収穫が10月３日、前橋の宮
城農場で行われました。６月の田植え
から４カ月、大切に育ててきた学生た
ちにとって、待ちに待った稲刈りの日
となりました。
コンバインを使用しての収穫では、
学生たちも同乗、貴重な体験となりま
した。収穫したコシヒカリは、本校で

行われる収穫感謝祭や各所のイベント
などで販売されます。
これからもより品質のよい米づくり
を目指して学生たちは取り組み、「は
たちのコシヒカリ」のブランド力を高
めていきます。

本校の楜澤さんも取得
和食アドバイザー１級

購入者からは、「量がちょうどよく、
価格も安く、何よりとてもおいしい」
の声が寄せられています。また、同店
オーナーの方からは「売れ行き、リピ
ーター率も非常によくお客様からリク
エストがあがるほど」と評価いただき
ました。
販売数も延べ562袋に上りました。
今後も春夏秋冬それぞれの新鮮野菜を
販売する予定です。

レストラングループと連携
学生たちが新商品開発
本校は、上州産ステーキと手づくり
ハンバーグで知られるレストラン
「GGC」
、
「Happy Burg」を展開する
ハッピーアイランドと連携。食農調理
師学科２年生を中心に夏・冬のメニュ
ー開発を行っています。
今夏は、GGC ２店舗で土屋魁星さ
ん（勢多農林高校出身）考案メニュー
「夏の牛しゃぶおろしMIX」
、Happy
Burg ２店舗では野村幸音さん（渋川
青翠高校出身）考案の「ジャーマンコ
ンボ」が販売されました。
それぞれ８月の１カ月間でしたが各
店舗で100食近くを売り上げました。
この企業連携では、学生は自らが考
案した商品が販売される喜びを味わ
い、選ばれなかった学生は改善点を考
えることができます。

和食アドバイザー１級実技講習会が
９月13日から15日にかけて本校で開か
れ＝写真、食農調理師学科和食アドバ
イザー専攻の楜澤旭さん（渋川青翠高
校出身）を含む５人の１級取得者が誕
生しました。
和食アドバイザーは２級、３級は知
識のみの検定ですが、１級は知識だけ
でなく調理や加工の技術も習得するこ
とで資格が与えられます。
13回目の開催となる実技講習会の１

日目は群馬の郷土料理の講義の後、加
工実習を行い、こんにゃく、豆腐、炭
酸まんじゅうを作りました。２日目の
午前中は群馬県の「ハレの日」の一汁
三菜の調理、午後は礼儀作法の演習と
コミュニケーション力を磨くための講
義を行いました。３日目は、群馬県の
代表的な郷土料理のおきりこみなどを
作りました。

有機コラム③

有機JAS認証の取得について
生産した農産物等に有機JASマー
クを表示するためには、まず始めに
農林水産大臣が登録した登録認証機
関から認証事業者として認証を受け
る必要があります。
有機JAS規格の認証を行うことが
できる登録認証機関として、株式会
社、公益法人、地方自治体など平成
31年３月末現在、68機関（内訳：国

有機ＪＡＳの貼付のしくみ

本校では７月から、前橋商工会議所
に事務局を置く「ものづくり指南塾」
と連携、隔離水耕栽培でのトマト育成
に挑戦しています。
同塾に参加する市内の企業から、育
成方法などの指導を受け、学生たちは
毎日、溶液や室温等の計測・溶液追加・
トマトの育成管理をしています。
隔離水耕栽培は、隔離された室内で
病害虫の発生を抑制、土で育てるので
はなく調整された溶液に浸し育てる栽
培方法です。
11月頃からは学生たちのアイデアを
取り入れ、生産性や糖度上昇などの課
題に対してさらに栽培技術を深め対応
していく予定です。

学生の２次審査進出は４年連続。
残念ながら本年度は、12月７日に行
われるファイナルステージ進出できま
せんでしたが、次年度もGIAへの取り
組みは継続していきます。
コンバインの取り扱い説明
を受ける学生たち

販売実習や多様な企業連携

る洗顔石鹸」をプレゼンテーションし
ました。
宮川さんが出場した大学生・専門学
校生の部、２次審査には10人が残り、
制限時間３分間で行われました。本校

内56機関、
海外12機関）が登録され、
特定非営利活動法人日本オーガニッ
ク認証協会は、有機農産物に関して
の認証機関であり、登録番号：第15
号に位置しています。
一連の流れを理解し、あなたも有
機JAS認証事業者を目指しませんか。
（NPO法人日本オーガニック認証協
会：前橋市南町2-31-1）
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学びを生かした展示
eスポーツ大会など人気

号

デザイン系展示
留学生の出身国紹介も

中央情報大学校を含む中央総合学園３専門学校合同「学園祭」が９
月 14、
15 日に開かれました。各学科の“学びを生かした展示”が好評で、
昨年を上回る 1400 人の来場者でにぎわいました。

電気系のコーナー

を行いました。
電気系学科では国家試験の実技内容
情報系学科ではドローン、モーショ
や発電方法紹介。留学生の学科では
ンコントローラー、VRの体験コーナ 「CIDワールドツーリスト」と題して、
ーを、デザイン系学科ではデザイン、 来日して驚いたことや郷土料理、民族
イ ラ ス ト、 マ ン ガ、3DCG、3DCAD
衣装などを展示しました。
などの学習成果や産学連携の紹介など
学園祭という機会を通じて、各学科

VR 体験や映像、民族衣装まで

◆デザイナー育成を目的に◆

の学習内容を多彩な方法で紹介・展示
することができました。
当日は、お笑い芸人やコスプレイヤ
ーも参加してのｅスポーツ大会やアー
ムレスリング大会、男装女装コンテス
トなどのイベントでも盛り上がりまし
た。

ｅスポーツ大会も初開催

IoT メイカーズチャレンジ in 群馬

「Rethink セミナー」
本 校 で 初 開 催

本校学生らが最優秀
▲セミナーの講義

◀講義を基にグループで
アイデア出しする

として、視点を変える手法を学びまし
た。さらに、講義で学んだことを基に
グループに分かれて、課題に対しての
アイデア出しやキャッチフレーズを考
え、発表も行いました。
地域とデザインでつながる専門学校
として、今後もさまざまな取り組みを
続けて行きます。

