号

外

創立80周年記念特集号

Chuo College Group

2022（令和４）年10月20日発行 （1）
中央情報経理専門学校
群馬法科ビジネス専門学校
中央医療歯科専門学校太田校
専門学校 中央農業大学校
専門学校 中央情報大学校
高崎ビューティモード専門学校
中央動物看護専門学校
中央医療歯科専門学校高崎校
中央スポーツ医療専門学校

創立80周年記念特集号

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

周年記念式典（９月５日）
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創立記念式典厳かに
新理事長に中島慎太郎氏
き、高等職業教育機関としての専門学
校や多くの分野における教育に携わり
ながら今日の中央カレッジグループが
形成されています」と学園の歩みを振
り返り、80年にわたる多くの方々の支
援と協力に感謝と御礼を述べました。
加えて、式典参加の教職員、グループ
関係者に向け「世の中が非常に大きく
変化している中ではいろいろな方々の
知恵と知識、それから新たな情報が非
常に重要となる。少子化や人口減少社
会を迎えていく日本で学園の舵取りは
常に難しくなることは間違いがない。
しかし、人にできて自分にできないこ
とはないと皆さんにも思ってもらい、
発見のために旅をし、自分自身をさら
に高めてもらうとともに、皆さん自身
が心豊かに学園とともに歩んでもらえ
るように積極的なチャレンジを心から
お願いしたい」と今後の挑戦を呼びか
けました。
また、10月１日付けで学校法人有坂
中央学園理事長に就任する中島慎太郎
副代表から「グループ力を生かした新
たなプラットフォーム構築」を中心と
した抱負が述べられました（抱負詳細

は４ｐ掲載）。
続いて顧問・役員・評議員代表とし
て石坂滿教育顧問、同窓会代表として
光山喜一郎同窓会会長・理事、教職員
代表として五十部昌克教育本部長、特
別講師代表として塚越祐子講師から祝
辞を賜り、教職員を代表して柳田祐大
教務部長、石黒涼子課長（中央情報経
理専門学校）から誓いの言葉が述べら
れました。

記念事業も多彩に
創立80周年を迎えるにあたり、キャ
ッチフレーズ『for the next 誇り胸
に 次なるステージへ』のもと、各種
記念事業を展開しています。
２月の「除菌シート」寄贈（医療・
社会福祉施設や教育機関など約600施
設 ） を 皮 切 り に、 グ ル ー プ 全 体 で
SDGsの 活 動 準 備 を 行 い、 ４ 月 か ら
SDGs教育「CSCP」をカリキュラムに
導入しました。また、CCGリカレン
ト講座Benefit for your lifeを７月に開

特集

多くの人たちに支えられ
「実学実践」の基盤づくり

厳かに行われた学園創立

「職業教育に携わり80年」
。専門学校
９校、高等専修学校２校、教育関連機
関などを有する中央カレッジグループ
（中島利郎代表）は、令和４年９月５
日に創立80周年を迎えました。
本グループは、1942年（昭和17年）
９月５日に学園の前身である前橋服装
女学院としてスタート。以来、時代に
即した職業教育を担い、多彩な分野に
輩出した卒業生約３万８千人という実
績を刻んでいます。
創立記念日である９月５日、群馬県
公社総合ビルで創立80周年記念式典を
学校関係者約300人が参加し、厳かに
開催されました。
式典では、中島代表が「本日９月５
日は、学校法人有坂中央学園を中心と
する学園が創立80周年を迎える創立の
日となります。有坂作太郎翁が前橋市
に前橋服装女学院を創立したのが昭和
17年９月５日です。当時の関係者、そ
してまたその後の学園関係者や多くの
方々にご支援ご指導とご協力をいただ

年の歴史を語る
中島利郎代表

学園力を生かした新た
な挑戦を呼びかける
中島慎太郎新理事長

グループの力を有効活用
新たなプラットフォーム構築
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設、各校の教育内容を中心にオンライ
ン講座（YouTube）とリアル講座で
幅広いテーマ内容を来年３月まで提供
予定です。８月末から９月にかけ４校
の学生が参加し尾瀬SDGsハイキング
（尾瀬ガイドツアー・尾瀬戸倉ブナ林
の間伐体験・ヤマネ調査体験）を実施。
９月23日にはグループ合同で合同学園
祭をビエント高崎で初開催しました。
10月24日には、宇宙飛行士山崎直子
氏による記念講演と群馬交響楽団によ
るコンサートを高崎芸術劇場で学生・
生徒に向け行います。また、『スター
ライトアクアリム2022 ～水と緑と光
の饗宴～』と題して、ぐんまフラワー
パーク協力のもと「群馬に水族館を」
というコンセプトで県間交流イベント
（移動水族館）を11月12日・13日に開
催します（各事業の詳細は『学園新聞』
第56号にも掲載予定）
。

