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中央スポーツ医療専門学校

とことん面倒見のよい学校

中央カレッジグループ学園新聞編集委員会 http://www.chuo.ac.jp
〒371-0844 群馬県前橋市古市町１ー49ー1 TEL.027ー253ー1105(代)

中央高等専修学校前橋校・桐生校
C R I
中 央 外 語 学 院
資格の学校 TAC群馬校

FAX.027ー253ー1124

（株 ）ク ス リ の マ ル エ

有償型長期インターンシップで連携
長期インターンシップを柱とした職業教育連携を
締結した中央カレッジグループの中島副代表︵右︶
と﹁クスリのマルエ﹂の江黒社長︵左︶

「医薬販売学科」
来年度に新設へ

中央情報経理専門学校

中央カレッジグループの学校法人有坂中央学園・中央情報経理専門学校
（CIA、林康宏学校長）と地域に根差したドラッグストアを展開する株式会
社クスリのマルエ（本部・前橋市、江黒太郎代表取締役社長）は、有償型
長期インターンシップを基本とする職業教育連携を締結しました。2022
年度に開設予定の「医薬販売学科」学生の現場実習先として同社ドラッグ
ストアを位置付け、午前中は学習、午後は有償実習という「CIA型デュア
ルシステム」を採用します。これによって医薬品登録販売者を目指す学生
にとって長期的な職場体験が可能となり、企業にとっても学生を貴重な戦

９専門学校で入学式
中央カレッジグループの９専門学
校の入学式が４月初旬、新型コロナ
ウイルス感染防止に配慮し、各校で
行われました。
本学園グループの仲間として新た
な一歩を踏み出したのは、中央情報
経理、群馬法科ビジネス、中央農業
大学校、中央医療歯科、高崎ビュー
ティモード、中央情報大学校、中央
医療歯科高崎校、中央動物看護、中
央スポーツ医療の各専門学校合わせ

て770人（診療情報管理士専攻含む）
です。
各校行事や学園合同の催しなどが
規模縮小や中止となる中、学生たち
は担任や級友たちと交流を深め、将
来を見据え専門の知識や技術を学ん
でいます。
既に、資格・検定試験に挑戦し、
実績を残している学生も出てきてい
ます。

から、本学科では、在学中に現場実習
を行うことで、実務経験を積むことが
でき最短距離での資格取得が可能とな
ります。
目指す就職先は幅広く、ドラッグス
トアや調剤薬局だけでなく、医薬品取
り扱いを今後進めていくスーパーや家
電量販店、ホームセンターやコンビニ
エンスストアなどが考えられます。
職業教育連携の締結は、
７月28日に、
クスリのマルエ本部・サポートセンタ
ーで行われ、中央カレッジグループか
ら中島慎太郎副代表、中央情報経理専
門学校の林学校長、クスリのマルエ側
から江黒社長、笠原智部長が出席。互
いに連携の意義を確認し、職業教育連
携デュアルシステム覚書に署名しまし
た。

ぐんまプログラミングアワード2021

最終審査に
CID４チーム
プログラミング人材育成を目的にし
た「ぐんまプログラミングアワード
2021」
（主催・上毛新聞社、共催・ぐ
んまプログラミング教育推進協議会）
のファイナルステージ（最終審査）が、
８月28日、ベイシア文化ホールで行わ
れ、中央情報大学校（CID）からアプ
リケーション部門１チーム、テクニカ
ル部門に３チームが出場しました。
ファイナルには、１次書類審査、２
次発表審査を経て、「ジュニア」
「アプ
リケーション」
「IoT」の３部門に合

アプリケーション部門で堂々
とプレゼンテーションする
ＣＩＤチーム

感染防止対策を万全に高崎 グループ校入りして初の入
市内の式場で行われた中央 学式を行った中央スポーツ
医療専門学校
情報大学校の入学式

コロナ禍にめげず

７７０人が
新たな一歩

日本化粧品検定など医薬品業界だけで
なく、どの販売業界でも通用する資格
力として期待できるというメリットがあります。
を目指すことも可能です。
新設予定の「医薬販売学科」は２年
後は店舗で実務経験を積みます。いわ
学科新設の背景には、世界保健機関
制。「ヒト・モノ・カネ・情報」に強
ば、
本学園が目指す「学びながら働く、 （WHO）が提唱した「自分自身の健康
い人材育成を基本に、
「医薬品登録販
働きながら学ぶ」を実践します。
に責任を持ち、軽度な身体の不調は自
売者」試験合格、最短距離で「店舗管
主に目指す資格は「医薬品登録販売
分で手当てをすること」を意味する
「セ
理者」を目指すカリキュラムで構成。
者」ですが、他にも調剤事務管理士、 ルフメディケーション」が世界的に加
午前中は学校でしっかり勉強して、午
MOS、簿記、リテールマーケティング、 速、コロナ禍の中でもドラッグストア
が急速に店舗数を拡大していることが
あります。
学科の主目標である「医薬品登録販
売者」は、薬剤師とは異なりますが、
医薬品販売のプロで、店舗における一
般用医薬品の90％以上を販売すること
ができます。さらに、資格に合格した
だけではあくまで「見習い」で、その
後２年間の実務経験が求められること

わせて15組が進出。CIDからはアプリ
のアイデアと完成度を披露するアプリ
ケーション部門に、情報系学科の２年
生チーム「胡瓜革命」（福田りん、黒
澤萌、眞下朝陽）が出場、農家が苦労
しているキュウリの等級判別にAIを
活用したアプリを開発、熱くプレゼン
テーションしました。
プログラミング問題の正答数とスピ
ードを競うテクニカル部門にはCIDか
ら ３ チ ー ム（SIT、 チ ー ムCID、
404Not Found）が出場しました。

情報経理学科１年生が、６月13日に実
施された日商簿記検定２級で優秀な成績を
収めました。その中の３人は、簿記を入学
後から学んだ初心者。本人の努力と教員の
指導で２カ月半での合格となりました。

入学から２カ月半
狩野

悠介さん

（第一学院高校出身）
中学校の職業体験で経理の仕事を経
験し非常に楽しかったため、経理職に
就きたいと考えるようになりました。
入学するまでは簿記を勉強したことが
ありませんでしたが、今回入学から２

カ月で日商簿記検定２級に合格するこ
とができ、ひとまず安心しています。
授業が分かりやすいことはもちろんで
すが、テストの見直しやグループで問
題を解く際に、クラスメイト同士で互
いに教え合う時間を設けてもらえるた
め、他人に教えることも経験でき、よ
り理解が深まりました。今も良い環境
の中で目標に向かって努力できている
と感じています。日商簿記検定１級も
絶対に合格します。

活躍する卒業生

前橋法人会の「優良経理担当者」表彰
上毛新聞社経理局勤務

信澤

賢詞さん

（税理士会計学科税理士会計コース
４年制、
2014年３月卒業）
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模擬試験で満点取れた
神成

萌子さん

（大間々高校出身）
入学してから、初めて簿記を勉強し
ています。将来金融機関に就職すると
いう目標があること、また、他校では
ありますが、同じく経理の資格取得を
目標に努力している親友がいることか
ら、私も負けないように日々努力して
きました。授業は担任の先生、クラス
メート、ともに明るく活気があるため、
毎日楽しく勉強できています。今回、
日商簿記検定２級に合格できたことは
非常にうれしいのですが、検定対策中
の模擬試験で満点を取れたことが今で
も印象に残っています。初心者でも大
丈夫という驚きとともに自信がつきま
した。11月の日商簿記検定１級も合格
できるように頑張ります。

【指導した雲越幹久先生から】
初心者でありながら、２カ月半で
日商簿記検定２級合格、本当におめ
でとうございます。授業をしっかり
聞くこと、復習を忘れないという基
本を怠らなかった努力の結果と感じ

スキルアップ目指す
清水

彩夏さん

（社会人経験者、
桐生第一高校出身）
社会人を経験して、自分が働いてい
る中で、自信を持てるスキルがないこ
とを感じていました。そこで、資格を
取得し経理の知識を身に付け、どの企
業でも働ける能力が欲しいと考え、中
央情報経理専門学校に入学しました。
しばらくの間、勉強するという習慣が
なかったため、最初は思うようにテス
トの点数が伸びていかず、復習も追い
付かず大変な思いをしました。
しかし、
あきらめることなく継続した結果、今
回、日商簿記検定２級に合格すること
ができました。授業だけでなく、放課
後も残って熱心に教えてくれた先生に
は、本当に感謝しています。

ます。
今回の合格は、今後の学校生活、
卒業後に社会人として活躍する際の
大きな自信につながるはずです。11
月の日商簿記検定１級も合格できる
よう、高みを目指して共に頑張りま
しょう。

内定者インタビュー

日々の仕事評価された
本校卒業生の信澤賢詞さん（上毛新
聞社経理局経理部勤務）が、一般社団
法人・前橋法人会の通常総会で「優良
経理担当者」
に選ばれ表彰されました。
優良経理担当者表彰は、経理実務に
携わる勤続５年以上の社員を対象に行
われており、今回は前橋市内の事業所
から推薦のあった４人が選ばれまし
た。上毛新聞社からは、初めての優良
経理担当者表彰となります。
信澤さんは、桐生市立商業高校から
本校（税理士会計コース）に進み、在
学中に日商簿記１級や全経簿記上級に
合格。税理士科目試験でも簿記論と財
務諸表論に合格しています。就職にあ
たっては、上毛新聞社の一般入社試験
に挑戦、一次試験、二次試験、最終面
接をクリア、2014年（平成26年）４月
に入社しました。
入社後は、広告管理部門に２年、そ
の後は経理畑を歩み、社歴は８年目に
入っています。
今回の表彰について信澤さんは「仕
事を評価していただき光栄の至りで
す。率直に言ってうれしかったですね。
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多くの方々の支えがあったからだと思
います。今後も、会社のため、前橋法
人会のために力を尽くしていきたいで
す」と話しています。
本校の後輩に対して、
「学習はとも
すれば暗記に流されがちですが、なぜ
そうなるのか、根本を理解したうえで
勉強すると自分のものになります。私
自身も、後に気づいたことですが、参
考にしてほしいと思います」とアドバ
イスしてくれました。

地道な努力実る
当時の担任・皆川朋洋先生コメント
在学中からコツコツ努力するタイプ
で資格取得の実績を積み上げていまし
た。就職してからも周囲の大卒社員に
も臆することなくコツコツ実力を積み
上げていった結果の受賞であると思い
ます。
これからも今までの姿勢を貫き、
学校の良き先輩として目標とされる人
であり続けてほしいと思います。今後
のご活躍を期待しています。

本校で学んだ知識や技術、資格等を就職活動に生かし、早期内定にこ
ぎつけた学生にインタビューしました。
流業を中心に見ている
内定先：株式会社日立物流関東
のか」を質問されまし
薗田 泰知さん
た。就活では、その業
（情報ビジネス学科２年、
界・企業を選んだ理由
嬬恋高校出身）
を明確に伝えなければ
内定を得ることはできません。私の
学習の成果を経理職に
場合、
出身が嬬恋ということもあり、
私は、経理事務を希望職種として
幼いころから物流を身近に感じてい
就職活動を行いました。現在、Fass
ました。特産品を全国へ届けること
（経理・財務スキル検定）で高ラン
ができる物流業は、商品と合わせて
クを目指し学習を進めています。
笑顔を届けることができると思って
本校への進学を私が決めた理由
います。そのうえでこの会社に入社
は、高校時代から始めた商業科目の
したいという意思をはっきりと伝
勉強が得意であったことがありま
え、自分が経理をやりたいことをア
す。
ピールしました。
これまでの本校での学生生活を振
経理職は財務の知識も必要です
り返ってみると、検定スケジュール
が、その一方では事務作業もこなさ
はハードでしたが、自身の夢である
なければなりません。そのため、こ
「経理職に就く」ことを目標に、ぶ
れ ま で 取 得 し たITパ ス ポ ー ト・
れずに取り組んできました。
Word・Excelなどの知識も活用しつ
私は現在、就職活動の結果、株式
つ、本校で学んだ知識や技術・資格
会社日立物流関東に内定をいただい
などを駆使し、内定先企業で頑張っ
ています。その際の面接で「なぜ物
ていきたいと思います。
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令和３年度「全国簿記・電卓競技大会」
全国経理教育協会が主催する「全国
簿記電卓競技大会」が９月５日に行わ
れ、簿記の部専門課程に出場した情報
経理学科２年、髙野陽菜さん＝桐生商
業高校出身＝が個人優勝しました。団
体は４位でした。
今回出場した本校チームは、７月の
関東大会で、団体準優勝。髙野さんは
個人優勝者と８点差で惜しくも準優勝

でした。
関東大会終了後、髙野さんは税理士
試験受験のため競技会練習を中断し受
験対策に集中。試験終了後から団体、
個人の優勝を目標に練習を続け、解け
なかった問題は自分が理解するまで復
習し、本番に臨みました。
全国大会は昨年度、コロナ禍で中止。
本年度はリモートでの大会実施とな

２年生が医療施設実習

卒業生が特別授業や在校生との座談会
―― 医療福祉秘書学科 ――

医療福祉秘書学科では、医療機関に
勤務する卒業生による特別授業や座談
会をゼミの時間を利用して定期的に開
催しています。入学時から卒業生との
交流を行うことで、職業研究や就職活
動に生かし、未来の自分を考える機会
をつくっています。
５月には本年度から働き始めたばか
りの卒業生と診療情報管理士を目指す
２、３年生との座談会、７月には働き
始めて３年目の卒業生と就職を控えた
２年生との座談会を開催しました。そ
の場では、県内外の医療機関に勤務す
る卒業生に、社会人としての生活や就
職活動、試験対策のアドバイス、具体
的な仕事内容やシフト、給料や福利厚
生などの質問に答えてもらいました。
また、６月に黒沢病院附属ヘルスパ
ーククリニック医療事務職員、７月に

