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 学校法人 中村学園  NO.2 へ続く 

学生会役員が決まりました！！ 

学生会長           子ども心理学科 3年 森 恒陽 

 昨年度は副会長として会長を支える立場でしたが、
今年度は会長として自分の言動に責任を持ち、行動し
ていきます。また、多くの人からの意見を聞き、自ら
の考えも積極的に発信していきたいと思っています。 
学校行事では、学生一人ひとりが主役と感じられる

ような内容になることを目指します。学生会役員、ま
た役員でない学生の皆さんからの意見を聞きながら、学生主体で楽しい
思い出をたくさん作れるような1年になるように努めます。 
日頃お世話になっている諸先生方や、学生の皆さんにも恩返しできる

ように精一杯がんばりますので、よろしくお願いします。 
 
学生会副会長            総合福祉学科２年大杉 優香 

 私が副会長に立候補した理由は、我道祭やスポーツ
大会で、学生会の臨機応変な対応や進行をみて、「私も
こうなりたい！」と思ったことがきっかけです。学生
会は、学生から意見を聴いたり、行事が円滑に進んだ
りするように話し合いを行い、実行していく学生主体
の機関だと把握しています。学生会活動を通して私は、
学生一人ひとりがメリハリを大切にした時間を過ごせ
るようになって欲しいと考えています。自分の目標に向かって専門的な
知識を学ぶため、毎日勉学に励むことは簡単なことではありません。学生
のリフレッシュや交流が深まるきかっけとなるよう、積極的に運営に携
わっていきたいと思っています。副会長として学生会を運営していく上
では様々な場面でどんな事があっても慌てず、会長をサポートしながら
対応していきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

学生会副会長 音響＆映像メディアクリエイト学科２年 鈴木 友也 

私は、昨年度に学生会役員を務めさせていただいた
際に、先輩方の積極的な行動、立ち振る舞いに感動し
ました。また、実際に行事やイベントはとても思い出
に残るものばかりであったため、今年度は自分がこの
様な行事やイベントの実施に献したいと思い、立候補
しました。 
現在は、様々なイベント活動が中止されてしまった

り、普段の学校生活の時間が変わったりと、それぞれに不安や不満がある
かもしれません。その様な環境の中で、私は少しでも面白いことをしてみ
んなを笑顔にしよう、学校生活を明るくさせようと努力しています。これ
もまた、学生会副会長としての役目であり、学校に貢献するためだと考え
ています。また、私は挨拶を徹底し、学校全体の雰囲気を明るくさせよう
と努力しています。 

初めての立場ということもあり、慌ててしまったりすることもあるかと

思いますが、精一杯頑張っていきますので、ご支援とご協力をよろしく

お願いします。 

 

進路室より 

「永遠のベータ版」「成長」そして「アイデンティティ」 

進路室長 橋野 幸男 
「新入生オリエンテーション」でのアクティブ・ラーニング『より良い

就職をするために』のグループ発表時に、コメントを述べる機会を頂きま
した。その際、「永遠のベータ版」という言葉を引用したところ、幾人か
の学生が興味を持ってくれたようです。今回は、これを紹介したいと思い
ます。 
このフレーズには、次の書籍で出会いました。 
リード・ホフマン、ベン・カスノーカ 共著『スタートアップ！ シリコ

ンバレー流 成功する自己実現の秘訣』（日経BP社、2012年 5月発行） 
主著者のリード・ホフマンは、アメリカの起業家・ベンチャー投資家で、

著作家。同書発行の翌月に来日し、楽天の創業者・三木谷浩史氏とのトー
クイベント「日本にとってのスタートアップとは？」などを行いました
（その記録がまだネット上に残っています。例えば、
https://xtech.nikkei.com/it/article/NEWS/20120619/403777/ など）。 
 さて、同書から「永遠のベータ版」に関する記述の一部を引用しま
す。 
 ― 誰もがこの「完成した」を禁句にすべきだろう。わたしたちはみん

