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中央グローバルビレッジ（前橋英語村）

『中央スポーツ医療専門学校』が誕生
昨年度グループ校に仲間入りし
新前橋町）が、新年度から「中央
スポーツ医療専門学校」と校名変
更、幅広い分野で活躍できる人材
育成を目指す学園として生まれ変
わりました。これに伴い、新学校
長に本県柔道界の要職にある松本
邦夫氏が就任しました。

前橋東洋医学専門学校から継承

幅広い資格取得目指す
学校長に松本邦夫氏
同校は、前身であるIST専門学校（情
報・経営システム科）を経て、柔道整
復師養成施設となり多くの卒業生を輩

コロナ対策も万全に

672人が旅立ち

①

９専門学校で卒業式

中央カレッジグループの専門学校
９校の令和２年度卒業式が３月に相
次いで行われ、合わせて672人が新
たな世界に旅立っていきました。
前橋地区の中央情報経理、群馬法
科ビジネス、中央農業大学校、中央
動物看護の４校合同卒業式は、３月
10日にベイシア文化ホール（群馬県
民会館）で行われました。対象とな
った卒業生は合わせて314人でした。
翌11日には、高崎地区の中央情報
大学校、高崎ビューティモード、中
央医療歯科高崎校の３校合同卒業式
が、群馬音楽センター大ホールで行
われ、合わせて318人が巣立って行
きました。
中央医療歯科専門学校（太田市）
の卒業式は、12日に同市内の結婚式
場で行われ、厳粛な雰囲気の中、31
人の卒業を祝いました。
新たにグループ校となった前橋東
洋医学専門学校（前橋市）の卒業式
は、16日に同校で行われ、９人が新
たな一歩を踏み出しました。
各会場ともに新型コロナウイルス
感染防止に留意し、
換気や手指消毒、
参加人数制限など式典規模縮小に取
り組んでいました。
グループのクラーク記念国際高校

校舎外壁も新たに塗り替えられ美しい姿に

た前橋東洋医学専門学校（前橋市

出。その30年余の歴史と伝統は、群馬
県の柔道整復師養成施設の草分けとし
て知られています。
柔道整復師の活躍の場は年々変化し
ており、接骨院勤務・経営以外にリハ
ビリ指導やスポーツトレーニング指導
など各分野に広がりつつあります。
国家資格を取得した卒業生の就職環
境が変化しつつある現在、柔道整復師
を目指す入学者へ、幅広い分野で資格
を生かし活躍できることを意識しても
らえるよう、
「スポーツ」
「医療」とい
うキーワードを校名に取り入れました。
同校は、校名変更後も引き続き柔道
整復師養成施設としてスポーツ柔整学
科（３年制、入学定員30人）を設置、
人材育成を図ります。

校舎整備や施設充実にも積極的に取
り組み、４月から人工芝を引いたトレ
ーニングルームを校内に設置するとも
に、学生ホールや図書室兼学習室など
を充実させ、国家資格を目指す学生が
学びやすい環境を整備しました。
今後は、グループ校同様に国家資格
合格率100％を目指すとともに、卒業
後にスポーツトレーナーなどの幅広い
分野で活躍できるよう教育指導に努め
ていきます。
（関連記事15ｐ）

７校で就職内定100％
厳しい環境下、学生の努力実る
②

③

④
卒業式で答辞を述べる代表
①前橋地区４校の合同卒業式
②高崎地区３校の合同卒業式
③中央医療歯科専門学校（太田）の卒業式
④前橋東洋医学専門学校の卒業式

連携校・中央高等専修学校（前橋校、
桐生校）
でも卒業式が行われました。

「新型コロナウイルスに負けず、全
員就職内定決める！」
。中央カレッジグ
ループの専門学校の令和２年度就職状
況がほぼまとまり、コロナ禍の厳しい
就職環境にも関わらず７校で就職内定
100％を達成しました（３月31日現在）
。
全員内定となったのは、中央情報経
理（本科生）、群馬法科ビジネス、中
央農業大学校、中央動物看護、中央医
療歯科（太田）
、高崎ビューティモー
ドの６専門学校。新たにグループに加
わった前橋東洋医学専門学校（中央ス
ポーツ医療専門学校）も全員の就職が
決まりました。他の専門学校も高い就
職内定率となっています。
令和２年度の就職活動は、コロナ禍
という厳しい状況で、就職活動のスタ
ートが６月までずれ込み、企業訪問も
制限され、Webでの会社説明など、こ
れまでにない事態となりました。また
企業によっては、経済情勢の悪化から

採用先送りなどの動きも出ていまし
た。
このような状況の中、内定100％に
こぎつけられたのは、「専門の知識や
技術が評価されたこともあるが、何よ
りも学生自身の頑張りが大きかった」
（学園就職指導センター）といいます。
同センターでは「２年度の就職活動
は、これまで経験したことのないケー
スが相次ぎました。新型コロナウイル
ス感染防止の緊急事態宣言、授業も一
時ストップ、オンライン学習など学生
にとっては、就職活動どころではなか
ったと思います。このため就職活動の
開始が遅れてしまいました。また企業
訪問も難しい中、内定にこぎつけたの
は素晴らしいこと。センターも教務と
ともに、“11月までに内定100％” を目
標に掲げ、学生を叱咤激励しました。
これに学生たちが応えてくれたのだと
思います。この目標設定が、就活の出
遅れを補ってくれた要因の一つでは」
と分析しています。

留学生２人が第一種電気工事士合格

11Ｐ
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難 関 資 格に 合 格 相 次 ぐ
中央情報経理専門学校では、即戦力となるために必要な資格・検定試験
に挑戦しています。本年度も難関の資格・検定試験に相次いで合格するこ
とができました。

日商簿記１級に合格

髙橋 信泰さん（社会人経験者）
内定先：税理士法人アプローズ・スクウェア（東京）

「続けることの強み」
本校に入学する前は、さまざまな職
業に挑戦し社会人としての経験を積ん
できました。その経験の中で、
「続け
ることの強み」ということに気が付き
ました。このまま転職を重ねていくこ
とよりも、一度じっくり腰を据えて学
習に励み、スキルを身に付けて一生続
けられる仕事がしたいと日々考えるよ
うになりました。以前より税理士に興
味があったことから、日商簿記検定１
級、税理士試験科目の合格を目指せる
本校を選び入学しました。
簿記は初めて学習する科目でした
が、体系的に簿記を理解するように展
開される授業は、頭に入りやすく、日
を追うごとに問題が解けるようになっ
ていきました。簿記を学習してから２
カ月で、日商簿記検定２級に合格する
ことができました。
１級の学習は、範囲が広いことに加
え、難易度も上がっているためさらに
学習量を増やしていきました。試験直
前の模擬試験では、得点に一喜一憂し
ながらも、苦手な範囲は復習し解ける
ようにしました。それでも解けない問

題が出てくると、さらに復習を繰り返
し、あきらめずに食らいつきました。
しかし、健闘及ばず１回目の日商簿記
検定１級は不合格という結果でした。
今までの人生経験の中で、初めて大
きな挫折感を味わいました。他の検定
試験を受験する機会もありましたが、
一度で合格できなかった経験はありま
せん。何が足りなかったのか、今後は
何が必要なのか、これほど考える機会
も初めてでした。諦めそうになったこ
ともありましたが、
「続けることの強
み」を肝に銘じ、次回の試験に備え学
習を進めました。しかし、コロナ禍の
ため急遽、受験予定であった６月の日
商簿記検定が中止になるという不測の
事態が発生。その後、初回の受験から
１年後の11月に２回目の受験。念願の
１級に合格し、リベンジを果たすこと
ができました。あきらめずにやり遂げ
たことで、今までにない達成感を得る
ことができました。最後まで親身にな
って指導してくれた雲越幹久先生には
本当に感謝しています。
卒業後は、日商簿記検定１級を武器
に、会計の道で活躍していきます。

「診療情報管理士」合格100％
各種医療検定で好結果
医療福祉秘書学科の学生たちが各種
検定において優秀な成績を残しまし
た。特に、年に一度の「診療情報管理
士認定試験」では、診療情報管理士専
攻17人全員が合格し、
合格率100％（全
国合格率62.4％）を達成しました。
いずれの検定でも全国合格率を大き
く上回り、良い結果を残せたことは学
生たちの努力の賜物です。
医事コンピュータ技能検定では成績
優秀者として２人が全国表彰されまし
た＝写真。同表彰は全国の合格者の中
から特に優秀な学生を選び表彰するも
のです。
医療分野におけるICT化が加速する
中、本校を卒業した学生たちが就職先
で活躍することを期待します。

【検定結果】
▽一般社団法人日本病院会主催 第
14回「診療情報管理士認定試験」
合格率100％（全国合格率62.4％）
▽公益財団法人日本医療保険事務協会
主催 第53回「診療報酬請求事務
能力認定試験」
合格率76.3％（全国合格率42.8％）

日本語能力
試験１級（N1）留学生２人が快挙
日本語資格の最難関
「日本語能力試験１級（以
下：N1）」に国際ビジネ
ス学科１年のダイさんと
ウチラルさんが、見事合
格しました。２人に合格
までの道のりについてイ
ンタビューしました。

「N1 は通過点。これからも
勉強をがんばります！」

ダンダルバートル・ウチラルさん

ダウ・スアン・ダイさん

〇日本語の勉強に興味を持ったきっ
かけは
私は、日本のアニメやドラマが好
きです。
教科書の勉強だけではなく、
それらの字幕から漢字を勉強した
り、自分で翻訳をしたりしました。
〇N1取得までに大変だったこと
前回試験であと１点足りずN2不
合格になりました。前日のアルバイ
トによる寝不足が原因です。その時
は勉強が嫌だなと思いました。今回
は、そのようなことがないようにア
ルバイトの時間調整と十分な睡眠を
とりました。
〇合格を知った時の感想は
結果に自信がなかったので合格を
知った時はうれしかったです。
ただ、
点数は満足のいくものではなかった
のでこれからも勉強を頑張ります。
〇今後の目標
私は、人に何かを教えることが好
きです。モンゴルで友人に勉強を教
えた時に「分りやすい」と褒めても
らいました。日本での経験を生かし
て、日本語教育に携わりたいと思っ
ています。日本語を使えるだけでな
く、教えられるようにすることが今
の私の目標です。
〇日本語の勉強に悩みを持っている
学生へアドバイスを
まず、自分の好きなことや、やり
たいことを見つけることです。自分
が日本に何をしに来たか、他人に言
われるのではなく自分の意志をもっ
て行動できるといいですね。勉強は
自分が楽しいと思う方法でやってく
ださい。日本の歌やアニメ、ドラマ
がおすすめです。

（出身校：Fuji Language School）
〇日本語の勉強に興味を持ったきっ
かけは
アパートの近くの公園で子どもの
遊ぶ声が聞こえました。私は、子ど
もが好きなのでその子たちが何を言
っているのか気になり、日本語を勉
強しようと思いました。
〇N1取得までに大変だったこと
私は集中力が続かないので長時間
の勉強ができませんでした。
そこで、
毎日少しずつ勉強しました。
〇合格を知った時の感想は
私にとって、N1合格は通過点で
あり、最終目標ではありません。結
果を知ったときは、うれしい気持ち
と同時にこれからももっと頑張ろう
と思いました。
〇今後の目標
私は、日本で日本語や文化につい
て多くを学びました。私のように日
本で学びたいと考えるベトナム人は
たくさんいます。日本への留学を夢
見るベトナム人が安心して日本に留
学できるように、日本とベトナムを
繋ぐ仕事に就くことが今後の私の目
標です。将来的には会社を設立した
いと思っています。
〇日本語の勉強に悩みを持っている
学生にアドバイスを
少しずつでもいいので毎日勉強す
れば日常会話レベルのN3は、必ず
合格できると思います。そのために、
まずは自分の目標をはっきりさせて
目標に向けて頑張ることが大切で
す。
▽一般社団法人医療秘書教育全国協議
会主催 第50回「医事コンピュー
タ技能検定試験」３級
合格率97.4％（全国合格率83.3％）

（出身校：NIPPON 語学院）

▽一般社団法人医療秘書教育全国協議
会主催 第22回「電子カルテ実技
検定試験」
合格率90％（全国合格率83.8％）

令和２年度卒業生
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本校の令和２年度本科卒
業生が就職内定100％を達
成しました。各企業や団体
が本校学生の知識や資格取
得、検定合格率などを高く
評価した結果です。
学科別に主な就職先を見
ていくと以下の通りです。

Chuo College Group

本科生の就職内定100％
専門の知識に高い評価

【情報経理学科】 会計知識や幅広い
パソコンスキルを生かし、多彩な業種
に進路が決定しました。事務系では「太
【高度会計学科】 簿記の最高峰であ
陽誘電（株）」「富士クオリティハウス
り全国合格率が10％前後の日商簿記１
」
、販売系では「（株）ベイシア電
級や、全経簿記上級の合格者を輩出し （株）
「
（株）ホンダカーズ前橋」
「
（株）
ました。金融系の「
（株）東和銀行」 器」
日産サティオ群馬」「家具のホンダ」
をはじめ、会計事務所においては「税
（株）ホシケン」、不動産系では「（株）
理士法人向田会計」
「永田会計事務所」 「
、建築系では「小野里工業
「藤井経営（株）
」
「かなた税理士法人」 ミニミニ」
」などです。
「光山会計事務所」
「税理士法人サリー （株）
レ」などに進路が決定しました。

ピアノ発表や劇の上演
緊張のピアノ発表会

手作り劇を披露
卒業研究発表の一環として、学生オ
リジナルの劇「ゆうかが保育士になる
ための旅」が１月27日、本部館６階ホ
ールで行われました。
この劇は、自分たちの悩みや夢を象
徴的に表現したもので、最後の実習が
終わってから準備を始めました。
題材は決まったものの、内容が固ま
るのが遅れるなど苦労や試行錯誤があ
りました。大道具などの製作を進めな
がら、
台本作りも行いました。時には、
思い描いているものが違い、意見のす
れ違いや対立が起きてしまうこともあ
りましたが、何度も話し合うことで、
納得がいく仕上がりとなりました。
本番ぎりぎりまで変更箇所が多く、
練習とは違い、観客がいることもあり、
学生たちは緊張気味でした。そんな中
でも学生たちは持ち前の明るさと頑張
りで楽しそうに取り組みました。