―― 医療福祉秘書学科 ――
多くの質問が寄せられた
座談会

医療現場の仕事を
先輩から具体的に

は前橋赤十字病院医師事務サポート課
職員による特別授業を開催。６月の授
業では、「病院・医療機関実習」を控
えた学生たちへ実習準備の心構え、マ
ナーチェックはもちろん、新型コロナ
ウイルス感染対策や患者対応の最新事
情、医療現場での医師事務の仕事など
を紹介していただきました。学生たち
は実習への準備を進める中、実際の医
療現場での対応を直接学ぶことがで
き、実習への決意を新たにしました。
７月の授業では、医療現場での医師事
務の仕事を紹介していただきました。
医学知識や専門知識を日々学んでいる
学生は、学習の先にある医療事務の未
来をイメージできたようでした。

日本語能力試験２級（N2）に合格
国際ビジネス学科日本語ITビジネスコース

マダナヤカ・ロシャン・チャトゥランガさん

（出身国：スリランカ、
浦和国際学院浦和校出身）

IT企業で働きたい
７月に実施された国際交流基金・日
本国際教育支援協会主催の日本語能力
試験の結果が発表されました。日本語
能力は、日本で就職を目指す留学生に
とって非常に大切な語学資格です。本
校から日本語能力試験２級（以下N2）
に見事合格した国際ビジネス学科３
年、日本語・ITビジネスコースのマダ
ナヤカ・ロシャン・チャトゥランガさ
んに試験に向けて頑張ったことなどを
聞きました。
▽N2の試験に合格するために頑張っ
たことは
本校に入学してから１年次にN3を
取得、２年次にN2に挑戦しましたが
不合格でした。
当時は読解力が足りず、
試験時間内に問題に答えることができ
ませんでした。
その時のことを反省し、
教科書の文章を読んで短時間で理解で

り、本校チームも学校からの参加とな
りました。その結果、団体入賞は逃し
ましたが、個人部門で平成27年度以来
の全国優勝を果たすことができまし
た。
髙野さんは「団体優勝ができなかっ
たことは悔しいですが、悲願だった個
人優勝ができ、ほっとしています」と
話しています。髙野さんは、来春から
は県内の会計事務所への就職が内定し
ており、目標の税理士資格取得に向け

きるように特訓しました。その結果、
合格できました。次は、N1合格を目
指して、日本のアニメを見ながら学ん
でいます。
▽学校生活は
とても楽しいです。先生たちは優し
いし、困った時はサポートしてくれま
す。また、専門科目のサイトクリエー
ターの授業はとても興味深いです。早
く習得して自分でウェブサイトを作れ
るようになりたいです。
▽卒業後の進路は
IT系の企業に就職し、できるだけ
長く日本で働きたいと考えています。
コロナ禍での就職活動は大変ですが、
早く内定をいただきたいです。

医療福祉秘書学科は学年ごとに、在
学中２回以上の医療施設実習を行って
います。今年も２年生の就職クラスが
５月10日から６月12日にかけて１人３
週間、各医療施設ご協力のもと、実習
を行いました。
実習では、受付やお会計などの患者

「七夕」通して留学生と交流
― 保育福祉学科と国際ビジネス学科 ―
保育福祉学科と国際ビジネス学科の
１年生が６月21日、
「七夕」を通して
交流授業を行いました。
最初に七夕伝説、笹飾りの風習など
について学んだ後、日本人学生と留学
生の混合グループに分かれ、七夕飾り
を共同で製作しました。
最初は、少し緊張気味でしたが、絵
を描いたり、折り紙で飾りを作ったり
しながら、趣味や出身地などの話を通
じて、打ち解けていきました。

新任教員紹介

全国競技大会で簿記個人優勝した
髙野さん

髙 野 さんが簿 記 個 人 優 勝
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さらなる飛躍が期待されます。
本校の情報経理学科経理専攻は入学
から１年半の間、簿記を中心に学習を
続けています。今回の成績は、その努
力が実ったものです。
対応、新患登録、電話対応、保険証確
認、薬のピッキングや補充、レセプト
関連業務、カルテ出し、電子カルテ入
力、消毒などの作業を行わせていただ
きました。実際の現場で、職員の方と
一緒に働き、「報・連・相」や患者の
立場に立って対応することの大切さな
ど、自分たちの足りない部分に気づく
ことができた良い機会となりました。

保育福祉学科の学生からは、「作り
方をわかりやすく伝えることが難しか
った」
「相手に理解してもらうには大
変だった」などの感想がありました。
国際ビジネス学科の留学生も自国の
紹介をしたり、日本人学生に折り紙を
教えたりする場面も見られました。初
めての交流に、「日本人学生との交流
は恥ずかしいとの気持ちもあったが、
徐々に慣れてきて、友達をつくること
ができた」
「日本のアニメなど共通の
話題を通してコミュニケーションをと
ることができた」などの声が出ていま
した。

担ってい
た の で、
保育福祉学科
子どもた
佃
紫 先生
ちを助け
るという
（保育総合演習、子ども家庭支援論、
実習実技） 「使命感」
４月に保育福祉学科の一員として
と「責任
入職した佃紫先生。県内外の幼稚園、
感」を重
保育園で16年、市役所の家庭児童
視した支援を行ってきました。行政
相談室に４年の勤務経験がありま
の立場だからこそ守れる命。保育の
す。子ども教育の現場経験豊富な佃
現場だからこそ寄り添える気持ち。
先生に授業の様子や目指す教育者像
それぞれのすばらしさを学生に伝え
などをインタビューしました。
ていきたいと思います。
▽目指す教員像
心豊かな保育士育てたい
小学校４年時の担任の先生です。
授業はもちろん、日々の生活を楽し
▽担当科目
むことの大切さを教えてくれまし
保育総合演習や子ども家庭支援
た。自分を表現することの楽しさと
論、実習実技などを担当しています。
友達と大声で笑い合うことのすばら
▽学生指導で気をつけていること
しさを知りました。学生が新たな自
良いことは良い、悪いことは悪い
分を知るきっかけづくりができる、
というけじめある指導と、学生と同
そんな教員を目指して日々精進した
じ目線で寄り添えるような指導を目
いと思います。
指しています。
▽本校学生の印象と期待すること
▽教育現場だけでなく行政職経験も
とにかく元気！かわいい息子と娘
保育現場では子どもたちに対し、
が一気に増えた感じです。今を思い
温かい優しさで包み込むような「安
切り楽しんで、心豊かな保育士にな
心感」を重視した支援を目指してい
ってくれることを期待しています。
ました。行政の立場では虐待対応を

令和３年度

公務員
試 験

▽公務員を目指そうと思った理由
大矢：もともと警察官に憧れを持
っていました。高校１年生の時に、
自宅に巡回連絡に来た警察官がたま
たま同じ高校出身であったことが分
かり、仕事のやりがいや魅力につい
て話を聞きました。そのことがきっ
かけで、交番に見学に行くようにな
り、実際に警察官が働いている姿を
見て私も警察官になりたいと思うよ
うになりました。
村田：伯父が警察官であるため、
仕事についての話を聞き、警察官と
いう職業について興味を持っていま
した。そんな時、祖母が電話で詐欺
被害に遭いそうになりました。その
時は、偶然その場に私がいたため防
ぐことができました。この出来事が
きっかけで、警察官となって特殊詐
欺被害を減らしていきたいと思うよ
うになりました。
▽クラスの雰囲気
大矢：とにかく元気なクラスです。
授業中になるとみんな集中して勉強
に取り組むので、メリハリがありま
す。
友人同士で問題を出し合ったり、
分からないところを教え合ったりし
て、お互いに切磋琢磨（せっさたく
ま）しながら勉強ができる良いクラ
スだと思います。
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既に41人が最終合格

終合格を果たしています。
▽地元での合格相次ぐ
１次試験の合格先を職種別にみてい
くと、国家公務員119人、県職員36人、
市区町村の事務系職員106人、警察官
87人、消防官39人となっています。

群馬県内においては、学校事務や警
察事務などの群馬県職員や群馬県警察
をはじめ、各市町村の事務、消防官な
ど学生たちそれぞれの地元の自治体で
合格を勝ち取っています。
県外では、東京消防庁、警視庁警察
官・警視庁警察行政職員、埼玉県警察
官、東京都職員、埼玉県職員、東京特
別区、横浜市職員などで１次試験に合
格しています。引き続き合格発表され
る試験もあります。
▽２次対策も万全に
１次試験の結果がでた試験について

合格者インタビュー

目標に向かって諦めず挑む
警察官・消防士コース
（１年制）

大矢

実優

さん

（東京農業大学第二高校出身）

村田：授業中は先生方にほめられ
るくらい集中力があるクラスです。
それだけではなく、発言力がある人
が多く、休み時間はみんなとても元
気です。また、担任の先生には、進
路からプライベートなことまで相談
することができるので、クラス全体
がとても良い雰囲気です。
▽公務員試験に向けての勉強方法と
面接対策
大矢：私は、判断推理や数的推理
が苦手でとても苦労しました。しか
し、
苦手だからこそ重点的に勉強し、
分からないところがあれば先生や友

群馬県警察官採用

本校で学び、群馬県警察官の
５月試験で最終合格を勝ち取っ
た学生２人に、試験対策や警察
官を目指すきっかけなどを聞き
ました。

第

1次合格が387人超える

本年度の公務員試験も１次試験の大半が終了し、合否結果の発表が順
次受験先ごとに行われています。本年度は、10月中旬の段階で公務員
の１次合格者数累計が、既に387人を超えています。日程の早い試験で
は、既に最終合格を果たした学生も出ています。１次合格者は、最終合
格を勝ち取った仲間に続こうと、２次以降の試験に向けて対策と準備を
進めています。
10月22日現在、最終合格となった試
験は、大卒・短大卒区分の試験分類や
警察官採用試験です。群馬県職員の学
校事務、伊勢崎市役所、川越市役所、
群馬県警察官（本年10月採用）
、埼玉
県警察官など合わせて41人の学生が最

ＧＬＣ面
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警察官・消防士コース
（２年制）

村田

公平

さん

（桐生工業高校出身）

人に聞きに行き、その日のうちに解
決できるように努力をしました。面
接対策については、私は「あがり症」
なので、担任の先生から「もう練習
しなくても大丈夫」と言われるほど
練習を重ねました。面接本番も緊張
はしましたが、自分の強みをしっか
りと伝えることができ、面接官にも
「警察官になりたい気持ちが伝わっ
た」と言ってもらうことができまし
た。
村田：得意科目である数的推理と
判断推理は絶対に落としたくなかっ
たので、過去問や授業中に配布され

は、２次試験が順次実施される予定と
なっています。
２次試験以降の試験は、面接試験の
他にも集団討論や作文、体力試験など
各職種、各自治体によってさまざまな
形式がとられます。そのため、学生た
ちは受験先の業務内容に加え、試験そ
のものの情報を集め対策を進めていく
ことが求められます。
今後も、より多くの学生が最終合格
を勝ち取ることができるよう、学生と
教職員が一体となって試験に臨んでい
きます。

た問題などとにかく問題数を多くこ
なしました。暗記科目については、
配布されたプリントを必ず家で復習
し、キーワードを覚えるようにして
いきました。高校３年生で公務員試
験を受験した際は、面接で大失敗を
してしまったため、今回は特に面接
対策には力を入れました。いろいろ
な先生と面接練習をしてもらい緊張
感を持って取り組みました。その成
果もあって、本番では練習通り話す
ことができました。
▽合格の必勝アイテム
大矢：問題集に書いてもらった警
察官の方からの応援のメッセージで
す。緊張しているときや行き詰まっ
たときに見て、勇気をもらい最後ま
で頑張ることができました。
村田：私は甘いものが好きなので、
甘いコーヒーが必勝アイテムです。
集中したいときやリラックスしたい
ときなどによく飲んでいました。
▽これから公務員試験を受ける同級
生や後輩へのメッセージ
大矢：採用イベントや説明会には
積極的に参加し、情報収集をするこ
とがとても大事だと思います。行動
をすることで、夢に近づくことがで
きると思うので、諦めずに頑張って
ほしいです。
努力は必ず報われます。
村田：つらくても最後まで諦めな
いことが大切だと思います。公務員
試験は一つの通過点です。最終目標
が合格ではなく、合格したあとどう
していきたいかを目標にもって頑張
ってほしいです。
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本番想定し熱心に
合格目指し
「面接強化週間」
面接カード ▶▶▶

次に、学生たちは模擬面接で使用す
る「面接カード」の作成に移りました。
これは、実際の面接試験でも面接する

に伝えるか、声の出し方や態度につい
て具体的に知ることができました。

セミナーやガイダンスで試験対策

本校と教育提携を結ぶ実務教育出版
が、学生に最新の公務員試験情報や対
策法を講義する「初級公務員ガイダン
ス」が、４月19日と６月21日、学園本
部館６階ホールで行われました。
実務教育出版は、公務員試験関係の
出版社における最大手として知られ、
本校の学生・職員にとって強力な支援
者となっています。
入学当初は、まだ公務員試験につい
て十分な知識が身についていない学生
もいましたが、４月19日に実施された
「基礎期」のガイダンスでは、公務員
試験で課される教養試験や適性試験、
面接試験などについて、詳細なデータ
が提供され、自分が希望する職種に就

高校生ら約100人が参加
公務員試験夏期セミナー

熱心に講義を聴く学生たち

実務教育出版が最新情報提供
「初級公務員ガイダンス」

くにはどのような準備をすればよいの
かを知ることができました。
６月21日に実施された「実践期」の
ガイダンスでは、公務員試験までの残
り３カ月をどのように過ごしていく
か、勉強への取り組み方や目標とする
点数など具体的に知ることができまし
た。また、主に２次試験で課される面
接に向けた準備の進め方についても学
ぶ機会となりました。今回得られた情
報をもとに、各学生が最終合格を目指
し、一層の弾みをつけていくことが期
待されます。