80周年記念鼎談

２、３Ｐ
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時代に対応した職業教育を実践
創立80周年を記念し、学園新聞では、
「創立以来の歴史」「現状と今後に
ついて」などをテーマに、学園グループの中島利郎代表、学校法人有坂中
央学園及び学校法人中央総合学園の中島慎太郎理事長、上毛新聞社取締役

年の歴史を振り返る中島利郎代表

80

の清水直樹営業局長による鼎談を企画しました。内容を掲載します。

参 加 者

中央カレッジグループ

代表

中島

利郎氏

学校法人・有坂中央学園
理事長
学校法人・中央総合学園

中島慎太郎氏

上毛新聞社取締役

清水

営業局長

直樹氏

歴

史

清水直樹局長 学園創立80周年、おめ
でとうございます。
今回の鼎談に際し、
上毛新聞社の過去の紙面を調べました
ところ、前橋高等経理学校から中央情
報経理専門学校への校名変更の広告
が、昭和62（1987）年10月に出ていま
した。
「21世紀に向けて校名変更」の
タイトルで、翌年４月からの変更を読
者に伝えています。80周年の歴史の中
で、一つのポイントになる資料だと思
いコピーをお持ちしました。
中島利郎代表 これは珍しい。昭和40
年に前橋商業学校を前橋高等経理学校
に名称を変更、昭和63年に中央情報経
理専門学校に変えましたから。
清水局長 今日は80周年の特集紙面で
すので、学園の歴史に合わせた質問を
させていただきます。まずルーツです
が、昭和17年９月５日に中島代表の祖
父に当たる有坂作太郎氏が前橋服装女
学院を設立しています。設立の背景や
理念について教えてください。
中島代表 ９月５日という点が重要、
明治５年９月（太陽暦）に学制が、太
政官布告を踏まえ公布されました。い
わば我が国の教育制度が大きく変わっ
た注目の月日なんです。
学園を創立した祖父は、元警察官で
あり、国の動きをよく知っていたのだ
と思う。30代後半で警察を辞め、友人
の紹介で片倉組本社に入った。それが
大正末期のこと。家族で東京に移りま
した。母も東京で育ち、服飾の学校に
通っていた。昭和16年、祖父は定年退
職して群馬に帰郷。友人であった平方
金七先生（平方学園創設者）を遠くか
ら見ていて、自分も家政女学校をやり
たいと思っていた。準備をして昭和17
年に学校を設立しました。それが前橋
服装女学院です。時代が戦争に向かう
中で、大変だったと思います。
昭和27年まで服装女学院をやってい
ました。母は子育てをしながら東京に

学園グループの歴史と現状、将来を語り合

う参加者（８月 日、学園本部特別室にて）
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勉強に行っていました。服飾分野では
常に学び、最新の流行を知る必要があ
り、理論だけでなく実地経験も大事な
ことでした。子どもが私を含めて３人
いたので、家庭を取らざるを得なくな
り、祖父に相談して前橋商業学校に変
えました。学校では夜は簿記、昼はそ
ろばんを教えていました。
清水局長 昭和17年といえば、太平洋
戦争が始まって間もない、大変な時代
に学園は産声を上げた。10年経って商
業学校に変わったわけですね。
中島代表 昭和30年頃は服飾系の学校
が一番人気だった。その花盛りの分野
から変えたので大変だったと思いま
す。当時、商業学校に切り替えてくれ
たので、今のグループがあると思いま
す。昭和40年代に前橋高等経理学校に
校名を変更、昼間部を設けました。そ
して経理の学校として本格的に始動し
ました。第３の変革です。「経理は経
営に通ず」につながる本格的な歩みが
始まった。
清水局長 日本経済が右肩上がりで成
長する時代。経理の大切さを考え、大
きく転換したのですね。先見の明があ
った。
中島代表 私も小さい頃からそろばん
をやり、経理で身を立てたいと思って
いました。それも影響があったと思い
ます。高校から東京経営経理専門学校
に進学し、昭和41年に卒業。税理士や
会計士として身を立てたいと思い、群
馬に帰り、公認会計士の加藤会計事務
所に勤めました。当時、加藤先生は学
校の顧問として側面から支援してくれ
ていました。その頃は祖父もまだ存命
で、自分が学校を経営するとは思って
いませんでした。ただ、夜間部の半年
コースの学生へ講義もしました。
清水局長 最初は、側面的に学校の現
状を見てきたと言うことですね。そし
て、お母様が亡くなり、それを機に学
校に入られました。
中島代表 その時、私は加藤会計から