国際ビジネス学科では、日本文化体
験の一環として１月27日、書道体験を
行いました＝写真。
体験の冒頭、日本には「書き初め」
という習慣があり、一年の目標や抱負
を書き、行動を新たにするという説明
を聞き、書道の技法を全て含む「永」
の字を練習しました。その後、各自が
好きな文字を選び、
楷書で書きました。
コロナ禍もあって国の家族に会えない
せいか「家族」という言葉や今流行り
の「鬼滅」の言葉などが見られました。
最後には、
デザイン書道も紹介され、
学生は思い思いの字を選び、アイデア

【医療福祉秘書学科】 診療情報管理
士をはじめ各種事務管理士など、多く
の医療に関する資格試験において高い
合格率を出しています。
「前橋赤十字
病院」「太田記念病院」「北関東循環器
病院」「角田病院」「黒沢病院」
、
「尾島
デンタルクリニック」
「もり歯科・矯
正歯科医院」「横田マタニティーホス
ピタル」「神岡産婦人科医院」
「山本整
形外科医院」
「こぶな整形外科医院」
「前
橋ミナミ眼科」
「学校法人順天堂 順

多

彩

な

交

流

医療系は赤城山ハイクと
群馬サファリの見学
医療福祉秘書学科では、体験学習と
して赤城山ハイキングと群馬サファリ
パークへ行きました。検定試験の勉強
に追われ、日々のストレスを発散する
ための良い機会となりました。
診療情報管理士専攻と医療福祉秘書
専攻２Bは紅葉
深まる赤城山へ
ハイキングに行
きました＝写
真。地蔵岳頂上
を目指す登山道
は急な坂や岩場
も多くかなりの
体力を消耗しま
した。友達と助

医療現場での知識・技術学ぶ
１年生が学内実習

医療福祉秘書学科１年生の学内実習
が、１月25日から29日の５日間行われ
ました。この実習は、医療現場におけ
る業務の把握や将来のビジョンを考え
ることを目的として行われました。当
日は、徹底したあいさつ運動や事務作

就任あいさつ
副校長

高木

留学生が書道体験

達也

自立型人材を育てたい

あふれる飾り文字を生み出していまし
た。
学生からは「日本文化に触れること
ができてうれしい」「月に１回やりた
い」と大好評でした。今後もこのよう
な体験や年中行事などを通し、日本文
化に触れていってもらいたいと思いま
す。

天堂大学」
「上尾中央総合病院」
「行田
総合病院」など、県内外の病院やクリ
ニックに内定をいただきました。
【保育福祉学科】 ３年間のカリキュ
ラムを無事に修了し、卒業年次全員が
保育士資格と幼稚園教諭二種免許を取
得しました。主な就職先は「ひよこプ
リスクール」
「ぽらりすこども園」
「は
と保育園」
「児童養護施設 地行園」
など、幼保連携型認定こども園や保育
園、児童養護施設などに進みます。
各学科で取得した資格や技術を生か
し、それぞれの分野で活躍してもらい
たいと思います。

27年ぶりにわが校に戻りました。
この間、本学グループである（株）
CRI中央総研にて「人づくり 組織
づくり」の研修・コンサルティング
事業に従事してきたのですが、わが
校の「両輪」として一貫して「人づ
くり」を行おうと、その教育理念・
方針等は軌を一にしています。
「体験（失敗）から学ぶ」
「やって・
みて・考える」といった本校の教育
理念・方針は、その分野のスペシャ
リストの養成は当然として、
「自ら

で

リ

フ

レ

ッ

シ ュ

け合いながら何とか登頂できました。
医療福祉秘書専攻２Aは群馬サファ
リパークへ行きました。ライオンやア
メリカバイソンにえさをあげたり、ヤ
ギやカピバラ、ウサギなどの草食動物
と触れあったりしました。動物たちと
の触れあいの中で命の大切さや、保護
飼育していくことの大変さを学びまし
た。

学科の枠超えてスポーツ交流
本校の医療福祉秘書学科１年生と情
報ビジネス学科の１・２年生が令和２
年12月１日、総合体育館ぐんまアリー
ナでバレーボールやバドミントンによ
る交流会を行いました。
学生からは、久しぶりに体を動かし
楽しい、また開催してほしいという意
見があがりました。
医療現場での会計計算
演習の様子

保育福祉学科の３年間の音楽教育の
集大成「ピアノ発表会」が、
２月２日、
群馬県社会福祉総合センターホールで
行われました。学生たちは、自分で選
んだ曲を練習し、披露したほか、合唱
にも挑みました。
学生たちは、この発表会のため、何
カ月も前から練習、途中で挫折しそう
になることもありましたが、練習を重
ねていくことで自信もつき、本番を迎
えました。名前を呼ばれ一人一人ステ
ージへ出ていく姿からは緊張が伝わっ
てきました。弾き終わると笑顔ととも
に安心した表情を見ることができまし
た。
学生も「緊張していたが、弾いてみ
ると楽しかった。めげずに練習をして
よかった」と話していました。合唱で
は少人数でありながらも気持ちを込め
て会場中に歌声を響かせることができ
ました。
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業の補助の
説明、黒沢
病院事務
部・高橋氏
による講義
などが行わ
れ、学生が自身に求められる知識や技
術、医療現場の現状について知ること
ができました。
考え 自ら行動できる」自律型人材
を育てることを使命としています。
ついては、社会人教育・経営コン
サルでの経験を生かし、３つの方針
を掲げ臨むことにしました。
第１は、
「高資格 就職に強い」
はもちろんのこと、教育使命・理念・
方針の実現を目指すこと。
第２は、対面・オンライン併用の
ハイブリッド型授業の推進とアクテ
ィブラーニングの推進を図ること。
第３は、
学生が「学びながら働く」
ことのできるデュアル・システムを
導入すること。
これからも変化には変化で対応し
つつ、時代が求める人材の育成を図
って参りますので、どうぞご理解・
ご協力のほどお願い申し上げます。

令和２年度
公務員試験

191人 が最終合格
努力実り、過去最多を記録

合格先を見ると、国家公務員は国家
一般職・税務職・技術職で36人、国家
専門職（刑務官・海上保安庁・入国警
備官）で10人が最終合格。国家公務員
を目指す学生の中にも地元志向が強い
学生もおり、
群馬県内にある３部署
（前
橋地方検察庁、前橋地方法務局、群馬
労働局）
に９人の採用が決まりました。
また、競争倍率が高い国立大学法人事

務や裁判所一般職で最終合格を勝ち取
りました。
一方で、地方公務員でも例年以上の
活躍が見られました。特に群馬県、埼
玉県、千葉県、東京都の都県職員に26
人が最終合格（警視庁事務含む）。また、
東京特別区、埼玉県や東京都などの県
外市町村区でも最終合格者が出るな
ど、合格先が県内にとどまらず関東一

新たな道へ決意を誓う卒業
生（ 左 か ら 宮 本 さ ん、 髙 橋
さん、福島さん、樺澤さん）

４月から公務員としてそれぞれの職場で働き
始める卒業生４人に、合格に至るまでの思い出
や今後の抱負をインタビューしました。

【採用先】入国警備官

瑛仁さん

【採用先】東京都Ⅲ類（機械）

髙橋

航世さん

号

今年は新型コロナの影響が懸念され
ましたが、試験の形式が大幅に変化し
た自治体はほとんどありませんでし
た。また、ここ数年、試験そのものに
新たな形式を取り入れる自治体が増加
する傾向にあります。その過渡期にあ
る学生たちには、過去の先輩方のノウ
ハウを参考にしつつ、どのような試験
にも対応できる基礎知識の積み重ねと
臨機応変さが求められます。来年度も
また、一人でも多くの学生が希望する
公務員に合格できるよう、教師・学生
一丸となって試験対策に取り組みま
す。

新たな道に
一歩踏み出す

【採用先】前橋市役所

福島
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【最近の試験傾向】

※令和３年
２月19日現在

円まで広域化しています。さらに、県
内に12ある市役所のうち前橋市をはじ
め、高崎市や太田市、伊勢崎市など９
市役所で最終合格。消防士では、桐生
市や太田市など県内複数の消防本部に
最終合格。また、東京消防庁（Ⅲ類）
では２次試験を受験した学生全員が最
終合格を果たしました。
さらに、警察官では、16人もの学生
が群馬県警に最終合格したほか、警視
庁警察官、埼玉県警、福島県警などで
合格を勝ち取りました。また、そのう
ち３人は競争倍率が高い女性警察官で

卒業生インタビュー

第

す。社会のさまざまな問題に柔軟に対
応するために、女性職員の必要性は警
察官や消防士においてますます高まっ
ていく傾向にあります。いずれも狭き
門ですが、この調子でますます女性警
察官・女性消防士の最終合格者が増え
ることが期待されます。

※

令和２年度の公務員採用試験結果がほぼ確定し、本校からは総計 191 人
という過去最多の最終合格者を輩出することができました。厳しい採用状況
の中、学生たちの地道な努力が実った結果となりました。

宮本
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準さん

（警察官・消防士１年制Ａコース、
前橋西高校出身）

（警察官・消防士１年制Ｂコース、
前橋工業高校出身）

（国家・地方公務員初級１年制
コース、前橋市立前橋高校出身）

―入国警備官という仕事の魅力につい
て。
入国警備官の仕事は、来日する外国
人の方々に公正に対応することで、日
本国民はもとより国内の外国人が安心
して暮らすことのできる社会の実現に
貢献できる点が一番の魅力です。
―試験勉強で努力・工夫したことと、
どうやって苦労を乗り越えたか教えて
ください。
昼間は学校で勉強し、夜はアルバイ
トをしていたので、限られた時間の中
で覚えることが多く苦労しました。そ
のような中で放課後やアルバイトに行
く合間に細かいスケジュールを組んで
勉強をして知識を増やしていきまし
た。
―今年は新型コロナの影響で、短期間
の勉強を余儀なくされました。どうや
ってモチベーションを保ちましたか。
「死んでも公務員になってやる！」
と思って自分を鼓舞（こぶ）していま
した。
―どのような警備官を目指しますか。
英語など語学の勉強を行い、一人一
人に寄り添える警備官になりたいで
す。

―最終合格を果たした公務員の中で、
なぜ東京都職員を選んだのですか。
小さい頃からものづくりが好きで、
そのことを人々の役に立てたいと考え
ていました。その中でも技術職として
仕事をするならば日本の首都である東
京都の職員としてスペシャリストを目
指したかったからです。
―東京都職員という仕事の魅力につい
て。
日本の要である東京都の生活基盤の
安心・安全を支えることは、多くの都
民の日常を守るとともに、日本経済を
はじめとする国力の保持につながると
考えています。その中でも技術職とし
て機械整備の保守・点検を通して都民
の方々の快適な生活を支えることに魅
力を感じて都職員を目指しました。
―この学校の良かった点を教えてくだ
さい。
夜遅くまで授業の補習や面接練習な
どの面倒を見てくれたところです。ま
た、同じ公務員を目指す仲間と切磋琢
磨（せっさたくま）でき、緊張感を持
って勉強できる環境が整っていたこと
が特に印象に残っています。

―市役所職員という仕事の魅力につい
て。
自分の地元で直接市政に関わり、政
策を考えることができるのが一番の魅
力です。前橋市役所は部署が多く、多
種多様な分野に携わることができるの
で、常に前向きに新しいことにチャレ
ンジできることも魅力の１つです。
―今年は新型コロナの影響で、短期間
の勉強を余儀なくされました。どうや
ってモチベーションを保ちましたか。
モチベーションが上がらないことが
何度もありました。そんな時は趣味に
切り替えてリフレッシュしました。ま
た、同じ目標を持った仲間がいてくれ
たこともよかったです。ともに苦労し、
悩み、戦う友達がいたからこそ１年間
有意義に過ごすことができました。
―試験勉強中のリフレッシュ方法を教
えてください。
筋力トレーニングで好きな音楽を聴
いたり、サイクリングをしたりして気
分転換していました。
―これから公務員を目指す人へのメッ
セージを。
勉強中は辛いことや苦しいことがた
くさんある。そんな時は少しだけ気分
転換を図り、地道に頑張ってください。

【採用先】群馬労働局

樺澤

恒輝さん

（国家・地方公務員初級２年制
コース、前橋商業高校出身）
―労働局という仕事の魅力について。
労働局は仕事の確保や職業能力の向
上、労働条件の確保・向上、働き方改
革など「働く」ことに関連するさまざ
まな行政分野を運営しながら、地域に
密着した行政を担い、多くの人々の人
生を支える仕事に魅力を感じました。
―試験勉強の途中で息詰まった時な
ど、どうやってそれを乗り越えました
か。
勉強のテンションが下がった時や息
詰まった時は、得意とする政治・経済
の勉強に取り組んでいました。そうす
ることで、継続して何らかのかたちで
勉強することができました。
―この学校の良かった点を教えてくだ
さい。
クラスの人数は少なくなかったので
すが、先生たちが一人ひとり丁寧に面
倒を見てくれました。また、仲間であ
り、ライバルでもある同じクラスメー
トとともに励まし合い、高め合うこと
ができました。
―これから公務員を目指す人へのメッ
セージを。
「絶対に公務員になるんだ！」とい
う強い意志を持ち続けてください。
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その道のプロから仕事学ぶ
参加した学生の中には、税務職を第
一志望先としている者や、今回の講義
をきっかけに税務職に興味を持った学
生も多く、講義後も会場に残り、講師
に質問する姿も見られました。

前橋税務署職員招き
租税教室と業務説明会
２年制１年の学生を対象に、前橋税
務署職員を講師に招いた特別講義が、
２月３日に行われました＝写真。
「租税教室」と題されたこの講義で
は、私たちが暮らしの中で関わってい
る税の仕組みについて、税務署の業務
内容を踏まえて教えていただきまし
た。
新型コロナ感染拡大防止に十分配慮
し、会場の本部館大講堂は席の間を空
けて学生が着席。税務広報広聴官の安
藤芳憲氏から、
〈
「身近な税」について
学ぶこと〉をテーマに講義をしていた
だきました。

講義の中で安藤氏は、学生の将来と
も関係が深い所得税の仕組みや、源泉
徴収票の記載例などについて解説。国
の財源として税金を払うことは政治参
加の１つであり、若い世代も税への関
心を強く持っておくことが大切である
と話していました。
加えて今回は、公務員を目指す本校
の学生たちのために、税務職の業務内
容や仕事の魅力、入職後のキャリアパ
スについても詳しくお話をいただきま
した。