な、いわば未完成品なのだ。くる日もくる日も、もっと学び、行動
し、人間としての幅を広げ、成長するための機会にめぐり合う。自分
の仕事人生を「永遠のベータ版」と位置づけておくと、自分には欠
点があり、自力でさらなる向上を目指す余地があり、順応や進化が
求められている、と意識せざるをえない。 
それでもこの発想は、明るい見通しにあふれている。なぜなら、

自力で向上を目指すことができるという事実、そしてこれと同じだ
け大切な、世の中をよくすることができるという事実を歓迎してい
るからだ。  

  ～ 「20 年もの経験」があったとしても、多くの人にとっては実
は、1 年分の経験を 20 回繰り返したにすぎない ～ 。しかし、「永
遠のベータ版」という意識でキャリアを積めば、年が替わるごとに、
自分の価値を高めるための新たな課題や機会に出会うから、20年で
掛け値なしに20年分の経験を積むことができる。「永遠のベータ版」
という標語には要するに、たゆまぬ成長を続けていくという決意が
込められているのだ。 ～ 

   人は、自分の成長に応じて、そして世の中の移ろいに応じて変わっ
ていく。アイデンティティは発見するようなものではない。行動や
経験をとおして生まれてくるのだ。― 

          ‥          ‥        ‥ 
先月、電子情報2学科と、総合福祉学科・介護福祉学科の「面接指導」

がそれぞれ行われました。「専門性」「基礎力」「マ
インド」の各面における自身の成長を言語化し、
十分に伝えることができたでしょうか。そして、
その後の日々の成長を織り込んで、その表現を更
新しているでしょうか。「永遠のベータ版」たる
皆さんが行う自己表現も、常にバージョン・アッ
プしていってください。 

企画広報室より 

企画広報室長 河内 嘉美 

静岡の緊急事態宣言が解除されて２か月が経とうとしています。まだ
まだ予断を許さない状況ではありますが、毎日みなさんの元気な姿を見
ることができるようになり、ホッとしているところです。 
さて、本年度からいよいよ「ＣＡＮスカラシップ制度」がスタートしま

す！初代Ｎ－ＣＡＰとなる学生のみなさんには、インターンシップやボ
ランティアなど、様々な場面での活躍を期待したいです。オープンキャン
パスにもぜひ力を貸してください！オープンキャンパスでは毎回参加者
から「在校生の様子が知りたい」という声が上がります。みなさんが先輩
としての経験をふまえて進路選びのアドバイスをしてくれたら、きっと
参考になったと喜んでもらえるのではないかと思います。ＣＡＮスカラ
シップ制度はリーダー養成と経済的支援を合わせた本学オリジナルのプ
ログラムであり、公的な奨学金との併用も可能！経済的な理由で勉強が
続けられそうにない…そんな状況の方にぜひ一度聞いていただきたい内
容となっています。もしみなさんのまわりに進路選びで悩んでいる人が
いたら、オープンキャンパスやＣＡＮスカラシップの案内をしてみてく
ださい。マンツーマンでの個別相談やオンラインの相談会も随時行って
います。一人でも多くの方に本学の魅力について知ってもらいたいで
す！ 
 
 

オープンキャンパス ７月以降の予定 

◇ オープンキャンパス 

● ７月 ９日（木）１７：００～１８：３０ 

◇ 夏のスペシャルオープンキャンパス 

３回のスペシャルオープンキャンパスの参加を通じて、 

入学 → 卒業して働く → 社会で活躍してキャリアアップ 

できることを、疑似体験できるような企画を用意しています！！

第１弾 学校生活のリアル～授業・実習について先輩に聞こう 

（本学の在校生が参加します！） 

  日時：７月１８日（土）１３：１５～１６：００ 

 第２弾 卒業生が語る業界・仕事の魅力 

（卒業生と直接話ができるチャンス！） 

  日時：８月 １日（土）１３：１５～１６：００ 

第３弾 プロと一緒に現場で使えるスキルを体験 

（現場経験の長い卒業生からの生の声が聞ける！） 

  日時８月２２日（土）１３：１５～１６：００ 

 