転職して日東グループにいました。会
計事務所で働いていた時から会計マン
で終わらず経営をやりたいと考えてい
ました。同グループでは、部長、常務、
専務をやりました。ナンバー２的な立
場でしたね。38歳の時には母が亡くな
り、学校をどうするかということにな
りました。当時はまだ学校法人ではな
く、個人立学校でしたので私が設置者
として届出をしました。すぐに会社を
辞めるわけにはいかなかったので、昭
和58年・59年と準備をして、60年に新
前橋に移転しました。
清水局長 新前橋を選んだ理由は何だ
ったのでしょうか。
中島代表 私も企業で働いていたので
いろいろな情報が入ってきていまし
た。新前橋はまず交通の便が良い。当
時は山崎学園（前橋）と石黒学園（高
崎）が競り合っていて、新前橋は、２
つの競合校の間に位置する適地だっ
た。それに、当時学校長をお願いして
いた山中庄太郎先生から、群馬県の委
託で丹下健三先生が「頭脳的都市 新
前橋」計画を作ったと聞きました。現
実に、上毛新聞や群馬銀行など多くの
企業が移転してきました。ただ、私た
ちにはお金もないので、いろいろな方
のつてを頼りました。祖父の姉が嫁い
でいた方が新前橋に土地を持ってい
て、
「協力してくれそうだよ」と聞き
ました。その方は国鉄に勤め、定年退
職して余裕もあったので建物を建てて
もらい、われわれが借りるという形に
しました、これが現在の１号館。非常
に感謝しています。新前橋移転は１つ
の大きな転機になりました。
清水局長 そこを拠点に、近代的な経
営形態を目指された。新前橋移転を機
に、改革も行い、さまざまな分野に進
出できるようになった。前述した昭和
63年の中央情報経理専門学校への校名
変更もその一環。その時の狙いは。
中島代表 前橋高等経理学校は経理だ
けのイメージでした。情報化も進み、
企業でもパソコンを使うようになると
思い「情報」を入れました。当時の写
真には看板にOAと入っているのが分
かると思います。学校のパソコンは
NECのN5200を入れました。いずれ情
報分野を入れる必要があると思い、情
報システム学科もつくりました。学校
名には、地名は入れず、群馬の、日本

の中央という意味で「中央」を入れま
した。
清水局長 伝統ある名称を変えるのは
大きな決断だったと思います。
中島代表 当時、公益社団法人全国経
理教育協会へ加盟していました。その
加盟校には規模を大きくしている学校
もたくさんありました。それを見てい
て、自分の学校もできると思い発展的
に校名変更と内容を発表しました。学
生がすごく喜んでくれました。
清水局長 代表はその後、平成に入り
全国経理教育協会の理事長にも就任し
ていますが、それによって人脈も広が
ったようですね。
中島代表 協会に入った時は経理教育
の草分けの方ばかりでした。日本の著
名な大先生ばかりでね。自分がまさか
協会の理事長になるとは夢にも思わな
かった。当時の専門学校は経理学校群
が中心でした。
協会の主催で簿記大会や検定を行
い、注目を集めていました。今の名誉
会長は森喜朗さん。初代会長は愛知揆
一さん、２代目が坂田道太さん、３代
目が森喜朗さん、そして現在は麻生太
郎さんです。理事長は会員校がやりま
す。私は12代目です｡
清水局長 経理教育も含め専門学校の
社会的な期待が一層高まってきた時代
ですね。
中島代表 私は群馬県専修学校各種学
校連合会の会長も16年やりました。専
門学校には高等教育機関としての役割
があります。地位向上のために会員組
織は必要です。
清水局長 学園創立70周年を迎え、
「と
ことん面倒見のよい学校」を打ち出し
ました。この方針について教えてくだ
さい。
中島代表 専門学校は、入学し学んで
社会に出る、または再教育として入り
直す。実践的な教育と就職までが一貫
した役割です。そのためには教師の資
質向上が大事です。ともすると教員は
できない理由を学生のせいにしがちで
す。学生はできないから入学する、学
校に入れた以上は資格に合格させるた
めに全員を受験させます。成績が足り
ないからと足切りしたりはしない。こ
れを逆にすると、できないことを学生
のせいにしがちになるのです。それに
加え、就職後に再就職したい人のため
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“即戦力”
の人材を社会に輩出