情報システム学科
「Web×IoTメイカーズチャレンジ
2019-20 in群馬」（総務省など主催）の
最終プログラム、ハッカソンが10月
13・14日、群馬大学で行われ、本校学
生らのチームが最優秀賞を受賞しまし
た。
受賞チームの本校学生は、情報シス
テム学科２年の福田正樹さん、田野内
広人さん、山本哲也さんです。
このイベントは、情報通信技術分野
で活躍する人材育成を目的に開催さ
れ、学生や高校生25人が５グループに
分かれてIoTを駆使したモノづくりに

最優秀となった本校
学 生 ら の「 移 動 式 サ
ル検知マシーン」

デジタルデザイン学科

挑戦しました。
審査の結果、本校学生主体のチーム
が考案した
「移動式サル検知マシーン」
が選ばれました。動体検知して撮影し
た 写 真 をAIで サ ル か ど う か 判 別 し、
光や音で追い払うというものです。
作品は2020年３月に都内で開かれる
「スマートIoT推進フォーラム」で展
示されることも決まりました。

東京ゲームショウ
５年連続で出展

「CEATEC 2019」を見学
最新テクノロジー学ぶ
電気通信学科
電気通信学科１・２年生の学生たち
が10月18日、幕張メッセで開催された
展示会「CEATEC 2019」を見学しま
した。
この展示会はアジア最大級の規模を
誇るIT技術とエレクトロニクスの国
際展示会で、最新の技術トレンドや業
界動向について学ぶことができます。
今年は、IoT（モノのインターネッ

50

情報系の体験コーナー

中 央 総 合 学 園 祭

「Rethink Creatorセミナー」が、６
月29日、本校で初開催されました。こ
のセミナーは、地方のデザイナーを育
てることを目的に、株式会社クリエイ
ターズマッチと日本たばこ産業株式会
社が実施しているものです。
セミナーは、Rethink Creativeコン
テストで本校学生が受賞したことをき
っかけに実現しました。
当日は、本校学生、デザイン関係者、
会社経営者や会社員、主婦など21人が
参加。都内や長野県など遠方からの参
加者もみられました。
セミナーでは、プロのデザイナー・
クリエイターから、デザインの考え方

第

「CEATEC 2019」を見学した学生たち

ト）などの最新テクノロジーを活用し
た「 超 ス マ ー ト 社 会（Society 5.0）」
の総合展としての開催。特に近未来生
活を複数企業が共創した、
「2030年の
まち」を構築するエリアは大盛況でし
た。

東京・幕張メッセにて開催された
東京ゲームショウ（９月12 ～ 15日）
に、本校は今年も出展し、高度情報
システム学科３・４年やゲーム開発
専攻の学生など総勢21人が運営に関
わりました＝写真。
「世界最大級のゲーム展示会に、
自分たち自身の手で参加したい」と
いう思いで出展を始め、今年で５年。
イベントの規模感や最新テクノロジ

ーに触れることができるだけでな
く、自分たちの学習成果を多くの
方々からレビューしてもらえるた
め、学生たちにとって良き学びの場
となっています。
次年度以降も積極的に挑戦してい
きます。
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電気通信学科

２年の相澤さん合格
科目合格者は４人
難関の国家資格「第三種電気主任技
術者試験」（９月１日実施）で、本校
の電気通信学科２年の相澤叶さん（長
野工業高校出身）
が見事合格しました。
経済産業省所管の、この資格は通称
「電験三種」とも言われ、電気分野の
国家資格の中でも難易度が高く、今年
の合格率は9.3％という難関資格です。
法律上、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義務付け
られており、それらの業務に従事する
ことができます。
試験は、理論・電力・機械・法規の
４科目すべてに合格（完全合格）する
ことが求められています。
本校では、昨年に続き今年も合格者
を出すことができました。
また、科目試験合格者も４人輩出、
この中には１年生が３人含まれてお
り、来年も全科目合格が期待できます。
▽科目合格者
有賀大地、
土屋紀正、
髙草木雄志（電
気通信学科１年）
、相川直哉（同２年）

就職内定状況

相澤叶さんコメント

福島先生をはじめとする先生方
の環境づくりのおかげで合格する
ことができました。将来は電気主
任技術者としての仕事をしたいの
で、さらに上位資格の電験二種・
一種を目指し、一人前の電気主任
技術者になれるよう頑張りたいで
す。

第二種電気工事士
１・２年生合わせ８人合格
「第二種電気工事士試験」（７月21日
実施）では、８人の合格者を出すこと
ができました。第二種電気工事士は、
一般住宅や小規模な店舗など600ボル
ト以下で受電する設備の電気工事を行
う際に必要となる資格です。

早くも８割に

前橋市の電気工事業、株式会社ソウ
ワ・ディライト（渡邉辰吾社長）で働
く２人のベトナム人電気工事士を講師
に招いた特別講義が10月３日、本校で
行われました＝写真。
２人は、10月６日の第二種電気工事
士試験に向けて学習中の留学生を前
に、資格を取って日本で働くために必
要なことなどについてアドバイス。学
生からは、仕事の内容や就職活動、資

格取得のための勉強法などについて質
問がでました。
この企画に協力していただいた同社
の渡邉社長からは、採用にあたって企
業が求める人物像などについても説明
していただきました。

就職を意識しよう！
スタートアップ講座
国際ビジネス学科２年生を対象に、
就職に向けたスタートアップ講座が７
月31日に行われました＝写真。
講座では、学んだ知識を生かせる会
社の見つけ方や、履歴書の書き方、面

接方法を就職指導部職員が説明。就職
内定後の在留資格変更申請などの手順
なども説明しました。

企業や施設の見学会

デジタルデザイン学科（プロダク
トデザイン・3D-CAD専攻）の学生
たちが７月18日、太田市の株式会社
SUBARUを訪問、プレス加工や組
み立てなどの自動車製造過程を見学
しました。卒業生の就職先でもある
ことから、特別にデザイン部の会社
説明会を開いていただき、カースケ
ッ チ や ク レ イ モ デ ル の 見 本、
SUBARU車開発の流れなどを学ぶ
ことができました。

田口発電所

内定先：株式会社エヌ・ティ・テ
ィ・エムイー
宮下 隆太さん
＝情報システム学科
（富岡実業高校出身）
授業を通して、将来どのような
仕事に就きたいのかを考えながら
勉強に励み、１年生の１月ごろに
は、自分の就きたい分野を明確に
しました。
それをもとに、多くの企業説明
会に参加し、企業研究も行いまし
た。志望する企業を決め、志望動
機やエントリーシート作成時には
担任の先生にアドバイスをいただ
きました。
それぞれの過程を、自分で納得
して進めた結果の内定獲得だと思
います。