面接カードを完成させた学生は、順
次模擬面接に移ります。志望先によ
り、公安系・事務系に分け、集団面接
の形式で実施。学生たちは本番同様に
スーツを着用して模擬面接に臨むた
め、普段と違い少し緊張した雰囲気が
校舎内に漂いました。面接に不慣れな
学生も多く、面接における礼儀作法か
ら指導を受ける学生もいましたが、そ
の場ですぐに改善し、真剣に模擬面接
に取り組むようすが窺えました。
また、
うまく自分を表現できていない場面も
目立ちましたが、アドバイスを受け、
繰り返し練習していく中で、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。
面接で評価されるコミュニケーショ
ン能力や礼儀作法、職業への理解は試
験合格のためだけではなく、今後社会
人となる学生にとって力になり得るも
のです。
今回の経験と学びを胸に刻み、
各学生が公務員合格を果たし、それぞ
れの場所で活躍していくことを期待し
ます。

学生消防団が活動開始
新前橋駅周辺で
広報活動と清掃
本校では令和３年度から前橋市消防
団の指導のもと、
「学生消防団」を誕
生させました。団員に登録しているの
は、警察官・消防士コース（２年制）
の
２年生11人、１年生14人で、いずれも
消防団活動を通じて将来の職業の参考
にできればと参加した学生たちです。
学生消防団は、活動第１弾として毎
週水曜日の放課後、10人程度に分かれ
JR新前橋駅および周辺で、駅利用者
に消防団員募集や家庭用火災報知器設
置のチラシを配布＝写真、合わせて奉

新任教師紹介
田代 剛大 先生

公務員を目指す高校生から高い評価
を受ける毎年恒例の「夏期セミナー」
が今年も前橋会場と桐生会場で開催さ
れました。セミナーは、９月から本格
化する公務員試験に備え、１次試験の
教養試験合格に向けて、対策授業を行
うものです。
今年も、新型コロナウイルス対策と
して、密集を避けるため、前橋会場は
速成コースで修了式
講義型授業と映像配信型授業の２会場
に分け、桐生会場は映像配信型授業で
半年間での短期集中学習を行う速成
の開催となりました。授業は、公務員 （半年）コースの修了式が９月30日に
試験に出題されるほぼ全ての科目が実
行われ、対象学生６人が林康宏学校長
施され、その他、模擬試験や現役の公
から修了証書を受けました。
務員として働く本校の卒業生による座
林学校長からからは、
「本校で学ん
談会も実施されました。
だことを胸に刻み、自信を持って前に
新型コロナウイルス感染防止の観点
進んでほしい」と期待を込めた言葉が
から、QRコードを利用した着席確認
送られました。
や検温、消毒などの防止対策に考慮し
本校では、最終合格を勝ち取るため、
ながらの実施となりましたが、公務員
今後も面接などのサポートをしていく
を目指す受講生にとって有益な14日間
予定です。

模擬面接 ▶▶▶

︵自然科学担当︶

となりました。
映像配信型授業では、講師が教室に
いない状況での講義でしたが、各受講
生の意欲は極めて高く、授業に集中し
て取り組んでいました。また、授業終
了後も積極的に講師に質問するなどの
姿も見受けられました。
セミナー終了後の感想では「模範解
答通りではなく、先生流の分かりやす
い解き方で教えてくれたので、分かり
やすかった」などの声が出ていました。

本番を想定した模擬面接

強化週間の最初に、提携関係にある
実務教育出版社の吉村潔氏から全体講
義がありました。新型コロナウイルス
の影響から密にならないよう時間帯を
分け、かつ遠隔による講演となりまし
た。講演では、１次試験以降の流れや
面接試験の形式について学びました。
また、面接では自分の考えをどのよう

実務教育出版による全体講義

全体講義 ▶▶▶

面接カードの作成指導

近年の公務員試験は、人物重視の傾向が強く、２次試験以降に実施される
面接試験が公務員合格には非常に重要となっています。本校では、10 月以
降本格的に始まる面接試験に備え、９月 30 日、10 月１日、10 月４日の３
日間の日程で、学校長をはじめ教職員全員で面接強化週間を実施しました。

際の参考資料として使用されることが
多く、受験者に志望動機や自己PRな
どを文章化させ、
提出させるものです。
これまで漠然とした志望動機しか持
っていなかった学生は、目指す仕事の
魅力ややりがいをいざ自分の言葉で表
現するとなるとうまくいきません。こ
こで、自分の想いを相手に分かりやす
く伝えることの難しさに直面します。
そこで、学生と長い時間を過ごす担
任をはじめとする教師陣から個別にア
ドバイスを受けながら、何度も書き直
すなど真剣に作成を進めました。

自然科学で差をつけよう
令和３年度、本校に田代剛大先生
が着任しました。
田代先生は大学の教育学部で、中
学校、高等学校の美術の教員免許を
取得。卒業後は、学習塾の講師や、
中学校の教員をする傍ら、通信制大
学に通い、理科や社会科の教員免許

仕活動として周辺清掃も行っていま
す。期間は９月末から12月を予定。
視察した前橋市消防団の小沢幸信副
団長は、「コロナ禍で活動が制限され
る中、自主的に取り組んでいただき感
謝している。呼びかけの声もしっかり
と出ていました」と話していました。
を追加取得し、学生たちに幅広い指
導を行ってきました。
本校では主に、自然科学の授業を
担当しています。
「自然科学は苦手意識を持つ学生
が多くいます。しかしその分、他の
受験者と差をつけることが可能な科
目です。また、実験や観察などで得
たデータを客観的に分析し、事実に
基づいた仮説を立てていくといっ
た、科学的な思考を身に付けること
は、災害や感染症の対策にあたるこ
ともある公務員にとって非常に重要
です。ぜひ本校で、自然科学を苦手
科目から得意科目にしてください」
と、話してくれました。
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厳かに45人が戴帽
臨地実習に向け決意誓う
県内養成校初 男子学生も

感

想

目標を再確認
戴帽学生代表・石川

舞さん

コロナ禍ということもあり、私たち
の学年は、各種行事が１年次にはでき
ませんでした。そのため、初めてクラ
ス一丸となって戴帽式という目標に向
け練習を重ね、クラスの団結力が強ま

を実施しました。
学生たちは、１年次に模型上で練習
を重ねており、２年次の相互実習で自
信をつけ本番に臨みました。実際の口
腔内は模型とは異なりさまざまな口腔
内環境に適応できるスキルを磨く必要
性があることを、本実習で実感したよ
うすでした。
実際の臨地実習先では患者口腔内か
ら多くの学びの機会を得ることができ
ます。今回の患者実習の経験を生かし
臨む６カ月間の実習では、さらに現場
の先輩たちから多くのことを学べると
期待しています。

戴帽し、誓いの言葉を述べる学生たち

ったのではないかと思います。これか
ら臨地実習に向けて一生懸命努力して
いきたいと思います。辛いことや困難
もあると思いますが、そのような時に
戴帽式のことを思い出して歯科衛生士
になるという目標を再確認できるよう
にしたいです。

スタートラインに
戴帽学生代表・酒巻拓郎さん
１年次から、クラスの中で男性が一
人という状況で心配しましたが、多く
のクラスメイトが親しく話しかけてく
れ、大変ありがたかったです。入学し
１年半、今回の戴帽式に参加できたこ
とで、歯科衛生士になるためのスター
トラインに立つことができました。戴

帽式での誓いの言葉は、今後社会に出
てから大切なことだと改めて気づかせ
ていただきました。

ミュゼホワイトニングと教育連携
「小顔音読」の末光先生が
オンラインで特別セミナー
本校はデンタルクリニック「ミュ
ゼホワイトニング」
（医療法人財団
匡仁会・末光妙子理事長）と教育連
携しており、７月１日には、本校全
学生を対象に、末光理事長（歯科医
師）による【小顔音読特別セミナー】
を、オンラインで行いました。
講師の末光先生はホワイトニング
のスペシャリストとして知られ、口
腔ケア全般について幅広い知識があ
り、「必白仕事人」の異名をとって
います。講義は、末光先生の著書
『小
顔音読〜歯科医師が教える魔法の早
口言葉〜』に基づき各学年の教室を
結んでオンラインで行われました。
小顔は女性の永遠のテーマであ
り、学生たちは、本番前からセミナ
ーを楽しみにしていました。
講義では、末光先生から、舌の正
しい位置や呼吸法などの指導を受け
ました。
そこでは、正しい舌のポジション
は、舌全体が上顎に沿ってべったり
と貼りついていること。舌先が前歯

オ ン ラ イ ン で 行 わ れ た﹁ 小 顔
音読﹂特別セミナー

学生を模擬患者に見立て行われた患者実習

コロナ予防に配慮し

学生協力で
患者実習

２年生が、10月からの臨地実習に先
立ち、
学校内で患者実習を行いました。
例年の患者実習は、学生の保護者を
模擬患者とし、学生が歯科衛生士役と
なり、模擬患者へさまざまな施術を行
ってきましたが、昨年と今年はコロナ
ウイルス感染拡大防止に配慮し、保護
者ではなく学生を模擬患者に見立てて
の実習となりました。
当校の渡邊英明先生（歯科医師）の
監督のもと、
衛生士の業務内容である、
患者接遇、医療面接、処置内容の説明、
プロービング、ブラッシング指導、ス
ケーリング、PMTCなどの一連の処置

仕の心を持ち続けます」と、全員で固
く誓いました。
戴帽学生の中には、群馬県初の男子
歯科衛生士を目指す学生もいます。介
護福祉士として社会で経験をした中
で、口腔ケアの大切さを間近に感じ、
歯科衛生士とのダブルライセンスを目
指し勉学に励んでいます。
戴帽学生は10月１日から医療現場に
て６カ月間の実習へ臨みます。今まで
学んだ知識・技術を生かして、しっか
り研鑚（けんさん）を積んでほしいと
思います。

戴帽学生代表の石川さんと酒巻さん

「厳粛に決意誓う」
。18期生45人の戴
帽式が７月８日、ロイヤルチェスター
太田で行われました。
戴帽式とは、学生たちが医療人とし
て、歯科衛生士の仕事に対する意識を
高め、責任の重さを自覚し、その決意
を表明する儀式です。授与されたナー
スキャップには、自覚、責任、愛、信
頼、感動、誇りの意味が込められてい
ます。
学生たちは、臨地実習へ臨むために
必要な知識と技術を習得し、友人同士
で励ましあいながら、勉強や練習を経
てこの日を迎えました。式典は、コロ
ナ禍のため、参加人数を制限し、マス
ク着用で行われました。戴帽式では代
表者２人が登壇し、星野寛一学校長か
らナースキャップが授与されました。
戴帽された学生たちは、
「思いやり
の心を忘れず学習した知識と技術を社
会のために役立てます。歯科医療の尊
厳を守り医療従事者としての責務の重
さを自覚し常に連携と強調、博愛と奉

に触れず、切歯乳頭（前歯の裏側の
歯肉にある小さな突起）に軽く添え
られていること。この時に上下の歯
は２、３ミリ程度に隙間が空き、口
は軽く閉じていることを基本とする
などが指導されました。
「小顔になれる早口言葉」は、
〈が
かぐぎ ぎぐかが〉を３回唱えるこ
とで、舌の根本部分を集中的に鍛え
ることができるそうです。また、
〈だ
ぞざど どざぞだ〉を３回唱えるこ
とで表情筋のトレーニングができま
す。学生たちはこのような早口言葉
を、「難しい」と言いながら声に出
して挑戦していました。
さらに、普段の解剖学の授業で学
ぶ内容も、分かりやすく予備知識な
どを教えてもらうこともでき、学生
の理解が進みました。
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50人が戴帽

医療人の決意誓う
式典は動画配信
中央医療歯科専門学校高崎校２年生
（４期生、50人）を対象にした戴帽式
が７月15日、高崎市のヒカリフルコー
トで行われ、これからの臨地実習への
決意を誓いました。
今回の式典は、新型コロナ感染予防
の一環として、在校生や保護者の参加
を控えていただき、その模様は動画で
配信しました。
戴帽式の目的は、
臨地実習にあたり、
自ら選んだ歯科衛生士の道へ新たな決
意を誓うものです。
式典では、中央総合学園の中島慎太

▲ナースキャップを戴く学生たち
◀医療人としての決意を誓う戴帽学生

郎理事長と原和則学校長が、学生一人
一人にナースキャップを戴帽。３年生
の先輩からキャンドルの火が灯されま
した。ナースキャップには、自覚、責
任、愛、信頼、感動、誇りの意味が込
められ、キャンドルには医療の精神・
志を引き継ぐという意味が込められて

感染対策しながら
２年生が患者実習
８月の下旬から９月の上旬にかけて
２年生を対象にした患者実習が行われ
ました＝写真。
この実習は、例年であれば学生が歯
科衛生士や患者役になり交互に実習を
行ってきました。しかし、群馬県に緊
急事態宣言が発令されたこともあり、
本校では１回の実習人数を３分の１と
し、患者役を学生ではなく、頭部の付
いている顎模型で行いました。
形式は異なっても、実習内容は以前

織さんを中心に、全員で誓いの言葉を
唱和。その中では、歯科衛生士を天職
として志し、学ぶ姿勢と気持ちを仲間
と確認し、歯科衛生士への歩みを支え
てくれた周囲の人々に感謝し、医療人
としての責任を持って行動していくこ
とを、力強く誓いました。

歯に関するクイズ出題
オンラインで学園祭

と変わらず実施されました。学生たち
は、患者来院から治療室に入り検査な
どを行うという一連の動作に挑戦。緊
張しながらも、それぞれの手順をしっ
かりとやりとげていました。