学園の現状
清水局長 学園は今年80周年。現状に
ついて教えてください。
中島慎太郎理事長 専門学校９校と高
等専修学校２校の11校を有していま
す。 学 生 は2000人 弱 で す。 卒 業 生 は
３万８千人ほどで、群馬県の人口で見
ると50 ～ 60人に１人がうちの卒業生と
もいえます。それぞれ、多彩な分野で
頑張っています。各校の現状は、情報
系の学科に人気がありますが、ネット
動画の学科も設置しています。さらに
国家資格化した愛玩動物看護師を目指
す学校もあり、柔道整復師の分野にス
ポーツ要素を入れてリスタートした学
校もあります。このように、時代の変
化に合わせた人材育成をしています。
清水局長 時代の変化を捉え、ニーズ
の変化を常に見ているということです
ね。
中島理事長 文科省が認定する職業実
践専門課程というものがあり、各校で
取得しています。ここでは、業界や企
業と連携して教育することが必須にな
っています。年数回の教育課程編成委
員会など企業の方に参加してもらって
います。このような連携などがインタ
ーンシップや実習、そして就職につな
がっています。
清水局長 最近では「DX」
（デジタル
トランスフォーメーション）などにも
取り組んでいるそうですね。
中島理事長 DXデザイン研究所をコ
ロナ禍前に立ち上げています。コロナ
禍に入り通常授業ができなかった時に
も臨機応変に対応できました。今では
全教員が遠隔授業を行えるようにスキ
ルも高まっており、どのような大きな
変化にも対応できていると思います。
清水局長 現在では、学園の規模も大
きくなり、在校生も卒業生も各方面で
活躍しています。
中島代表 時代を読んで産業界に合っ
た人材育成をしてきた結果です。
ただ、
十年一日のことをやっていては淘汰さ
れてしまう。教員の研修と学び合い、
それから企業との連携も重要です。職
業実践専門課程は企業の人が教育現場
にも入り、厳しい意見ももらえます。
大学はある意味では塀の中で教育をし

ている。専門学校に塀はない。学びた
ければノーアポで出たり入ったりでき
るのです。
清水局長 学生への指導もしっかりさ
れています。アクティブラーニングも
取り入れているそうですが。
中島理事長 専門学校はアクティブラ
ーニングという言葉が広く使われる前
からそういう教育をしていました。徒
弟制度の発展みたいな形で、常に教員
と学生は対話をしながら学んできまし
た。
中島代表 それが専門学校の特徴と強
みです。

80周年記念事業について
清水局長 80周年の記念事業について
教えてください。
中島理事長 グループ全体でSDGs（持
続可能な開発目標）の学びと実践を取
り入れました。CSCP（CHUO SDGs
Challenge Project） と 言 う 名 称 で、
SDGsの 正 し い 理 解、 自 分 の 学 び と
SDGsを結びつけるものです。そして
学びを実践して、繰り返して取組を行
う。SDGsの達成目標である2030年ま
でやる予定です。取り組みに対する発
信力がまだ十分でない部分もあるし、
SDGsとの結びつきも弱く見えるもの
もありますが、これからさらに深めて
進めていきたいと思います。式典は内
部向けだけにしました。９月５日の創
立記念日に教職員・関係者のみで記念
式典を行い、結束力を高めました。10
月24日には学生を対象に、高崎芸術劇
場で宇宙飛行士の山崎直子氏の講演と
群馬交響楽団のコンサートを行いま
す。ほかにも、尾瀬SDGsクリーンハ
イキング、移動水族館、リカレント講
座、合同学園祭なども企画しました。
これに先立ち、年初には社会貢献事業
として除菌シートの配布を行いまし
た。
清水局長 キャッチフレーズに込めた
思いは。
中島理事長 「誇り胸に次なるステー
ジへ」は、先達や80年支えてくれた方
への感謝と、それを受け取り、実学実
践の学校としてもう一段ステージをあ
げたいという意味を込めています。
清水局長 学生たちの取り組みは。
中島理事長 各校ごとに特色を生かし
取り組んでいます。例えばフードロス

