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◆ＡＯ入学選考エントリー開始！！
～オープンキャンパス開催中！！～
企画広報室 高橋 達也
みなさん、こんにちは。就職活動中の皆さん、頑張っているよう
ですね。内定を勝ち取るまでには大変な事もあると思いますが、
「夢
の実現！」「なりたい自分になる！」ために頑張って下さいね！応
援しています！
さて、６月２日（月）からＡＯ入学選考のエントリーが始まりま
した！皆さんの後輩達の受験挑戦が始まったのです。１年生の皆さ
んは、つい最近のことのように感じるのではないでしょうか？２〜
３年生の皆さんは、「時間がたつのは早いな…」と感慨深く感じま
すよね。受験生の方々は緊張して本学を訪れます。受験生が本学へ
訪れた際には、是非優しく声をかけてあげてください。『挨拶を基
調とした全人教育』を在校生の皆さんから受験生達へ伝えて頂くと
共に、皆さんの笑顔で緊張を解してあげて下さいね。
また、６月以降もオープンキャンパスを開催します。来月には夏
の特別企画「サマーオープンキャンパス」を予定しています。高校
の後輩や身内などで電子情報や福祉医療を希望している人がいた
ら、是非オープンキャンパスへの参加を勧めて下さい。そして皆さ
んが身を持って感じているように、『なりたい自分になる！』学校
であることを伝えて下さい。みなさんのように将来への夢を抱いた
後輩の方々が入学してくれたら嬉しいですよね。
みなさんの手でこれからも中村学園を更に盛り上げていきましょ
う。よろしくお願いします！
6 月 2 日(月)から
ＡＯ入学選考
エントリー開始！！

☆オープンキャンパス開催日程☆
・６月

２日(月)

１７：００～１８：３０

学校説明・ミニ体験入学・ＡＯ入学選考説明

・６月

７日(土)

１３：００～１５：００

学校説明・体験入学・ＡＯ入学選考説明

・６月２２日(日)

９：３０～１２：００

学校説明・体験入学・ＡＯ入学選考説明

※全日程、保護者説明会も同時開催致します※

学校法人 中村学園

専門学校 静岡電子情報カレッジ
静岡福祉医療専門学校

◆もう一度、見直そう！ 自分の就職活動
の行事
２日(月) AO 入学選考エントリー開始！！
オープンキャンパス 17:00～18:30
1 年電子情報職場体験① ～6/6(金)
3CP 教育実習 〜6/27(金)
４日(水) 2CP 職場体験⑤
５日(木) 3TW 面接指導
７日(土) オープンキャンパス 13:00〜15:00
✿託児所：有
８日(日) 映像音響処理技術者認定試験
医療秘書検定
９日(月) 体育集中授業④
１１日(金) 2CP 職場体験⑥
１２日(木) 2CW 面接指導
１CP 第一ひかり幼稚園職場体験③
１８日(水) 2CP 職場体験⑦
１９日(木) 常葉系統別講座 13:10～15:00
２１日(土) ✿ 託児所：有
２２日(日) オープンキャンパス 9:30〜12:00
２３日(月) ２TW・CW 第３期実習 〜7/26(土)
体育集中授業⑤
✿『子育て支援
キッズハウスひかり』からお知らせ✿
２５日(水)
2CP 職場体験⑧

✿『子育て支援 キッズハウスひかり』のご紹介✿
〇保育対象年齢・・・(原則)生後９ヶ月〜小学校低学年
〇保育時間・・・平日(原則)8:00〜19:00
土曜(原則)9:00〜15:00
※６月の土曜日保育は６/７、２１日です。

※日曜・祝日はお休みです。
お気軽に見学等もしていただけます♪
ご利用をお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい✿

