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◆平成２８年度学生募集・入学選考
オープンキャンパスのご案内
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企画広報室 高橋 達也
１日（日）2CP 保育実習Ⅲ(施設)前半
朝晩も冷え込むようになり、紅葉の話題を耳にする季節になって
きました。卒業年度の皆さんは特に、就職活動や卒業研究に取り組
2TW・CW 第 4 期実習(～11/21)
んでいる大切な時期だと思います。これまで以上に体調管理に気を
３日（火）文化の日
付けて、風邪やインフルエンザの予防に、うがい・手洗いをしっか
８日（日）医療秘書検定
りしましょう！また、今の時期が旬の食べ物は、体を温める効果の
９日（月）Ｅ職場体験③ （～11/12）
ある食べ物がいっぱいです。食事で体を温めるなどのちょっとした
１０日（火）CP スクーリング
ところから、体調管理をしていきましょう。
１２日（木）オープンキャンパス 17:00-18:30
さて、本学では１０月１日より出願受付が開始となりました！皆
CP スクーリング
さんも１～３年前、それぞれの思いで受験に挑んだことと思います。
１３日（金）入学選考振休
「あれからまだ１年かぁ。」と感じる人もいれば、「もう２年もた
１９日（木）J 検 CBT
ったんだ！あっという間！」と感じる人もいるでしょう。中には後
２０日（金）CP スクーリング
輩や友人が受験をするにあたり、励まし、応援してくれた人もいま
す。合格通知をもらった時の喜びを、後輩の皆さんにも味わっても
２１日（土）第２回入学選考
らいたいですよね。
２５日（水）3CP メディックファーストエイド
第１回入学選考も終わり、続々と合格者がでています。皆さんの
（～11/27）
後輩がさらに増え、中村学園が今以上に盛り上がるよう、１１月か
らも、第２回目以降の入学選考やオープンキャンパスの開催を予定
しています。高校の後輩などで電子情報や福祉医療の分野を希望し
◆この時期、「採用プロセスの短縮化」に対応を
ている人がいたら、ぜひ、本学のオープンキャンパスや説明会への
進路室長 橋野 幸男
参加を勧めてみてください。
「誰トク」（誰にメリットがあったのか）、「異常気象」―。企業
「１度うちの学校を見においでよ！」「説明会で相談してみた
サイドからもこのような声が上がっている、
『2016 ルール』下での
ら？」と皆さんが声を掛けてあげることが、後輩の皆さんが明るい
採用・就職活動（前月号を参照）
。10 月 1 日の「内定式」以降、新
将来へ向かって、第一歩を踏み出すきっかけになるかもしれませ
聞等では次のような報道がなされています。
ん！皆で中村学園を更に盛り上げていきましょう！！
・「新ルール余波、人材確保 苦慮。県内企業、辞退受け 採用継
続」
： 県内でも内定辞退の増加や計画数の確保に至らない企業
が続出し、追加募集に踏み切る企業も目立つ。
【『静岡新聞』
【オープンキャンパス日程】
H.27.10.2】
・１１月１２日（木）１７：００～１８：３０
・
「採用活動 長期戦の様相。IHI など計画届かず」
： 今年は人手
不足で優秀な人材の争奪戦となり、経団連加盟の大手企業ですら
【 第 2 回入学選考日程および出願受付期間 】
未達のところもある。… 内定式の時期を見直す企業もある。…
日 程：１１月２１日（土）
採用スケジュール変更の割を食ったのが、中小企業だ。例年なら、
大手が 5 月に内定を出したあとに採用を始めた。今年は、大手と
一般選考・特待生選考・自己推薦選考
採用期間が重なったことが、不利に働いた。… 就職情報サービ
社会人選考・留学生選考
スのマイナビによると、企業の半数以上が 10 月 1 日以降も採用
願書受付締切：１１月２０日 (金)１５時
活動を続けるとみる。『今年は、年内いっぱいまで続くだろう』
（同社）と分析している。
【『日本経済新聞』H.27.10.2】
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・
「来春採用、技術職で争奪。本社調査、計画未達 過半数の 459