緊張の中、卒業研究発表会
卒業研究発表する学生

口腔内健康など
多彩なテーマで
本校３年生36人による2021年度「卒
業研究発表会」が９月24日、高崎市総
合福祉センターホールで開かれまし
た。
学生たちは、口腔内の健康、歯ブラ
シの選び方、歯磨きの方法、ホワイト
ニングと研磨剤、歯の着色、歯周病予
防など多彩なテーマで、自ら調べた内
容をそれぞれの学生が５分の持ち時間
で発表しました。
今回で３回目となる発表会は、新型
コロナ感染防止のため手指消毒の徹
底、席を１つ離して座るなどの対策を
取り実施しました。
会場には、１・２年生も出席し、先

います。この灯を先輩から受け継ぐこ
とは、その精神を絶やすことなく灯し
続けていくということになります。
式典では、原和則学校長が式辞を述
べ、中央カレッジグループの中島利郎
代表から祝辞をいただきました。
その後、戴帽学生は、代表の吉原衣

本校と中央情報大学校、高崎ビュー
ティモード専門学校による初の合同オ
ンライン学園祭が９月11、12日に行わ
れました。
歯科衛生士を養成する本校では、
「歯
に関するクイズPART １、PART ２、
PART ３」を学年ごとに学生たちが
考えコンテンツとしました。
具体的には「8020運動とは」「歯が
多い生き物は」「乳歯の数は」
「糖質の
多い食べ物は」「永久歯は何本」など、
たくさんの質問が並びました。
コロナ禍の中、あらゆる行事やイベ
ントが中止になっていますが、新しい

クイズのトップ画面

ことにチャレンジする意味でオンライ
ン学園祭に参加できてよかったと思い
ます。

新 任 紹 介

これまでの経験を学生に
中川絵梨佳 先生
（歯科診療補助論・口腔衛生学）

１、２年生も参加した発表会場のようす

輩たちの発表を真剣に聞き入り、プレ
ゼンテーションの方法や発表態度など
について、今後の自分たちの発表の参
考にしているようでした。

今年の４月に、本校に入職した中
川絵梨佳です。今までの経歴は歯科
衛生士として歯科クリニックで９年
間勤務、その後は介護福祉施設で働
いていました。
本校での担当科目は、歯科診療補
助論と口腔衛生学です。
学生たちには、臨床の現場で成功

したことや失敗したこと、たくさん
の子どもから大人までお口の中の健
康に携わってきた経験を踏まえて具
体的に伝え、すばらしい歯科衛生士
になってもらえるように指導してい
きたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたしま
す。

中央農業大学校に本年度、新た
に27人が入学しました。コロナ
禍に負けず、
学習や実習にはげみ、
資格・検定合格を目指し努力を続
けています。新入生を代表して、
２人にインタビューしました。

自前の農産物を販売したい
ファーム農業経営学科
６次産業化デュアル
システムコース

相川

夏乙さん

（勢多農林高校出身）
▽本校を選んだ理由
学校の雰囲気がとても明るく、先生
たちの話がとても面白かったからで
す。
▽好きな授業科目
果樹の授業が、とても楽しく好きで
す。以前から果物が好物だったことと
本校では開校以来、農業関連企業や
農業法人、団体等に多くの人材を輩出
してきました。本年度も、早期就職内
定が相次いでいます。その努力や後輩
へのメッセージを聞きました。

内 定者インタビュー
内定先

株式会社群馬クボタ

農業経営学科
農業ICT専攻

森田

圭哉さん

（明和県央高校出身）

農業機械に魅力感じて
▽内定先企業を選んだ理由
私は、
農業の６次産業化を学ぶ中で、
農業機械に魅力を感じていました。農
業機械の発展は作業効率向上による労
力の削減に繋がります。農業機械メー
カーであるクボタは、業界トップシェ
アを誇り、世界でも活躍されている企
業であり、これからも発展し続けると
思いました。また、食料・水・環境問
題に対しても積極的に取り組んでいる
事も魅力的でした。私は農業機械の販
売、修理やメンテナンスの業務に携わ
ることで農業を支える人材になりたい
と思い株式会社群馬クボタを選びまし
た。
▽これからの夢
農業機械を修理・メンテナンスでき
る技能技術を早く身に付けたいです。
その後、営業販売についても担当し、
業務の全てを完璧に行えるようになり
たいです。そしていつか独り立ちする
のが私の夢です。
▽後輩たちへのメッセージ
就職活動は早めに計画を立て行動す
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夢 に 向 かって
樹木に関して興味を持っているからで
す。また、実の生り方など楽しい学習
内容だからです。
▽先生たちの印象
先生たちは、とても接しやすいと感
じています。学生一人一人のことをし
っかり見てくれていると思います。
▽将来の夢
就職し、いろいろなことを経験し学
んでいきたいです。そしていつかは資
金を貯め、自分の畑と店舗を持ち、そ
こで育て収穫した農産物を販売するこ
とが私の将来の夢です。

農業経営学科
農業ビジネス専攻

勇樹さん

（東京・篠崎高校出身）
▽本校を選んだ理由
実習の時間が多く、体験をしながら、
いろいろなことを学べるので、選びま
した。
▽好きな授業科目
実習の授業です。実際に自分自身が
作業することで、農業に関するさまざ

早期就職内定者が相次ぐ
将 来 見 据 え、 職 業 選 択
ることが大切です。内定を目指す企業
を決めたら、その企業の研究を徹底し
て行い準備を整えることです。面接対
策をしっかり行うことも重要です。面
接試験に挑む際は、「明るく元気に」
を心掛けてください。自分に自信を持
って積極的に行動すれば絶対に大丈夫
です。自ら行動しなければ何も始まり
ません。皆さんもぜひ、頑張ってくだ
さい。
内定先

株式会社モリタネ

農業経営学科
農業ビジネス専攻

鮫島

巧充さん

（埼玉・
熊谷農業高校出身）

味しいと笑顔で食べていただく」とい
う理想を実現させたいです。そして将
来、農業の楽しさ、魅力を体験いただ
きながら学べるコミュニティをつくり
たいと思います。そのためにもより一
層多くの経験を積みさまざまな農業に

内定先

株式会社井上寅雄農園

ファーム農業経営学科
６次産業化デュアル
システムコース

小林
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新入生に聞く

夢は果樹園オーナー
寺西
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愛佳さん

（長野・佐久平
総合技術高校出身）

多彩な農業のかたちに共感

▽内定先企業を選んだ理由
私は、以前より農業をしながら接客
おいしい野菜作りに一役
に携わること、農業の６次産業化で地
▽内定先企業を選んだ理由
元の活性化に携わることができる職に
私は、以前から農業に関わる仕事に
就きたいと思っていました。井上寅雄
興味を持ち高校、専門学校で農業に関
農園では、いちご狩りの運営に加え、
するさまざまなことを学んできまし
キッチンカーを利用した加工品の製
た。その学びの中で農業に携わる方々
造・販売を行っています。これは、私
をサポートする仕事に就きたいと考え
にとって魅力的な内容でした。さらに
るようになりました。そこで出合った 「ファーム・ラン」や「アグティー」
のが農業を支える種の専門店「モリタ
といった農業者が課題をシェアしなが
ネ」でした。企業見学に参加させてい
ら互いを高め合うことができるサービ
ただき、その際、お客様と喜びを共有
ス、農業の課題をゼロに農業を加速す
し、共に歩みたいというお話を伺い、 るという経営ビジョンを掲げ進化し続
私の仕事に対する思いと重なり志望し
ける姿勢などにひかれ志望しました。
ました。
▽これからの夢
▽これからの夢
多くの方に農業体験をしていただ
お客様とのコミュニケーション力を
き、これをきっかけに少しでも農業に
磨き、私の目標としている「野菜を美
興味を持っていただきたいです。また、

まなことを体で覚えながら経験値を上
げられるところが良いです。また、手
間暇かけて作った野菜を味わえるとこ
ろもこの授業が好きな理由です。
▽先生たちの印象
面倒見がよい先生方が多いです。先
生方は話しやすくて相談しやすい雰囲
気で接してくださいます。明るく親切
で親しみやすく優しいです。また、専
門分野の知識が豊富です。
▽将来の夢
就職し、いろいろなことを学びなが
ら多くの経験を積み、独立して果樹園
を開きたいと夢見ています。そして、
その収入で大きな家を買うことが私の
将来の夢です。
関する知識・技術を身に付けていきた
いです。
▽後輩たちへのメッセージ
学校での日々の授業の中で、面白く
感じること、興味・関心がわくことを
たくさん見つけてください。そこから
やりたいことが見えてくると思いま
す。そして、学校で学んだことを生か
せる企業にめぐりあうためには企業研
究がとても重要です。ぜひ、自分自身
のやりたいことを実現させるために積
極的な就職活動をしてください。
農業の面白さを情報発信していきたい
です。そのためにも残された学校生活
や今後の社会人生活の中で「考える
力」
・
「伝える力」をきたえて身に付け
たいです。お客様、社員の方々、自分
自身が幸せになれるようにしたいで
す。
そして、
仕事とプライベートを両立、
充実させ楽しく生きていきたいです。
▽後輩たちへのメッセージ
企業を知るうえで説明会には積極的
に参加した方がいいと思います。ホー
ムページを見るだけでなく、いろいろ
な企業の説明会に参加することで、当
初の企業イメージとは違った新しい発
見がたくさんあり、とても勉強になり
ます。企業研究はとても重要です。ま
た、自己分析も重要です。企業に対す
る自己PRに繋がります。先生や友達
から見た印象を聞き、アドバイスを受
けることも大切だと思います。積極的
に就職活動に取り組んでください。

就職内定状況
本校の就職状況は、前年度（令和
２年度）は、内定100％を達成しま
した。
本年度も好調で10月25日現在の内
定率は58.5％となっています。
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文科省事業で平成30年度〜令和２年
度にかけて開発したスマート農業関連
のテキストを用い、スマート農業を体
系的に学べるカリキュラムが全国に先
駆けて本校でスタートしました。
スマート農業では、農業データ、セ
ンシング、ドローンなどを活用して精
密な農業を行うことで、品質や収益を
向上させることができます。しかし、
スマート農業が若い世代に農業をより
魅力的に感じさせ、就農への関心を高
めると言われながらも、全国的にみる
と農業教育機関でさえもスマート農業
に触れ合う機会が少ないことが課題と
なっています。
本校がスタートさせたカリキュラム
は農業の栽培管理、ICT化、データ活

季節限定ハンバーグ店頭に
企業連携でメニュー開発
職業実践専門課程の一環で企業連携
実習に取り組む食農調理師学科２年生
が、ステーキレストランGGCと連携
し９月の月替わり限定ハンバーグメニ

学生の考案したメニューで商品化されたハンバー
グ（左が片山さんのもの、右が川田さんのアイデア）

本校のオリジナル商品「はたちの
コシヒカリ」収穫が10月14日、前橋
の宮城農場で行われました。
入学間もない学生たちの手によっ

本校のオリジナル商品

「はたちのコシヒカリ」収穫

学生が栽培した
野菜の販路拡大
学生が栽培した新鮮野菜の販路が拡
大しています。野菜販売は、昨年から
セブン−イレブン前橋南町４丁目店で
始め、好評でした。今年はさらに販路
を拡大し、株式会社エムダブルエス日
高の日高在宅医療支援センター
（本部）
と地域福祉交流センター（日高デイト
レセンター）、ヤマザキデイリーウェ
ル日高病院店、前橋育英学食にまで販
路を拡大しました。
扱う野菜は、キュウリ、ナス、トマ
ト、ピーマン、ジャガイモなどです。

用などを具体的に学ぶものです。
日本農業は高齢化や自給率の低迷が
叫ばれているものの、その一方でスマ
ート農業を駆使しながらブランドを確
立し、売り上げを伸ばしている農業者
も増加しています。
遅れているスマート農業教育の先陣
を切り、本校卒業生が日本農業の発展
に少しでも貢献できればと願いなが
ら、本校はスマート農業教育へのチャ
レンジを続けています。
ューを開発。GGC高崎本店・前橋小
相木店・前橋駒形店の３店舗では川田
美咲さん（CHS前橋キャンパス出身）
のメニューが、HappyBurg 高崎倉賀
野店では片山ほのかさん（長野原高校
出身）の考案メニューが採用され、そ
れぞれ販売されました。
学生たちはメニューの試作を繰り返
し、企業にプレゼン、選ばれたメニュ
ーが実際に店舗で販売されます。この
企業連携実習では、自らが考案した商
品が販売される喜びを味わい、選ばれ
なかった場合は改善点を考えることが
できます。今回の経験を踏まえ、既に
学生たちは次回の冬メニューの開発に
取り組んでいます。
て５月に籾播き、６月に田植えが行
われ、
はや４カ月、学生とともに「は
たちのコシヒカリ」もしっかりと成
長し、待ちに待った稲刈りの日とな
りました。
協力農家の方のコンバインを使
用しての収穫では、学生たちも運
転し、貴重な経験となりました。
収穫したコシヒカリは、本校で行
われる収穫感謝祭や本校直売所など
で販売されます。これからもよりよ
い品質の米づくりを目指して「はた
ちのコシヒカリ」のブランド力向上
に取り組んでいきます。
学生は野菜栽
培 に あ た り、
日々の除草、収
穫や選別・袋詰
め、野菜のデー
タ収集に取り組
んでいます。販
路拡大に伴な
い、学生が栽培
野菜の販売コーナー（日
した「新鮮で美 高デイトレセンター）
味しい野菜」を
毎日楽しみにしてくださるお客様も増
えています。これからも、安全で美味
しい新鮮野菜の提供に取り組んでいき
ます。