 

 

上記以外にも、「オーダーメイド個別相談」 

なども実施中！！ 

詳細につきましては、お気軽に学校まで！！ 

https://xtech.nikkei.com/it/article/NEWS/20120619/403777/
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 学校法人 中村学園  editor．橋野・原木 

面接指導を終えて・・・ 

今年度も、２年ITゲーム＆ロボットシステム学科、２年音響＆映像メ

ディアクリエイト学科、３年総合福祉学科、２年介護福祉学科の学生の

「面接指導」を実施しました。本番さながらの緊張感のもと模擬面接に挑

みました。 

 

『自分の売り込み方に気付けた面接指導』 
ITゲーム＆ロボットシステム学科 小山 佑太 

まず面接指導に臨むにあたり、自分を振り返ることから始めました。こ
の作業が個人的に一番苦労しました。普段は先のことを考えて行動して
いることが多いためか、過去のことを考えても直ぐに出てきませんでし
た。自分の過去のことなのに、自分を振り返ることがこんなに大変だとは
思いませんでした。面接指導中はもちろん緊張しましたし、いざ自分の番
が回ってくると混乱もしました。しかし、やっているうちに少しずつだが、
緊張状態から抜けていく感覚がありました。やはり面接には慣れも必要
だと実感できました。 
また、面接指導を通して、この先、自分を売り込んでいく方法を知れた

と思います。面接指導が終わった後は、再度、履歴書の添削してもらいま
した。付加価値や自己実現、会社にとってのメリット、今後の学校生活で
学びたいこと等、自分のどこが弱かったのかを考え直す時間を作り、履歴
書の質の向上を目指しました。IT 企業はこの時期でも遅いくらいです。
まだ足りない部分を早期に修正し、私が目指す業界・企業へ就職できるよ
う選考に臨んでいきます。 
 

『課題が見つかった面接指導』 
音響＆映像メディアクリエイト学科 望月 和希 

今年度は昨年度までと大きく状況が異なり、新型コロナウイルスの影
響で、会社見学や合同説明会などのリアルでの就職活動が中止、延期にな
っています。 
履歴書では志望動機・自己PRを作り上げることが一番大変でした。こ

れまでの経験を振り返り、それを文章に起こしていく作業は難しく、担任
の先生に何度も見ていただき、作り上げていきました。 
実際の面接指導では、校長先生が最初におっしゃっていた『履歴書の志

望動機や自己 PR を見て、アピールが足りない。ビジョンが感じられな
い』という言葉がとても胸に染みました。自分をもっと企業に売り出すた
めには熱い気持ちと自信が必要だと感じ、これまでに備えた技術や、知識
をしっかりと打ち出す方法を考えていくことが、就職活動へ向けての課
題となりました。 
実際にこれから企業と面接をする場面が出てくると思いますが、その

時はしっかりとこの面接指導で学んだことを活かし、マナーは勿論のこ
と私のスキルを相手
にうまく伝えられる
応答を行っていきた
いと思います。 
 
 

 

『未来の自分につながる気づき』 

 総合福祉学科3年  布川 未歩 
6月18日に行われた面接指導では、先生方にご指導いただきき多くの

ことを学びました。いただきいたアドバイスは、すべて実際の面接に取り
入れていきたいと思いましたが、その中でも特に大切にしようと感じた
ことが２つあります。 
１つ目は、喋り方です。今回の面接指導は、コロナの影響でマスクを着

用して行われました。喋る際、はっきりと喋るように意識しなければ声が
こもり伝わりづらくなってしまいます。また、顔全体が見えないため笑顔
なども伝わりづらく、その上、声まで届かなければ印象はあまりよくあり
ません。入職したい気持ちをしっかりと伝えるためにも、今の時期だから
こそ改めて意識しなければと思いました。 
２つ目は、アピールポイントをしっかりと伝えることの大切さです。履