●２年制１年がフィールドワーク●

令和２年度「成人の祝い」が、１月
８日に本部館６階ホールで行われまし
た。本校の２年生を中心に、年度内に
成人となる学生たちに、林康宏学校長
から祝辞と記念品が贈られました。
林学校長は祝辞の中で「努力なくし
て成功はない。努力を続けていけば、

それはきっと困難を乗り越える力にな
る。けれど、若くして流さぬ汗は、年
老いてから涙となる」と激励の言葉を
述べ、これから社会に出てぶつかるさ
まざまな壁にも、努力を怠ることなく
立ち向かうことの大切さを語りまし
た。
これに対し、成人代表として、岩佐
航希さん（警察官・消防士コース２年
制２年）と日向野真海花さん（国家・

２年制１年の学生を対象に、本校
OBの群馬労働局職員を講師に招いた
特別講義が１月27日、オンラインで行
われました。
「労働局説明会」と題されたこの講
義は、労働局の概要と業務の中心であ
る基準系、安定系それぞれの内容、仕
事のやりがいなどを学ぶものです。

今年は新型コロナウイルスの感染防
止の観点から、ガイダンスルームで労
働局からの映像配信で行われました。
本校OBである人事主任の小板橋隆浩
氏から、主に労働局の概要について講
義がありました。
その中では、労働局（厚生労働省）
は国民の仕事に関わる幅広いジャンル
を扱うとともに、人生に寄り添う仕事
を担っているとの話がありました。
説明会後、OBである小板橋さんは、
「今回、映像配信というかたちになり
ましたが、後輩たちは皆真面目にメモ
をとって話を聞いてくれていました。
公務員にはさまざまな仕事がありま
す。この説明会をきっかけに、公務員
の仕事について調べてみてほしいです
ね」と話していました。

MOS4種合格を果たした学生

即戦力となるために

MOS ４種に
30人合格

本校では、公務員試験の勉強のほか
に、検定取得にも力を入れています。
社会に出てからどのように働けるのか
ということが重要であり、新たな環境
において即戦力となってほしいという
思いがあるからです。
目指す検定の種類や取得数はコース
によって異なりますが、一例として、

多彩にクラスイベント実施
バスケや歩行ラリーなど
本校学生によるクラス単位でのイベ
ントが行われました。例年であれば、
恒例行事として２月上旬に本校の学生
全員でスポーツ大会と称したレクリエ
ーションを実施していました。
しかし、
本年度は新型コロナの影響により規模
を縮小し、各クラスとも感染拡大防止
に最大限考慮しながらの実施となりま
決意表明を行う成人代表

「成人の祝い」開く

研究成果を発表する学生たち

努力なくして成功なし

電話やメールで先方とやり取りをする
機会は少なく、前期に学んだビジネス
マナーを実践する良い機会でした。
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
め紹介しました。調査・取材を通して
得られた情報・データがきちんと見や
すくまとめられ、授業で磨いたパソコ
ンスキルも生かされていました。
今年も例年と同様に、群馬労働局や
国土交通省などの国家公務員や、群馬
県職員の学校事務、警察事務、群馬県
警察、さらに市町村役場、県内消防な
ど、第一志望先へのフィールドワーク
を実施しました。また、水害や土砂災
害に対する市の取り組みについて調べ
たグループや、災害発生時の県や市町
村の連携対応における課題について調
べたグループもあり、学生たちは “防
災” というテーマに強い関心を寄せて
いることが見て取れました。

本 校 OB 職 員 が 講 師
「労働局説明会」開く

資格・検定試験にも挑戦

官公庁訪問などの成果発表
２年制１年の全学生によるフィール
ドワーク合同発表会が３月８日と９日
に行われました。この発表会は、１年
間の学習の総まとめとなるもので、４
月からいよいよ本格的に始まる公務員
試験に向けての下準備となる活動で
す。
学生たちは、官公庁などへの訪問と
取材を通し、目指す職種の研究に取り
組み、その成果をクラスメートや教職
員の前でパワーポイントを使い発表し
ました。
研究テーマ設定から官公庁への訪
問、発表資料作りまでのすべての過程
を学生が主体となって行うこの活動
は、課題解決能力やプレゼンテーショ
ン能力を養い、各職種に関する知識を
深化・共有させることを目的としてい
ます。
本年度は、各学生の志望をもとに合
計16の班に分かれ、それぞれ県庁や市
役所、消防士、学校事務、警察官など
の業務について研究しました。
官公庁への訪問では、事前のアポイ
ントメントを取るところから学生が行
います。
特に本年度はコロナの影響で、
アポイントメントを取るのに苦労する
姿が印象的でした。普段、主にSNSで
連絡を取り合っている学生にとって、

2021（令和３）年４月１日発行 （5）
オンラインで行われた
「労働局説明会」

本校では、公務員を目指す学生の
ために、「職業実践専門課程」を導
入しています。多人数での実習が困
難となった本年度は、例年以上に業
務説明会を開いています。

Chuo College Group

地方公務員初級コース２年制２年）
が、
これまでの指導に対する感謝の言葉
と、新成人としての新たな決意を述べ
ました。

ビジネスマナーを学ぶジョブパスや社
会人常識マナー検定、税務職などでは
業務に直結する簿記検定などを取得す
るカリキュラムが組まれています。
２年制のコースでは、２年間を通し
てマイクロソフトオフィススペシャリ
ス ト（MOS） の 資 格 ４ 種（ ワ ー ド、
エクセルなど）合格を目指しており、
今年は総勢30人の学生が４種合格を果
たしました。
した。このような校外イベントは初の
取り組みで、各クラスとも大いに盛り
上がりました。
先陣を切ったのは宮田クラスと石田
クラスでした。12月10日に両クラス合
同で、群馬県勤労福祉センター内の体
育館にてバレーボール大会を実施しま
した。
下山クラスでは１月22日に、１年前
の入学後に行った歩行ラリーのコース
をゴミ拾いも兼ねて歩きました。
また、湯浅クラスでは同月29日に教
室内でトランプを使ったカードゲーム
やビンゴゲーム大会を開催。奥土居ク
ラスでは２月２日に大渡体育館でバレ
ーボール大会を、５日に教室内でビン
ゴゲーム大会を行いました。秋山クラ
スでは２月10日に同体育館でバレーボ
ール大会とバドミントン大会を実施。
森クラスと八鍬クラスは３月11日に両
クラス合同で、群馬アリーナのサブア
リーナにてバスケットボール大会とバ
ドミントン大会を行いました。
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歯科衛生士国家試験合格を喜ぶ学生たち

歯科衛生士国家試験

30人 が 合 格
日ごろの努力実る
本年度の第30回歯科衛生士国家試験が３月７日、東京都武蔵野市にある
成蹊大学で行われました。３月26日に結果発表され、中央医療歯科専門学
校太田校から30人が見事合格しました。歯科衛生士という目標に向かって
３年間学習してきた学生の努力と、教職員の熱い指導が実ったものです。
同試験に際し、本校学生は前日にバ
スで試験会場近くのホテルに移動、宿
泊をして本番に臨みました。
試験対策は、コロナ禍の中、できる
限りの対策をしながら昨年度に引き続
き、４月から放課後の国家試験対策や
補習を行い学生のフォローアップに努
めてきました。
また11月に入ると非常勤講師による
国家試験対策講義も開始され、学生た
ちは真剣な態度で受講していました。
成績が伸び悩む学生には、より一層の
コロナ感染対策を講じ例年よりも少人
数補習と個別対応を実施し、毎日毎日

本校では、新型コロナウイルス感染
防止を目的に全ての教室や職員室に飛
沫防止パーテーションを設置していま
す。
この目的は、新型コロナウイルス感
染症の影響で、感染予防をしながら日
常を過ごす「withコロナ」の意識への
変化がある中、感染対策の一つとして
飛沫防止パーテーションの設置を行っ
たものです。
感染対策では、せきやくしゃみで唾
液などの飛散を防ぐことが重要です。

第一大臼歯模型作成コンテストが本
校で12月３日に行われました。このコ
ンテストは例年、学園祭で展示してい
ましたが本年度はコロナの影響で行事
が行えなかったこともあり、この時期
に実施しました。
当日は、１年生49人が、上顎と下顎
の好きな方を選び、紙粘土を使って模
型や教科書を見ながら思い思いに作成
しました。紙粘土を触ることが小学校
以来の学生も多く、試行錯誤しながら
形を整え作り上げていきました。
学生からは、
「思い通りにはいかず、
意外と難しかった」や「難しかったけ

パーテーションの設置により、人と人
の間を区切るため、飛沫防止の効果が
期待されます。
素材には組み立てラックシリーズの
フリーパネルや硬度カードケースを使
用し、全職員で協力して組み立てまし
た。講師の方々や学生からの評判もよ
く、引き続きマスクを併用しながら感
染対策に努めていきます。
第一大臼歯の模型作成に
挑む学生たち

第一大臼歯模型の
作製コンテスト

全ての教室などに設置され
た飛沫防止パーテーション

新型コロナ対策の一環で
飛沫防止パーテーション

知識の定着を図りました。
試験日が近くなるにつれ、仲間同士
で分からないところを教え合う姿や、
覚えたことを口に出しアウトプットを
行う学生、積極的に職員に質問に来る
場面も多く見られ「必ず全員で合格し
たい」という一体感が生まれてきまし
た。
試験当日は今までに経験したことの
ない厳重なチェック体制の中、検温や
マスクの着用など万全のコロナ感染対
策を講じ試験会場へ向かいました。そ
んな異例の状況の中でも、落ち着いて
強い気持ちで試験を受けることを意識

れど、
楽しかった」などの感想が多く、
特に多くの学生が咬合面の形を作るこ
とが難しかったようです。
作り上げた模型を集め、教務で順位
をつけ、上位を表彰しました。
歯の形態を理解して、形を再現する
ことは歯科衛生士になった際の仮歯作
りにも活用していくことができます。
学生たちには、将来に繋げていってほ
しいと思います。

させ、学生たちもお互いに励まし合い
ながら国家試験を乗り越えました。
コロナ禍という厳しい情勢の中で歯
科衛生士という国家資格を手に卒業し

合格者インタビュー
板垣瑠美奈さん
▷内定先

加藤歯科医院
（足利市）

夢のスタートラインに
▽合格した感想は
３年間の努力が実を結び、無事に合
格することができました。プレッシャ
ーから解放された安心感と歯科衛生士
としてのスタートラインに立つことが
できた喜びを感じています。
私自身の努力だけでなく、支えてく
れた家族や友達、先生方などのおかげ
で合格することができ、感謝の気持ち
でいっぱいです。
▽勉強方法について
国家試験の勉強はまず、まとめのノ
ートを作るところから始めました。自
分なりにまとめることで知識を深める
ことができます。そして模擬試験の後
には間違えた問題を必ずチェックし、
知識をより確実にできるように繰り返
し勉強しました。
▽学校生活の思い出
３年間の中でも２年生で行った戴帽
式が印象に残っています。ナースキャ
ップをいただき、医療人としての自覚
と責任を強く感じました。その時の気
持ちを胸に立派な歯科衛生士になりた
いと思います。
▽どんな歯科衛生士になりたいか
患者さんに信頼してもらえる歯科衛
生士になりたいです。そのためには、
より専門的な技術や知識を身に付ける
ことが必要だと思っています。
思い描く理想の歯科衛生士になれる
ように常に向上心を持って仕事をして
いきたいと思います。

た皆さんは、この経験を自信に変え医
療従事者として、さらに成長してくれ
ると確信しています。

井下菜々香さん
▷内定先

やながわ歯科
（太田市）

目標を達成し充実感
▽合格した感想は
すごくうれしかったです。本校に入
るまでは、中学校時代も高校時代も含
めこんなに必死に勉強したのは初めて
でした。合格した時は達成感がすごく
ありました。一緒に頑張ってきた友達
や、親身になって勉強を教えてくれ、
コロナ禍でも勉強しやすいようにと環
境を整えてくれた先生方のお陰です。
▽勉強方法について
本格的に勉強を始めたのは、自粛期
間が明けた夏の前でした。私が実践し
た勉強方法は、自分よりも勉強が得意
な友達と一緒に勉強をすることです。
自分に足らない知識を分かりやすく教
えてくれ、すごく勉強になりました。
みんなが分からない問題は一緒に考え
て答えを導いて、それでも分からない
時は先生に聞いて理解を深めるように
しました。家に帰ると、だらけてしま
うので、学校がある日は学校が閉まる
ギリギリまで残って勉強しました。
▽学校生活の思い出
学生生活最後の年は、コロナの影響
で全ての行事がなくなってしまったの
はとても残念で寂しかったけれど、ス
ポーツフェスティバルや学園祭、研修
旅行など楽しい思い出もいっぱいで
す。試験や実習など大変なこともたく
さんありましたが、教室に行けば大好
きな友達がいて、
毎日が楽しみでした。
▽どんな歯科衛生士になりたいか
患者さんから信頼してもらえる、ど
んな人にも寄り添えるような歯科衛生
士になりたいです。最初は学ぶことば
かりで毎日大変だと思いますが、日々
勉強しながら頑張っていきたいです。
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歯科衛生士国家試験

中央医療歯科専門学校高崎校２期生の就職は、
コロナ禍の厳しい状況の中、
歯科医院や病院歯科部門などに相次いで内定しました。専門性に加え、実習
先やアルバイト先などとのつながりが大きな決め手になっています。

2 期生 27人が合格

歯科医院など内定相次ぐ

第30回「歯科衛生士国家試験」が、
３月７日に東京都武蔵野市の成蹊大学
で行われました。26日に結果が発表さ
れ、本校から２期生27人が合格しまし
た。開校から歴史の浅い本校ですが、
学生の地道な努力と教職員の指導が実
った結果です。
国家試験当日は、新型コロナウイル
ス感染防止対策として、入口での検温
など健康状態のチェックが行われる
中、午前２時間半、午後２時間半の合
計５時間で220問を解く試験に学生た
ちは挑みました。合格ラインは、132
問正解（正解率60％）以上と厳しいも
のがありましたが、学生たちは頑張り