２次審査でアイデアを発表す
る伊藤さん㊧と秋山さん㊨

センサを自作しているところ

文科省事業でテキスト開発

群馬イノベーションアワード２０２１

全国に先駆けカリキュラム
スマート農業の授業始まる

2021（令和３）年11月１日発行 （9）

伊藤さん、秋山さんが２次審査に進出
野菜クレンザーや水耕栽培を発表
起業家発掘プロジェクト「群馬
イノベーションアワード（GIA）
2021」
（上毛新聞社主催・田中仁財
団共催）の２次審査に、農業経営
学科２年、伊藤美野さん（桐生女
子高校出身）とファーム農業経営
学科２年、秋山優真さん（安中総
合学園高校出身）が進出しました。
本校の２次審査進出は６年連続。

伊藤さんがファイナル進出
10月23日に上毛新聞社ホールで
行われた２次審査では、田中仁・
ジンズホールディングスCEOら
５人の審査委員を前に、伊藤さん
が廃棄野菜や環境問題の解決プラ

ン「からだと環境にやさしい野菜
クレンザー」を、秋山さんは水耕
栽培の普及プラン「失敗してたま
るか！本気の水耕栽培」を堂々と
プレゼンテーションしました。
その結果、伊藤さんが12月５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進出を
決めました。
今年のGIAには過去２番目に多
い548件がエントリー、このうち
49組が２次審査に進出。本校学生
がエントリーした「ビジネスプラ
ン部門 大学生・専門学校生の部」
２次審査には８人が出場、３人が
最終ステージ出場となりました。

農業系グループ会社２社を設立
CAGデュアルシステム実践の場

本校での６次産業分野におけるデュ
アルシステム実践の場として、2021年
４月に農業生産法人（現状：農地所有
適格法人申請中）「中央農業グリーン
株式会社」、食品工場と直売店舗を併
設した「中央フレッシュデザート株式
会社」を設立しました。
「中央農業グリーン（株）
」は野菜・
果物の生産技術や農業ICT技術、野菜
販売に関する３次産業分野の技術修得
の場とします。また、最重要役割とし
て “インキュベーションセンター” と

して在学中の新規就農準備、卒業生の
就農支援の機能も備えています。
「中央フレッシュデザート（株）
」は
フルーツサンドやフルーツワッフル、
カップケーキなどの生産を行い全国規
模の量販店で販売するとともにオリジ
ナル商品の直売店舗での販売も積極的
に行い、新商品開発を実践的に実施し
ていきます。今後は、新設２社と本校
が三位一体となって産学連携を強化し
ていきます。

フルーツサンド

ヒット商品として現在もさまざまな
店舗に並ぶこの商品がなぜ人気なのか
その理由を考え、実際に調理し、食す
ことで新たな商品を開発する試みとし
て実施しました。
研究では、ターゲット顧客、顧客が
求めている価値、他のスイーツにない
強みなどの意見を出し合いました。今
後は学生たちのアイデアが商品として
形になるよう取り組んでいきます。

商品研究から開発へ
３学科の２年生
農業経営学科、食農調理師学科、フ
ァーム農業経営学科の２年生が、農業
の６次産業化を学ぶ一環として「フル
ーツサンド」を題材とした商品研究を
行いました。

和 食 の

豆

知 識［４］

お米は「ありがたい食材」
今年も新米のおいしい季節になり
ました。新米を炊いた時の甘く豊か
な香り、口に含んだ時のふくよかな
うま味と粘り気が多いのがジャポニ
カ種ならではの特長です。
稲作は縄文時代の後期に大陸から
北九州に伝わりました。高温多湿で
きれいな水に恵まれた日本の気候風
土が稲作に適していたこともあり、
弥生時代になると東北まで広がりま

した。収穫後、
保存のできるお米は、
私たちの祖先の食生活に安定を与
え、
日本人にとってかけがえのない、
まさに「ありがたい食材」として受
け継がれてきました。
お米を主食とした和食が、健康食
と言われる理由としては、①主食の
ごはんに砂糖や油が使われていない
こと。②野菜や魚、豆、海藻などの
低カロリーで栄養バランスの良いお
かずを合わせていること。③味噌や
醤油、漬物などの発酵食品を摂って
いること。などがあげられます。

決定
催
開
「中央情報大学校で
来 春、 新 た な イ ベ ン
ト」
。2022年２月26・
27日 に Ｇ メ ッ セ 群 馬
で、学習成果発表の新
たな催し「CID EXPO
2022」の開催が決定
しました。
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２月26・27日にＧメッセ群馬

「学生の技術力」を発信
新たな学習成果発表の場
今回の作品制作は、既存の技術や製
品を組み合わせて、応用・改造するこ
とで新たな「使い方・遊び方・見せ方」
に発展させることを目指しています。
そ の た めAIやIoTな ど のICT分 野、
3DCGやプロダクトなどのデザイン分

３校合同でオンライン学園祭

初の試みに大きな成果

オンライン学園祭の会場トップ

に形を組み替えられるアイランド
型レイアウトのオープンな雰囲気
になっています。

本校学生７人に委嘱

本校では、高度ICTデザイン学
科、情報システム学科の学生７人
が、群馬県警から委嘱を受けて
「サ
イバーパトロール コラボレイタ
ー」として活動しています。
パトロールに際し、従来の手法
では長時間の手作業による負担が
大きく、これを軽減するため、特
定の情報を自動収集するシステム
（特定情報自動収集プログラム）
を学生たちが開発。短文投稿サイ
ト「ツイッター」から違法薬物売

買の書き込みを自動で集めて通報
できるようになりました。その結
果、 大 幅 に 作 業 効 率 が 向 上 し、
100倍以上も犯罪が絡む情報を通
報することができます。
開発に携わった学生は、「普段
自分たちが学んでいる技術を活用
できたことがとてもうれしい」と
話していました。
今後は幅広く違法情報を集め、
AI開発も加えることで自動化を
さらに加速させていく予定です。

クションゲームの制作に関する研
究」などです。
スマートロックや２フロアをま

誕生した新施設の内部

高度ICTデザイン学科の学生た
ちが使用する新施設（実習室）と
して、高崎駅東口駅徒歩１分と好
立 地 の ビ ル に「R&D Site3&4」
が誕生しました。
新施設のコンセプトは「研究開
発に取り組む学生たちが集う拠
点」です。
自由で豊かな発想ができるよ
う、内部は個性的な台形型の机と
ナチュラルウッドのいすを採用
し、チームやユニットごとに自由

コラボレイターの

「初の試みに大きな成果」
。中央総合
学園３専門学校（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）合同の学園祭が、９月11・12日
に、オンラインで初めて開催されまし
た（公開は９月30日まで）
。
学園祭期間中には、インターネット
上にバーチャル空間である特設サイト
を公開。企業協賛50社、訪問者数は30
日までの公開期間中4920ユーザーに達
しました。
昨年度は新型コロナウイルス感染拡
大防止のため学園祭は中止。本年度は
「今だからこそできる」学園祭のかた

ちを検討し、学生同士が一致団結して
学習の成果を発表することができるオ
ンラインでの開催にこぎつけました。
本校の特徴である情報・デザイン・
電気・日本語能力の学習成果を前面に、
プログラミングコンテスト、オンライ
ンツールを利用した早押しゲーム、天
気予報の3DCG、3DCADでの錯視ア
ート、プラレールを使っての電車がぶ
つからない仕組み紹介、留学生による
日本語弁論大会、Live2Dキャラクタ
ーによる各展示案内などを行いまし
た。
初のバーチャル空間を使った企画で
したが、訪問者の反応もよく、学生、
職員ともに実りの多い学園祭となりま
した。

群馬県警サイバーパトロール
サイバーパトロール
委嘱を受ける学生

バーチャル空間楽しむ

野、スマート家電やLEDなどの電気
通信分野など、さまざまな分野の技術
を集結させ、学科の垣根を越えたプロ
ジェクトチームで研究開発を行ってい
ます。
当日はプログラミングコンテストや

﹁特定情報自動収集プログラム﹂
が本格稼働

「CID EXPO 2022」は、学生の学習
成果を作品として展示し、多くの方々
に学生の技術力を「見て」
「触れて」
「体
験して」知ってもらうためのイベント
です。

ｅスポーツ大会などの参加型イベント
をはじめ、遊びながらプログラミング
を学ぶキッズコーナーや、次世代職業
像イメージを体験するDXコーナーな
どの体験型イベントも予定していま
す。また期間中は、Ｇメッセ群馬会場
の熱気を伝えるライブ中継も行う予定
です。当日は、ぜひ、Ｇメッセ群馬で
のリアル体験とオンラインでのバーチ
ャル体験をお楽しみください。

新施設「R&D Site」誕生
学生の新たな研究開発拠点
現在、学生たちが取り組んでい
る研究テーマは、
「植物の生育を
自動化した模擬ビニールハウスに
関する研究」や「ストラテジーア

たぐ通信デバイス、ネットワーク
カメラなども設置し、新たな刺激
やアイデアにつながるICTの恩恵
を最大限に生かしています。

◀「R&D Site」の
webページはこちらから
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本校では、専門性の問われる難関の
国家資格や検定などに続々と合格を果
たしています。10月末までの結果を
報告します。

専門資格に合格者相次ぐ

電 気 系 学 科

情 報 系 学 科

「 電 験 三 種 」 と「 エ ネ ル ギ ー 管 理 士
試験」に合格した角掛さん

「電験三種」
「エネルギー管理士」
難関に角掛さんダブル合格
８月22日に実施された難関の国家資
格「第三種電気主任技術者試験」（以
下「電験三種」）に、電気通信学科２
年の角掛浩和さん
（深谷第一高校出身）
が見事合格を果たしました。
経済産業省所管の同資格は、電気分
野の国家資格の中でも難易度が高く、
理論、電力、機械、法規の４科目全て
合格で完全合格となります。今年の全
国合格率は11.5％でした。有資格者は、
工場やビル・発電所などの大規模電気
設備で選任が義務付けられている電気
主任技術者として、保安監督等の業務
に従事することができます。
また、角掛さんは同時期実施の「エ

ネルギー管
理士試験」
に も 合 格。
同資格の保
有者は、大
口のエネル
ギー使用工
場で選任さ
れ、法律で
義務付けられるエネルギー使用の合理
化、設備の維持、改善・監視などの業
務を行うことができます。電気通信学
科としては初の合格者です。再生可能
エネルギーが注目される社会で今後の
活躍が期待されます。

▶︎ 他 資 格 合 格 も 多 数 ◀︎
留学生も高い実績残す

足利大学附属高校）、田村 寛之（同
学科１年、利根商業高校）、田中 修
穂（同学科１年、高卒認定試験合格）、
アディカリ ニルデス（日本語・電気
設備技術者コース３年、ネパール出身、
中央情報大学校日本語学科）、スナル
シャム バハドゥル（同コース３年、
ネパール出身、中央情報大学校日本語
学科）、ファム アイン チュン（同
コース３年、ベトナム出身、東京福祉
大学伊勢崎キャンパス留学生日本語別
科）
、ラミジャネ サンギタ（同コー
ス３年、ネパール出身、中央情報大学
校日本語学科）

本校留学生初の快挙
Java Bronze SE 合格
モリモト セン（日本語・ITエンジ
ニアコース３年、ロシア出身、Fuji
Language School）

「色彩検定協会奨励賞」を受賞
色彩検定に取り組んでいる本校が、
団体賞として「2020年 色彩検定協会
奨励賞」を受賞しました。長く色彩検
定に向けて取り組みを続けたこと、合

各種コンテストで受賞

クリエイティブデザイン学科１年生
の戸部有馬さん（前橋清陵高校出身）
が最上位の「優秀賞」を受賞しました。
デザインはポスター化され県内の公共
施設などで張り出されます。
デザインを学び始めて数カ月の１年

格率30％の１級合格をはじめとし検定
合格者を数多く輩出したことが評価さ
れたものです。
６月27日にはクリエイティブデザイ
ン学科、ポップカルチャー学科の１年
生が３級を受験し、35人が合格しまし
た。
生にとって技
術的に難しい
面もありまし
たが、戸部さ
んは「自分の
できる範囲で
より良いデザ
イ ン を 考 え、
意欲的に取り
組むことでデザインの楽しさに目覚め
ました」と話しています。

戸部さんの作品

『自衛官募集ポスターコンテ
スト』で戸部さんが優秀賞

県内専門学校の合格者占有率 66％
「応用情報技術者試験」（４月18日実
施）に本校学生２人が合格し、群馬県
内の専門学校における合格者占有率
66％と高い数字を出しました。
「応用情報技術者試験」は「基本情
報技術者試験」の上位に位置し、IT
エンジニアとしてワンランク上を目指
す資格です。全国の情報系専門学校合
格率は12.8％、社会人であっても合格
率は23.6％、キャリアを積んだエンジ
ニアでも４～５人に１人という合格
率。その中で、本校が複数の合格者を
出せたのは各学生の主体的な学習と指
導の成果が実ったものです。
なお、
「基本情報技術者試験」は12
人合格。本校合格率は42.8％でした。

黒澤さん

儘田さん

【応用情報技術者試験合格者】

（敬称略、高校名等は出身校）
黒澤 萌（高度ICTデザイン学科２年、
高崎商業高校出身）
儘田 武尊（情報システム学科２年、
高卒認定試験合格）

ｅスポーツワークショップ
本校の３人、運営アイデア磨く
５ジャンル５種目で行われる東西
対抗戦のゲームイベント「Red Bull
5G」と群馬県がコラボした企画「ｅ
スポーツワークショップ」に、本校
の高度ICTデザイン学科と情報シス
テム学科の学生３人が参加していま
す＝写真。

全５回のワークショップでは、ｅ
スポーツ大会運営などについてアイ
デアを磨き、最終的には実際のｅス
ポーツ大会を運営します。

多彩な企業連携実施
デザイン提案や芸人講義

デ ザ イ ン 系 学 科

長年の取り組み
多くの合格者生む

「 応 用 情 報 技 術 者 試 験 」に
黒 澤 さ ん、 儘 田 さ ん 合 格

手ぬぐいデザインを
提案した学生たち

【電験三種科目合格】
（３人）

（敬称略、高校名は出身校）
芝﨑 晃靖（電気通信学科１年、伊勢
崎工業高校）
、
亀井 翔太
（同学科２年、
樹徳高校）
、穂苅虎太朗（同学科２年、
長野原高校）
【第二種電気工事士合格】
（15人）

