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ＣＡＮジャーナル
令和３年度 専門学校静岡電子情報カレッジ２年生 面接指導
令和 3 年 5 月 20 日（木）実施
『改善すべきところ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 仲田 明凪海
面接指導を通して、自分の就活に対する姿勢のあまさを痛感しました。
まず、礼儀作法について細かく指導していただきました。自分の中では
できると思っていたことでも、常に心がけていないと忘れてしまうこと
が多くありました。礼の角度や目線、細かいことでもできていなければ印
象が悪くなってしまいます。現代倫理で学んだ、
「人物の印象は３秒から
５秒で決まる」とあるように、入室の際の礼儀作法、挨拶はとても重要だ
と感じました。
質疑応答では、答えを用意しておいた内容でもうまく答えることがで
きなかったり、抽象的で相手に伝わらないことがありました。面接官は自
分のことを全く知らない人です。自分の考えを伝えるには、一つ一つ具体
的にわかりやすく説明する必要があります。そのためには自分自身、希望
業界や企業について深く知ることが大切だと改めて感じました。
今回の面接指導で、自分の改善すべきところがわかったので、就活に向
けて改善していきます。
『己を知り、相手を知り、差異化を図る！』
IT ゲーム＆ロボットシステム学科 小林 智
面接指導に向けて私が一番苦労したことは、自分を知り、表現し、相手
である企業にどう興味を持ってもらうか、ということです。校長先生が
CAN ジャーナル 4 月号に載せて下さった「己を知り」
「相手を知れ」
「差
異化を図る」ことを具体的に表すのは容易ではありませんでした。
自己 PR や頑張ったことなど、幾つもある項目を完成させるには、しっ
かりとした自己分析が必要です。就職活動で初めて取り組むことになり、
戸惑いながらも進めてきました。
まず自分自身がどういう人間なのか、じっくり考えてみました。専門学
校入学以前は自分に自信がなく、リーダーの陰に隠れているような状況
でした。それが CAN スカラシップ生にエントリーさせて頂いたことで、
クラスの仲間と共に少しずつですが成長を実感、自信も芽生えてきまし
た。今回の面接指導に臨み、面接官の先生方からの質問に、思うような回
答をすることができませんでしたが、実際の就職活動では今回の反省と
経験を活かして、十分な準備で自己アピールできるようにして、内定を得
られるよう努力を重ねていきます。

コロナ禍、そして｢Ｋ字経済｣の中での就職活動
進路室長 橋野 幸男
「コロナ禍 2 年目の就職活動」となる今年度、キーワードをまとめると、
コロナ
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「Ｋ字回復」（二極化、まだら）。

専門学校 静岡電子情報カレッジ
静岡福祉医療専門学校
新型コロナウィルスの影響が長期化する中、最終的な損益が「増益」
の企業が 50%、一方、
「減益」または「赤字」が合わせて 48%（SMB
C 日興証券の集計）
。専門家は、
「業種によって二極化が鮮明となる『Ｋ
字型』の決算だ」と指摘
・国際労働機関(ILO)、1 月「ILO モニター『COVID-19 と仕事の世界；
推計と分析』
」(第 7 版)：
『Ｋ字型回復で格差拡大の懸念』

オンライン化による「早期化」、採用手法の多
様化 、「質 重視」( ※ 本紙・5 月号を参照)
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採用活動の中断、スケジュールの変更、採用数
の減少、オンライン化の加速、内定率の低下
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入社式・新入社員研修の延期・中止やオンライ
ン開催、自宅待機、テレワーク

表中にある「Ｋ字回復」や「Ｋ字経済」という言葉を、最近、目にしな
い日はありません。例えば、
・
「静岡新聞」5月19日：
『景気“Ｋ字形”
、進む格差。しわ寄せ 非正規に集中』
・
「日本経済新聞」5 月 17 日のトップ記事、連載：
『Ｋ字経済の試練 ㊤』
・
「NHK ニュース」5 月 16 日：
『業種によって二極化鮮明、
“Ｋ字型”
に。昨年度 企業決算』
： （ ↓下図 を参照）