社」、｢活動長期化、中堅・中小が苦戦｣： （10 月 1 日時点で）
459 社で内定者数が計画に達しなかった。… 回答した 855 社
のうち 53.7％を占めた。15 年度から 3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇し、…。…
多くの企業で予想を超えて内々定を辞退する学生が続出した。
その結果、準大手や中堅の企業でも内定者の確保に苦戦してい
る。今年は例年より多くの企業が採用活動を続ける見通しで、
… 。【『日経産業新聞』H.27.10.19】
・
「長期雇用の自衛官、今年度 応募者が 20％減」： 応募が減っ
たことについて、防衛省は『民間企業の採用が増え、募集に影
響したことが考えられる』としています。【NHK ニュース、
H.27.10.22】
こうした状況下、企業の採用意欲は依然として高く、活動中の
学生にはまだまだチャンスがあふれています。
ただし、皆さんに留意してほしいことがあります。例年でもこの
時期には、企業の採用プロセスが短縮化される傾向があります。そ
れが今年度はより強まっているのでは、と考えられることです。こ
こでは、私自身が担任時代に経験したことではなく、リクルートキ
ャリア｢就職みらい研究所｣研究員・岩元洋介氏の解説を紹介します
（『就活コンシェルジェ』H.27.9.30、「後半戦は、面接重視の企業
も増加」から）
。
「 … 前半戦は、①プレエントリー、②応募書類提出、③適性検査・
筆記試験、④複数回の面接、⑤内定－というプロセスが標準的な
選考だったのに対して、後半戦は ①説明会・一次選考、②最終
面接、③内定－というように、応募書類無しのプロセスに変更す
る企業が増える傾向があります。
今回は、そうした企業の採用活動の一例を紹介したいと思いま
す。
■ ソフトウエア会社の A 社は、
「選考直結型」と題した説明会
を開催。午前は事業紹介、職種別の業務の違いや福利厚生、
研修内容などについて説明をした後、先輩社員との座談会の
場を設け、学生の皆さんからの疑問に答えられるようにしま
した。午後は、希望者のみが選考を受けられるようになって
います。
■ 小売店の B 社は、社長自らが会社のビジョンやビジネスにつ
いての紹介をした後、実際の事業を模擬体験できるグループ
ワークを行ない、参加者全員と面接するという形にしていま
す。
■ 食品会社の C 社は、小規模単位で説明会を実施し、仕事内容
や勤務地など、学生の悩みに細かく答えられるようにしており、
説明会終了後に採用担当の方と個別面談をして、自分が納得し
た場合のみ、次の選考に進めるという形をとっています。
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前半戦と比べ、選考の期間は短くなっているものの、各企業の人
事や社員の方が、貴重な時間を多く費やし、少しでも会社のこと
を理解した上で入社してもらえるように工夫をしています。… 」
文中の「応募書類無し」については、注意してください。多くの
企業では、皆さんが履歴書に「これまでの就活で成長してきたあな
た」を表現してくれている、と期待しているのではないでしょうか。
さあ、その表現に就職への熱意を添えて、採用意欲あふれる企業
にぶつかっていきましょう。

◆『ハッカソン』開催の記事が掲載されました。
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◆秋季スポーツ大会を終えて
学生会会長 総合福祉学科 ３年 下田 乙矢
スポーツ大会実行委員 介護福祉学科 １年 高嶋
修
今回の球技大会では、各学科の親睦を深めることを目的として学
科ごとチームを編成しました。どの試合も一人ひとりの力が発揮さ
れ、違う学年でも、みんなで応援や競技に取り組んでいる様子が見
られたと思います。普段の学校生活でなかなか他学年と交流を図る
機会がないため、とても有意義な１日となったのではないかと思い
ます。
この貴重な交流を学校生活や勉強等で困ったことがあれば先輩
に聞いてみるなど、これからの学校生活に活かしていただければ幸
いです。