（敬称略、高校名等は出身校）
大島 和真（電気通信学科１年、藤岡
中央高校）
、岡部 成馬（同学科１年、
前橋工業高校）、金子 丈司（同学科
１年、桐生第一高校）、楠 孔孝（同
学科１年、伊勢崎工業高校）
、クルス
スティーブン（同学科１年、佐野清澄
高校）、小林 歩夢（同学科１年、前
橋西高校）
、中澤 輝（同学科１年、
下仁田高校）
、
丸山 凌河
（同学科１年、
玉村高校）
、吉田 健人（同学科１年、
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クリエイティブデザイン学科、ポッ
プカルチャー学科では多くの企業と連
携し、実践力養成授業を行っています。
前期授業の学びの成果として７月12
日、１・２年生合同で、有限会社中村
染工場が製造販売している「手ぬぐい」
のデザインを提案しました。翌13日に
は株式会社マザーズへ「壁紙」デザイ
ンを提案。どちらも採用されました。
採用デザインは同社から販売される予
定です。
７月16日には１年生を対象に、吉本
興業のお笑い芸人「藤田ゆみ」さんに、
楽しい自己紹介法を教えていただきま

内田さん・鈴木さん
優秀賞
伊勢崎市観光物産協会が主催する
「ミスひまわりコンテスト」の出場者
募集ポスターで、クリエイティブデザ
イン学科１年生２人が優秀賞に輝きま
した。
「優秀賞」
内田 菜々（わせがく高校出身）
鈴木恵麗奈（明和県央高校出身）

した。講義の終わりには学生が全員の
前で「蟹の方が好きな蛯名です」「市
町村と書いてあると自分かと思う町村
です」などと自己紹介。就活などの場
で、自分の考えをしっかりと述べ、ア
ピールする際の参考になりました。
国際エンジニア学科

本校留学生と東洋大生
多文化共生テーマに交流
国際エンジニア学科の２年生が７月
12日、東洋大学社会学部２年生とオン
ライン交流会を行いました。東洋大学
から「多文化共生」をテーマとする社
会調査の協力要請を受け実施したもの
です。
日本人学生とのオンライン交流は本
校留学生にとって初めての機会。自分
の日本語は通じるか、不安と期待が入
り混じっての参加となりました。３～
５人のグループに分かれ、母国の伝統
行事や日本の印象についてインタビュ
ーに答え、普段の学習の成果が試され
る貴重な経験になりました。

「技術生かし社会貢献活動」
。無償のウイッグを
提供するヘアドネーション活動が６月14日、高
崎ビューティモード専門学校一階実習室で初めて
行われ、新たな挑戦へ一歩を踏み出しました。

メ デ ィ アも注目！
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広げようヘアドネーションの輪

髪を一定の長さにまとめる

どもたちに無償提供されます。
この活動は、当日のNHK総合テレ
ビ「ほっとぐんま630」で放送された
ほか、上毛新聞紙上に掲載され、また
月間PV数19万のWEB媒体である髪書
房出版のボブログTVでも紹介されま
した。
今後は、本校にヘアドネーション同
好会（仮称）を設立し、在校生ととも
にヘアドネーションの啓蒙活動を行う
予定です。

【参加学生コメント】
☆理美容師ができる社会貢献活動だと
いうことを実感できました。
☆理美容師として、少しでも多くの人

カットされた髪の毛︒これがウイッグと
なり︑小児病棟の子どもたちに無償提供
される

在校生が技術生かし社会貢献
毛髪提供者の協力で施術開始

ヘアドネーションは、病気やけがに
より頭髪を失った子どもたちのために、
寄付された髪の毛を使用して無償のウ
イッグを提供する社会貢献活動です。
この取り組みには、中央情報大学校
（CID）鈴木藍先生が毛髪提供者とし
て協力、本校国際美容師学科で美容師
国家資格を取得し、現在は理容師学科
の１年生として在学する２人が施術を
担当、１年生５人がアシスタントを務
めました。
学生たちは、提供者の髪の毛を一定
の長さでまとめ、それをカットし、送
りやすいように数本の束にしました。
寄付された毛髪は、ぐんま国際アカ
デミーの女子高生ヘアドネーション同
好会に送付、その後、アートネイチャ
ーがウイッグを制作し、小児病棟の子
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を笑顔にしたい。
☆アシスタントという立場でしたが、
やってみてよかった！ボランティアに
もっと興味が持てました。
☆今回の活動をきっかけに病気と闘う
方たちに髪を提供するためにも、これ
から技術を身に付けて、自分も社会貢
献がしてみたいと思います。

TBM LIVE OF ART 2021 〜 人 生 を 変 え る 出 会 い 〜
本校伝統行事のヘアーショー
「TBM LIVE OF ART 2021 〜人
生を変える出会い〜」が７月17日、
高崎エテルナで開かれました。コロ
ナ禍の中でしたが、開催にあたり、
昨年のショーの改善点など衛生面に
細心の注意を払い、魅せ方・伝え方
なども研究し、関係者の協力もあり
無事実施できました。
ショーでは、短期間でモデルの衣
装から髪型、舞台演出や音楽のセレ
クトまで、学生が主体となりイメー
ジに合ったステージを作り上げまし
た。
モデルになった学生たちは魅せる
ウォーキングを研究し、先輩から後
輩へと伝統が伝えられ、入学して３
カ月の１年生と、技術に磨きをかけ
た２年生が協力をして、日ごろの学

3

Hair&Make Stage

学生主体 で 熱 い 舞台
習成果を発表することができまし
た。
今回はコロナ対策として、予約を
した高校生とその保護者のみの入場
だったため、学生の保護者などは見
ることができず残念な面もありまし
たが、学生の目は輝き、日々の練習
での上達度は教員も驚くほどでし
た。
また、昨年に引き続き、高崎オー
パとのコラボレーションステージを
含め７つのステージで構成され、ス
テージごとにクリエイティブな発想
でテーマを決め、ヘアー・メイク・
衣装・振り付け・舞台構成・音響ま
で教員のアドバイスを受けながら学
生が作り上げました。

4

Wedding Stage

5

Japanese Dress Stage

ス テ ー ジ 紹 介
1

Opening Stage

ー発信

カルチャ
タカビトレンド！

2

Dance Stage

纏う楽しみ

日本人の心、

7

Collaboration Stage

ミュニケーション

言葉のいらないコ

6

Cut Stage

ブランドコラボ

高崎オーパ人気

【ヘアショーを終えて】

彩

運命を変える

ーは永遠に

ラブストーリ

ョナルへの道

プロフェッシ

今回の舞台も、学生・教職員
が一体となり、本校の伝統継承
と、次世代の新しい感性を融合
させた素晴らしいステージにな
りました。
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本校に今春入学した国際美容師学
科・国際ビューティ学科の学生に、夢
や希望をインタビューしました。題し
て「夢に向かって」。それぞれの学生
の期待と不安、
『夢』が伝わってくる
内容です。教職員一同、皆さんの「思
い」を大切に育てていきたいと思いま
す。

夢

に向かって
新入生インタビュー

知識や技術身に着け美容師に

ブライダルプランナー目指す

国際美容師学科
ヘアスタイリストコース

後藤
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国際ビューティ学科

佐藤

瑠依さん

（伊勢崎興陽高校出身）

（前橋商業高校出身）
私は今年23歳になりました。美容師
になりたいという夢は漠然とありまし
たが、片親ということもあり、一度就
職をして社会人を経験しました。しか
し美容師になりたいという夢が諦めら
れず、昨年のオープンキャンパスに参
加した際に高栁尚史先生に相談させて
もらいました。この年齢で美容師を目
指すことに不安がありましたが、とて
も親身に話を聞いていただきました。

百夏さん

そのおかげもあり夢を追う決心ができ
ました。高栁先生に「教わりたい」と
思い、本校に入学を決めました。
美容師の道に進むと決めたからには
中途半端で終わりたくはありません。知
識と技術も経験も積めるだけ積んで立
派な美容師になります。これからの学
生生活で夢を追える幸せを楽しみつつ、
同級生たちと切磋琢磨（せっさたくま）
して有意義に過ごしていきたいです。

私は将来ブライダル関係の仕事をす
ることが夢です。ブライダル業界でも、
さまざまな職種があり、その中でもブ
ライダルプランナーになりたいと思っ
ています。
それは、姉の結婚式に参列した際に
教会式でバージンロードを歩く姉の姿
が美しく、強く印象に残っているから
です。そんな経験から、少しでも多く
の結婚式に関わり、一人でも多くの人
が幸せになるお手伝いをしたいと思

い、ブライダルスタイリストコースを
選択しました。
また、ネイルにも小学生のころから
興味があり、国際ビューティ学科では
ネイル、ブライダル含めメイク・ヘア
セット・ヨガと５つのコースがあり、
１年次にはさまざまなことを勉強でき
るので多くの技術を身に着けたいと思
います。
自分の将来の選択を増やすのは自分
にしかできないので努力を怠らないよ
うに頑張っていきたいです。

表彰された上位入賞者

秋の美容師国家試験

通信生が 100％合格
３期連続の快挙

学生生活の集大成となる美容師国家
試験が、８月４日に群馬理容専門学校
で実技試験、９月５日に東京流通セン
ターで筆記試験が行われました。
その結果、通信生が３期連続で受験
者全員合格を果たしました。
試験当日は、日々の練習の成果を発
揮するべく、それぞれが緊張の面持ち
い

ま

卒業生 の 現在

で会場へ向かい、無事に試験を終える
ことができました。
通信課程の学生は、仕事を終えた後
や休日に、寸暇を惜しんで受験対策に
取り組み、この日々の辛い練習を自信
に変え受験しました。試験を終えた通
信生は、みな達成感に満ちた表情を見
せていました。

18

今回、紹介する卒業生は、18期
生の片柳仁さんです。片柳さんは、
国際美容師学科を卒業し、現在では
「ouvrir 総社店」でスタイリストと
して活躍されています。
「ouvrir 総社店」
＝前橋市

片柳

仁さん（18期生）

（国際美容師学科卒）

スタリストへの夢かなう
本校在学中には、学園祭の実行委
員長やクラス委員、オープンキャン
パスのお手伝いなど積極的に学校行
事に携わり、コミュニケーション力
を高めました。
サロン入職後は、時間をみて苦手
克服を意識した練習を重ね、通常３

美と創造の技競う
３部門、16 種目で「学生コンテスト」
学生の学習成果と技術向上を目的に
した「第２回TBM学生コンテスト」
が９月２日、本校で開催されました。
各学年とも、コンテストに向けて技
術向上を目指そうと、先生たちの指導
のもと、日々練習に励みました。
２年生にとって２回目になるので、
昨年よりも技術レベルを上げて、自分
のエントリー種目で上位の成績が取れ
るように力を入れていました。
コンテスト種目は、競技部門が【ワ
インディング３種】【オールウェーブ
セッティング】
【創作カット】
【日本髪】
【エステ２種】【ネイル】【メイク２種】

年から４年かかるスタイリストに、
わずか１年と２カ月でなることがで
きました。
仕事では、お客様に喜んでいただ
けることが一番うれしいですね。常
に、丁寧な接客を心掛けています。
…… …… ……
自らの仕事について熱く語る片柳
さんの今後のご活躍をお祈りしてい
ます。
コンテストで技を競う学生たち

の11種目。
展示部門は【デッサン】【創作ウイ
ッグ】
【まつエク】の３種目。
フォト部門は【ヘア部門】【メイク
部門】の２種目。合計３部門16種目で
行われました。
成績優秀だった入賞者には、トロフ
ィーや盾が贈られました。
惜しくも入賞することができなかっ
た学生たちにとっても、多くのことを
学ぶことのできた貴重な経験でした。
来年のコンテストも、さらにレベル
を上げて頑張ってほしいと思います。
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動物看護師統一認定機構コアカリキュラム導入校・群馬サファリパーク職業教育連携校

〒371-0844 群馬県前橋市古市町１丁目43-27

TEL. 027-253-7211

群馬サファリパーク

FAX. 027-289-4005

フリーダイヤル. 0120-15-1281

乗 馬 ク ラ ブ 高 崎

動物飼育学科 が 校外実習
貴重な現場経験積む

動物飼育学科では毎週木曜日、校外飼育実習を行っています。前期（４〜
９月）の実習は「群馬サファリパーク」と「乗馬クラブ高崎」の２カ所で行
われ、貴重な現場体験を積みました。

群馬サファリパーク
群馬サファリパークで、学生が実習
するエリアはバードパーク＝写真①、
ウォーキングサファリ＝同②、リトル
ファーム＝同③の３カ所です。
エリアごとに飼育されている動物種
が異なるため、動物ごとの飼育管理方
法を現場の飼育員から指導を受け、経
験を積んでいきます。
実習に参加した学生に、現場で学ん
だことを聞くと、「実習初日は、動物
の触れ合い方１つとっても全く無知だ
ったのですが、毎週多くの動物を直接
見て飼育することで、その動物に適し

た接し方や、掃除の仕方、実習中の注
意点が分かるようになりました。また、
毎週動物と触れ合えることは貴重な経
験だと思うので、飼育スキルをいち早
く身に付けたいです」との答えが返っ
てきました。

2022年５月から動物看護師が国家資格になります。本校では、トリマ
ーやアニマルトレーナー、ペットショップ店員を目指す人にも「動物看護
知識」の必要性について発信しています。本校卒業生で、ドッグサロンの
オーナー、小木曽佳美さんにサロンにおける動物看護の必要性についてイ
ンタビューしました。