歴書にはすでに、入職したい理由や自分の強みなどが書かれています。質
問に対して、書かれていることをそのまま答えるのでは、私の思いは伝わ
りません。しかし、思ったことを全て話すのも違うのだと学びました。面
接指導の際私は、伝えたいことが多くありすぎてしまい結局、本当に伝え
たい気持ちが伝わりにくくなってしまいました。自分の『核』となるもの
をしっかりと持つことにより、自分の良さは何か、それを仕事にどう活か
せるのか、という強い気持ちを相手に伝えられると思います。 
今一度、自分の『核』となる部分は何かを見直し、就職面接のためだけ

ではなく、未来の自分のためにしっかりとまとめていきたいと思います。 

 

『自分の言葉で伝える』 

2年介護福祉学科 池ヶ谷 愛 

私は面接指導を終えて感じたことがあります。それは、相手に自分のこ
とを伝えるのはとても難しいということです。短すぎると何を伝えたい
かが分からなかったり、長すぎると何が言いたいのか伝わらなかったり
します。丁度よい長さで相手にアピールするためには、自分や相手、施設
のことを知り、伝えたいことを整理して話していく必要があると思いま
した。また、ただ言うのではなく、具体的なエピソードや体験・学んだこ
とを加えながら「自分の言葉」で伝えていくことも必要だと思います。 
そのために、質問に対して、「何をどのように言ったらいいのか」とい

うことを判断して、すぐに具体的なことを話せるように今後も練習して
いきたいです。 
また、話す内容だけでなく礼の仕方も意識していく必要があると感じ

ました。「首筋を伸ばしたまま、腰をおって礼をする」これは、普段の生
活の中にも取り入れていき、自然とできるようにしたいです。 
面接指導で学んだことは、就職活動以外にも活用できることが多くあ

りました。それらのことを日頃から意識していきたいです。 

 

 

 

 

 

 

面接準備のポイント！ 

① 己 を 知 れ：今までの人生で、また今後、身につけることができる  
「自分の売り」は何なのか、自分の就きたい職種につな  
 がるように纏める。 

② 相手を知れ：自分が就職を希望する企業、病院、施設等がどんな組  
織なのかをとことん調査・研究する。 

③ 差異化を図る：私は他のエントリー者（求職者）と比較してここが違   
うんだ！と自分を売り込む準備をしておく 

上記の 3 つから自分の言葉で「志望の動機」と「自己ＰＲ」を創り上げ
る。 
そして、最後に「仕事を通して、自己実現を図る」と結ぶ。 
その上で、「これだけやったんだ」という自信を持って、失敗 
を恐れず、胸を張って、自らの可能性を信じて、元気よく「若さ」で勝
負！！ 

 “There is a will! There is a way!” 
「ヤル気になれば道は開ける」 

 

 

 

 

 

７月の行事予定 

 １日（火） ３CP「教育実習事前研修（～７/１０） 
   ２TW・CW第３期実習（～7/25） 
 ６日（月） ２CP保育実習Ⅰ（保育所）事前研修（～7/8） 
 １１日（木） １CP「職場体験」 
 ９日（木）  オープンキャンパス（１７：００～） 
  1６日（木） CP「卒業生を囲む会」 
 １８日（木） SPオープンキャンパス①（１３：１５～） 
  社会人常識マナー検定 Japan Basic（１３：００～） 

   キッズハウスひかり「夏祭り」 
 ２０日（月） ２CP保育実習Ⅰ（保育所）（～8/4） 
 ２３日（木） 海の日 
 ２４日（金） スポーツの日 
 ３０日（木） CP面接指導 
  J検・B検CBT試験（１７：００～） 

 

CAN ジャーナル
４月号 
校長先生のお言葉
より・・ 