学園の現状、将来について質問する
清水直樹局長

「新しい時代に対応した職業教育を」と語る
中島慎太郎理事長

に、人材派遣業の会社も作りました。
卒業後も支援していくためです。

に対して、表に出ない廃棄品の活用が
あります。学生たちによる学童保育で
は、自分たちが学んでいる分野の職業
を教えたりしています。美容分野だと、
大量に捨てられているカラー液の容器
を洗って然るべき場所（廃棄物処理業
者）に持ち込めば再利用できたりしま
す。学生が回収してリサイクルするな
どの活動内容を今後しっかりと発表し
ていきたい。

ている。
清水局長 80周年を踏まえ、今後の抱
負や展望をお聞かせください。
中島代表 祖父や母がやってきたこと
を原点に今日まで学園を形成してきま
した。今後は新しい感覚で取り組んで
もらいたいと思う。新理事長へのバト
ンタッチは10月１日に行います。私は
企業で言うと代表取締役会長のような
立場になる。学校グループは新理事長
が新しい感覚でやってもらいたいし、
新たな動きと展望
それを託したい。
清水局長 学生も知恵を絞って社会課
中島理事長 学園の90年、100年とな
題の解決に繋げているわけですね。で
ると社会は今まで以上に大きな変化が
は今後の90年、100年を見据えた動き
あると思う。今も「society5.0」や「第
を教えてください。
４次産業革命」
、DXなどキーワードが
中島理事長 まず学園を統合します。 ありますが、専門学校業界には２つの
今、有坂中央学園と中央総合学園、国
変化が求められていると思っていま
際中央学園の３つの学園があります。
す。一つは、教育そのものの変化と職
その中の有坂と中央の２法人を有坂中
業・働き方の変化。教育はどの方向に
央学園の１法人に合併します。いろい
向かうのか、どの方向に進んでもデジ
ろな意味で経営統合し、社会変化に即
タルを使って対応していく必要があり
対応できる形にします。国際中央学園
ます。極端にデジタルになるか、リア
は引き受けたばかりなのでもう少し先
ルに回帰するか、
見定めていきながら、
にする予定です。人口減少社会、少子
デジタルを活用していきたい。また職
化、国際化で外国人が増えてくるなど、
業の変化もある、それに伴って無くな
そういった時代の変化に向けた学校づ
る仕事もある。淘汰されるものもある
くりをしていきたい。
し、新しく生まれるものもある。それ
清水局長 「学園の基礎固め」という
ぞれに対応した職業教育を提供するこ
ことですか。
とがわれわれに求められています。少
中島理事長 グループには企業群もあ
し先を見ながら教育に携わっていきた
る。学校だけだと限られた情報になる。
い。
企業があると、IT関係、派遣、研究
グループ全体としては、これまでも
調査、さまざまな情報が早く入ります。
教育コンテンツを専門学校として提供
情報が早く入れば対応も早くできるよ
してきている。この教育コンテンツを
うになります。大きな社会のうねりの
プラットフォームとして、子どもから
なかで転換できるよう、対応できるよ
高齢者までいかに提供できるかが大
う、盤石な学校づくりができるように
切。例えば、情報教育では、小学生な
なります。常に学校を中心にしたグル
らプログラミング、シニアならインタ
ープであり、そのまわりに、いろいろ
ーネットの使い方（ネット教室）をや
なソースを持った企業を形成してい
るとかです。他の分野でも同じです。
る。そのような、学園グループとして
美容や医療などにも可能性があり、デ
やっていきたいし、それが望みであり
ジタルを活用して地域に必要な教育を
今後もそうありたい。学校と企業が分
提供していきたい。また、留学生も、
離してはダメ、一体でないと。
これから増えていくと思う。より対応
清水局長 グループとしての強みを、 をしっかりして、地域に即戦力の人材
一層強化していくことですね。
としてしっかりと送り出せるように教
中島代表 あくまで人が中心、人は老
育していきます。
いていくけどブラッシュアップ、スキ
清水局長 本日は、貴重なお話を伺う
ルアップを図っていくことができる。
ことができました。学園のさらなるご
それを支援していけるような教育機関
発展をお祈り申し上げます。ありがと
であるべきです。小中高・大学で終わ
うございました。
りではなく社会に出てからが勉強。そ
…………………………………………
れに対応できるような学園グループで 【鼎談まとめ・武藤俊史（学園本部）、
ありたいとやってきている。それが、 編集構成・桑原高良（学園新聞編集セ
中央カレッジグループの役割だと思っ
ンター）
、写真・太田忍（広報部）
】