合格者インタビュー
黛 美由紀さん
▷内定先

上尾中央総合
病院

基礎から地道に学習
▽合格した感想
３年間協力してくれた家族や友
人、先生方のおかげで合格ができま
した。ありがとうございました。
▽勉強方法
短期間で全てを一気に覚えるのは
不可能なので、基礎を学ぶ１年生の
時から知識を吸収していくよう心が
けていました。３年生になってから
少しずつ自分でノートをまとめ、苦
手な分野は寝る前に復習するなど
し、分からない分野は先生に質問し
たり、友人たちと教え合うなどして
覚えていきました。
▽本校の３年間の思い出
臨地実習の思い出が一番強く残っ
ています。実際の診療の現場は辛か
った時も多かったのですが、スタッ
フさんに褒められたこと、注意して
いただいたことなど全てが自分の糧
（かて）になっていると思います。
▽どのような歯科衛生士になりたい
か
より専門的な知識を深め、現場で
の幅広い症例に対応できる歯科衛生
士になりたいです。

ました。
これまで、模擬試験で思うように点
数が取れないこともありました。また、
一人では解けない問題を非常勤講師の
先生に質問したり、クラスメートと問
題を出し合い理解を深めたりしていき
ました。就職先の歯科医院からの応援
もあり国家試験まで努力を惜しまず勉
強をし、本番の試験が近づくにつれ夜
遅くまで学校に残り勉強する姿も見ら
れました。
合格した皆さんには、たくさんの方
に支えられたことへの感謝を忘れず、
社会人として活躍されることを期待し
ています。

林

真岸さん

▷内定先

リーフ歯科
クリニック

知識をまとめ、何度も見返し
▽合格した感想
うれしい気持ちでいっぱいです。
支えてくださった先生方や試験まで
切磋琢磨（せっさたくま）して勉強
してきた友人に感謝しています。そ
して何より自分を信じてあきらめず
努力し続けて良かったと思いまし
た。
▽勉強方法
勉強を始めた当初は分からないこ
との方が多く、ふせんにまとめて知
識を増やしていました。それだけだ
と作業になってしまうので自分がま
とめたことを何度も見返してしっか
りと定着させていくことを心掛けて
勉強していきました。
▽本校の３年間の思い出
スポーツフェスティバルや文化
祭、戴帽式など多くの思い出があり
ます。行事を通してクラスが仲良く
なったと思います。国家試験に向け
て教え合ったり、励ましたり、一致
団結することができました。
▽どのような歯科衛生士になりたい
か
患者さんを第一に考え、信頼して
もらえる歯科衛生士になりたいで
す。実際に歯科衛生士になってから
がスタートだと思うので常に努力し
ていきたいです。

夢に向かって
内定先

インタビュー
内定先

明海大学歯学部付
属明海大学病院

ますこ歯科医院

石井 智花さん

二坂 朱音さん

自分の夢がかなう

スタッフの姿に感動

▽内定先は
歯科専門外来が10種類もあり、患者
さんのニーズに合わせて受診ができる
歯科大学病院です。手術やMRI、CT、
入院施設も完備されています。
▽就職を決めた理由
１年生の時から大学病院に勤めたい
という夢があり、ご縁もあって学校に
求人があり、院内見学をし、ここで働
いている自分の未来像に希望と夢を抱
き決めました。
▽今後の抱負を
歯科衛生士として成長していく努力
を怠らないことです。自分をしっかり
持って毎日を過ごしています。
▽どのような歯科衛生士になりたいで
すか
患者さんからはもちろん、共に働く
歯科医師や歯科衛生士に信頼される人
になって、キラキラ輝ける素敵な歯科
衛生士になりたいです。

▽内定先は
小さなお子さんから高齢者の方ま
で、地域の患者さんが家族で通えるア
ットホームな歯科医院です。
▽就職を決めた理由
医院見学をした際に患者さん一人一
人に寄り添うスタッフ皆さんの姿がと
ても印象的でした。ここなら、理想の
歯科衛生士像に近づけると思ったから
です。
▽今後の抱負を
診療がスムーズに進み患者さんへの
負担も軽減できるように、アシスタン
ト業務をしっかりこなしていけるよう
になりたいです。
▽どのような歯科衛生士になりたいで
すか
知識や技術はもちろん、患者さんか
ら信頼される歯科衛生士になりたいで
す。

２期生就職内定先
いぶき歯科クリニック（実習先・高崎）
、
はるな歯科クリニック（実習先・高崎）
、
あらい歯科（実習先・高崎）、はるな
生協歯科診療所（実習先・高崎）、ひ
ろかみ歯科医院（実習先・高崎）、中
田だいすけ歯科（高崎）、さくら歯科
（高
崎）、ますこ歯科医院（高崎）
、けやき
歯科（高崎）、もんや歯科クリニック
（高
崎）、おのざと歯科フォレストモール
新前橋（前橋）
、まつおかデンタルク

リニック（藤岡）、明海大学歯学部付
属明海大学病院（埼玉・坂戸）
、野中
歯科医院（実習先・前橋）、あいおい
歯科（東京）、尾島デンタルクリニッ
ク（太田）
、
長野ひだまり歯科（長野）
、
西富岡歯科医院（富岡）、リーフ歯科
クリニック（実習先・前橋）、上尾中
央総合病院（埼玉・上尾）、高橋歯科
クリニック（渋川）、あきデンタルク
リニック（伊勢崎）、なかじま歯科ク
リニック（前橋）
、
利根歯科診療所（実
習先・沼田）
※３月末現在

成人への門出を祝う
３期生 30 人が決意

本校の「成人の祝」が１月７日に行
われました＝写真。参加したのは、３
期生のうち該当する30人の学生たち。
式では原和則校長から祝辞と、学園
からの記念品が贈られました。
その後、
成人の祝いと国家試験合格を願い、だ
るまの目入れを行いました。
成人の催しは、これまで高崎地区３
校合同で開催していましたが、本年度

は新型コロナの感染予防のため本校学
生のみで実施となりました。
成人を迎えた今、さまざまな経験と
学びを吸収し、一歩一歩歯科衛生士の
夢に向かい歩むことを期待していま
す。
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AI利用から栽培・管理まで
８チームが「卒業研究発表」
発表会をはじめ今後の各種行事の様式
を検討していくために重要な試金石と
なりました。
各班のテーマとして、AIを用いた
農産物の選果システムや、経営効率を
踏まえた栽培管理方法の比較、獣害対
策に関するものなど、多彩な内容で発
表が行われました。
いずれも、学生たちが、自ら立てた
テーマにそって “やって・みて・考え

が ん ば っ て ま す！

る” を実践しながら、失敗と成功を繰
り返し取り組んできた卒業研究で、入
学時と比べ格段に成長した２年生の姿
を目にすることできました。

卒業生インタビュー

体験の連続

都丸農園

初めての

職場

須田紗也花 さん

令和元年度卒︶

︵ファーム農業経営学科︑

良質な苗づくり

に挑戦

捷平 さん

職場 株式会社エバー
グリーン富士見

川島

年度卒︶

︵農業経営学科︑令和元

①この会社を選んだ理由
高校、専門学校で農業について学びました。深く学ぶ
ことで、さらに農業が好きになり、
「農業を支えたい」
という思いから、現在の会社を選びました。ここでは野
菜苗の生産を行っています。苗生産は農業を根底から支
える業務です。今は、より良質な苗を生産したいという
強い思いで働いています。
②現在の担当業務
現在の担当部署では主に「接ぎ木」という作業を行っ
ています。最近では、接ぎ木の腕前も上達し社員らしく
なってきたかなと実感しています。また、私の部署はパ
ートで働く方が多いため、私の主な仕事として作業の指
示出しをすることも増えてきました。
③本校での学習が活用されているか
専門学校在学中に学んだ農業に関することは育苗管理
においてたいへん役に立っています。さらに実感してい
るのは、ビジネスマナー、コミュニケーション能力です。
あいさつや声の大きさ、メリハリを持った行動など生活
面で指導いただいたこと全てが会社ではあたり前のこと
で、それが自身の評価に直結しています。授業でグルー
プディスカッションを何度か行いましたが、その経験も
業務にとても役立っています。
④今後の抱負
私の抱負は「人から頼られる人間になること」です。
私たちのような若い世代が会社を引っ張っていく必要が
あると考えています。そのためにも社員からもパートの
方からも信頼され尊敬される人材になりたいです。
⑤後輩へのメッセージ
最初のうちは何をしていいか分からず自信を持てない
ことが多いと思いますが、経験を積み重ねると自信を持
てるようになります。行動すれば成功につながります。
失敗したとしても諦めないでください。何事も、何度で
も練習・復習し経験値を高めてください。

卒業研究発表する
学生チーム

卒年次生による２年間の学習成果を
披露する「卒業研究発表会」が、２月
18日に本校で行われ、各学科コース専
攻から選抜された８つの班がそれぞれ
の研究を発表しました。
今回は感染症対策として発表会場の
密を避けるため、１年生や特別講師の
先生方にはYouTubeを利用したライ
ブ配信を行いました。初の試みだった
ため改善点も見つかりましたが、研究

①この会社を選んだ理由
都丸農園は設立からまだ年数は浅いのですが、年々、
収穫量や売上実積、耕作範囲などが拡大しています。会
社とはどのようにして実積を積み上げていくのか身近に
感じられると思い選びました。また、農業系の会社を調
べていくなかで印象に残ったのは各種保険の有無でし
た。求人票だけでは情報が得られない会社が多い中、各
種保険や休日、月給などが明確に提示してあり、安心し
て働けると思いました。
②現在の業務担当
就職してから最初の年度は特に決まっておらず１年を
通し基本的な業務をしました。２年目からはグローバル
GAPに提示する作業管理表を作成する担当を任されて
います。
③本校での学習が活用されているか
在学中はハウス内での作業が多かったのですが、この
農園は露地栽培が基本的な栽培方法のためほとんどが初
めての作業です。その中でも、農業技術検定に向けて一
般的な病害虫や農薬など学んだことで知識がつき、スム
ーズに他の社員さんと栽培についての話ができるように
なりました。
④今後の抱負
一年を通しての栽培サイクルがやっと分かったところ
です。今後は作業自体に慣れ、１年目でできなかったこ
とや作業の改善など新しいことに挑戦していきたいで
す。
⑤後輩へのメッセージ
在学中に、勉強をもっと深く学んでみたり、さまざま
な資格を取得したり、疑問点は分かるまで先生と話した
り…どれも社会に出るとやろうと思っても難しいことが
あります。学生生活は皆さんが思っている以上に貴重な
時間です。悔いのない学生生活を送ってほしいです。

研究発表優秀チームは次の通り。
第１位「AIによるキュウリの選別」
（ファーム農業経営学科６次産業化フ
ァームドゥコース２年 角田涼花・定
形玲佳・陳雅静）
第２位「サツマイモの栽培管理の違い
による収量比較」
（農業経営学科農業ビジネス専攻２年
宮田祐介・大川蒼生）
第３位「サツマイモをネズミから守
れ！」
（農業経営学科農業ICT専攻２年 長
沼洸太・林真人）

令和２年度卒業生 主な就職先
令和２年度の本校卒業生の主な就職
先（複数人含む）は以下の通り。
・池田種苗株式会社
・株式会社三光ファーム
・有限会社高橋農園
・株式会社国太郎
・株式会社サイエンズ
・株式会社赤城Mʼsローズ
・株式会社コメリ

生産現場や
販売が目立つ
過去４年間の卒業生進路分析
農業の６次産業化など現代農業
を多面的に学ぶ本校では、卒業生
の就職先も農業分野、特に生産現
場・販売などが多くなっています。
また、本校独自に取り組んでい
る企業ガイダンスや企業連携の効
果も見て取れます。
本校卒業生の進路傾向（過去４
年間）を分析すると、以下の通り
になります。
▽農業関連分野（生産）59％
（畜産）５％
（加工）８％
（販売）14％
（機械）３％
▽農業関連分野以外
（製造・サービス・進学など）
11％
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第７回お弁当コンテスト

食品加工の新工場設立

コロナ禍にも負けず
518点が審査参加
“地産地消” をテーマに中央農業大
学校が主催する「第７回お弁当コンテ
スト」が、コロナ禍にも負けず、一次
審査（書類審査）方式で実施されまし
た。感染防止の観点から多くのコンテ
ストが延期や中止される中、高校の先
生方から実施を望む声もあり、さまざ
まな角度から検討した結果、審査方法
を変更し実施にこぎつけました。
テーマは例年通り “地産地消” で、
高校生にも浸透してきたこともあり、
応募総数は518点と今までにない数と
なりました。
審査は、分量・仕上がり、おかずの
種類・メニューのバランス、テーマと
独創性、調理方法、栄養バランスなど
を重点に厳正なる審査を行いました。
いずれもすばらしい作品ばかりで審
査も難航しましたが、審査の結果、受
賞51作品と団体賞が５校選ばれまし

「中央フレッシュデザート株式会社」

最優秀賞に輝いた渡邉さんのお弁当

︵前工︶

最優秀賞に渡邉さん

た。最優秀賞に輝いたのは、前橋工業
高校の渡邉翔さんの「Stay home ！丸
〜コロナに負けない免疫
ごとtasty
力アップ〜」でした。この作品は、コ
ロナに負けない体づくりのため、免疫
力を高めるお弁当として栄養面にも考
慮されていました。
お弁当コンテストをきっかけに、今
後も地域の食材や料理などに興味を持
ち、次年度も引き続き応募していただ
きたいと思います。
メニュー開発に挑み採用さ
れた学生たち︵中央２人︶

レストランGGCと連携

ハンバーグ
メニュー開発
店での販売も好調維持
食農調理師学科２年生がステーキ
レストランのGGCと連携したメニ
ュー開発に挑んでいます。
昨年10月メニューは各店の店長か
ら「販売数が良好でお客様アンケー
トでの意見も好評でした」とのコメ
ントをいただきました。
今回（令和３年）３月の月替わり
限定ハンバーグメニューは、GGC
高崎本店・前橋店では木村颯汰さん
（前橋清陵高校出身）の提案した商
品が、HappyBurg高崎中泉店・高
崎倉賀野店では小嶋蓮さん（万場高
校出身）
の提案した商品が採用され、
それぞれ販売されました。