的に勉強し、時間がある時には単語帳
の見返しや、アプリを使って聴解の問
題を解いてきました。また、N2は日
常会話を幅広い場面で理解できるレベ
ルなので、先生との会話もよく行いま
した。その結果、N2に合格すること
ができました。12月のN1受験に向け
ても頑張っていきたいと思います」と
話しています。

水力発電設備を
学ぶ

☆情報系
NECネッツエスアイサービス㈱、富
士通データセンターサービス㈱、ディ
ップ㈱、㈱両毛システムズ、㈱ジーシ
ーシー、三益半導体工業㈱
☆デザイン系
芝入印刷㈱、㈱若草印刷、㈱メディア
二十二世紀、㈱メイテックフィルダー
ズ、㈱山岸製作所、㈱マイアミグラフ
ィックス
☆電気系
関東電気保安協会、
中部電気保安協会、
㈱ヤマト

「志望分野を早く決める」

き

ベトナム人電気工事士が
就職や資格取得など講義

︵株︶
ＳＵＢＡＲＵ

【内定先企業一覧（抜粋）】

内定者の声

日本語能力試験（JLPT）の結果が、
このほど発表され、本校はN2からN4
まで合わせて23人の合格者を出すこと
ができました。
N2に合格したNGUYEN THI TAM
さんは、国際ビジネス学科日本語・
ITエンジニアコースの２年生でベト
ナム出身。
合格についてTAMさんは、
「先生か
ら指摘された得点アップの分野を重点

世界のものづくり
体感

今年も本校学生の就職内定報告が
続々と届いています。本校で学んだ知
識や技術、個人の日々の努力が実った
ものですが、それを支えた教職員の支
援・協力も大きいものがあります。
10月28日現在の、本校就職内定率は
約８割に達しています。

動

日本語能力試験に合格した留学生たち

種

さらに上位資格目指したい

三

「電験三種」に合格した相澤さん

験

学生の

日本語能力試験

23

本校電気通信学科の学生たちが、難関の国家資格試験に続々と合格
しています。

電

Ｎ２からＮ４
人が合格

難関国家資格に
続々と合格者

留

電気通信学科の１年生が６月21
日、群馬県企業局坂東発電所が管理
する「田口発電所」で水力発電設備
を見学しました。
田口発電所はかんがい用水の取水
を安定させると同時に、水力による
発電を目的として建設された設備で
す。関係者しか入ることのできない
発電設備を間近で見ることができ、
とても貴重な体験をすることができ
ました。
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TBM LIVE OF ART 2019 〜人生を変える出会い〜
学習 の 成果 を

本格的ダンスステージ

3

1

運命を変える彩

6

タカビトレンド！カルチャー発信

Cut

Opening
Stage

Hair&Make
Stage

創造性豊かなステージを紹介

Dance
Stage

ライブ本番は、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。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・音響までを、教職
員のアドバイスを受けながら作り上げ
ました。

2

ライブは、入学して３カ月の１年生
と技術に磨きをかけた２年生が主体と
なり、短期間の中でモデルの衣装から
髪型、舞台演出や音楽のセレクトまで
イメージに合ったステージを作り上げ
ました。また、モデルになった学生た
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発表する最高
の創作ステージとなりました。

300人が来場、盛り上がる
舞台 で

高崎ビューティモード専門学校
恒 例 の 美 容 シ ョ ー「TBM LIVE
OF ART 2019 〜人生を変える出
会い〜」が７月20日、高崎エテ
ルナで行われました。今年のライ
ブには、300人を超える高校生や
保護者、一般の方々の来場があり、
会場は大いに盛り上がりました。

Stage

4
7

Wedding
Stage

5
Japanese Dress
Stage

Collaboration
Stage

ラブストーリーは永遠に

プロフェッショナルへの道

高崎オーパ人気ブランドコラボ

学生の成長が随所に
日本人の心、纏う楽しみ

【指導者の感想】学生たちは、本校
の伝統を継承し、次世代の新しい感性

を融合させた素晴らしいステージを
作りました。この経験を通して、成
長した姿が随所に見られました。終
了後、感動の涙を流していた学生の
姿がとても印象的でした。
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報 告 イギリス・スペイン海外短期留学

異なる文化と高い技術学ぶ
田中

美容師理容師Ｗ取得コース

通信課程16期生が
高い合格率

い

ま

卒業生 の 現在

インディングとカッティングの２課
題、学科試験が５科目でした。
社会人として、仕事のかたわら３年
間かけて学業にはげんだ通信生の努力
を結果に結びつけることができまし
た。

14

今回、紹介する卒業生は、15期
生の池島善人さんです。
「LIPPS 原宿店」
＝東京都渋谷区神宮前

池島

支援・協力に感謝
実行委員長

片柳

仁

（国際美容師学科ヘアスタイリスト
コース２年、前橋西高校出身）

中央総合学園祭（９月14・15日）
では、お世話になりました。皆さん
のおかげで無事に学園祭を成功させ
ることができました。今回の成功は、
準備の段階から学園祭が終わる最後
まで、みんなの協力があったからだ
と思います。
私自身も実行委員長を務めた中で

職業実践
専門課程

第40回美容師国家試験の合格発表が
９月30日に行われ、本校の通信課程第
16期 生 た ち は、 実 技87.5 ％、 学 科
87.5％と全国平均58.1％を大幅に上回
りました。
試験は８月１日に実技、９月１日に
学科が実施されました。実技試験はワ

学 園 祭 を 終 え て

美容室スタッフ招き
プロの技術を学ぶ

総合・国際美容師学科１年生は職業
実践専門課程として、美容室クレオの
方々を講師に招き、特別授業を行いま
した＝写真。

善人さん（15期生）
（児玉高校出身）

学園祭実行委
メンバーと

美 容 師 国 家 試 験

学ぶことができたと感じます。今後
は海外で学んだことを生かし、理容
師、美容師どちらでも活躍できるよ
う頑張りたいと思います。
▲ラリンガ美容学校の学生たちと
︵左側が田中︶

がありました。お客様のご案内など
はあまりしている様子はなく、さっ
ぱりとしていましたが、そのかわり
作業の効率やお店の回転がスムーズ
な印象を受けました。またバリカン
でのテクニックがとても印象的でし
た。
スペインでは、美容学科の授業に
参加し、モデル実習のアシスタント
を行いました。スペインの学生は、
言葉が通じない私たちに優しく物事
を教えてくれたり、放課後にバルに
誘ってくれたりと毎日楽しい生活を
送ることができ、とても感謝してい
ます。
今回の海外研修で、日本との文化
や発想力の違い、ホームステイでの
コミュニケーションの大切さなどを

