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防災訓練 柏木学園高等学校 校 内 会 社 説 明 会 柏木実業専門学校

体育祭 大和商業高等専修学校 おいもほり 都筑ヶ丘幼稚園

柏木実業専門学校　校長　桐野 輝久ぼくらはみんな生きている
　秋の味覚サンマが今年も不漁になっています。10年ほど前には
年間60万トンもあった漁獲高が、昨年は4万トン、今年はさらに下
回るようです。サンマの塩焼きに大根おろしを添え、醤油を垂らし
て食べる風情は過去のものになるのでしょうか。
　このサンマの不漁は海流の変化や外国漁船の大幅な参入も
考えられますが、資源量自体が激減していることが最大の原因だ
と言われています。
　グローバル化の進展で、地球は急速に狭くなりました。インター
ネットを使って地球上から最新の情報が届けられ、世界のあらゆ
る地点とも瞬時に情報交換ができるのです。
　世界全体を結ぶ航空網、さらに道路網や鉄道網の整備が進
み、大量の旅客や貨物が効率よく輸送できるため、世界中の農産
物や海産物が素早く入手できるようにもなっています。　
　この便利すぎる現代社会を喜びたいところですが、快適さの裏
に人間中心で動くことに一抹の不安を感じるのです。人間のため
にだけ地球はあるのではないと。
　昨年の野生生物10万種の調査によると、絶滅危惧種は2万8千
を超えています。言うまでもなくその元凶は人間による環境破壊に
あるのです。
　地球上にある広大なジャングルが人の手で急速に破壊されて

いるように、わずか数十年で自然の60％が破壊されたと言われて
います。その豊かな自然を住処としていた無数の生物が消滅した
ことでしょう。
　プラスチックごみの問題も深刻です。世界の海洋には1億5千万
トンものプラスチックごみがあり、豊かな海に棲んでいる海洋生物
を蝕んでいます。
　そして急激に進む地球温暖化による気候変動は、熱波や乾
燥、集中豪雨、氷河融解などを引き起こし、それに伴う環境悪化
で無数の生き物の生命が脅かされています。
　サンマに限らず、いま多くの生き物にとり地球は住みにくい星に
なってきたと言えます。やがては人間の生存さえも脅かされること
になるかもしれません。
　童謡「手のひらに太陽を」では、人間だけでなく、ミミズもオケラも
アメンボもみんな生きていると歌っています。どんな小さな虫たちに
もかけがえのない生命があり、人間と等しく生きていく大切さを教
えてくれます。
　人間は地球の支配者ではありません。バランス良く調節されて
いた地球環境や生態系は、いま大きく変化しています。今こそ私
達はすべての生きものが平等に生きていくことのできる地球を真
剣に考えなくてはならないでしょう。
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学　園　本　部

研修センター

11/3 湘南そろばん塚顕彰会
12/中旬 役員会
12/25 職員仕事納め
1/7 職員仕事始め

○学園本部：金久保・清水　　○柏木高校：本田・川津　　○大和商業：天野・榎本・高橋・小笠原・岩城・吉田・内藤
○柏木実業：伊藤（史）・小澤・荒井　○幼 稚 園：海野・水野・笠井・髙田・田中・向山・柏木・高橋（か）・香山