３月限定ハンバーグメニュー

年間を通して、飲食店のメニュー
開発に携わることで、学生たちはさ
まざまなことを学び、実学実践の場
となっています。この経験を通じて
今後は社会人としてそれぞれの職場
で新たな商品開発に携わってほしい
と願っています。

廃棄野菜活用から
鳥獣対策まで

本校６次産業化教育のうち２次産業
の要ともなる食品加工工場「中央フレ
ッシュデザート株式会社」が2021年８
月に稼働を予定しています。
本施設は栃木県上三川町に本社を置
く「フレッシュデザート株式会社」と
連携し設立されます。
フレッシュデザートは大手スーパー
マーケットで好評販売中の “まるごと

野にわたりました。
この発表会が情報の共有化の場とな
り、今回の活動で学んだ、調査・研究・
分析・まとめ・発表手法が、今後の就
職活動や２年次に実施される卒業研究
へ繋がると期待されます。

チョコバナナ” や “まるごと皮むきフ
ルーツシリーズ”、“フルーツカップケ
ーキシリーズ” などを扱っています。
新設される工場では、本校のデュア
ルシステム実学実践教育としての食品
加工のノウハウはもちろん、新商品開
発も行い、ヒット商品の創出を目指し
ていきます。

「スマート農業」の
テキスト８冊完成
文科省事業で推進してきたスマート
農業を学習するテキスト８冊が完成し
ました。
「露地栽培Ⅰ・温室栽培Ⅰ」
「農
、
業ICT概論」
、
「付加価値を高める栽培
管理」、「センシング技術基礎」
、
「ドロ
ーン応用・活用」、「農業データ基礎」
、
「農業データ活用」、「データ活用と農
業経営Ⅰ・Ⅱ」です＝写真。
これにより、平成30年度から取り組
んできた文部科学省「専修学校による
地域産業中核的人材養成事業」の「農
業分野のスマートワークを推進・実現

する人材育成プログラム開発事業」が
無事終了したことになります。
スマート農業は日本農業の課題を解
決する手段として着目されています。
本校ではすでにそれらテキストの授業
での活用が始まっています。
テキストは本校HPよりダウンロー
ドできるので、有効活用ください。

エバーグリーン富士見
苗管理など１年生が実習
農業経営学科・ファーム農業経営学
科の１年生37人が２月４日、野菜を中
心とした苗の生産を行う株式会社エバ
ーグリーン富士見での校外実習を行い
ました＝写真。
学生たちは、数人ずつの班に分かれ、
培土・接ぎ木・ウリ科・ナス科・出荷
などの部署に配置され、播種に始まる

「はたちの干しいも」
群馬県動画サイトで紹介
本校のオリジナル商品である「はた
ちの干しいも」が群馬県の動画配信サ
イト「tsulunosウェブサイト」で紹介
されました。
この干しいもは、原料のサツマイモ
の栽培から加工までを学生が行い、６
次産業化教育を取り入れている本校な
らではの商品です。

豆

知 識［３］

多様で新鮮な食材組み合わせ食卓に

研究発表する学生たち

８月にも稼働を予定

文科省事業・人材育成プログラム

和 食 の

１年生がフィールドワーク発表
１年生によるフィールドワーク発表
会が３月９日、本校で行われました。
学生自身が、日ごろから疑問に思うこ
と、興味のあることなどから課題を見
つけ、情報を集め、調査・研究・分析。
その結果をまとめ作品化し発表しまし
た。
主な発表内容は「廃棄野菜の活用方
法」、
「鳥獣被害対策」
、
「加工野菜の調
査」、
「農業用センサ」
、
「作物のネット
販売」など、生産・加工・販売の各分

2021（令和３）年４月１日発行 （9）

和食の特徴のひとつが「多様で新
鮮な食材とその持ち味の尊重」
です。
日本は温帯モンスーン気候で、四季
があります。雨が多く、年間の平均雨
量は1800mmで、世界の平均雨量の
倍以上で、多彩な植物に恵まれてい
ます。また、懐深い山から流れる滋
養に富んだ水が海に流れ込み、豊か
な漁場となり、世界でも類を見ない
ほど多くの魚介類を育んでいます。

苗の生産管理から梱包まで幅広い業務
を体験しました。約10ヘクタールの敷
地に広がる大規模なハウスや最新の設
備に実際に触れ、作業した学生たちに
とって、貴重な体験となりました。
群馬県農畜産物のブランド化を考え
る女子会（通称：ひめラボ）の番組「ひ
めラボ時間（タイム）」の中で紹介さ
れています。取材には、ひめラボの部
会長であるアナウンサーの竹下裕理さ
んが来校。農業ビジネス専攻の白根怜
さん（熊谷農業高校出身）と高橋舞衣
さん（勢多農林高校出身）の１年生２
人が出演し、栽培や加工時の感想など
を話しました。

食材が最も盛んにとれる時期を
「旬」と言い、おいしくて、栄養価
も高いようです。また、食材の出始
めを「走り」
、
終わりの頃を「名残り」
と呼び、この３つの食材をうまく組
み合わせておもてなしの食卓を整え
るという考え方も。ちなみに、江戸
時代の人々は、
走りの食材を「初物」
と呼んで大切にしていました。「初
物を食べると75日長生きする」と言
われ、
中でも初鰹は、
当時の１両（現
在の10 〜 20万円）でも飛ぶように
売れていたと言われています。
（和食アドバイザー検定協会）

（10） 2021（令和３）年４月１日発行
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初のプログラミングコンテスト

「 解 決 法 」を 競 う
IT 関連企業と連携

学びの成果を発揮！
スマホアプリが第１位

コンテストを担当した内池雄先生
は、「今後は、プログラミングの重要
性や必要性だけでなく “楽しく競い合
える” を知ってもらえるコンテストと

卒業研究発表会＆卒業制作展
卒 展 に 45 作 品 展 示

発表内容の第１位には、情報シス
テム学科２年の村松太一さん（吉井
高校出身）が代表を務めたチームの、
毎日占いができるスマートフォン向
けアプリ「毎日占い」が選ばれまし
た＝写真。

難関の「応用情報」
３人が見事合格

「卒業制作展」を、高崎シティギ
ャラリー第５・第６
展示室で、２月19日
から23日までの５日
間行いました。
会場には卒業研究
発表会で発表した作
品や個人制作の作品
など、情報・デザイ
ン・電気の各分野で

して、
高校生や中学生も参加できる “プ
ログラミングコンテストに成長させた
い」と、熱く語りました。
アイデアあふれる45作品を展示しま
した。
来場された方からは
「見て楽しく、
体験できて楽しい。情報系の展示が
増えて昨年よりも見応えがあった」
と感想をいただきました。

日野屋

産学連携を積極的に

Ｗｅｂデザイン

デザイン系学科
デザイン系学科では、企業と連携し
てさまざまな作品制作に取り組んでい
ます。主な内容を紹介します。

プラスの﹁はらぺこ椅子﹂

▽日野屋 企業Webデザイン
（デジタルデザイン学科２年 安達文
耶・小浦将幸チーム）
▽株式会社Hollywood star Official
企業イメージ動画、パーカーデザイン
（デジタルデザイン学科２年 安達文
耶・石北理久チーム）
▽有限会社下山製作所 「蚊取り線香
立て」デザイン
（デジタルデザイン学科２年 西田春
道・クリエイティブデザイン学科１年
ト試験にも８人が合格しました。
田島かすみ・佐藤優衣・丸茂杏樹・酒
【
「応用情報」合格者】
井航輝）
髙田匠さん（高度ICTデザイン学科２
▽株式会社北毛久呂保 「フルーツこ
年、伊勢崎工業高校出身）
んにゃく」パッケージデザイン
山本健太郎さん（同学科２年、熊谷農 （クリエイティブデザイン学科１年
業高校出身）
吉田明日香）
松井田椋さん（情報システム学科２年、 ▽プラス株式会社 「はらぺこ椅子」
利根実業高校出身）
デザイン・製作

の
Hollywood star Official
パーカーデザイン

応用情報技術者試験に合格した３人

難関の国家資格である「応用情報技
術者試験」に、本校から３人が見事合
格しました。
同試験の令和２年秋の全国合格率は
23.5％、群馬県内の専門学校で本校合
格者占有率は60％と高い数字を残すこ
とができました。
また、情報セキュリティマネジメン

中・高生も参加できる大会へ

卒業制作展の会場

２年間の学習の成果を発表する、
卒業研究発表会が２月12日、Ｇメッ
セ群馬で行われました。
卒業研究を発表したのは情報シス
テム学科、デジタルデザイン学科、
電気通信学科の各学科代表チーム全
７組です。
発表内容は、暗記カードをオリジ
ナルで作れるスマートフォン向けア
プリ、
お香専門店ホームページ制作、
音声を自動認識しテキスト化するプ
リンター開発など多彩でした。

優勝は、高度ICTデザイン学科の遠
間裕希さん（深谷第一高校出身）でし
た。遠間さんは、「普段の授業で学ん
でいることを生かせた」とコメントし
てくれました。
このコンテストを支えたシステムは
IT関連企業の444株式会社が開発した
“TechFUL” というインターネットサ
イトで、444株式会社と本校が連携協
定を結ぶことで実現しました。

熱気あふれるプログラミ
ン グ コ ン テ ス ト 会 場 ㊤︑
優勝した遠間さん㊧

高度ICTデザイン学科・情報システ
ム学科１年生81人を対象にした「第１
回プログラミングコンテスト」
（本校
主催）が、２月12日、Ｇメッセ群馬で
行われました。このコンテストの制限
時間は２時間。全10問のうち、プログ
ラムで何問解決できるかを競うもので
す。リアルタイムで明確な順位が表示
され適度な緊張感が漂う中、学生全員
が静かな熱い戦いを繰り広げました。

本校職員が試行錯誤しながら制作し
た問題とTechFULを掛け合わせたこ
とにより、県内のプログラミング教育
を大きく底上げさせる可能性を感じる
ことができました。

（デジタルデザイン学科２年 西田春
道・島田大輝・小林由季・野口恵夢チ
ーム）
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本校の電気系学科学生が目標とする難関
資格「第一種電気工事士」に合格者が相次
いでいます。電気通信学科はもとより、留
学生が学ぶ国際ビジネス学科日本語・電気
工事コースからも見事合格者が出ました。

「電気工事士」に合格相次ぐ

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、第一種では工場
電気通信学科の学生が第一種電気工
やビルなどの大容量電気設備を工事す
事士試験（12月20日実施）に９人合格、 ることができる資格です。
第二種電気工事士試験
（12月12日実施） 【第一種電気工事士試験合格者】
に７人合格しました。
▽電気通信学科１年
第二種電気工事士については、２年
大木
翔（明和県央高校出身）
生13人全員が取得して卒業を迎えるこ
亀井 翔太（樹徳高校出身）
とができました。
角掛 浩和（深谷第一高校出身）
第一種電気工事士合格者について
角田 涼太（高崎東高校出身）
は、
「電気安全と保安確保」を目的と
穂苅虎太朗（長野原高校出身）
して活動する群馬県電気工事工業組合
若林 凌来（藤岡中央高校出身）
（高草木茂理事長）から、試験合格に
▽電気通信学科２年
対して顕彰状を授与していただきまし
石井 皐太（渋川工業高校出身）
た。
菊池 敦也（明和県央高校出身）
電気工事士は経済産業省が認定する
多胡 大樹（高崎商科大学附属高校
国家資格で、第二種では一般住宅や小
出身）

電気通信学科

桐生の着物デザインコンテスト

最優秀賞に西澤さん

▽佳作 小竹 風
花（クリエイティ
ブデザイン学科１
年、KTCおおぞら
高等学院高崎キャ
ンパス出身）
逆算した各作業の進捗を気に掛けな
がらチームで研究活動に取り組みま

フィールドワークの
「研 究 結 果」を 発 表
した。
各班の発表テーマは、「iPhoneの

業界団体との教育連携実る
国際ビジネス学科

国際ビジネス学科日本語・電気工事
コースの３年生２人が経済産業省主催
の第一種電気工事士（12月20日実施）
に見事合格しました。例年全国合格率
が３割程度と難易度の高い資格を、留
学生が取得できたのは快挙です。
合格した２人は技術習得のスピード
が速く、技能試験は合格できるレベル
に達していましたが、筆記試験で漢字
の問題文を読むことが大きな課題でし
学生技術者の育成に取り組んだ努力が
た。何度も言葉の意味や問われている
結実したものです。
内容を確認し、問題文を理解し解くこ
２人の合格学生を含む３年生は電気
とによって、今回の合格に繋がりまし
設備工事会社への就職も内定し、４月
た。また、第二種電気工事士試験（12
から技術者として社会で活躍すること
月12日実施）では９人の合格者を輩出
が期待されます。
することができました。
【第一種電気工事士合格の留学生】
２月16日には、第一種電気工事士を
アウ ヴァン ティー
（ベトナム出身、
輩出したことで、群馬県電気工事工業
NIPPON語学院卒）
組 合 か ら 顕 彰 状 を い た だ き ま し た。
ヴォン ヴァン トゥエン（ベトナム
2018年から群馬県電気工事工業組合、
出身、中央情報大学校日本語学科卒）
群馬県電設協会と教育連携を結び、留

消防設備士を講師に
火災報知設備研修
電気通信学科２年生13人を対象に、
自動火災報知設備研修を12月14〜18日
にかけて５日間実施しました。研修で
はホーチキ株式会社から消防設備士２
人を講師として招き、実習盤を使った
講義や丁寧な技術指導が行われまし
た＝写真。
実習盤は火災感知器や受信機などを
１枚のボードに取り付けた火災報知設
備で、消防機器を実際に触りながら実
習ができることから、本年度導入した
機材です。
受講を終えた学生からは、「動作原
理を実際に操作しながら理解でき、消
防設備士の資格取得に向けての知識と

学園公式LINEスタンプ

学生が開発、人気も上々
本校では、学園公式LINEスタンプ
開発を行いました。学生から提案され
た多くの案から、
「カワセミさん♡」
（岸
百子さん＝デジタルデザイン学科２
顔認証サービスの限界値に挑戦」
、
「ロボットではないことを証明する
CAPTCHAで間違え続けたらどう
なるのか？」など多彩。最終日の24
日には各学科から選ばれた６チーム
が発表を行い、研究内容を競い合い
ました。