◀ロンドンの﹁ CUTTHROATS BARBAR
﹂で
︵右側が田中︶

私たち二人は、９月６日から９月
26日にかけて、海外研修へ行ってき
ました。10日間イギリス、10日間ス
ペインで過ごしました。
研修先は教育連携校であるスペイ
ンラリンガ美容学校、イギリスロザ
ラムカレッジ、ロンドン市内のサロ
ンで研修を行ってきました。
イギリスではシェフィールド市内
のバーバーへ行き、サロンワークを
させていただきました。私達は初め
ての理容師学科なので、理容実習を
メインに学びました。サロンワーク
では、
実際にお客様に触れることで、
アジア人の髪質とは違う欧米人の髪
質に合わせた高度な技術を学ぶこと
ができました。
接客面では、日本とは違った感覚

瑞希

多くの貴重な体験ができました。特
に印象に残っているのは、多くの人
とコミュニケーションをとれたこと
です。他校の学生や先生方、来校し
てくれたお客様と触れ合うことがで
き、とても良い経験になりました。
委員長として力不足な点もたくさ
んありましたが、支えてくださった
皆さん、ありがとうございました。
技術や知識を学べる「職業実践専門課
程」は学生たちにとって、貴重な体験
になっています。

たかさきハロウィンで
学生がボランティア
「たかさきハロウィン2019」が10月
５日に行われ、学生たちがメイク・ネ
イルボランティアとして参加しまし
た＝写真。

お世話になった人に恩返し
池島さんは、国際美容師学科出身
で、毎年全国から何百人もの応募者
が集まるヘアーサロンLIPPSに就
職。現在ではLIPPS原宿店の副店長
のメインアシスタントとして、忙し
い毎日を送っています。
「今までお世話になった方々に恩返
「TBMでは、アットホームな雰囲
しをすること。どんなかたちであれ
気の中、しっかりと実践的な授業を
学び個性を磨くことができた」と、 恩返しをしていきたい」と熱く語っ
てくれました。今後のさらなる活躍
学生時代を振り返っています。
を祈っています。
池島さんは、将来の目標について

今回はブリーチの基礎知識やアルミ
ホイルを使ったホイルワークの技術の
指導を受けました。これは、美容室で
実際に使われている技術で、学生は最
初から興味津々。初めての技術に苦戦
しながらも楽しんでいました。美容師
の方々とコミュニケーションもとるこ
ともでき、業界の情報も得ることがで
きたようでした。
普段の授業とは少し違う、実践的な

このイベントは高崎市のにぎわい創
出と回遊性向上への取り組みとして行
われています。会場では、さまざまな
年齢の方に接客し、技術だけでなく接
客マナーも体験できました。
本校以外の大学・短大・専門学校の
学生とも交流や情報交換でき、イベン
ト運営を学ぶこともできました。

（14） 2019（令和元）年11月１日発行

ＣＨＳ面

Chuo College Group

第

50

号

クラーク記念国際高等学校連携校
前橋校

http://chs-clark.jp

前 橋 校 ・ 桐 生 校
合 同 体 育 祭

会式を担当、生徒も運営に携わりまし
た。
本番では、前橋校の青チーム、黄色
チーム、桐生校が赤チームとなり、生
徒、保護者、教員が協力しあい、大会
を盛り上げました。
全競技を終えた結果は、青チームが
１位、黄色チーム２位、赤チーム３位

全力出し切り３位に
昨年より高得点達成
全国経理教育協会関東支部主催の簿
た。
記電卓競技大会関東支部予選会「電卓
厳しく多忙な中での練習ではありま
の部（高等課程）」が７月15日、東京
したが、それゆえ集中した、緊張感の
ガーデンパレスを会場に行われ、本校
ある練習になったと思います。
チームは３位になりました。
全力を出し切った結果は高等課程部
大会には、総合コース３年の高山友
門で３位、全国大会出場にこそつなが
輔さん、中島琴音さん、伊藤愛里さん、 りませんでしたが、当初の目標である
総合コース２年の山中遥香さんの４人 「去年よりも良い点数を取る」ことが
がチームを組んで出場しました。中島
でき、来年度へ希望をつなぐことにな
さんと伊藤さんは、去年に引き続き２
りました。
回目の参加でした。
本校は電卓の部活動がないため、学
４人は本番に向け、放課後などを利
外での他校との交流の場がほとんどあ
用して練習を重ねました。各自の目標
りません。そのため、今回の競技会の
を定め、また、去年より上の結果をと
参加は、生徒にとってよい体験になっ
ることを共通目標にして頑張ってきま
たと思います。緊張や達成感、反省点
した。特に３年生の３人は、修学旅行
など一人一人が感じ取り、これからの
や球技大会、インターアクトクラブの
生活に活用していってくれればと思い
台湾生徒受け入れ事業などの学校行事
ます。全ては「やって、みて、考える」
もあり、練習時間の確保に苦戦しまし
です。

り、大成功の体育祭となりました。
（15ｐに競技などの様子を掲載）

生徒の力作が並んだ作品展
会場

関東支部予選会に出場した本校チーム

全経電卓競技大会関東支部予選会

となりました。競技を通し前橋校、桐
生校の枠を超えて交流できた生徒もお

第６回CGアニメーションコース作品展

来場者の注目集める力作も
前橋校CGアニメーションコース在
籍生徒の作品を展示する「第６回CG
アニメーションコース作品展」が、10
月４日から７日の４日間、高崎シティ
ギャラリー第５展示室にて開催されま
した。
作品展には、授業で制作した課題作
品や以前から描き溜めていたもの、新
たに描いたり、造形したものなどバラ
エティに富んだ生徒の作品が並び、来
場者の目を楽しませていました。
今回の期間中、シティギャラリーの
主会場に大きな展示がなく、他の展示
室が全て写真作品展だったので、他展
示から流れてくる来場者には新鮮な印
象を与えられたようです。中には新聞

▲合同体育祭に参加した前橋校・桐生校
の生徒、教職員、保護者ら

中央高等専修学校の恒例行事、前橋
校・桐生校合同体育祭が10月18日に桐
生市民体育館で行われ、各競技に熱い
戦いを繰り広げました。
体育館での開催２回目となる今回の
合同体育祭では、例年通り前橋校の生
徒が競技中のアナウンスと閉会式を、
桐生校の生徒が得点板のデザインと開