また、今回のスポーツ大会を行うに際し『学生会役員』
『スポーツ
大会実行委員』を中心に多くの方々の御協力のおかげで、無事平成
27 年度秋季スポーツ大会を終了することが出来ました。ありがと
うございました。
次は文化祭・学園祭があります。学生一人一人が輝けるような文
化祭・学園祭を造っていきたいと考えています。文化祭・学園祭も
みんなで、楽しく盛り上がりましょう。

◆平成２７年度（第４１回）
静岡県専修学校バレーボール大会

☆主催：静岡市役所 建設局道路部道路保全課
※ハッカソンとは･･･？
自治体やＩＴ企業など様々な主催者のもと、特定の開発テーマに沿っ
て、ソフトウェア開発分野のプログラマーやデザイナーなどが集い、１日
～１週間程度の短期間で作業するプロジェクト・イベント。

男子バレーボール部 監督 鈴木 正章
中村学園男子バレー部が、今年度より復活しました。これが何よ
り嬉しいことです。私自身も本学で学び、バレー部に所属し大会に
出場させて頂きました。部員不足で数年休部状態でしたので、復活
出来て本当に良かったと思います。主将の下田を中心にとてもまと
まりのあるチームでした。練習不足が否めなく、試合では結果が残
せませんでしたが、来年以降、今年の悔しい思いを忘れずに、良い
成果を残せるように精進してほしいと切に願います。
主将 総合福祉学科 ３年 下田 乙矢
先日行われた専門学校県大会に出場させていただきました。男子
は 4 チームで総当り戦でしたが、バレーボール未経験者で結成した
チームの為結果は、全敗となってしまいました。
私は中学時代から現在まで、約 9 年間バレーボールをしてきまし
た。その中で『バレーボールを通して己を知り、敵は相手ではなく
自分である』この言葉を胸にバレーボールに打ち込んできました。
この言葉は、中学時代の私の恩師がよく言っていた言葉です。当時、
中学生だった私には当然、意味が分かるはずもなく深く考えたこと
もありませんでした。
しかし、今回の大会を通して改めて深く考え直すことが出来まし
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た。どんなに辛い練習でも、どんなに苦しい試合でも、逃げたり諦
めたら己という敵に負けることになる。そして、自分を甘やかさな
ければ、それなりの結果がついてくるのだと。
今回の経験を活かして、あと半年の学生生活を充実させ、自分に
厳しく常識ある社会人になれるよう努力していきたいです。
最後に、今回の大会でお世話になった先生方、後輩、クラスメイ
トの皆さんありがとうございました。
女子バレーボール部 監督 原木 伴美
コーチ 原 佐音美
女子バレー部の皆さん！大会お疲れ様でした。
・・・そして準優勝おめでとうございます。
今年は惜しくも優勝は逃してしまいましたが、キャプテンをはじ
め上級生が中心となって、頑張ってくれました。今回の大会が最後
だった上級生は、バレー部の活動を通して得たものを、これからの
生活にも是非活かしてください。下級生は来年、今年のリベンジに
向けて頑張っていきましょう！！
最後になりましたが、応援してくださった校長先生をはじめ諸先
生方、学生の皆さん。応援、ありがとうございました。
主将 総合福祉学科 ３年 佐野 和美
今年のバレー部は女子だけでなく男子バレー部も数年ぶりに創
部し、互いに練習に励んできました。
練習を始める時期が例年より遅くなってしまい、チーム全員が揃
っての練習を行うことがあまりできませんでしたが、個々で優勝の
ため練習してきました。大会当日は、優勝を目標に全力でプレーす
ると共に、一人ひとりが楽しんでプレーすることを目標に挑みまし
た。
結果は準優勝となりましたが、予選リーグ、決勝リーグ共にチー
ム全員で楽しくバレーボールができたのではないかと思います。
卒業年度の学生にとって、とてもいい思い出ができました。後輩達
には、優勝を目指してこれからも頑張ってもらいたいと思います。
校長先生、諸先生方、学友の皆さん、応援ありがとうございまし
た。今後ともバレーボール部の応援をよろしくお願いします。
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