中島慎太郎新理事長
80周年記念式典

あいさつ
創立80周年のキャッチフレーズは
「80th for the next 誇り胸に 次
なるステージへ」です。これをもと
に私の今後の考えを述べてみたいと
思います。
このキャッチフレーズには、２つ
の重要なポイントがあります。
まず「誇り」についてです。先人
の築いてきた80年の歴史への敬意と
責任があります。本学園の卒業生は
約３万8000人、毎年700人から800人
を社会に送り出しています。この数
字は、極論すれば県民の50人に１人
が卒業生ということにもなります。
それだけ地域社会に与える影響が大

創立80周年記念特集号
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きいということ。それが誇りになり、
誇りと思える存在になります。
今まで以上に責任があり、恥じる
ことのない行動を意識しなければな
りません。このことは、学園運営に
も、教育活動にも求められます。す

と思います。
まずは、先進的で最先端の教育機
関になることです。それはDXやデ
ータなどすべてデジタルにシフトす
ることではなく、アナログでも先進
的な教育や思考法、手段はあります。

先進的な教育機関目指す
チャレンジ精神忘れずに
なわち、よりガバナンスが求められ
るのです。卒業生・学校関係者、働
いている人の誠意を受け止め、真っ
正面から行動していく組織であり続
けたい。
「今後の方向性（次なるステージ）」
については、二つのことを言いたい

このバランスをとりながら、高度な
取り組みを進めていくことが大切だ
と思います。
次に、多くの特色ある専門学校を
有するグループの特性を生かし、コ
ンテンツプロバイダとなっていくこ
とが重要になります。対象も、将来

元中央情報経理専門学校校長（第5代）

石坂

滿氏

り、中央カレッジグループの学校色が
一層色濃く出てくると思います。常に
その時代の流れの中で、活気と活力・
感動に満ちた学園、つまり、「良き先
生のいる学園には多くの学生が集ま
る」を心に留め、今後も学園が前進し
ていくことを期待しております。

特別講師代表

塚越

外

を担う子どもたちだったり、学び直
しを目指す成人だったり、趣味の幅
を広げたいシニア層だったり、多く
の人たちにグループの持つコンテン
ツを工夫しながらプラットフォーム
を形成し提供していくことができま
す。このことで、少子高齢化時代に
対応する本学園の新たな価値や可能
性としたい。
変化の大きい時代にはチャレンジ
がつきものです。われわれの掲げる
「やって・みて・考える、失敗から
学ぶ」がより生きる時代です。私が
舵取りをし、方向性をしっかり出し
ていきます。
教職員の皆様には、しっかりチャ
レンジし自ら考え行動する人材とし
て今後も、より一層のご協力をお願
いしたいと思います。

80 周 年 記 念 式 典 祝 辞 （要旨）
教育顧問・評議員

号

祐子氏

さんとの出会いも私の人生の宝物だと
感じています。その宝物をくださった
関係各位に改めて心から感謝申し上げ
ます。
教職員代表
教育本部長

五十部昌克氏

同窓会会長・理事

光山喜一郎氏
私が平成10年に入職後、高資格取得
と即社会で活躍できる「実学を学ぶ」
を中心に教職員が一丸となって取り組
んでいた中で、記憶に残る教育内容に
ついて触れたいと思います。
一つは教職員研修センターの立ち上
げと、それを契機とした専門学校初の
本学園が教育内容を網羅したシラバス
の刊行です。それを高校側に配布する
ことにより本学園の教育内容を世に示
すこととなり、高校から厚い信頼を得
たことです。
二つめは「歩行ラリー学習」です。
体験を通し「失敗から学ぶ」貴重な経
験をすることから、失敗を乗り越え二
度と同じ失敗は繰り返さないことを体
得する、現代社会では勇敢に物事にチ
ャレンジし、失敗をしないための方策
を身につける人材育成を求めた教育目
標は貴重な指標でした。
三つめは、創立60周年の記念３大事
業に参加できたことです。地域に恩返
しをするこの活動は、地域の皆様から
の高い評価と温かい歓迎を受け、まさ
に学園と地域が一体となった理想の学
園の姿を目の当たりにできたことで
す。
創立は人の誕生と同じく意義深いも
のであります。古き名言に「新しい酒
を古い革袋にいれる」があります。こ
れは言い換えれば「古き盃に新しき酒
を盛る」が如き、学園の創立は創始者
の意志の上に現代の時流に合った特色
ある教育内容を組み入れることによ