◀選手宣誓する生徒代表

交流の絆
熱い汗

に載った記事をみてご来場くださった
方もいました。まだまだ粗削りな生徒
作品群の中には、多彩な年齢の来場者
の足を止める力作もあり、生徒の作品
作りに対する成長がうかがえる作品展
になりました。
会期中、県内の中学生から募集した
はがきイラストコンテストの応募作品
も展示、126点の応募の中から12人の
入賞者に対し、会場で表彰式を行いま
した。応募した中学生の中には毎年作
品を寄せてくれる生徒もおり、こちら
も次第に定着してきたようです。

球技大会に男女計21チーム
ソフトバレーに汗流す
前橋校の球技大会が７月18日、前橋
のヤマト市民体育館にて行われまし
た。競技種目は「ソフトバレー」。男
子13チーム、女子８チームがそれぞれ
優勝を目指して総当たりの予選リー
グ、トーナメントの優勝リーグを競い
合いました。
競技ボールが柔らかいソフトバレー
は意外とボールの扱いが難しく、慣れ
ないと普通のバレーよりもボールが意
外な方向へ飛んでいってしまいます。
試合では、経験のある上級生ほどボー
ル運びやゲーム運びがうまく、チーム
内の結束も固いので必然的に良い成績

熱戦が展開された球技大会

を残すことができました。
結果は、男子優勝が３年チーム、女
子優勝は２年チームでした。
大会を通じて、生徒たちがそれぞれ
の立場で頑張り、励ましあい、皆で楽
しんでいました。
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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

❶

合同体育祭の競技・ダンス

拍手、声援飛び交う

科は頑張れたので後期では英語のテス
トで50点以上取れるよう頑張りたいで
す。
▽本校に入学を決めた理由は
信澤 絵を描くことが好きなので、
元々は前橋のCGアニメーションコー
スに行こうとしていました。ただ、距
離があって大変そうだったので同じ学
校の桐生校に見学に行きました。そう
したら雰囲気も良く、先生もみんな優
しそうだったので入学を決めました。
髙松 私もいくつかの学校を候補に
挙げていたのですけど、信澤くんたち
が桐生校に行くことを知って、絶対に
知っている人がいる学校が良かったの
で決めました。
▽二人とも、放課後一緒に絵を描いて
いるようですが
信澤 後期には、もっと絵がうまく
なりたいです。好きなことが仕事にな
ったらいいなと思っているので、学校
で社会性を身につけ絵を生かす仕事に
就きたいです。
髙松 私も絵がうまくなりたいで
す。

ベーシックコースも球技大会
卓球に熱戦展開
３年生の増田さんＶ
本校ベーシックコースの球技大会が
10月26日、行われました。種目は去年
に引き続き卓球です。
大会は、ＡとＢの２つのリーグに分
かれ、リーグ総当たりで順位を決め、
それぞれの１位同士が優勝決定戦を行
いました。
Ａグループの目玉の試合は３年生、
新井昌仁さんと２年生の藤生大喜さん
の試合。壮絶なラリーを繰り広げ、見
ていた生徒から何度も歓声が起こりま
した。結果は３年生の新井さんが勝利。
Ｂグループで活躍を見せたのは３年
生の照井望来さん。最初はサーブを打
つのもままならないようすでしたが、
試合を重ねるにつれ誰よりも速くて強
いスマッシュが打てるようになり、周
りからはどよめきが起こりました。
優勝決定戦は、Ａグループから３年
生の新井さん、Ｂグループから同じく
３年生の増田千夏さんが、ともに全勝
で勝ち上がり激突しました。１セット

球技大会の参加者と教職員

卓球決勝戦のようす
︵手前が増田さん︑奥が新井さん︶

今回は桐生校の１年生、髙松奏衣さ
ん、信澤奏杜さんにインタビューしま
した。二人は同じ中学出身です。
▽学校で楽しい時間は
髙松 休み時間にみんなと話をして
いるときが楽しいです。友達と共通の
趣味の話をしたりするのが好きです。
信澤 ぼくは朝の始業前の時間が好
きで、いつも一番早く学校に着くので
“この人いつもより早く来たな” とか
“今日はみんな来るかな” とか想像し
たり、観察するのが好きです。
▽好きな授業科目は
信澤 数学と保健です。数学は問題
が解けた時がすごく楽しいです。保健
は先生がおもしろいから好きです。
髙松 私も数学が好きです。計算が
楽しいです。
▽10月から後期になりましたが、前期
の学校生活で頑張ったことは何ですか
髙松 前期無欠席で登校できたこと
です。健康のため早寝早起きとよく食
べることを意識しました。
信澤 勉強です。中学から英語は苦
手で、高校でも苦戦しました。他の教

❹

かなえ

奏衣 さん

かなと

奏杜 さん

「絵がうまくなりたい」

①参加者全員でダンスを披露
②気持ちをそろえて大縄跳び
③玉入れ競技
④大玉ころがし

髙松

のぶさわ

信澤

１年生インタビュー

❸

につれ生徒からは「ダンスってなにを
するのか」「上手に踊れない」という
不安の声もちらほら聞かれました。
しかし、いざダンスの時間になり、
不安そうに整列する生徒もいる中、振
り付けを考えた先生がステージ上で一
つ一つ振り付けを教えていきました。
テンポが速くレベルの高い振り付けも
あり、完璧に踊れる生徒は多くありま
せんでしたが、時間を重ねるにつれ多
くの生徒から笑顔が見られるようにな
り、最後はRADWIMPSの前前前世の
サビに乗せて覚えた振り付けを披露で
きました。生徒、保護者が一緒になっ
たダンスに、踊り終えると全員から自
然と拍手が起こっていました。

❷

体育祭では、多くの競技やダンスが
披露されました。
今年はビーチフラッグを体育館でも
行えるよう改良した「フロアーフラッ
グ」や「大縄跳び」
、
「組別対抗リレー」
などの人気種目、保護者による「玉入
れ」などに加え、「ダンス」や「大玉
ころがし」
、ボールの代わりにフリス
ビーでドッジボールを行う「ドッジビ
ー」などの新競技も追加されました。
特に新競技の「ダンス」は、お手本
に合わせ各チームの生徒と保護者全員
が一斉に踊り、どれだけ上手に楽しそ
うに踊れたかで勝敗を決しました。直
前まで生徒には一切曲や振り付けを伝
えなかったため、体育祭の日が近づく