11/4 衣替え、相談日

11/11 生徒会選挙、相談日

11/14 第5回、第6回学校説明会

11/18 相談日

11/19 後援会役員会

11/21 第7回、第8回学校説明会

11/25 相談日

11/27 学費引き落とし

11/28 第9回、第10回学校説明会

12/1-4 期末試験

12/2 相談日

12/5 第11回、第12回学校説明会

12/7 試験予備日

12/8 答案返却

12/9 相談日

12/11 進路行事

12/15-16 進路相談

12/16-22 2学期末補習期間

12/17 後援会役員会

12/21 終業式

12/22-1/7 冬期休業

12/23 相談日

12/27-1/6 一斉休業

12/28 学費引き落とし

1/7 仕事始め式

1/8 始業式

1/12 基礎力診断テスト
 （1年・2年スタ・情）、
 実力診断（2年アド）
 3年授業開始

1/13  1・2年授業開始、相談日

1/14 後援会役員会

1/20 相談日

1/21 午前中授業、推薦入試準備

1/22 推薦入学試験、生徒自宅学習日

1/23 実用英語技能検定
 （1・2年アド＋希望者）

1/26-29 期末試験（3年）

1/27 学費引き落とし、相談日

1/30 総合学力テスト
 （1年アド）（スタ・情任意）

11/4 委員会の日

11/6 介護職員初任者研修

11/7 学校説明会④

11/11 介護職員初任者研修

11/12 介護職員初任者研修・
 学び場Ｊｒ（春日野中）

11/14 学校説明会⑤

11/15 日商簿記検定

11/16 検定特別授業（～ 20日）・
 推薦入試願書受付②（～ 19日）

11/21 学校説明会⑥・推薦入試②

11/22 全経簿記能力検定

11/24 介護職員初任者研修

11/26 介護職員初任者研修・
 学び場Ｊｒ（南菅中）

11/28 学校説明会⑦

12/1 介護職員初任者研修

12/5 学校説明会⑧・
 全経電卓計算能力検定

12/7 期末テスト（～ 11日）・
 パソコン系検定（～ 11日）

12/11 2年進路ガイダンス⑨

12/12 学校説明会⑨・コンピュータ会計

12/14 追再試日・
 推薦入試願書受付③（～ 17日）

12/15 介護職員初任者研修・
 学び場Ｊｒ（藤ヶ岡中）・成績処理日

12/16 テスト返却

12/17 学期末補習（～ 21日）、
 介護職員初任者研修

12/19 推薦入試③

12/22 １年進路ガイダンス・保護者会

12/23 介護職員初任者研修

12/24 大掃除

12/25 終業式

1/8 始業式・ＰＴＡ運営委員会 

1/12 介護職員初任者研修

1/14 介護職員初任者研修

1/16 学校説明会⑩

1/18 推薦入試願書受付④（～ 21日）

1/19 卒業試験（～ 22日）・
 介護職員初任者研修

1/21 介護職員初任者研修

1/23 推薦入試④

1/25 学び場Ｊｒ（渋谷中）

1/26 介護職員初任者研修・
 学び場Ｊｒ（大住中）

1/28 介護職員初任者研修

11/1 令和3年度新入園児願書受付及び
 入園テスト
 在園児休園

11/2 月謝引き落とし日

11/4 令和3年度たんぽぽ組願書受付

11/9 避難訓練

11/10 誕生日会（11月）

11/11 令和3年度2歳児教室願書受付

11/16 お遊戯会予行1部

11/17 お遊戯会予行2部

11/18 面談日

11/19 お遊戯会予行3部

11/20 お遊戯会予行4部

11/25 お楽しみ会

11/26 お遊戯会予行予備日

11/30 地域開放事業「製作」

12/1 月謝引き落とし日

12/2 面談日
 スマイルクラブ⑤

12/3 お遊戯会1部

12/4 お遊戯会2部

12/7 お遊戯会3部

12/8 お遊戯会4部

12/14 誕生日会（12月）
 避難訓練

12/15 クリスマス会

12/16 未就園児クリスマス会
 在園児休園

12/18 終業式・午前保育

12/29-31 預かりなし

1/4 月謝引き落とし日

1/7 始業式・獅子舞

1/12 バザー収益シャボン玉ショー

1/13 お楽しみ会
 懇談会

1/15 地域開放ヨガ

1/18 誕生日会（1月）・避難訓練

1/20 令和3年度体験保育
 在園児休園

1/23 幼稚園教育研究大会

1/25 地域開放ストレッチ

1/26 スマイルクラブ⑥

1/27 令和3年度2歳児教材渡し
 令和3年度たんぽぽ組教材渡し

11/7 全経文書処理能力検定
11/8 サービス接遇検定
11/15 秘書技能検定・日商簿記検定
11/22 全経簿記能力検定・
 ビジネス実務マナー検定
11/24-25 第2期推薦・一般入試　試験日
12/5 全経電卓計算能力検定
12/6 全経社会福祉会計簿記認定試験・
 JLPT日本語能力試験
12/12 全経社会人常識マナー検定
 (JapanBasic)・全経CP会計能力検定
12/15 経理実務コンクール
12/22 第6回オープンキャンパス
12/25 冬季終業式
1/8 講義開始
1/16 全経社会人常識マナー検定
1/17 全経BANTO認定試験
1/19-25 進級・卒業試験
1/23 全経計算実務能力検定
 第7回オープンキャンパス
1/26-28 午後追試
1/26-2/26 検定授業週間
1/31 産能大会場型科目修得試験

11/2 （県委託訓練）11月生　入校式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・ＰＣ科
 介護職員初任者研修科