私が学んだ時代は昭和40年代、当時
は昭和町で前橋高等経理学校という校
名でした。社会人がほとんどで経理に
精通している人が多かったように記憶
しております。勉強は大変でしたが人
間関係は楽しかった。在学中の昭和47
年９月、日中の国交が正常化し田中角
栄と周恩来が握手をいたしました。当
時の自分の社会認識としては大した関
心もありませんでしたが、故「有坂作
太郎」翁は１階の片隅にあった木製の
事務机のところで、普段話したことも
ありませんでしたけれども、ウーロン
茶を持ってきて「乾杯」しようと言っ
て何人かきりの生徒にふるまっており
ました。どてら姿の気難しい顔のしわ
が、ほほ笑んだ姿が目に浮かびます。
あれから50年、幾多の変革を成し現
在の中央カレッジグループとして80周
年を迎えました。優秀な人間を群馬の
地元で育成し、群馬の地で活躍できる
教育体制が見事に功を奏し、現在の発
展につながっていることは間違いあり
ません。これからも地域社会の発展に
寄与できる教育機関として活躍される
ことを願います。

私が中央情報経理専門学校に入職し
たのは平成13年、今から20年以上前の
ことです。個別保育のプロを育成する
チャイルドマインダーコースから始ま
り、その後、特別講師として保育士・
幼稚園教諭を養成するコースや歯科衛
生士を目指すコースで授業を持たせて
いただき、今に至ります。
専門学校の教師生活の中で、初めか
ら、そして今でも強く感じているのは、
若い学生から学ばせていただいたこと
がいかに多かったかということです。
恥ずかしながら、授業の準備不足のま
ま授業を進めていると、すぐに、つま
らなそうにあくびをしたり、居眠りを
始めたりする学生が少なからず出てき
ます。逆に、自分なりに一生懸命準備
し、工夫して授業に臨むと、目をキラ
キラさせて「今日の授業はおもしろか
ったよ」とか「よく分かった」と率直
に感想を伝えてくれます。そして、休
み時間には、その授業に関連してさら
に質問したり、
「実はオレもさ」とか
「私
の場合はさ」と話しかけてきてくれ、
私の方が学ばせてもらうことも多かっ
たです。卒業生の中には、今でも手紙
やメール、電話をくれる人もいます。
そんな学生が、近況報告や悩み相談を
した後で「先生も年なんだから無理す
るなよ」といたわられてしまうことも
最近は多くなりました。ここで出会っ
た学生ひとりひとりが本当に私の人生
の宝物です。また、学生に加えてさま
ざまな専門性を持った先生や職員の皆

私が入職したのは、今から22年前、
平成12年、20世紀最後の年である2000
年でした。当時の学園の目標は、「県
内ナンバーワン校になる」でした。私
が採用された中央工学院専門学校の当
時の職員室は、前橋本部館の７階にあ
り、仕事が終わる夕暮れ時になると、
薄暮の中に雄大な赤城山のシルエット
が、北側廊下の窓いっぱいに広がる景
色を見ることができ、その景色がとて
も美しく、
今でも印象に残っています。
その後、校舎移転、校名変更、学科コ
ース再編、学校再編など、さまざまな
歴史がありました。中島代表の「適者
生存、環境の変化に合わせて自分を変
えられるものこそが生き残ることがで
きる」という言葉を、より感慨深く感
じております。今や、学園グループは
専門学校９校、高等専修学校２校から
なる、
県内随一の職業教育機関になり、
私の入職した当時の目標は、すでに達
成されたと言えます。このことは、学
園グループが、
適者生存の原理に則り、
社会の変化に合わせて、自身を変える
ことができた結果、だと思います。
本日、創立80周年記念日という節目
の日を迎えることができ、本当に誇ら
しいことであります。皆様の協力のも
と、さらなる歴史と伝統をつくる決意
の日である、としていきたいと思いま
す。