目は接戦で増田さんが、２セット目も
接戦の末新井くんが取り、勝負の最終
３セット目、
増田さんが怒涛（どとう）
の８連続ポイントを取り、見事優勝し
ました。
優勝した増田さんは「常に冷静にプ
レーすることを心掛けました。そこが
優勝につながったと思います」と話し
ていました。優勝おめでとうございま
す。

えました。
試合を重ねるにつれて「まかせて」
球技大会を開催
「とれるよ」などの掛け声が聞こえる
桐生校恒例の球技大会が７月18日、 ようになり、どの試合も白熱した展開
でした。
桐生市民体育館で行われ、ソフトバレ
優勝は全勝の３年生Ａチーム。連携
ーボールで熱戦を繰り広げました。
の良さが優勝の決め手でした。３年生
試合は、各学年２〜３チームの総当
にとって、最後の球技大会だけに思い
たりで勝敗数を競うもので、生徒たち
出となりました。
は体育の授業で練習を重ね、本番を迎

ソフトバレーで熱戦
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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

FAX. 027-289-4005

フリーダイヤル. 0120-15-1281

動 物 病 院 など 続々と内定
動物病院に就職内定した藤井
さん︵左︶と川越さん︵右︶

中央動物看護専門学校では、技術や
専門知識を生かし、動物病院などに就
職内定した学生が続々と出ています。
特に７月に行われたインターンシップ
実習（就職を意識した実習）が縁で、
実習先から内定を得るケースが多く、
10月末で、早くも70％近い内定率と
なっています。動物病院に内定を決め
た２人にインタビューしました。

TEL. 027-253-7211

就職内定先：人見動物病院

藤井

亜衣さん

（勢多農林高校出身）

信頼される動物看護師に
▽内定の知らせを受けて
動物看護師として就職するなら、こ
の動物病院しか考えられないと思って
いた病院から内定をいただけたので、
とてもうれしかったです。就職活動は
これで終わりでなく、内定先の院長先
生からも「動物看護師統一認定試験を
合格できるように頑張ってね」と言わ
れているので、卒業までの期間でしっ
かり学び、合格を目指します。
▽就職活動で頑張ったこと

夏のインターンシップ実習では教え
ていただいたことをメモに残すよう意
識して臨みました。メモを取ると、２
度目から積極的に動けるので、とても
大切なことだと感じました。また、基
本的なあいさつや返事などをしっかり
と行うよう心掛けました。
▽就職して頑張りたいこと
飼い主の皆さんや院長先生から信頼
していただき、動物に安心を与えるこ
とのできる動物看護師になりたいで
す。また、医療現場なので臨機応変に
対応し、一頭でも多くの動物たちに寄
り添った動物看護ができるように頑張
ります。

就職内定先：上原動物病院

川越

美紀さん

（山形・谷地高校出身）

動物看護とトリミングを両立
▽内定の知らせを受けて
動物看護とトリミングの両方を行っ
ている動物病院が少ないため、希望し
ていた病院から内定をいただけたとき
は、とてもほっとしました。４月から
働き始めるため、動物看護師統一認定
試験の勉強だけでなく、トリミングの
時間も大切にしてカット前の爪切りや

学生インタビュー
ブラッシングなどの基礎を早く仕上げ
られるように頑張りたいです。
▽就職活動で頑張ったこと
動物病院では患者動物の現状を常に
理解しておくことが大切で、動物看護
師それぞれが把握していなければいけ
ません。そのため、些細なことでも獣
医師さんや動物看護師さんと報告・連
絡・相談を行うことを心がけてインタ
ーンシップ実習に臨みました。
▽就職して頑張りたいこと
動物看護とトリミングを両立し、ど
ちらの面でも動物と飼い主さんに信頼
してもらえるような動物看護師兼トリ
マーになりたいです。動物看護師とし
ては明るいあいさつと笑顔でスタッフ
さんや飼い主さんとコミュニケーショ
ンを取り、
親密な関係を築きたいです。
また、トリミングでは技術を向上させ
「この人にカットを頼みたい」と言わ
れるようなトリマーを目指します。

職業実践専門課程で特別授業

ファミリー犬の
去勢手術を見学

１年生がグルーミングの基本学ぶ
も含め具体的な話を聞き、技術を学
ぶことができました。
「シャンプー」では、骨格や筋肉
の付き方を意識して洗うよう指導を
受けました。少しでも洗い残しがあ
ると、皮膚や被毛にダメージを与え
てしまうことや乾かす作業に時間が
かかること、被毛がキレイに伸びず、
うねって乾いてしまうことなどを意
識して、ただ洗うだけではないこと
を念頭におき実践しました。学生た
ちは１人ずつチェックをしてもら
い、しっかり洗えたときの手触りの
違いを体で理解することができまし
た。
学生たちには、今回の実習で学ん
だ多くの技術を、今後の授業や就職
後に生かしてほしいと思います。

動

物愛護のイベントで
学生がボランティア

高崎地区動物愛護実行委員会（高崎
支部獣医会）主催の「動物愛護ふれあ
いフェスティバル」が10月６日、高崎
市もてなし広場で開かれ、ボランティ
アで本校学生10人が参加しました。
この催しは、動物愛護への理解を深
め、人と動物が共生する社会の発展に
寄与することを目的に、毎年１回開催
されています。
長寿犬・猫の表彰や里親探しなどさ

を切ったり、手伝いを体験しました。
去勢手術終了後、麻酔が効いている
間にマイクロチップの挿入も実施しま
した。このチップは、動物の首の後ろ
の皮膚に埋め込む直径２ミリ、長さ12
ミリ程の小さな円筒形で、内部にその
動物や飼い主などの情報が入っていま
す。
その確認には、マイクロチップリー
ダー（読取器）を使って、あらかじめ
登録してあるデータの番号を読み取り
ます。半永久的にペットを守る確実な
身元証明となるものがこのマイクロチ
ップです。本年度の動物愛護法改正に
伴い、「マイクロチップの義務化」が
決定しています。
ボランティア活動する学生

職業実践専門課程の特別授業とし
て、渋川市にある「ペットサロン
キュート」の店長、横手郁美さん
（2010年３月本校卒業生）を講師に
招き、１年生を対象にグルーミング
実習を行いました＝写真。
実習では、犬の手入れ法であるグ
ルーミングの基本、
「スタック」
（犬
を正しく、きれいに立たせること）
、
「シャンプー」について学びました。
「スタック」は、カットをするう
えで重要な技術です。正しく立たせ
た状態でカットをしないと、その犬
が持つ魅力を最大限引き出してあげ
ることができません。それだけでな
く、正しく立つことを犬に学習させ
ることによって、動物病院での診察
台でも大人しく診療させられること
など、横手さんからしつけの大切さ