11/17 （県委託訓練）９月生
 調剤事務検定試験

11/20 （県委託訓練）11月生　職業人講話
 西迫会計事務所

11/27 （県委託訓練）９月生
 介護事務検定試験

11/30 （県委託訓練）９月生　修了式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・ＰＣ科
 介護職員初任者研修科

12/21 （県委託訓練）11月生　職業人講話
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人　緑樹会 

12/23 （県委託訓練）11月生
 医科医療事務検定試験

1/4 （県委託訓練）１月生　入校式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・ＰＣ科
 介護職員初任者研修科

1/7-13 （県委託訓練）11月生　介護実習

1/13 （求職者支援訓練）10月生　修了式
 パソコンスキルアップ基礎科

1/19 （県委託訓練）11月生
 調剤事務検定試験

1/28 （県委託訓練）11月生
 介護事務検定試験

1/29 （県委託訓練）11月生　修了式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・ＰＣ科
 介護職員初任者研修科



ミニ学校説明会開催 防災訓練実施

お弁当販売再開

私塾フェア参加

教育実習

部活動活動報告

【学校説明会のお知らせ】

・予約制となります。
　ご予約は本校ホームページ又は下の電話番号よりお願いします。

ホームページ：https://www.kashiwagi.ac.jp/
 電話番号：046-260-9011

・当日は個別相談もあわせて実施いたします。

　雨天のため延期となっていた地震火災避難訓練が
9月30日（水）に実施された。地震発生時机の下などに
避難する地震訓練の後、生徒ホール付近から火災が
起きたと想定し、安全な避難経路を通ってグラウン
ドに避難する火災訓練を行った。生徒たちは「おかし
の法則」（おすな、かけるな、しゃべるな）を守って真
剣に参加していた。

　新型コロナウイルスの
影響で中止をしていた
お昼のパン・お弁当の
販売を再開した。販売
場所の生徒ホールが密
になるのを防ぐため、
新たな動線を決めそれ
に沿って並び、移動す
るほか、手指消毒やマスクの徹底を呼び掛けている。生
徒達は、温かいお弁当や人気のコッペパンを手にし、新
しい日常の中でも以前のような賑わいが戻ってきた。

　9月27日（日）に私学私
塾フェア2020私立中高
進学相談会がパシフィコ
横浜と小田原の川東タウ
ンセンターマロニエで開
催され、本校もブースを
設け参加した。当日は昨
年を上回る数の中学生、
保護者の相談があり、好評のうちに終了した。

　10月23日（金）から11月13日（金）まで
の3週間、大和商業高等専修学校出身の
横浜商科大学商学部経営情報学科4年
の鈴木馨月先生が教育実習に来てい
る。「生徒とうまくコミュニケーション
をとりながら、わかりやすい授業を目
指し頑張りたい。また、高校時代はバドミントン部に所
属していたため、そちらの指導にも力を入れたい」と意
気込みを語っている。授業は主に2年生の社会と情報を
担当する。

　本年度は密を避けるため、少人数で1日2回、午前・
午後の実施とします。

　10月から本格的に始まる学校説明会を前に、ミニ
学校説明会が8月29日（土）に開催された。今年は密を
防ぐため、完全予約制の2部制とし、入口でのサーマ
ルカメラを使用した検温や手指消毒など感染防止を
徹底した中実施された。猛暑日にもかかわらず、300
組を超える中学生、保護者の参加があり、今年度最初
の入試行事が充実したものとなった。

テニス部

卓 球 部

短歌書道部

　9月20日（日）に行われた令和
２年度神奈川県高等学校新人
テニス大会シングルスにおい
て、財満　開志（2-F）が地区予
選を突破し、本戦出場を果た
した。

一回戦　柏木学園高校　6-0　県立緑園高校
二回戦　柏木学園高校　6-4　栄光学園高校
三回戦　柏木学園高校　7-5　慶應義塾高校
　

　9月22日（火・祝）に行われた令和２年度神奈川
県高等学校秋季バスケットボール大会におい
て、旭高校相手に快勝した。
　柏木学園高校 100-50 旭高校
この結果、県大会出場を決めた。

　9月21日（月・祝）に行われた神奈川県高等学校
卓球新人大会北相地区予選会男女シングルスに
おいて県大会出場を決めた。

（男子シングルス）川口　圭太（2-L）
（女子シングルス）八幡明日香（2-G）、
　　　　　鶴岡　心春（2-J）、緑川　恵愛（2-L）、
　　　　　野口　沙樹（1-K）