サロンに「動物看護」
の人材を
Ｑ お店のこだわり
小木曽 トリミングを飼い主さんが
いつでも見られるようにしました。
当店では、他店で断られた「わんち
ゃん」も来店します。飼い主さんは
不安な気持ちでいっぱいです。飼い
主さんも「わんちゃん」も、安心で
きるような設計にしました。
Ｑ なぜ、他店で断られた犬の受け
入れができるのか
小木曽 トリミングを嫌ってしまう
飼い主がトリミ
ングを見ること
のできる工夫も

【小木曽さんの経歴】
2013年に高崎ペットワールド（現
中央動物看護専門学校）へ入学。卒
業後、県内のトリミングサロンへ就
職し、トリマーとしての腕を磨きな
がら開業へ向け準備。
2015年に退職、
「ドッグサロン WIN（ウィン）
」を
オープン。犬の心と体の健康を意識

乗馬クラブ高崎
②

①

卒業生インタビュー

「ドッグサロン WIN」オーナー
小木曽佳美さん

吉岡所長の説明を受ける学生たち

したトリミング「For Happiness &
Joy
（内面からの幸せと外側の幸せ）」
で、多くの飼い主さんに支持を得て
いる。顧客の約８割は口コミによる
紹介。トリミングサロンなどで攻撃
性や疾患が原因で、断わられたペッ
トにも対応。動物病院から紹介され
るほど信頼のあるドッグサロン。

③

のはトリマーの責任だと思っていま
す。当店では、どんなに嫌がっても
口輪はしません。時間はかかります
が、きちんと向き合えば心を開いて
くれます。チワワのトリミングで４
時間かかったこともありました。早
く終わらせることも大切ですが、そ
れぞれの「わんちゃん」に合わせた
トリミングを心がけています。
Ｑ 今後求める人材は
小木曽 技術的には、一般的なオー
ダーカットができるレベルを求めま
すが、最近は動物看護の知識を持っ
た人材が欲しいと思っています。
Ｑ なぜ動物看護の知識を持った人
材を求めるのか
小木曽 トリミングをしていると、
これ病気かな？と思う場面が数多く
あります。実際、トリミング中に早
期の悪性腫瘍を発見したケースもあ
りました。何かあれば動物病院へ連
れていきますが、飼い主さんに受診
を勧めるための判断や説得力のある
説明をしてほしいからです。
Ｑ トリマーを目指す後輩たちへの
アドバイスを
小木曽 トリマーであっても動物看
護についての知識は必要です。足の
持ち方や抱っこなど、「わんちゃん」
の扱いすべてを丁寧に行えるように
勉強してください。動物に優しい人
になることがとても大切。そうすれ
ば、動物たちは必ず心を開いてくれ
ます。

乗馬クラブ高崎では、最初に吉岡朋
祐所長から、馬についての講義を受講
しました。その後、馬房（馬を一頭一
頭管理する部屋）の掃除や給餌、飲み
水の準備などを行いました。
学生からは、「当初１時間以上かか
っていた馬房掃除を、スタッフの方か
らコツを教えていただき、20分も作業
時間を短縮することができました」と
の感想が出ており、実際に体験したこ
とで、学ぶことのできた感動が伝わっ
てきました。

後期実習は10月から
後期（10月〜３月）からは、引き続
き「群馬サファリパーク」と、新たに
ドッグブリーディング施設である
「AOD犬舎」での実習がスタートしま
す。
学生たちには動物業界で必要とされ
る動物飼育スキルを、この実習で身に
付けてもらいたいと思います。

内定へ向け職場体験
インターンシップ
動物看護学科
動物看護学科は、２年間で全３回の
動物病院実習の機会を設けています。
職場体験は、動物病院を知る、動物看
護師の業務を理解することを目的とし
ています。また、就職を希望する動物
病院に内定をいただくためのインター
ンシップ実習もあります。
職場体験では、病院スタッフの方か
ら指導された内容を熱心にメモする学
生の姿が見られました。後日、実習振
り返り報告会も開かれ、それぞれの動
物病院で学んだことや職場体験で気づ
いた課題などについて発表がありまし
た。聞いている学生からは、多くの質
問が出るなど情報共有の場となりまし
た。インターンシップ実習では今まで
学んだ技術を発揮し、自分をアピール
する姿も見られました。学生たちの努
力により、すべての学生がインターン
シップ実習で内定を勝ち取っていま
す。
実習先の動物病院からも、「積極的
にコミュニケーションを取っていただ
いた方が実習先の獣医師や動物看護師
はうれしい」「技術も大切ですが、人
間性やコミュニケーション能力も大
切」などの声が寄せられています。
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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

柔道整復師国家試験に先駆けて
行われる「認定実技審査」（令和
３年10月30日）は、新型コロナ
ウイルスの感染防止の観点から、
昨年と同様に口述主体の審査方法
で実施されます。本校では、全員
合格を目指し、練習を重ねていま
す。
「認定実技審査」は、柔道整復師養
成施設指導ガイドラインに定められて
おり、学生たちの整復技術や柔道技術
の正確さを確認するものです。
整復実技審査の目的は
「患者の安全」
です。そこでは、安心して施術を受け
てもらうための技術が審査されます。

「認定実技審査」、全員合格目指す
国家試験に向け弾みを
審査内容は診察及び整復、診察及び
検査、患部の固定です。例年は、患者
役や助手役を置き、実際の場面を想定
し行いますが、今年はすべて口述で行
うため練習方法も異なります。そのた
め、クラスメートと工夫しながら練習
を重ねています。
柔道実技審査においては、手技や人

夢に向かって

４期生の古場院長が体験授業
「身体の使い方」を指導
本校４期生で「歩々（てくてく）接
骨院」院長、古場健太郎先生にオープ
ンキャンパスで体験授業の講師をして
もらいました。
古場先生は「身体の使い方」をテー
マに、骨盤の動かし方や肩甲骨の動か
し方、体幹トレーニングを分かりやす
く、参加者一人一人に指導され、大変
好評でした。
古場先生は現在、接骨院業務の傍ら
プロスポーツトレーナーとしても活躍
しています。
来校した古場先生に、本校の思い出
などについてお聞きました。
▽柔道整復師を目指したきっかけ
古場 進路を決める時に、やりがい
を直接感じることができる仕事に就き
たいと考えていました。
▽受験勉強の思い出は

Google使い放課後授業
学年超えグループ学習
本年度からGoogle Classroomを用い
た放課後授業が、本校で新たに始まり
ました。
グループ学習を取り入れ、１・２・
３学年を混合させることで学年を超え
てのコミュニケーションを強化。加え
て提示されたテーマについて「聞く」
「考える」「伝える」などの柔道整復師
として必要な能力の向上を図ることを
目的としています。
各グループの学習内容は、録画して
YouTubeで配信、まとめたノートを
Google Classroomで共有するなど全校
で活用することができました。
学生全員にGoogle Classroomが導入
できたことにより、新型コロナウイル
ス感染再拡大などで、オンライン授業

古場院長

古場 学生時代は成績があまり良く
なかったので、とにかく過去問を解き
ました。過去10年分の問題を何度も解
いたので国試を受ける際は、ある程度
問題の傾向に対応できていました。
▽資格を取得して良かったこと
古場 幅広い分野の方と知り合える
こと。直接的に感謝が肌で感じられる
こと。いつまでも知識や技術を学び患
者さまを歓迎したいという前向きな気
持ちでいられることです。

を活用した学習も
Google

▽柔道整復師を目指したきっかけ
江原 親戚が接骨院を開業してい
て、そのようすを見たことがきっか
けです。来院時には身体の不調を訴
えていた患者さんが、帰る時には笑
顔になっている姿に感銘を受けまし
た。
▽本校を選んだ理由
江原 オープンキャンパスに参加
したときに、先生と学生の距離が近
いようすや学習環境が整っていると
ころに惹かれました。
▽クラスの雰囲気
江原 年齢層は広いのですが、み
んな仲が良いです。テスト前などは、
放課後に残って勉強しています。
▽授業のようす
江原 きちんと授業を聴くとき
と、意見を言い合う時のメリハリが
あり、分からないことがあってもす
ぐに聞くことができる雰囲気があり
ます。外部講師の専門的な授業が受
けられることも本校の魅力です。
▽どんな柔道整復師になりたいか
江原 患者さんに寄り添い、安心
感を与えることのできる柔道整復師
になりたいです。開業することが目
標です。

ながら仲間とともに出題項目をひとつ
ひとつ確かめ合っています。放課後も
自主的に練習に取り組む学生の姿もみ
られます。
３月に行われる国家試験合格に弾み
をつけるためにも、この「認定実技審
査」を全員で協力し、ともに乗り越え
ていきます。

古場院長による指導の様子

広南 さん

柊太 さん

︵沼田高校出身︶

▽柔道整復師を目指したきっかけ
富澤 高校時代に、部活動でけが
をしたときに通っていた接骨院の先
生の施術がすばらしかったので、私
も同じように施術によって人の役に
立ちたいと思ったからです。
▽本校を選んだ理由
富澤 国家試験での高い合格率
と、新前橋駅から歩いて１分という
立地条件を魅力に感じ選びました。
▽クラスの雰囲気
富澤 活気あふれるクラスで、先
生と学生の距離も近く、とてもアッ
トホームで過ごしやすいです。
▽授業のようす
富澤 座学だけではなく実技の授
業もあるので、一人一人が真剣に取
り組んでいる姿勢がいいと思いま
す。
▽どんな柔道整復師になりたいか
富澤 専門的な技術で患者さんの
役に立ち、たくさんの人を笑顔にで
きる柔道整復師になりたいです。

江原

富澤

施術で人の役に立ちたい

将来は開業したい
︵社会人経験者
高崎商科大学附属高校出身︶

本校に本年度入学した学生に、柔
道整復師への思いや学校生活につい
て聞きました。

新入生
インタビュー

格の形成、心身の鍛錬を目的とし、人
としての振る舞いの基本である、人に
対しての接し方や対話の仕方、礼儀作
法の習得が最終目標です。審査内容は
服装・態度、受身、礼法、口述審査が
実施されます。
本校では、全員合格の目標を掲げ、
新型コロナウイルス感染対策に考慮し

に切り替わった際にも、以前よりもス
ムーズに実施することが可能になりま
す。

国家試験対策にも有効活用
本校にとって最も重要な国家試験対
策では、Google homeで４択問題に取
り組み、各問題の正答率を出し苦手分
野を知ることにより効率の良い勉強を
することができるほか、学習を自分の
ペースで取り組むことができるため、
通学時間や空いた時間を有効に利用す
ることが可能となりました。
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前橋・桐生 合同入学式に36人集う
夢と希望持ち一歩
誓いの言葉を述べる新入生代表

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・桐生校の
合同入学式が４月10日、中央カレッジグループ本部館６階大ホールで
行われ、前橋校25人、桐生校11人の合計36人が夢と希望を持ち新た
な一歩を踏み出しました。
それぞれの生徒が、少しの緊張と不
安を抱えて臨んだ入学式は、新型コロ
ナウイルス感染症対策として、マスク
着用、手指消毒の徹底し、座席の間隔
を取り、会場の換気を十分に行い、時
間を短縮して行われました。
各校入学者呼名に続き、清水洋学院
長兼前橋校学校長が全員の入学を許
可。中央カレッジグループの中島利郎
代表あいさつ、清水学院長式辞と続き
ました。

在校生代表による歓迎の言葉では、
後藤義尚さん（前橋校）と髙松奏衣さ
ん（桐生校）が「誰かのためではなく
自分のために、たった一度の高校生活
を一日一日大切に過ごしてください」
と新入生を歓迎しました。
これを受け、36人の新入生を代表し
て、前橋校の小野晃さんが「今日のこ
の気持ちを忘れることなく勉学に励
み、充実した高校生活を送っていきた
いと思います」と、桐生校の藤野浬さ
熱戦を展開した球技大会

ソフトバレーで熱戦
恒例の球技大会が７月15日に、ヤマ
ト市民体育館前橋で開かれました。昨
年度は新型コロナウイルス感染症の影
響により開催を断念しましたが、本年
度は、「健康状態申告書」の提出、手
指消毒など群馬県や前橋市の方針に基
づいた感染症対策を万全に行い、昼食
は取らず、
午前で終了することとして、
開催することになりました。
球技大会の種目はソフトバレーボー
ル。学年クラスでチームをつくり体育
の時間に練習を重ねてきました。最初
はサーブも入らず、ラリーも続かずと

球技大会を
開催

いう状態でしたが、練習を重ねていく
うちにアタックやブロックなどバレー
ボールらしいプレーができるようにな
りました。
参加した３年生の生徒は「昨年度は
全然行事ができなくてさみしかったで
すが、全校のみんなで楽しく行事がで
きてよかった。これからも体育祭や感
謝祭など例年通りの行事ができるとい
いと思います」と話していました。
試合結果は、男子は１年生チームが
優勝、女子は２年生チームが優勝しま
した。

トランプで交流

活で、高校卒業資格取得を目指し日々
勉強にはげむことはもちろん、専修学
校高等課程の特色を生かし、多くの検
定資格に挑戦していきます。

イ ン タ ー ア ク ト 活 動
１年生対象に
クラブ入会式
インターアクトクラブ入会式が、
６月10日の４時間目に、第２校舎で
行われました。
インターアクトクラブは、ロータ
リークラブにより提唱された12歳か
ら18歳までの青少年または高校生の
ための社会奉仕クラブです。
本校のインターアクトクラブは、
前橋南ロータリークラブにより2004
年12月11日に創立され、今年で活動
16年目となります。
入会式では、新たにメンバーとな
る１年生に対し、インターアクトク
ラブの内容説明、過去の活動実績、

クラブ入会式の様子

今後の活動予定などを前橋南ロータ
リークラブの会員の方から説明して
いただきました。
昨年度は、新型コロナウイルス感
染症の影響により、外部でのボラン
ティア活動がほとんどできませんで
したが、今後情勢が落ち着いたら、
積極的に対外ボランティアに参加し
ていく予定です。