新ファミリー犬リキの去勢手術が、
どるーく動物病院で７月11日に行わ
れ、１年生が見学しました。また、手
術助手の体験ができた学生もいまし
た＝写真。
去勢手術は、全身麻酔をかけて行い
ますが、注射をする際の保定や気管チ
ューブの挿管時の保定、局所の被毛の
除去など、術前の過程がさまざまあり
ます。それらを手際よく行い、獣医師
を補佐するのが動物看護師の仕事で
す。
学生たちは、手術の各段階を説明し
ながら作業を進める先生の声を聞き漏
らすまいとメモを取り、写真を撮って
いました。また、犬の状態を生体モニ
ターでチェックするなど、真剣な表情
で手術を見守りました。助手役となっ
た学生は、先生の指示のもと、縫合糸

まざまな企画があり、
本校学生は「犬・
猫のおもちゃ作り」と「羊毛フェルト
を使用した動物の飾り作り」を担当し
ました。学生たちは、来場者の希望を
もとに、作りたい動物やフェルトの色
などに配慮し、作成方法を丁寧に教え
ていました。
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前橋英語村

２ 大 学 が 異 文 化 体 験

東都大学

講座の集大成で
３泊４日の研修

「大学生が異文化体験」。中央グローバルビレッジ（CGV、前橋英
語村）を、埼玉と群馬の大学生が訪れ有効活用しました。

埼玉県深谷市にある東都大学の学生
５人が９月１日から４日にかけ、３泊
４日の研修を行いました＝写真。
「異文化コミュニケーション」とい
う講座の集大成としてのプログラムで
参加したもので、アメリカ、ルーマニ
ア、イタリアの文化を学びました。昨
年と同様、各国の紹介、食文化体験と
合わせて、それぞれの講師がどのよう
に日本と出会ったかについての話を骨

関東学園大学

留学生ら19人が
熱心に英語体験
子に、英語村の状況別アクティビティ
も体験するという内容でした。
最終日には、３人の講師との交流会
も設けられ、結婚観、職業観などにつ
いて忌憚（きたん）のない意見が交換
されました。引率は勝部憲一教授、神
山吉輝教授の２人で、両先生からはタ
イムリーな質問もあり、有意義な研修
となりました。

サマー・デイキャンプの
ようす

Summer Day Camp

15プログラムに延べ100人参加
Summer Day Camp（サマー・デイ
キャンプ）が７月29日～８月22日にか
けて実施され、合計15プログラムに延
べ100人の参加者がありました。
今年で３回目の企画となった今回
は、新たな試みとして「ダンス」と「ア
ーミー」
がメニューに加えられました。
最も人気があったのはトレジャーハン
トでした。
メイン・アクティビティは毎日替わ
りますが、
その他のプログラム内容
（例

小室

一行さん

（CGVスタッフ）

日々努力の人
４月から本校スタッフとなった小
室さんにインタビューしました。
―前職の就職指導センターには何年
お勤めでしたか。
小室：９年ほどです。学生の就職の
お世話をさせていただきました。
―どんな趣味をお持ちですか。
小室：日本史にまつわる小説を読む
のが好きです。それからハリウッド

Visiting Seattle’s
Japan Town

During the Obon holidays, I took a short trip
to Seattle. One of my purposes is visiting the
Japantown in the International District. Iʼm
interested in the history of Japanese Americans
simply because one of my great grandfathers
emigrated from Morioka to the USA in the Meiji
era to start his new life as a cannery owner on
the West Coast.
During the first three decades of the 20th
century, Seattleʼs Japantown thrived with
various businesses such as banks, barbers,
tailors, dentists and newspaper publishers, all
started by those who sought better fortunes in
the port city. The city prospered until the
Japanese invaded Manchuria in 1931. Soon after
the attack on Pearl Harbor, the US President

issued “Public Proclamation 1,” instructing all
Japanese citizens to move to some internment
camps in inland states such as California and
Idaho. After the war, some Japanese families
came back to Seattle, but they found little left in
the way of opportunity to start again.
It is only natural, therefore, that I found only
a few shops in business in present-day
Japantown. One of them is Higo Variety Store
on South Jackson Street, founded by Sanzo
Murakami in 1932. I happily met a friendly
clerk who informed me of the history of the
Murakami family in relation to WWII. The
clerk even showed me some valuable belongings
the family couldnʼt bring to the camp. Knowing
that I was so curious about Americans of

のアクション映画もよく見ます。
―小室さんは、海外によく足を運ば
れているそうですね。
小室：イタリアのミラノ、フィレン
ツェ、アメリカのグランドキャニオ
ン、ハワイ、スキーを楽しみにカナ
ダまで出かけたこともあります。
―アウトドア派なのですね。英語の
ほうは？
小室：アメリカに行く前には、当時
DJで人気のあった小林克也の「ア
メリ缶」というカセット教材で勉強
しました。今も通勤途中の車のなか
で英語教材を聞いています。
―地道な努力をされていますね。こ
れからもビレッジの発展のために、
力を貸してください。

戦 時 中、 強 制 収 容 所 に 持 参 で き な か っ た
村上家の所持品

Makoto Shimotao

New Face

今もシアトルの日本町で営業する肥後商会

sage
Mayor's Mes

えば、入国審査、英語によるランチ注
文など）は毎日繰り返されます。
基本は英語キャンプですが、宿題に
取り組んだり、昆虫採集をしたりする
夏休みならではの時間も設けられまし
た。午前10時から夕方の４時まで英語
村で楽しんだ子どもたちは、迎えの保
護者に、うれしそうに一日のようすを
報告していました。

９月26日、太田市にある関東学園大
ク、ホームステイ、トラベルでした。
学から初めて19人の学生が本校を訪れ
当日は齋藤大二郎学長も、引率教員
ました＝写真。ほとんどが留学生で、 とともに来村され、「今後も、同様の
出身国は中国、ベトナム、ネパール、 研修をCGVで実施したい、さらには
ペルーなど多岐にわたりました。
研修を留学生と日本人学生の交流の場
留学生ということもあり、日本語だ
にしたい」と、展望を語られました。
けでなく英語を中心とする外国語に
同大学が目指すビジョンのなかに
も、たいへん関心がありました。体験
「プレゼンテーションのできる学生」
したプログラム内容は、イミグレーシ
があります。
本校がその一助となれば、
ョン、ファストフード、ホテル、バン
幸いです。