本学学科の関連分野でその具体例をいくつか挙げると、
・ゲーム大手 7 社の決算では、6 社が営業増益を確保、うち 5 社が過去
最高を更新。
「コロナ禍を背景に、家でゲームを楽しむ『巣ごもり』
需要が高まり、ゲームソフトの販売が伸びたことが寄与」
（
「日本経済
新聞」5 月 14 日）
。
・ライブ・エンタテインメント業界では、前年実績に比べ約 8 割の市場
が消失。この影響で、チケット販売大手・ぴあ株式会社の決算は「売
上高は前年比 59% 減、最終損益は 66 億円の赤字」
。三菱地所株式会社
との資本・業務提携、そして、
「チケット手数料収入に頼らない収益構
造への転換」を模索。なお、6 月末までに「ぴあステーション」など
全国 77 か所の店舗を全て閉鎖（5 月 13 日・同社決算発表資料、など）
。
‥
‥
‥
このような業績の好不調は、当然ながら採用計画にも影響します。電子
情報学生は、５月６日配付の「
『コロナ禍で就活に失敗する人』の 5 つの
特徴」(株式会社 UZUZ、専務取締役 川畑翔太郎氏)に留意しつつ、積極的
に活動してください。
また、エンタメ系の学生は、例えば ぴあ株式会社などの次のメッセー
ジを噛み締めてください。
「文化芸術、エンタテインメントやスポーツは、何世紀にもわたって、
人々に感動や喜び、勇気や活力、笑顔や刺激を与え続けてきました。
同時にそれが、多様性を受容する日本の温かい価値観を育んできたの
です。～ 決して不要不急なものではなく、～ 」
（
『通期決算にあたり、社長からのごあいさつ』から）
「感染防止を目的とした度重なる行動制限は、ライブ・エンタテインメ
ントでしか得られない意味、人々が同じ空間で感動を共有する体験
に、改めて気付かされる機会ともなりました。コロナ禍収束後の世
の中においては、必ずや私たちの生活になくてはならないもの（＝
「ライフライン」
）となり、中長期的には再び大きく成長する市場領
域であると見込まれます。
」
（
『業務・資本提携に関するお知らせ』から）
ぜひ、
「この分野で働く。貢献と自身の成長を図っていく」との気概 と
「志」を持ち、必要な実力を着々と身に付けて、来るときに備えてください。
学校法人 中村学園
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令和３年度学生会 会長・副会長 あいさつ
【会長】総合福祉学科３年 大杉 優香
令和３年度学生会会長となりました。
私は、学生がメリハリを持って、学校生活を送れる
ようにしていきたいです。昨年度から、コロナ感染症
が流行し、学校生活の中でも様々な注意が必要でし
た。そのため、気を張らなくてはいけない場面が多く
あったと思います。また、実習や授業は、専門的知識を
学ぶ場として、真面目に取り組む必要があります。私は、スポーツ大会
や我道祭が学生のリフレッシュになるべきであると考えます。学校行事
を楽しみ、学生同士が交流を深められるよう、コロナ感染症対策を徹底
しながら、学校行事の運営をしていきたいです。まだまだ、コロナ感染
症が猛威を振るっています。学生時代の今だからこそ楽しめる事が実施
できるよう、みなさんの協力を頂きながら実現できるようにしていきま
す。
これから 1 年間精一杯務めさせて頂きます。どうぞよろしくお願い致
します。
【副会長】音響＆映像メディアクリエイト学科 ２年 伊藤 翔
今年度の学生会副会長を務めさせていただくこととな
りました。私自身、内気な人間ですので副会長という立
場を抱えきれるか不安ではありますが、
皆様からご信任
いただきました感謝の意を込めて、
精一杯尽力していく
所存です。
特にスポーツ大会や我道祭などの学校行事では、皆様か
らの要望を聞きながら意見を発信していくことで、学生一人一人が楽し
いと思えるような状態を目指して参ります。
前年度につきましては学生会役員として活動する中で先輩方のご活躍
を拝見し、行動が制限されるこのコロナ禍においても泰然自若に対応す
るその姿に敬服致しておりました。今年度では学生会会長をサポートし
ていくとともに、今後学生会を担う方々の見本にもなるような振る舞い
を心掛けていきます。
学生会一同、全力で学校全体を盛り上げて参りますので、一年間どうぞ
宜しくお願い致します。