進路室 大原 利作
「 目 に は 青 葉 山 ほ と と ぎ す 初 鰹 （ 山 口 素 堂 ）」 の 季
節 に な り ま し た 。大 手 企 業 を 主 と し た 一般企業の採用活動（就
活）は山場を越えました。これからは、中堅・中小の就活に移って
いきます。未内定学生諸君、なかなか内定獲得できないのは、
「企
業や運が悪い」ではなく、
「あなた自身に問題がある」からです。
真摯に現実を受け止め、自身の就活を見直してください。まだ間に
合います、就活に必要な準備や心構えを再確認してください。
○【自分のやりたい仕事を徹底的に考え、働いている自分をイメー
ジできていますか！】
「何をしたいのか、どんな仕事をしたいのか」の自分の答えをし
っかりと持つこと。そして、学校で学んでいることなどを「そこで
どう活かせる」かも、自信を持って言えるようにすること。企業名
や求人情報に衝動的、直感的に飛びつくのではなく、
「自己分析」
と「企業研究」の結果に照らし合わせて、自分を売り込むこと。
○【今が動く時です。行動は早めに！】
早め早めに動けば、志望職種の軌道修正などの就活の立て直しも
可能になります。自覚して欲しいのは「行動しなければ、決して自
分の欲する就職は手にすることはできない」ということ。ただ、待
っているだけでは、何も変わりません。行動は自分を取り巻く環境
を良い方向に変えられるはずです。
○【就活は、すべて「自分のために、自分がする」ものです！】
すべて自分のために行うものであり、結果はすべて自分に戻って
きます。当事者意識をもって明るく、元気に取り組むこと。
○【前向きに、そして可能性を信じて。落ち込んだときは、うまく
気持ちを切り替えよう！】
就活は厳しい。時には落ち込む、自信を失う、あるいは焦る。し
かし、厳しい状況であるからこそ、内定を手にした時の嬉しさ、達
成感や充実感は計り知れない。さらにその先には、就職し仕事を通
じて充実した毎日を送る自分の姿があるはずです。「落ちたものは
仕方がない、縁がなかった。自分を欲する企業は必ずあるはず」と
気持ちを切り替えること。身近な人達と情報交換や愚痴を言ったり
することでも気持ちをリセットできます。
○【面接は熱い気持ちで挑んで！】
「何を伝えるか」ではなく「何が伝わったか」が全てで
す。「この一言を言えば、間違いなく内定」という正解は
あ り ま せ ん 。「なんとしてもこの企業に入り、こんなことをやり
たい」という熱い気持ちが大事です。熱い気持ちは面接官にも伝わ
りますので、その思いをぶつけることが重要です。 頑張れ、学生
諸君。

学校法人

中村学園
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学生会 会長 介護福祉学科 ２年 大塚 奈菜
今年度学生会会長に任命されました、２年介護福祉学科の 大塚
奈菜です。
昨年度はクラス委員をさせていただき、クラスをまとめる難しさ
を学びました。今回クラスメイトだけではなく学生全体のため、ま
とめる難しさや計画を立てて実行する難しさがあると思いますが、
皆さんの助けを借りながら、環境作りや学校生活をより良いものに
できるように頑張りたいと思います。
至らない点が多いと思いますが、よろしくお願い致します。
学生会 副会長 総合福祉学科 ２年 下田 乙矢
この度学生会副会長を務めさせていただくことになりました、下
田乙矢です。
私は、学生１人１人が主役となれる行事を作っていきたいと考え
ています。そのため、私自身が広い視野を持ち、いろいろな可能性
を考えながら物事を進めていこうと思います。
微力ではありますが、学生会会長を全力でサポートしていくと同
時に、学校行事など全てにおいて全力で取り組み、盛り上げていき
たいと思います。
皆さんのご協力をよろしくお願いします。
学生会 副会長 ICT 映像･音響ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ２年 有ヶ谷 純平
この度学生会副会長を務めさせていただくことになりました、
有ヶ谷純平です。昨年は本部役員を務めさせていただきましたが、
今回このような大役を任され、責任を感じながらやりがいを感じ
ています。
本学では「挨拶を基調とした全人教育」を行っています。私は、
挨拶はコミュニケーションの第一歩であり、社会にでるためにも
とても重要なことだと考えています。学生会でも朝の挨拶運動を
行っているので、お互いに気持ちのよい挨拶を朝から交わしてい
きましょう。また本学では、一年を通してスポーツ大会や文化祭
などのさまざまな楽しい行事が多く行われます。それらの行事を、
学生みなさんが楽しめる行事になるように、運営に力を入れてい
きたいと思います。また普段の生活の中でも他の学生の見本とな
り、全体を牽引していける存在をめざし、全力で取り組んでいき
ますので、よろしくお願い申し上げます。
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学校法人 中村学園