敷島公園の花壇に
苗植えボランティア

全校でレク大会
「トランプで交流」
。全校のレクリエ
ーション大会が７月16日に行われまし
た。この大会は、新型コロナウイルス
感染症の影響でほぼすべての行事が中
止となる中、トランプを通じて少しで
も生徒同士の交流を深めたいと、昨年
度から始まりました。
初年度は１年生のみの行事でした
が、好評だったことから、本年度は全
校で行うことにしました。
各クラスチームをつくり、
「ババ抜
き」「大富豪」でのチーム対抗戦を行
いました。とくに「大富豪」ではプレ

んが「たくさんの行事に参加し、喜び
や達成感を、みんなと味わいたいと思
います」と力強く、今後への誓いの言
葉を述べました。
新入生は、これから３年間の高校生

イヤー同士の駆け引きが面白く、熱戦
が繰り広げられました＝写真。
参加した２年生からは、
「前回は１
年生だけでしたが、それも面白かった。
今回は、先輩や後輩と競い合うのが楽
しく、思っていた以上に盛り上がりま
した。手軽にできるレク大会が今後も
続けられるといいと思います」などの
感想が出ていました。

クラーク前橋インターアクトクラ
ブは７月10日、敷島公園花壇の花苗
植え替えボランティアに参加しまし
た＝写真。
この活動は、敷島パークマネジメ
ントJV関係者からの紹介で実施さ
れ、本校クラブは、正田醤油スタジ
アム北側の花壇と、自動販売機エリ
アにあるプランターの花の植え替え
を担当しました。午前10時から11時
半までの１時間半ではありました
が、夏の日差しも強く、暑い中での

作業となりました。
参加した生徒たちからは「土を掘
り起こして、肥料を入れたり、苗の
配置を考えたり、いろいろなことが
できてよかったです」「公園がきれ
いになるのはうれしい」などの感想
が聞かれました。
敷島公園花苗植えボランティア活
動は定期的に行われているので、機
会があれば参加したいと思います。
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クラーク記念国際高等学校連携校
桐生校

ウォークラリーや
スプーン・フォーク作り

中央高等専修学校桐生校では、本年度の新入生を歓迎する多彩な催
しに取り組みました。歓迎会や宿泊研修などを紹介します。

２・３年生が歓迎会で
「絵しりとり」を企画運営

代表委員に聞く

経験を次の機会に
新入生歓迎会を成功に導いた代表
委員から３年生の青木珠璃亜さんと
髙松奏衣さんにインタビューしまし
た。
▽運営側で頑張ってもらいました。
新入生歓迎会を終えての感想をお願
いします。
青木 放課後たくさん考えました。
大変でしたが１年生も楽しんでいる
ようすでしたし、無事終わって良か

東毛青少年自然の家で交流
新入生歓迎会で「絵しりとり」

戦を考え、いざ本番。本番はお互いの
チームの状況がわかるよう、同じ黒板
に同時進行でそれぞれ絵を描いていき
ました。
本番となるとプレッシャーからか何
を描いていいかわからず、練習の成果
からは想像もできないほどの独創的な
絵が続出。生徒たちから笑い声や「え
ー」といった声が飛び交いながらも、
「大丈夫」「落ち着いて」と温かいはげ
ましの声も出ていました。
歓迎会終了後、１年生からは「とて
も楽しかった」という声が聞かれまし
た。
ったです。
髙松 １年生に楽しんでもらうため
にたくさん考えたくさん悩みました
が、実際にやってみて１年生が楽し
んでくれているようすでうれしかっ
たです。
青木 コロナのせいで制限もありま
したが、もっと体を動かしたり、コ
ミュニケーションを緊密に図れるレ
クリエーションにしておけば、さら
に仲良くなれたのかなと思います。
次になにか機会があれば生かしたい
と思います。

１・２年生が４月27日、東毛青少年
自然の家でウォークラリーとマイスプ
ーン＆マイフォーク作りに挑戦しまし
た。
午前中に行われたウォークラリーで
は、４班に分かれて藪塚駅から東毛青
少年自然の家まで地図を頼りに歩きま
した。道中の看板や設置物に関するク
イズもあり、班のメンバーで協力して
クイズの答えを探しながら東毛青少年
自然の家を目指しました。
午後に行われたのは、マイスプーン
とマイフォーク作り。スプーンとフォ
ークの柄に自分の好きなデザインを描
き、世界でただ１つ自分だけのスプー
ンとフォークを作りました。
本年度初の学校行事で、出発前の１
年生は少し固い表情でしたが、すべて
の行事を終え学校に戻ってきたときは
みんな笑顔が見られました。

参加者感想
参加した２年生の林颯良くんに感想
を聞きました。
▽ウォークラリーについて
ぼくのグループは一番長い距離を歩
いたということで、とても疲れました。
普段紙の地図を使うことなんてないの
で、現在地の把握や正しいルートを見

美術クラブ誕生
楽しく絵を描こう

ソフトバレーボールに汗
球技大会に５チーム
球技大会が７月16日、桐生ガススポ
ーツセンターで行われ、ソフトバレー
ボールに熱戦を展開しました。
大会は、各学年でチーム編成、５チ
ームの総当たり戦で順位を決めまし
た。運動が苦手な子でも活躍できるよ
うワンバンドまではセーフの特別ルー
ルを設けたこともあり、どの試合も白
熱した展開となりました。最後まであ
きらめないプレーが随所に見られまし
た。
優勝は３年生のＡチーム、接戦を制
し、全勝で優勝を飾りました。

【優勝チームのキャプテン、髙田龍さ
んコメント】
チームで優勝するという目標を決め
て試合に臨んでいたので、優勝したと
きは目標達成できたうれしさと、安堵
感で、すっきりとした気持ちでした。
同学年の他チームの人たちも “絶対優
勝して” と応援してくれたのがとても
うれしかったです。
優勝の要因は、チーム内での連携で
す。練習を通し、攻撃に徹するメンバ
ーと守備に徹するメンバーで役割分担
を決めて大会に臨み、その作戦が、は
まったことが大きかったです。みんな
と心を一つにするような気持ちで試合
に臨みました。

本校では、毎週火・水・木曜日の
放課後、クラブ活動として学習や運
動などさまざまな活動をしていま
す。本年度、絵を描くことが好きな
生徒たちが美術クラブを創設しまし
た。
各学年の学級目標を絵で表現した
り、絵描き歌に挑戦したり、楽しく
絵を描く時間を共有しています。
美術クラブの発起人の信澤奏杜さ
ん（３年生）に活動の様子やクラブ
創設に至った思いを聞きました。
▽美術クラブ創設のきっかけは
信澤 もともと絵を描くことが好き
で、普段から絵を描いて過ごす時間

自分だけのスプーンやフォーク
作りに挑戦

５月21日に新入生歓迎会を行いまし
た。毎年行っている行事ですが、今年
は、立案・運営をすべて２・３年生の
代表委員が行いました。
代表委員は “どうすれば１年生に楽
しんでもらえるか、どうすれば１年生
と仲良くなれるか”、何日も放課後に
残ってレクリエーションの内容を考え
ました。相談の結果、今年の１年生は
絵が好きな人が多いということから
「絵しりとり」を企画しました。
これは、２チームに分かれ、どちら
が多く絵でしりとりを繋げられるかで
ポイントを競うものです。本番の前に
それぞれ離れて練習と作戦会議を行い
ました。練習では両チームとも絵が得
意な子が多いこともあり、ミスをする
ことなく絵がつながりました。
練習を踏まえ、絵が苦手な子を最初
に持ってくる、得意な子でカバーでき
るように間で挟むなど、たくさんの作

ウォークラリーでは︑
仲間と協力して地図でルートを確認

新入生を迎えて
多彩なイベント開く

http://chs-clark.jp

つけるのは難しかったです。藪塚駅か
ら東毛青少年自然の家までは田んぼ道
で見晴らしがよく、他のグループの歩
いているようすを見ることができまし
た。少人数のグループ単位での活動で
したが、昨年は新型コロナウイルスの
影響で行事が少なかったので、一緒に
行事ができているということ自体がう
れしかったです。
▽マイスプーン＆マイフォーク作り
スプーンやフォークを作る経験は初
めてだったのでとても新鮮で、楽しか
ったです。スプーンやフォークの柄は
木でできていて丸かったので、絵や文
字を描くのが難しかったです。金属部
分と柄の部分をグルーガンで固定した
のですが、これもなかなか大変な作業
でした。途中の作業でハプニングもあ
りましたが、それを含めて楽しい活動
でした。作ったスプーンやフォークは
実際に使っています。
が多かった。前橋校にはイラストを
学ぶコースがあるということを知
り、桐生校でも、みんなで絵を描き
ながら楽しく過ごせる時間があれば
いいなと思い提案しました。
▽クラブとして活動と今後の展望
信澤 活動は木曜日放課後です。今
まで印象に残っているのは、各学年
の学級目標を各々が絵で表現したこ
と。学級目標という共通のテーマで
描きましたが、個性がそれぞれ出て
とても面白かったです。美術クラブ
の展望については、コロナ禍で思っ
たように活動ができていないので、
とにかくみんなで集まって活動でき
ればそれだけでうれしい。今までは
各々で絵を描いていたので、１枚の
大きな紙にみんなで絵を描くのも面
白そうだなと思います。

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

動物とふれあい、英語学ぶ

「英語村」でサマーデイキャンプ
群馬サファリパークを訪れた参加者と講師

埼玉県深谷市にある東都大学の学
生44人が９月８〜 11日と21 〜 24日
に、CHUO Global Villageで研修を
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、イギリス、ア
メリカ、コスタリカ、インドネシア
の文化を学びました。
例年通り、各国の紹介、食文化体
験と合わせて、それぞれの講師がど

相次ぐ合格者
公務員試験の結果

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

2022年合格目標
続々と講座開講

「社会保険労務士」の
ガイダンス・セミナー
社会保険労務士のガイダンス・セミ
ナーを９月12日、開催しました。社労
士試験に合格するための秘けつや学習
スケジュールの立て方、時間管理の重
要性や制度の理解の必要性などを具体

社会保険労務士講座の授業風景

TACの主要講座でもある税理士・
社会保険労務士・公務員などの2022年
度試験対策講座がスタートしました。
税理士講座は、全10科目・24コース
の通学講座（ビデオブース）を開講。
社会保険労務士講座の教室講座が９月
26日から開講され、多くの受講者が合
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。
今後も中小企業診断士や行政書士、
宅建士などさまざまな講座が順次開講

テーマが決められ、さらにシチュエー
ション英会話体験などさまざまなアク
ティビティを行いました。

のように日本と出会ったかについて
などを骨子に、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。
最終日は、生徒のプレゼンテーシ
ョンを基に、文化の違いや各国の医
療事情などについての意見交換が行
われました。

動物とふれあう子どもたち

群馬校
〒371-0805

幼稚園児から小学生対象にCHUO
Global Village（前橋英語村）で７月
30日、８月３・４・５・６日に、
「サ
マーデイキャンプ」を開催、合わせて
106人の子どもたちが参加しました＝
写真。
それぞれの日程にはトレジャーハン
トやクラフト、科学実験などのメーン

東 都 大 の 学 生44 人
「英語村」で体験研修

群馬サファリパークイングリッシュツアー
中央外語学院は群馬サファリパーク
と提携し、７月17日に「群馬サファリ
パークイングリッシュツアー」を企画
実施しました。
今回、対象となったのは小学生で、
送迎とランチが付いたこのツアーで
は、参加者が外国人講師と一緒に、さ
まざまな動物にふれあい、ワークシー
トを使ったアクティビティを通して英
語を学びました。
次回は11月27日の予定です。今後も
定期的な開催を計画しています。

５日間で106人参加

予定となっています。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。
的に専任講師が説明。
初めて社労士を受験する人や受験経
験者の方など当日の参加者は、真剣に
講義を聞き、終了後も積極的に相談な
どをしていました。
社労士人気はまだまだ続きます。私
たちスタッフも講師とともに合格に向
けて、最後まで応援していきます。

本年度（2021年度）の公務員試験も
一部を除き結果が発表されており、群
馬校受講生からも続々と合格の報告が
届いています。
本年度は、国家一般職や裁判所事務
官、東京特別区・群馬県庁・千葉県庁・
秋田県庁・さいたま市などの事務職で
の合格のほか、国税専門官、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。
今後も合格報告をホームページなど
で案内していきます。

官公庁・自治体の業務説明会
現役職員や採用担当者を講師に
本校に自治体や官公庁の現役職員や
人事担当者をお招きし、実際の業務内
容や現在力を入れて取り組んでいる政
策などについて説明を受ける「業務説
明会」を開催します。
本校生はもちろん、本校生以外の参
加も可能です。無料ですので、ぜひご
参加ください。
具体的な説明会情報（実施スケジュ
ール）は、ホームページで発信してい
きます。
※新型コロナウイルス感染状況によっ
ては、オンラインでの実施になります。

資格・検定紹介

―「不動産・建築・設備」編―
新規開講

●１級建築施工管理技士
１級建築施工管理技士は、建設
工事に際し、施工計画、工程管理、
品質管理、安全管理を担う建築エ
ンジニアとしての資格で、１次、
２次の双方の検定試験に合格する
ことで取得することができます。
１件の請負金額が3,500万円以上
の工事では、工事現場に専任の監
理技術者を置く必要があります
が、１級建築施工管理技士は、一
級建築士とともにこの監理技術者
になることができる資格です。
１．試験科目
１次検定（４肢１択と５肢２択）
・建築学等／施工管理法／法規
２次検定（５肢１択と記述式）
・施工管理法
２．合格ライン
第１次検定／ 60問中 36問以上
正解
第２次検定／ 得点が60％

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27日（月）まで
・通常受講料から最大37,000円割引