技術を習得することができた」との感
想が寄せられました。
この研修を受けて、１月17日に実施
された消防設備士甲種４類試験の結果
は、
８人受験し４人が合格しました
（合
格率50％）。全国合格率は37.4％。実
習を担当した小林留美先生は「消防設
備士は就職してから必要となる資格で
す。今後もこの研修を実施し、合格者
輩出に努めていきたい」と話していま
す。
年、社会人
入学）
、
「カ
ワセミと
私 」（ 石 北
理久さん＝
同学科２
年、渋川青
翠高校出
身・佐藤京
香さん＝同
学 科 ２ 年、
前橋西高校
出身）のスタンプが採用となり、今年
１月にリリースされました。
「カワセミさん♡」はリリースから
２日間で10万ダウンロードを達成し、
多くの方にご利用いただきました。
本校のＬＩＮＥスタンプ

本校１年生が、就職活動に必要な
業界研究とその研究結果を発表する
フィールドワークを２月18〜24日ま
で行いました。
学生たちはフィールドワークを通
して、スケジュールやタスクの管理
などを学び、発表というゴールから

着物となった最優秀賞
の西澤さんの作品とそ
のデザイン

留学生２人が第一種合格
本校留学生として初めて第一種電気工事士に合格した２人

群馬県電気工事工業組合から顕彰された
第一種電気工事士試験合格者

「第一種」に９人、
「第二種」７人

桐生織物協同組合が主催する令和２
年度「着たい・着せたい・きものと帯」
デザインコンテストで、本校デジタル
デザイン学科の西澤巧光さんの作品が
最優秀賞に輝きました。
応募作品350点の中から最も優れた
着物デザインとして評価されました。
このコンテストは、従来の着物のイ
メージとは異なる新しい感覚のデザイ
ンを募集し選出するもので、受賞作品
は実際に着物になり桐生織物記念館で
展示されました。
【同コンテストの本校受賞者】
▽最優秀賞 西澤 巧光（デジタルデ
ザイン学科２年、渋川工業高校出身）
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ＮＨＫ前橋のキャスターと
参加学生

NHK前橋でメイク担当

美 容 師 国 家 試 験

５日間の撮影現場体験

本科生52人が合格
通信生は
２期連続100％

受験した本校学生たち（都内の試験会場入り口で）

今回の国家試験は、18,107人が受験、
15,502人が合格しました。全国合格率
は85.6％でした。

「ほっとぐんま630」にも出演
本校学生が３月15 〜 19日の５日間、
NHK前橋放送局に出向き、プロのヘ
アメイクアーティストとして、アナウ
ンサー・キャスター・気象予報士３人
のヘアメイクを担当しました。
打ち合わせから学生も参加し、どの
ようにヘアメイクを実施していくか、
キャスターの雰囲気に合わせるかなど
を真剣に話し合いました。
学生たちはコミュニケーションをと

出演者へ︑メイクをする学生

第43回「美容師国家試験」
（実技試
験２月８・９日、筆記同３月７日）の
結果が発表され、高崎ビューティモー
ド専門学校からは本科生52人が合格し
ま し た。 ま た 通 信 生 は ２ 期 連 続 で
100％合格を達成しました。
今年の試験は、実技が群馬理容専門
学校、筆記が都内４会場で行われ、学
生たちは緊張気味に本番に臨みまし
た。
すばらしい合格結果は、学生たちの
地道な努力と教職員の熱い指導と支え
が実ったものです。

ＴＢＭ面

Chuo College Group
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夢 に 向 か っ て

りながら、曜日によって変わる衣装の
カラーやデザイン、トータルイメージ
を確認し、
スタジオの様子を見ながら、
カメラを通すと顔映りがどう変わるの
かなど念入りにチェックしました。
５日間の現場体験が無事終了した時
には、
NHKの方々から「礼儀正しくて、
技術力もあり、キャスター一同５日間
とても楽しく過ごせました。今後も継
続してお願いしたい」の言葉をいただ
きました。３月19日の「NHK NEWS
ほっとぐんま630」に、ヘアメイクの
様子も放送されました。学生たちから
は「実践の場で、毎日が勉強でした」
などの感想が聞かれました。
参加学生は、岡田龍人（２年、国際
美容師学科美容師・理容師Ｗ取得コー
ス）、宮路恵名（２年、国際ビューティ
学科ブライダルスタイリストコース）
、
梅田奈々美（同国際ビューティ学科メ
イクアーティストコース）の３人。

卒業生インタビュー
本校を今春卒業し、新たな夢に向かって一歩を踏み出した先輩にイン
タビューしました。本校での学びを基礎に今後の活躍を期待しています。

内定先

（株）アースホールディングス
総合美容師学科
ヘア＆ビューティコース

葉月さん

（長野県立軽井沢高校出身）

﹁個性をアピー
ルして﹂と語る
小林さん

小林

美容とアイリストの両立目指す
▽大手サロン（株）アースホールデ
ィングスに早期内定できた要因は
私は、美容師とアイリストどちら
か一つではなく、両方の技術を身に
つけ、働きたいと思っていました。
美容師とアイリストの両立ができる
サロンを早い段階で見つけ、見学を
行い、早期内定をいただくことがで
きました。
▽本校での２年間について
「あっという間でした」
。個性あふ
れる仲間たち、フレンドリーな先生
方、毎日たくさんの刺激を受けとて
も充実した毎日を過ごせました。
コロナ禍を体験し、毎日学校に通
うこと、クラス全員で授業を受ける

ことなど、当たり前のことが当たり
前でない現実も実感しました。先生
方、いつも私たちの味方でいていた
だき、
ありがとうございました。 タ
カビ で本当に良かったです。
▽後輩へ一言
皆さん、これからたくさん悩み、
たくさん大変なことが待っていま
す。ですが、そこであきらめず踏ん
張ってください！先生や友達にたく
さん頼りましょう。皆さんには素晴
らしい個性があります。存分に自分
をアピールして頑張ってください。
努力次第で必ずいい結果が訪れま
す。私も応援しています。そして学
生生活を楽しんでください。

内定先

（株）アルビオン
国際ビューティ学科
メイクアーティストコース

松坂

淑穂さん
（共愛学園高校出身）

「諦めず挑戦し続けてほしい」
と語る松坂さん

自分の強い意志を明確に
▽大手化粧品メーカーの（株）アル
ビオンに就職が決まった要因は
就職活動に向けて、日ごろから率
先して勉強に取り組み、先生から推
薦をいただけたのが大きな要因で
す。
また、面接時に「１人でも多くの
お客様に美しくなっていただきた
い」という強い思いを伝えることが
できたからだと思います。
▽本校での２年について
入学して最初はなかなか慣れなか

った技術も、どうしたら更に向上で
きるか、自分で試行錯誤するように
努力しました。クラスの仲間からも
たくさんの刺激を受け、成長するこ
とができました。
▽後輩へ一言
これからの学習の中で、挫けそう
になる時もあると思いますが、諦め
ず挑戦し続けてください。そして、
自分の夢に向かって、本校での後悔
のない日々を過ごしてください。
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国際ビューティ学科
国際ビューティ学科で、２年間の技
術学習の集大成となるディプロマ試験
が２月25・26日・３月１日の３日間
にわたり行われました。

２年間学んだ技術 の 集大成

ーティメイクをモデルのパーソナルカ
ラーに合わせて行いました。その後、
個性の演出を考えたヘアデザインを作
り上げ、最後にネイルで指先を綺麗に
飾り、技術は全て終
了となりました。
ここでは、実践を
想定した一連の技術
を行い、モデルを美
しく仕上げること
で、カウンセリング
や接客技術も養われ
る内容になっていま
エステの試験

い

ま

卒業生 の 現在

17

国際・総合美容師学科、国際ビュー
ティ学科の１年生を対象に、３月４日
から９日までの４日間、フィールドワ
ークを行いました＝写真。
フィールドワークは、就職活動の一
環として、企業・サロンを訪問、マナ
ーなどを学ぶとともに職業について研
究・問題解決することを目的としてい
ます。
学生たちは、各クラス、複数のグル
ープに分かれて「エステティックサロ
ンの比較」「日本と海外の挙式」
「パー
ソナルカラー別コスメ」などテーマを

「people」
＝東京都青山

奈々さん（17期生）

お客様の指名も増える
岡田奈々さんは本校卒業後、都内
の人気店peopleでアシスタントとし
て勤務されています。
入社して２年が経ちますが、現在
はヘアカラーで指名してくれるお客
様も増え、スタイリストデビューに
向けカットレッスンに力を入れ、や
りがいを感じ日々仕事に取り組んで

いるそうです。
岡田さんの今後のさらなる活躍を
期待しています。

「成人の祝」開く
試験合格も祈願
本校の恒例行事「成人の祝」が、１
月８日に高崎市労使会館で厳粛な雰囲
気の中、行われました。
式典では、高橋紀幸学校長が祝辞と
して、成人としての心構えを対象学生
に語りました。
これを受け代表学生が、これからの
人生の旅立ちに向け、誓いの言葉を述
べました。

す。
３日目はエステ・メイク・ネイルの
特殊技術の試験となり、全身リンパマ
ッサージ・デザインメイク・デザイン
スカルプチュアの各コースに特化した
技術の成果を披露しました。
当初、審査の先生の視線に緊張のあ
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、普段の力が発揮できてい
ました。
厳選な審査により、最優秀者にはゴ
ールドライン、優秀者にはシルバーラ
インの賞状が３月11日の卒業式の日に
手渡されました。

メイクも慎重に

個性的なヘアデザイン

創造性あふれるネイル作品

サロンやコスメなど研究
１年生がフィールドワーク

今回、紹介する卒業生は、17期
生の岡田奈々さんです。

岡田

ディプロマ試験

緊張 の 中、実践 を 想定

ディプロマ試験に挑んだ学生たち

初日と２日目は、エステ・メイク・
ヘアセット・ネイルの４部門において、
相モデルで制限時間内に仕上げるトー
タルビューティ技術の試験でした。
試験開始に先立ち、高橋紀幸学校長
が、
「コロナ禍で思うように練習もで
きず、苦労したこともあったと思いま
すが、皆さんにとってこのディプロマ
試験が国家資格と同じように価値ある
ものとして、今後の皆さんの励みにな
ることでしょう」と激励のあいさつ。
担当教師から注意事項が伝えられ、緊
張の中、試験が開始されました。
エステでは、クレンジング・洗顔・
マッサージ・パックを施術。エステで
肌を整えた後は、メイク技術としてパ
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「成人の祝」で、合格などを祈願する参加者

式典の最後に「国家試験全員合格」
「ディプロマ試験全員合格」の願いを
込めて、学校長先生や学生の代表者ら
がダルマに目入れをしました。

決めて、研究しました。
コロナ禍で訪問調査が難しいなか、
一人一人が前向きな意見を出し合い調
査、研究して模造紙にまとめ、発表し
ました。
授業では学ぶことのできない内容も
含まれ、今後の就職活動に生かされる
ことになります。

職業実践専門課程でプロの技学ぶ
本校ではプロの技術を実際に学ぶ、
職業実践専門課程に取り組んでいま
す。
【国際・総合美容師学科】
２年生を対象として、10月５、12日
に「love hair」の方を講師に迎え、シ
ャンプーとスキャルプマッサージ技術
の授業を、10月19、26日に「クリエイ
ティブジャパン」から講師を迎え、カ
ラー技術（インナーカラー）とヘアス
タイル撮影テクニック技術の授業を行
っていただきました。技術の手順から
施術にあたっての注意点など、実際の
現場で行われている美容師のプロの技
や、普段の授業とは違うクリエイティ
ブな技術を学ぶことができました。

【国際ビューティ学科】
１・２年生を対象として、10月19日
に「たかの友梨ビューティークリニッ
ク」からエステ講師、10月26日、11月
16日に「Factory hair」からヘア・メ
イ ク 講 師、11月 ９ 日 に「N-Flower」
からネイル講師を迎え、職業に必要と
される専門性の高い技術とサロンマナ
ーを学びました。「Factory hair」の
鶴田先生、
「N-Flower」の岩見先生は
本校の卒業生で、現在はサロンの中心
スタッフとして活躍しており、学生の
憧れるビューティストです。
授業では最新の技術だけでなく、コ
ロナ禍の業界の現状も話していただき
ました。
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動物看護師統一認定機構コアカリキュラム導入校・群馬サファリパーク職業連携校

〒371-0844 群馬県前橋市古市町１丁目43-27

TEL. 027-253-7211

FAX. 027-289-4005

フリーダイヤル. 0120-15-1281

就職内定１００％を達成した学生たち

就職内定100％
７年連続 で達成

動物看護師統一認定試験で７人合格
中央動物看護専門学校では、専門性と技術を生かし本年度も就職内定
100％を達成しました。全員就職内定は７年連続の快挙です。また、３月に
行われた動物看護師統一認定試験には７人が合格しました。

﹁群馬サファリ﹂で
動物の生態や飼育学ぶ

就職内定の内容を分析すると、動物
業界就職率100％は２年連続、就職内
定率は７年連続100％と県内の動物専
門学校の中で最も高い内定率となって
います。
愛玩動物看護師（国家資格動物看護
師の呼び名）法の施行日が2022年５月

１日に決定、第１回国家試験は2023年
２〜３月に実施されます。動物病院に
就職することで、これから多くの経験
を積み、より深い動物看護の知識・技
術を習得し、愛玩動物看護師国家試験
も合格を目指してもらいたいと思いま
す。

動物看護師統一認定試験は、本年の
３月７日に日本獣医生命科学大学で行
われ、本校の動物看護学科２年生が受
験し、７人が合格しました。
本年度は新型コロナウイルスの影響
があり、試験実施も危ぶまれましたが
無事に行われました。受験した学生た

ちは、２年次に進級してすぐに休校、
５月にはオンラインによる授業など、
例年通りの試験対策が難しい状況でし
た。しかし、家庭学習期間中も学校へ
登校し試験勉強を行うなど、努力によ
り合格を勝ち取りました。

動物病院などで
インターンシップ

①

②

１、２年生が体験学習
「群馬サファリで動物観察や飼育
を学ぼう！」。本校の１、２年生合
同体験学習が11月９日、富岡市にあ
る群馬サファリパークで行われまし
た（写真①）。
2020年度は新型コロナウイルス感
染防止で、予定されていた学校行事
が中止となったため、思い出づくり
を兼ねた体験学習を教育連携してい
る同サファリを対象施設として企画
しました。
群馬サファリパークでは約100種、
1000頭羽の動物たちが飼育されてい
ます。動物の生態や生活環境に合わ
せ、各ゾーンに分けられ飼育されて
います。自然で暮らす本来の動物の
姿に近い状態で展示されていて、学
生たちは一般的な動物園との違いを