Japanese ancestry, she strongly recommended a
novel entitled HOTEL on the Corner of Bitter
and Sweet, a wartime-era Chinese-Japanese
variation on Romeo and Juliet. I bought one
copy in the nearby China Town. Now back in
Japan, Iʼm reading it every day to update my
knowledge on the relevant subject.
村長がこの夏、訪れたのはシアトル。その目的
は何だったのでしょうか。

外語・TAC
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Super Kids English Studio
www.chuo-gaigo.com
〒371-0843

群馬県前橋市新前橋町17番地36 中央総研ビル1Ｆ TEL.027-256-7200

FAX.027-256-7201

中央外語学院では企業に出向いて英会話レッスンを行う「ビジ
ネス英語」が人気を集めています。海外との取引や社員の海外赴
任に伴う語学習得が主な目的です。このほか、日常の英会話を身
に付けたいというビジネスマンからも利用されています。

）が
田村さん（
インターンシップに
共愛学園
前橋国際大

5000人に達したそうです。
インターンシップ期間中は実際の授
業を見学。
「講師の身振り手振りの教
え方や、子どもたちの反応を身近に見
ることができ、とても有意義でした。
この経験をゼミで共有させてもらいた
いと思います」と話していました。ま
た、田村さんは、講師に夏休みの過ご
し方を英語でインタビューして、それ
を日本語でレポートとしてまとめる作
業もしてくれました。

群馬校
〒371-0805

講座が続々と開講
スタートした﹁社労士講座﹂

開催

９月１日、８日、14日に社会保険
労務士のガイダンス・セミナーを開
催しました。社労士試験に合格する
ための秘訣や学習スケジュールのた
て方、時間管理の重要性や制度の理
解の必要性など具体的に専任講師が
説明。
初めて社労士に挑戦する人や受験

企業向け英会話レッスンは、生の国
際経済情報を教材にビジネス英語力を
スキルアップしていく学習システムを
活用し、外国人講師がレクチャーしま
す。中国語やインドネシア語にも対応
しています。
受講者は１週間に１回のペースが多

本年度の公務員試験

2020年合格を目標に
社 労 士・
税理士など

社会保険労務士ガイダンス

外国人向け日本語レッスンも受付中

続々と合格者

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

TACの主要講座でもある税理士・
社会保険労務士・中小企業診断士な
どの2020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11
科目・24コースの通学講座（ビデオ
ブース）を開講しています。また、
社会保険労務士講座では、教室講座
が９月22日から開講となり、多くの
受講者の方が合格を目指して、臨場
感あふれる教室授業の学習に取り組
んでいます。

受講生のレベルに合わせ英会話レッスン

本学院でインターンシップ体験を行った田村さん

「指導法など参考になった」
共愛学園前橋国際大学国際社会学科
３年の田村成也さんが８月19日〜９月
９日まで本学院のインターンシップに
参加しました。同大ゼミで幼児英語教
育を専攻する田村さんは「将来は英語
を使った仕事か幼児教育に携わりた
い」と本学院での体験学習を希望した
ものです。
田村さんのTOEICスコアは990満点
中835点
（７月受験）
と上級レベルです。
英語学習に真剣に取り組み始めたのは
大学進学が決まった高校３年の３学期
から。和訳のない洋画を繰り返し見て
いるうちに次第に内容が理解できるよ
うになっていったそうです。
田村さんは「好きなものなら、さら
に習熟度が深まる」と考え、動画共有
サイトに海外アニメを翻訳して投稿。
日本では無名のアニメでしたが、現在
は人気が出てサイトの登録者数は３万

外国人講師が出前方式で職場に

今後も行政書士や宅建など多彩な講
座が順次開講予定となっており、本校
スタッフ一同、来年の試験合格に向け
全力で受講生をサポートしていきま
す。
経験者など多くの参加者は、熱心に受
講。講義終了後も積極的に相談などを
していました。

お得な講座キャンペーン情報
☆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
期間：12月26日（木）まで
・通常受講料から最大50,000円割引

令和元年度（2019年度）の公務員試
験結果が発表され、群馬校受講生から
続々と合格の報告が届いています。
本年度は、国家一般職や東京都庁・
群馬県庁・富山県庁・山形県庁・前橋
市などの事務職での合格のほか、労働
基準監督官、警察官、国立大学法人な
どでも合格者を多数輩出しています。
合格者は、報告があり次第ホームペー
ジなどで案内していきます。

「官公庁・自治体 業務説明会」開催
群馬校に自治体や官公庁の現役職員
や人事担当者を招いて、実際の業務内
容や力を入れて取り組んでいる政策な
どについて説明いただく、情報満載の
説明会です。
本校生はもちろん、本校生以外の参
加もOKの無料イベントです。実施ス
ケジュールは、ホームページで発信し
ていきます。

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

く、
受講時間は約１時間30分ほどです。
来日した外国人向けに日本語レッスン
も行っており、好評です。
ビジネスのグローバル化に伴い、ビ
ジネスマンの英会話スキルは、これま
で以上に必要となってきます。
ニーズ、
受講者のレベルに合わせて内容を考
え、提案していきます。

資格・検定紹介

―「 お す す め 」 編 ―
●電験三種
日本の電気を支える
電気の資格があなたの未来を変える
難易度：☆☆〜☆☆☆
試験日：毎年９月上旬の日曜日
電験三種
（第三種電気主任技術者）
は受験申込者数が年間６万５千人の
大型資格です。国家資格で「独占業
務」
。年齢問わず、ニーズの高まり
と安定収入が最大の魅力です。
・収入アップのための資格取得や転
職
・夢だった独立開業
・定年後の再就職への不安払拭
電験三種はこれらの夢をかなえて
くれる資格です。将来の安定と日本
の電気を守る仕事を手に入れてみま
せんか。
※難易度（５段階）
（易）
☆〜☆☆☆☆☆
（難）

理系公務員（技術職）
警察官・消防官
【不動産関係】

建設業経理士・中小企業診断士

不動産鑑定士・宅地建物取引士

FP・証券アナリスト

マンション管理士・管理業務主任者

【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）

電験三種
【情報処理・パソコン関係】
ITパスポート・基本情報技術者