専門学校 静岡電子情報カレッジ
静岡福祉医療専門学校

◆春季スポーツ大会を終えて

◆面接指導を終えて【電子情報ｶﾚｯｼﾞ】

学生会 会長 介護福祉学科 ２年 大塚 奈菜
先日の春季スポーツ大会は、サッカーを行い、白熱して行うこが
できました。本当にありがとうございました。そして、優勝チーム
の皆様、おめでとうございます。皆様楽しんでもらえたでしょうか。
迷惑をかけてしまった点もあったと思いますが、楽しんでもらえた
なら幸いです。
今回のスポーツ大会は、雨天により延期にはなりましたが、実施
当日は好天の中、行うことができました。準備や進行など、学生会
役員一丸となり務めさせていただきましたが、まだまだ全体をまと
めきれず反省点もありました。今回の反省を我道祭、秋季のスポー
ツ大会に活かし、学生会役員中心に皆様が各行事を楽しめるよう、
精一杯の運営をさせていただきますので、皆様もご協力お願いいた
します。
最後になりましたが、今回
の春季スポーツ大会を開催
するにあたり、協力してくだ
さった諸先生方、学生会役員、
スポーツ大会実行委員、審判
等をやっていただいた学生
の皆様ありがとうございま
した。よろしくお願い申し上
げます。

ＩＣＴ情報システム学科 ２年 太田 知希
今回の面接指導を通して、自分の置かれている状況や今後の課題
が明確になりました。私はまだ本番の面接の経験がなく、今回指導
していただいた入退室時のマナー、挨拶の仕方、履歴書の書き方等、
全てがためになりました。その中でも今後の課題は、志望動機と自
己 PR がうまく表現できていないことです。志望動機と自己 PR がう
まく表現できない理由は、企業研究・自己分析が十分にできてない
からであり、その会社で何をしたいのか、「仕事を通して自己実現
を図る」とはどういうことなのかをよく理解していなかったからで
す。
本番の面接までには「仕事を通して自己実現を図る」ことの意味
をよく理解した上で、今回の面接指導でいただいたアドバイスを生
かし、自らの考えを堂々と述べていきたいと考えております。
校長先生はじめ諸先生方、ご指導ありがとうございました。

学外活動として、4/23(水)、5/22(木)に
静岡駅周辺～学校周辺の清掃をしました♪

医療情報システム学科 ３年 野口 凱登
今回、様々な先生方にいろいろな角度からご意見をいただき、
自分では気づかない事を気づくことができたため、大変貴重な経験
になりました。
経験豊富な先生方を前に、緊張感をもって面接練習を行えたこと
は、本番の面接ではとても強みになります。また鋭い質問に言葉が
詰まることもあり、自分の力不足を痛感しました。これまでは、自
分ひとりで志望動機や自己 PR を考えておりましたが、今回は多く
の人にチェックしていただくことで、色々な視点からアドバイスを
いただきました。今後も積極的に友達や先生方にアドバイスしてい
ただき、さらに良い内容にしていきたいです。また一層企業研究を
することによって理解を深め、面接において的確に受け答えができ
るように頑張ります。
今はまさに就職活動戦線です。他の大学生や専門学校生と比較さ
れた際に、他とは違う輝くものがあると思っていただけるように、
今まで以上に就職活動に力を入れ、専門学校静岡電子情報カレッジ
の学生として恥じることのないように頑張っていきます。
学校法人

中村学園 ｅｄｉｔｏｒ 曽根