確認することができました（写真
②）
。
エサやり体験バスでは、草食動物
やライオンにエサをあげる体験をし
ました。日常生活では観察すること
ができない動物たちを間近に見るこ
とができ、金網越しでしたが、その
迫力に圧倒されました。
今回の体験学習では、動物たちの
観察はもちろんですが、現場で働く
スタッフの様子も観察してきまし
た。今後、動物に携わる仕事に就く
学生にとって、責任ある仕事に取り
組む姿勢や来場者に対してのパフォ
ーマンスなどを改めて意識し、個々
の課題を見つける場として大変貴重
な時間を過ごすことができました。

１年生を対象にした春期インターン
シップ実習が行われました。
この時期のインターンシップの目的
は、１年間勉強してきたことが現場で
どのように生かしていけるのか、自分
の課題を見つけ改善し、自信をもって
就職活動ができるようにすることで
す。また、本実習は動物看護師統一認
定試験を受験するために必要な必修科
目の１つでもあり、２年間で90時間の
実習が望ましいとされているため、今
年度は第１クールを７日間、第２クー
ルを９日間で実施しました。
実習先の一つである高崎市のアルプ
ス動物病院でインターンシップをした
学生は、今回の実習を振り返り「初め
ての動物病院実習で、とても緊張して
いたのですが動物看護師の方々が優し
く声をかけてくださり、楽しく実習を
することができました。手術見学や保
定補助で駆血もやらせていただき、改
めて動物看護師の仕事に魅力を感じま

新 任 紹 介
山本

新先生

（動物飼育学科）

飼育員の経験生かす
2020年11月に本校に入職、2021年
４月から始まる動物飼育学科を主に
担当します。
飼育学科では授業で動物の知識を

実習先で薬袋に記入する手伝いをする学生

した。２年生になって学びたいことや
自分の課題も見つかったので、就職活
動までに課題を克服できるよう勉強に
励みたいと思います」と振り返ってい
ます。
実習先からは、「スタッフや飼い主
様との基本的コミュニケーションがで
きていてほしい」
、
「先を読んで自分が
やるべきことを見つけ実行できるよう
になってほしい」などの意見が出てい
ました。
学生たちは、実習を通して実際に動
物病院の１日の流れや動物看護師の業
務などを知ることができ、将来の自分
の働く姿をイメージできる良い機会と
なりました。
身に付けるだけではなく、動物園な
どの現場での動きや、動物を観察す
る能力・判断力が必要になってきま
す。私自身、動物園の飼育員として
３年間多くの動物と接してきまし
た。現場での経験を生かしながら、
学生たちに動物飼育員を目指すうえ
で大切な知識と技術をたくさん伝え
ていければと思っています。
学生たちが動物業界で必要とされ
る人材になれるよう一人一人ときち
んと向き合い指導をしていきたいと
思います。
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（旧 前橋東洋医学専門学校）
〒371-0843 前橋市新前橋町21-16 TEL.027-253-1205 FAX.027-253-1230 HP.http://www.ist.ac.jp

就 任 に あ た っ て
中央スポーツ医療専門学校
学校長

松本

邦夫

「できること」見出す努力を
中央スポーツ医療専門学校（CSM）
として新年度からスタートを切ること
になった本校学校長に、令和３年４月
１日付で就任しました。
本校の前身である前橋東洋医学専門
学校は、昭和62年３月31日設立し、今
年で34年の歴史と伝統を持ち群馬県の
柔道整復師養成施設の草分けとして業
界では知られる専門学校です。卒業生

は、整復師として接骨院、および整形
外科医院などで活躍しています。
このような歴史と実績ある学校を基
礎として、新年度から新しく中央スポ
ーツ医療専門学校として生まれ変わり
ます。
本校は、国家資格である柔道整復師
の資格取得を教育の基本に据え、医療・
福祉・スポーツなどの分野で幅広く活

就職先：みずき整骨院（伊勢崎市）

柔道整復師の試験は２つあります。国家試験（筆記）
に先駆けて行われるのが認定実技試験（10月25日実施）
です。柔道実技と外傷の整復および固定実技が評価さ
れますが、コロナウイルスの影響で例年とは異なった
試験様式となりました。例年は患者役の学生に対して
実演で行っていた実技試験の内容を、口頭試問形式で
行うことになったため当初は混乱や苦戦を強いられま
したが、実技担当の先生と工夫し改良を重ね何度も繰
り返し練習したことによって、無事に全員合格するこ
とができました。
学生たちは、実技試験全員合格で勢いづき、筆記試
験勉強にもより一層熱が入り勉強に取り組みました。
本校が受験対策として取り入れていたことは模擬問
題から学んだことを自己完結にするのではなく、仲間
と知識を共有するという方法でした。一人で悩まず仲
間とともに解決し進んでいく中で、表情も変わり自信
に満ちていきました。
国家試験も無事に終わり、全員が就職も決まりまし
た。それぞれの現場に羽ばたいていく18期生の今後の
活躍に期待したいと思います。

哲也 さん

合格率75％
（全国平均66％）

さらなる知識・技術の向上を
大津

第29回柔道整復師国家試験（３月７日実
施）の結果が３月26日に発表され、本校合
格率は75％という結果となりました。なお
全国平均合格率は66％です。コロナ禍の中
で、登校できない日々もあり不安なこともあ
りましたが、クラス一丸となって支え合い、
このような結果を出すことができました。

校長を歴任、縁あって今回、本校の学
校長に就任させていただくことになり
ました。これまでのグループ校での経
験を活用し、学生諸君の進路実現の手
助けをしていきたいと思っています。
コロナ禍のもと、本校においても行
事や活動が制限を余儀なくされ、人と
の関わりが薄くなったりしています。
この困難な状況でも、
それを乗り越え、
未来に向かって歩んでいかなければな
りません。「あれができない、これが
できない」
ではなく、
「あれならできる、
これならできる」というように、でき
ることを見出していくという姿勢や努
力が大切なのではないでしょうか。学
生諸君も、このような未来を力強く切
り拓いていく力をこの学び舎で身に付
けてほしいと思います。

卒業生インタビュー

（社会人経験者、伊勢崎東高校出身）

全員が就職内定、現場へ羽ばたく

第29回
柔道整復師国家試験

躍することができます。そのフィール
ドには、接骨院、整形外科、スポーツ
トレーナー、福祉・介護など多岐にわ
たり、独立開業することもできます。
私と柔道の関わりは中学１年から始
まり、高校、大学まで続けその中で指
導の在り方を学び、また多くの柔道を
愛する人たちと交流を深めてきまし
た。そのことは、昭和47年から、前橋
商業高校の柔道部監督として後進の育
成をした際にたいへん役立ちました。
教え子の中には、アジア大会90kg優
勝、世界選手権３位入賞した優秀な選
手もいます。現在は、群馬県柔道連盟
副会長、国際交流委員長として群馬県
の柔道に関わっています。
平成23年４月１日、中央カレッジル
ー プ のGLCに 入 職。 高 崎 のCIC（ 現
CID）、TBM、CAN、前橋のCIAの学

■合格した感想
私の学生生活の３年間は、国家試験
「合格」を目標に頑張ってきたので「合
格」できたことは、
率直にうれしいです。
■どのように勉強したのか
過去の問題集や模擬試験などをベー

外装と校舎内を改装
明るく開放的な環境に
中央スポーツ医療専門学校への校
名変更に伴い、校舎リニューアルが
行われ、外装工事と校舎内の改装が
ほぼ終了しました。
外装工事は、昨年10月から足場を
組み始め、５階建て校舎の外壁が白
地にグレーのラインが印象的なもの
に生まれ変わりました。
１階の図書室は、学生ホールに改

スとして、教科書を読み返したり、特
に自分の苦手なところは何度も何度も
問題や過去問を解き、反復しました。
■学校生活の思い出
学生としての３年間全てが思い出で
すが、高校生柔道大会の救護に参加し
たときに骨折・脱臼を整復する場面を
見られたことはよい経験として思い出
に残っています。
■どんな柔道整復師になりたいか
地元地域の方々に好かれる柔道整復
師を目指して、これからの日々も一生
懸命、技術と知識の向上に励みたいと
思います。
■後輩へのアドバイス
３年間の学校生活は思った以上に早
く、あっという間に終わってしまうと
思います。その中で最終目標である国
家試験の「合格」のためにも、日々の
授業をしっかりと受けていくことが大
事だと思います。
装し学生同士が語り合える広々とし
たスペースになりました。図書室は
１階から２階へ移動し、ガラス張り
の開放感のある空間に変わり学習ス
ペースも広くなり、学生が自由に勉
強できるように改装されました。
また、柔道整復師＋スポーツトレ
ーナーを実現するために、新たに実
習室としてトレーニングルームも増
設され、学生が自主的にトレーニン
グをすることができるようになりま
した。
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前橋校

http://chs-clark.jp

新たなステージへ、はばたけ
49人が進学・就職
〜第22回卒業式〜

クラーク記念国際高校連携校の中央
高等専修学校前橋校（清水洋学校長）
の第22回卒業式が３月５日、前橋市民
文化会館小ホールで開かれ、卒業生49
人（総合コース27人、CGアニメーシ
ョンコース７人、ベーシックコース15
人）が新たなステージへと一歩を踏み
出しました。

新型コロナウイルス感染症対策で、
人と人との距離を確保しながら、卒業
生一人一人が呼名され学校長から卒業
証書が手渡されました。
清水学校長は式辞の中で「ここまで
育ててくれた親への感謝を忘れずに、
がんばってほしい」と感謝の気持ちの
大切さを伝えました。

令和２年度卒業生

後輩への

メ ッ セ ー ジ

検定・資格試験合格者数
その内容は「人の気持ちが分からず、
思い通りにならない時に怒ってしまう
など、自分自身の特徴を知ると生活が
楽になるので、自分自身の説明書を作
ることをお勧めします」「簡単な検定
からでもたくさん受けて、一つでも合
格すると自信につながるので、ぜひ検
定試験にチャレンジしてください」な
ど経験してきたからこそ分かる高校生
活のヒントがたくさん含まれていまし
た。

ボランティアで
エコキャップ運動
本校のインターアクトクラブは、ボ
ランティア活動の一環として年間を通
してエコキャップ運動を行っていま
す。エコキャップ運動とは、ペットボ
トルのキャップを集めることでごみの
分別を行うことはもちろん、そのキャ
ップを協力企業に送ることで、ポリオ
ワクチンと交換し発展途上国の子ども

インターアクトクラブ国際交流
コロナ禍でも清傳高商から便り
インターアクトクラブ活動の一環、
国際交流活動に本校も参加していま
す。2018 〜 2019年度は台湾の清傳高
級商業職業学校（日本の商業高校に相
当）と交流を行いました。その清傳高
商から、コロナ禍にも関わらず本校に
新年のあいさつとして手紙が届きまし
た＝写真。日本の年賀状のように、台
湾では、新年に手紙のやり取りを行う

家族や仲間、先生たちに感謝の思いを込めて
答辞を読む小林さん

検定・進路実績

令和２年度卒業生も多くの検定を取得しました。英検２級や、日商簿記３
級などの難易度の高い検定を取得することもできました。また、卒業生の進
路は、大学、短大、専門学校、就職とそれぞれ決まり、新たな一歩を踏み出
しました。詳細は以下のとおりです。

３年生成果発表会
３年生成果発表会が２月12日、中央
カレッジグループ本部館６階大ホール
で行われました＝写真。
この発表会は、
卒業を控えた３年生が自分自身の高校
生活を振り返り、「なぜクラーク高校
に入学したのか」
「どのような高校生
活を送ったか」
「検定資格にどのよう
に取り組んだか」など、高校生生活で
経験したこと、成長したことを在校生
に向けて発表する会です。
本年度の卒業生にも、小中学校時代
に不登校だったり、発達障害を持つ生
徒も多く、それらをどのように克服し
てきたかという発表は、同じような悩
みを抱える在校生にとても貴重なもの
となりました。

卒業生代表の小林僚さ
んは、答辞の中で「心配
ごとや辛いことばかりが
荷物になっていた日々
に、これだけ多くの方々
が手を差し伸べてくださ
ったお陰でここまで来る
ことができました」と両
親、友人、教職員に感謝
の言葉を述べました。
卒業生49人は大学、短
大、専門学校、就職とそれぞれの道に
進んでいきます。

エコキャップ活動に参加した学生たち

（平成30年４月〜令和３年２月）
■全国経理教育協会
簿記能力検定 ３級８人
電卓計算能力検定
１級１人、３級３人、４級３人
文書処理能力検定（ワープロ）
１級３人、２級12人、３級８人
文書処理能力検定（表計算）
１級２人、２級２人、３級２人、
社会人、常識マナー能力検定
１級１人、２級２人、３級５人
計算実務能力検定
１級１人、２級８人
■日本商工会議所
日商簿記検定 ３級６人
■日本漢字能力検定協会
漢字能力検定
２級１人、準２級１人、３級４人、
４級３人、５級６人、６級４人、
７級３人

■日本ビジネスマナー検定協会
ビジネスマナー検定
１級３人、２級10人、３級９人
■日本書写技能検定協会
硬筆書写検定
３級15人、４級１人
毛筆書写検定 ４級17人
■日本英語検定協会
実用英語技能検定
２級２人、準２級２人
■実務技能検定協会
サービス接遇検定 ３級２人
■色彩検定協会
色彩検定 ３級２人
■日本語検定委員会
日本語検定
３級２人、４級１人、５級１人、
６級１人
■サーティファイ
Photoshop（スタンダード）３人
Illustrator（スタンダード）１人
合計161個

たちを支援する活動です。
今回の活動では55kgのエコキャッ
プを回収、5.5人分のワクチンと交換
できることとなりました。
そうです。
清傳高商には
応用日本語学科
があるので、日
本語で新年のあ
いさつをいただ
いたものです。コロナ禍の終息がなか
なか見えてこない中、訪台再開のめど
は立ちませんが、国際交流は人の往来
だけではなく、心の往来です。交流活
動再開の日を楽しみに、手紙やSNSで、
良好な関係をつくっていきます。