【副会長】子ども心理学科 ２年 築地 大祐
私が副会長に立候補した理由は、スポーツ大会や我道
祭などの行事で、学生会の臨機応変の対応、積極的に
行動する姿を見て、
「自分もやってみたい！」と考えた
ことがきっかけです。

コロナウイルス感染症により世界中が大変な中、移動や行動が制限
され、満足のいく生活が送れない状況です。
しかし、学校行事では学生が中心となり、学生がより楽しめるように
したいと思っています。そのために、会長のサポートを中心に、積極的に
活動・運営を行っていきたいと思います。さらに、あいさつを中心とした
学校の雰囲気作りにより、学生の皆さんが明るく元気に学校生活を送っ
ていけるようにしたいと考えています。
このような皆さんの前に立つような役を務めさせていただくのは初め
てですが、精一杯頑張りますので、ご協力よろしくお願いします。

企画広報室より
企画広報室 河内 嘉美
６月に突入し、学生のみなさんは実習や就職活動で忙しくなってきま
したね。ジメジメ＋マスク必須で過ごしにくい時期が続きますが、みなさ
んのパワーで梅雨空も吹き飛ばしてしまいましょう！
さて、みなさんは日常的に SNS を使っていますか？広報室はここしば
らく、
SNS を使った広報活動に力を入れてきました。
みなさんの中にも、
本学の YouTube やツイッターを見たことがある人がいるかもしれません。
SNS では授業の様子や行事などを動画で紹介しています。
「授業を撮影し
に来ているけれど、撮影した映像はいつもどうしているんだろう？」と疑
問に思っていた人は、一度見てみてくださいね。動画を見れば、学校の雰
囲気などがよくわかってもらえると思うので、みなさんが楽しく学んで
いる姿をぜひ家族や友達にも見せてあげてほしいです。
これから進路選択の時期を迎える高校生などにはもちろん、これらの
コンテンツをご覧いただき進路選びの参考にしてほしいのですが、わた
しはいつも在校生のみなさんにも楽しんでもらえるような内容で作成す
ることを心掛けています。今後も授業や行事など、撮影にお邪魔すること
があると思うので、その際は撮影に協力してもらえるとありがたいです。
また、学生同士の催しがある場合は声を掛けてくださいね！撮影に行き
ますので！みなさんの充実した学校生活を広く知ってもらいたいです。
それからもう１点、本学は６月より AO 入学選考のエントリーを開始
しました。みなさんの周りに進学先をお考えの方がいたら、こちらの声掛
けもよろしくお願いします！

← 静岡福祉医療専門学校 YouTube

← 専門学校静岡電子情報カレッジ YouTube
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◇ＡＯ入学選考エントリー開始！！
・６月１日（火）～１０月１５日（金）１５時

◇オープンキャンパス
進みたい分野を考えよう
・６/１２（土）福祉１３：１５～
電子１４：００～
・６/２４（木）両校１７：００～
・７/ ８（木）両校１７：００～

◇スペシャルオープンキャンパス
業界で活躍中の人の話を聞いて進む分野を決めよう
①７/１７（土）福祉１３：１５～
電子１４：００～
②８/ ７（土）福祉１３：１５～
電子１４：００～
③８/２１（土）福祉１３：１５～
電子１４：００～
ご希望に応じて自宅にいながらの個別対応・オンライ
ン相談やオープンキャンパスを開催しております。
お気軽にお問合せください♪

６月の行事
１日（火）ＡＯ入学選考エントリー開始
３ＣＰ教育実習 （～６/２５）
３日（木）２ＣＷ・３ＴＷ面接指導
５日（土）社会人常識マナー検定
６日（日）映像音響処理技術者認定試験
７日（月）１ＴＷ・ＣＷ第１期実習（～６/１８）
１２日（土）オープンキャンパス１３：１５～(福祉)
１４：００～(電子）
２１日（月）２ＴＷ・ＣＷ第３期実習（～７/２４）
２４日（木）オープンキャンパス１７：００～
学校法人 中村学園

editor．藪﨑