卒業生の進路
【４年制大学】
上武大学、東京福祉大学、高崎商科
大学、共愛学園前橋国際大学、埼玉
工業大学、東京工芸大学、桜美林大
学、日本大学、文星芸術大学、名古
屋芸術大学、八洲学園大学
【短期大学】
洗足こども短期大学
【専門学校】
・中央カレッジグループ
前橋東洋医学専門学校
・他の専門学校
群馬自動車大学校、群馬パース大学

福祉専門学校、東日本栄養医薬専門
学校、東日本調理師専門学校、群馬
社会福祉専門学校、高崎動物専門学
校、群馬動物専門学校、太田情報商
科専門学校、育英メディカル専門学
校、埼玉動物海洋専門学校、足利デ
ザインビューティ専門学校、日本ア
ニメ・マンガ専門学校、専門学校日
本ホテルスクール、東洋医療専門学
校
【各種学校】
前橋准看護学校、前橋産業技術専門
校
【就職】
鳶−光組
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15人が晴れて巣立ち
答辞を読む卒業生代表

第 13 回 卒 業 式
第13回卒業式が３月７日に、本校で行われました。本年度は総合コース
９人、ベーシックコース６人の計15人が思い出の学舎を巣立ちました。
今回の卒業式は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から規模を縮小し
て実施。卒業証書が一人一人に手渡されました。卒業生たちは、式典に堂々
と臨み、高校生活での成長を見ることができました。
須川清学校長は式辞の中で「新型コ
ロナウイルスの影響により、育つとき
の苦悩や喜びを味わう大切な機会が奪
われてしまいました。いつもと違う年
ではありましたが、だからこそ学べた
ことがたくさんあると思います。これ
からも『大志』を抱き『夢』に向かっ
て君だけの一歩を踏み出してくださ
い。みなさんの活躍を楽しみにしてい
ます」と期待を込めて激励しました。
来賓の群馬県専修学校各種学校連合
会顧問の中島利郎氏（中央カレッジグ
ループ代表）からは、
「この世には〈３
つの幸せ〉がある。いろいろな人たち
に、さまざまなことを “してもらえる

卒業生の検定・資格合格実績
（平成30年～令和２年）
■全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定
１級３人、２級４人、３級６人、
４級３人
■全国経理教育協会主催
文書処理能力検定
ワ
 ープロ ２級１人、
３級６人、
４級３人
表計算 ３級７人、４級６人
■全国経理教育協会主催
社会人、常識マナー検定
３級４人
■全国経理教育協会主催
簿記能力検定 基礎会計 ４人
■全国検定教育振興会主催
ビジネスマナー検定
２級２人、３級６人
■日本漢字能力検定協会主催
漢字検定
準２級１人、３級４人、４級４
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
準３級２人、４級５人、準４級
３人
■日本書写技能検定協会主催
硬筆書写技能検定
３級１人、４級７人
■和食アドバイザー検定主催
和食アドバイザー検定
３級９人

幸せ”、そしてしてもらった結果自分
で何かが “できるようになった幸せ”、
今後はしてもらってできるようになっ
た自分が、今度は周りの人たちに “し
てやれる幸せ”。今までの恩返しに、
周りの人たちに何でもしてやれること
を一番の幸せとしてかみしめてくださ
い」と卒業生への祝辞をいただきまし
た。
在校生を代表して２年生の信澤奏杜
さんが送辞として、
「先輩方が何事に
も一生懸命取り組む姿はお手本であ
り、あこがれでした。たくさんのこと
を学ばせてもらい、楽しい思い出をた
くさんもらいました。これからは私た

夢に向かって

ちが力を合わせて先輩方がつないだ歴
史と伝統を受け継ぎ、みんなで協力し
て明るく楽しい学校にしていきます」
と、感謝を込めた言葉を送りました。
これを受け、卒業生代表答辞が行わ
れ、清水崇光さんが、
「この学校で、
自分の将来の夢や目標を見つけること
ができました。たくさんのことを経験
し大きく成長できたと思っています。
今日をもって卒業しますがここからが
スタートです。卒業生としての誇りを
忘れず、学校で学んだことやかけがえ
のない仲間と出会ったことを大切に、
明日から夢に向かって歩みます」と将

卒業生インタビュー

桐生校からは総合コース・ベーシックコース合わせて15人が卒業しまし
た。その中から、代表して４月から高崎ビューティモード専門学校（TBM）
に進む、藤田みのりさんに３年間の本校での思い出、将来の夢などを聞きま
した。
しかったのは
進路：高 崎 ビ ュ ー テ ィ モ ー ド
文書処理の表
専門学校
計算です。苦
手だったの
藤田みのりさん
で、たくさん
練習を頑張り
メイクアドバイザーになりたい
ました。合格
はその努力が成果として表れたのだと
▽桐生校で一番の思い出は
思いました。
収穫祭が一番の思い出です。今年は
▽大変だったことは
コロナの影響で中止になってしまって
商業科目の勉強です。高校で初めて
残念でしたが、みんなで考え、協力し
学ぶことばかりだったので理解するの
て調理・販売したことがとても楽しか
にとても苦労しました。パソコンは早
ったです。
く打てるように練習しましたし、簿記
▽収穫祭で、何が特に印象に残ってい
も一生懸命勉強しました。
ますか
▽今後頑張りたいことは何ですか
２年生で作ったお好み焼きです。自
私の夢であるメイクアドバイザーに
分たちで収穫したさつまいもを入れた
なることです。４月から高崎ビューテ
のですが、さつまいもが固くて調理が
ィモード専門学校でメイクについて勉
大変でした。あとはお好み焼きをきれ
強します。夢の実現にむけて、専門学
いな形で焼くことがすごく大変でし
校では知識や技術、資格の習得に向け
た。
て頑張りたいと思います。
▽一番頑張ったこと
▽後輩へのメッセージを
検定取得のための勉強です。日々勉
進路の決定や実現はとても難しいこ
強して努力しないと取得できないの
とです。それでも私は先生方のサポー
で、とても難しかったです。
トのおかげで、４月から希望する専門
▽検定で思い出すことは
学校に通えるようになりました。皆さ
難しかったのは漢字検定です。たく
んも夢に向かって学校生活頑張ってく
さんの漢字を覚えなければならないの
ださい。
でとても大変でした。合格して、うれ

来に向けて強い決意を語りました。
また、
大嶋菜友美さんは、
「お父さん、
お母さん、今日まで支えてくれてあり
がとうございました。わがままな言動
で心配や迷惑をかけたことがたくさん
ありましたが、辛いときやくじけそう
なときに手を差し伸べ応援してくれた
ことに感謝しています。どうかこれか
らも温かく見守ってください。自立に
向かって頑張りたいと思います」と、
両親への感謝を述べました。
卒業生には、本校生活で培った知識
や経験を大いに発揮し、夢に向かって
まい進してもらいたいと思います。

前橋英語村で
「英会話研修」
１、２年生合同の英会話研修が、11
月27日、前橋市の中央グローバルビレ
ッジ（CGV、前橋英語村）で行われ
ました＝写真。
当日は、空港での入国審査、銀行で
の両替、
ファストフード店での買い物、
ホテルでのレセプション、ショッピン
グの計５つのシチュエーションを想定
した英会話を学びました。英語に苦手
意識を抱く生徒も少なくない中、楽し
く学習している様子が見られました。

【参加者の声】
福田 慶太さん（１年）
シチュエーションの中で特に印象に
残っているのは空港を想定した英会話
です。海外のショッピングでも、ファ
ストフード店の注文だろうと、まずは
入国のため空港を必ず通ります。ここ
での会話がいちばん実用的だと思いま
した。
今回の研修を通して、英語を話せる
かどうかよりもまずは伝えようとする
気持ちが大切だと思いました。恥ずか
しがる気持ちを持たず、表情や身振り
手振りでも気持ちがあれば伝えること
はできると学びました。

外語・TAC
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スタジオで歌を収録した所属講師たち

スピーチフェスティバル

初のライブ配信で臨場感
オンラインで楽しさを共有
中央外語学院の恒例イベントとして人気を集める「スピーチフェスティバ
ル」
。今年は例年のリアルフェスティバルを中止し、３月27日に新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止を目的に、
「オンラインスピーチフェスティバル」
（オ

環境で取り組みました。
本学院の講師をはじめ外部講師６人
が参加。子どもたちは、詩の朗読や想
いを英語で表現し、収録を楽しんでい
ました。このほか、学院の先生紹介で
は、所属外国人10人ほどで「紅蓮華」
を英語で熱唱（夢スタジオでプロが収
録）
。収録された歌をバックに、所属
外国人全員（21人）の紹介動画を作成
し、フェスティバルのエンディングで
紹介しました。
今回のライブ配信は限定公開で、リ
アルタイムでご覧になれなかった方の
ために、期間限定でライブ配信の録画
を見ることができるように設定してい
ます。パソコンやタブレット、スマー

群馬校

トフォンで観覧可能ですので、ぜひ、
ご覧いただきたいと思います。
スピーチフェスティバルは、昨年、
新型コロナウイルスの感染拡大のため
に中止を余儀なくされました。これま
でに５回開催し、幼稚園児や小学生、
保護者ら毎回、多くの参加者から好評
を得るイベントとして定着していま
す。参加者の皆さんが楽しんで英会話

税理士５科目合格２人輩出
公務員も最終合格者相次ぐ

をすることが目的です。
本学院は、県内の幼稚園で英語のプ
ログラムを提供しています。体と脳を
同時に働かせながら、英語を覚える教
授法が特徴です。これからも、時代を
担う国際人を育てることを目的に、子
どもから大人までが学べるような最適
な外国語の学習環境を提供していきま
す。
資格・検定紹介

「危険物取扱者（乙種第４類）」
●危険物取扱者（乙種４類）試験概要
試験日：前期（４月〜９月）後期（10
月〜３月）
各都道府県によって異なる。
（５肢択一マークシート形式）
消防法に基づくガソリン、灯油、
軽油、重油などの危険物を取り扱う
ために必要となる国家資格です。
〈人気の資格です〉
危険物の高度な知識を有する者と
してあらゆる業界で活躍できる人気
資格です。甲種・乙種・丙種の中で最
も人気が高く、毎年約20万人が受験
する国家試験です。乙種４類を取得
すると、
ガソリンや軽油など、
身近な
危険物を取り扱うことができるよう
になるため、ガソリンスタンドをは
じめ多くの職場で人気の資格です。
危険物取扱者講座
使用教材

の仕事にしたいと考え、転職を決意し
ました。試験までの期間を考えるとあ
まり時間がなく、独学では厳しいと思
お申し込みお問い合わせは資格の学校TAC
〒371-0805 群馬県前橋市南町3‑14‑1 TEL 027-226-1823 FAX 027-243-5300
い友人のすすめもあり本校に通うこと
にしました。本校では圧倒的な情報量
に助けられ、筆記試験対策、論文対策、
2020年度試験結果報告
面接対策を効率よく進めることができ
ました。モチベーションの維持にもた
いへん苦労しましたが、スタッフの方
が寄り添い、何でも相談を聞いてもら
えたことが励みになりました。受験は
長期間にわたります。悩んだ時には公
2020年度の試験結果が出そろい、多
務員を目指そうとした理由を思い返し
１、相続税法１、消費税法１
くの受講生から喜びの報告をいただき
て頑張ってください。
〇公務員試験
ました。税理士試験では、４年連続で
2020年度・群馬県庁（行政）合格
国家一般職２、国税専門官２
群馬校から５科目合格者を２人輩出、
Ｙ・Ｔさん
東京都庁１、東京特別区Ⅰ類２
科目合格者も簿記論、財務諸表論、相
群馬県庁（行政）３、群馬県庁（学 〈これから受験する人へ〉
続税、法人税、消費税と合格者が出ま
私は大学に通いながら公務員勉強を
校事務）１、千葉県庁（土木）１、
した。
していましたが、時間がなく焦ること
長野県庁１
公務員試験では国家公務員、国税専
も多く、勉強していても合格できない
前橋市２、高崎市２、太田市１、伊
門官、東京都庁、東京特別区、群馬県
かもしれないと不安になることがあり
勢崎市１、桐生市２、渋川市２
庁、前橋市役所、高崎市役所、太田市
ました。しかし、不安になっても勉強
玉村町１、大泉町１
役所、伊勢崎市役所、桐生市役所等と
の手は止めず、最後までしっかりと試
足利市１、上田市１、宮崎市１
多くの方が県内外で最終合格を勝ち取
験対策を行えたからこそ、合格できた
群馬県警１
りました。皆さん、おめでとうござい
のだと思います。最後までやり遂げる
合 格 者 の 声
ます。
ことが大切だと思います。合格をイメ
2020年度・高崎市合格
ージして心を強く持って突き進んでく
2020年度合格者データ
Ｙ・Ｓさん
ださい。自分の気持ちが大事です。本
（数字は人数）
〈これから受験する人へ〉
校にはしっかりと合格できる情報や頼
私は、前職の経験から、公務員の仕
〇税理士（５科目合格）２
りになるスタッフがいます。TACを
事によって住民が笑顔になっているこ
【科目合格】
信じて、自分を信じて、合格を勝ち取
とを知り、自分も公務員の仕事を一生
簿記論２、財務諸表論３、法人税法
ってください。

発表の準備も熱心に

毎年、フェスティバルで発表してい
た内容を通常のレッスン内で撮影、編
集した動画を中央外語学院本部から
「YouTube」を使って、司会や担当講
師の生の声を入れながら編集動画をラ
イブで配信しました。開催形式は変わ
りましたが、英会話の楽しさを共有す
るとても楽しい機会となりました。
参加者は12月中旬から、レッスンで
発表の練習をスタートさせました。毎
回、５分から10分程度の練習でしたが、
皆が一生懸命頑張りました。そして、
本番に向けて、動画の撮影は２月下旬
ごろからレッスン中に一眼レフなどを
使いながら行いました。特別な機材は
使用せず、できる限り、いつもと同じ

新型コロナウイルス対策で︑
オンラインを有効活用

ンライン発表会）として開催、臨場感を伝えることができました。

お得な講座キャンペーン情報
公務員

春割キャンペーン

対象：2022年合格目標

総合本科生

他

期間：６月30日（水）まで
・通学メディアの受講料が最大３万円
OFF！