第44回全国高等学
校 総 合 文 化 祭 　
2020こうち総文吟
詠 剣 詩 舞 部 門 に 神
奈川県代表（柏木学
園高校、横浜修悠館
高校、舞岡高校）と
してWEB SOUBUN

（10月31日（土）まで公開）に出場した。

男子バスケットボール部

11月14日（土） 第 5回9：30～／第 6回13：00～
11月21日（土） 第 7回9：30～／第 8回13：00～
11月28日（土） 第 9回9：30～／第10回13：00～
12月 5日（土） 第11回9：30～／第12回13：00～

　６月からスタートしたいちご・ぶどう組。初めは泣い
ていた子ども達も少しずつ園生活に慣れ、朝の支度をし

たり、皆でトイレに行った
りと頑張っている姿がとて
も微笑ましいです。
　園 庭 遊 び も 行 い、元 気
いっぱいの子ども達！今後
は他学年との交流も深めて
いきたいです。

　晴天の中、今年度は新型コロナウイ
ルスの影響により、時間短縮での運動
会が開催されました。

　暑い中、毎日のように、一
生懸命練習してきた成果を
出し切ることができました。
温かい拍手での応援ありが
とうございました。

10月3日（土）
川和小学校にて

年少組年少組

年中組年中組

年長組年長組

いちご組
ぶどう組
たんぽぽ組

いちご組
ぶどう組
たんぽぽ組

未就園児未就園児

　親子で参加できる未就園児対象のイベントです。
　幼稚園の流れを知っていただくと共に手遊びや紙芝
居、絵本の読み聞かせ、体操、季節に合わせた製作活
動等、充実した保育内容となっています。
　次回は12月2日（水）に実施します。是非、遊びに来
てください。

スマイルクラブスマイルクラブ

バザー 10月11日（日）

　新型コロナウイルスの影響により、人数制限や模
擬店の縮小等、例年と異なる動きの中でのバザーと
なりましたが、寄贈品の販売にも沢山の方に足を運
んでいただき、川和高校の吹奏楽部の皆さんによる
素敵な演奏や先生達による出し物も大盛り上がりで

した。
　ご協力いただいた本部
役 員 さ ん、実 行 委 員 の
方々本当にありがとうご
ざいました。

今後のスケジュール

11月 12月

1日（日） 令和3年度　新入園児
 願書受付及び入園テスト

4日（水） 令和3年度 たんぽぽ組
 願書受付

10日（火） 誕生日会

11日（水） 令和3年度 2歳児教室
 願書受付

25日（水） お楽しみ会

2日（水） スマイルクラブ
3日（木） お遊戯会 1部
4日（金） お遊戯会 2部
7日（月） お遊戯会 3部
8日（火） お遊戯会 4部

14日（月） 誕生日会
15日（火） クリスマス会
16日（水） 未就園児クリスマス会
18日（金）  終業式

いちご組・ぶどう組いちご組・ぶどう組

　「早くお芋ほりに行きたい！」とやる気
満々だった子ども達。畑に着くと袖をまく
り一生懸命掘っていました。ご家庭に持ち
帰ったお芋はどんな
料理に変身したので
しょうか？秋を感じら
れる楽しい１日 と な
りました。

芋ほり芋ほり10月26日（月）10月26日（月）

運 動 会運 動 会

〈ゴールを目指してよーいドン♪〉
　担任の先生の所まで頑張って
走り切る事ができました。

〈パラバルーン〉
　クラスの皆と息を合わせて練
習の成果を発揮することができ
ました。

〈組体操〉
　クラス全員で協力して、格好良い
技を決めることができました。

〈どうぶつ体操〉
　色々な動物になりきって、
かわいく体操することがで
きました。

〈かけっこ みんなでヨーイドン〉
　親子でゴールに向かって
楽しく走ることができました。

〈遊戯 えがおのまほう〉
　皆が知っている「はなかっぱ」の曲で、
声を合わせてピースをする所は、とても
かわいい姿でした。

〈遊戯 CHEERS〉
　曲の始まりのクラスごとのポーズが
かわいくて印象的でした。

〈鼓笛隊〉
　皆で心を一つにして、2曲を演奏し、
大きな拍手をもらいました。



中学生対象オープンキャンパス

就職試験開始

体育祭開催

　10月５日（月）から２学年福祉コースで介護職
員初任者研修が始まりました。講義や実習を通し
て、福祉に関する知識や介護技術等を学んでいき
ます。福祉施設の就職や福祉系の大学・専門学校
等の進学を目指す生徒も多いので、実践的な学習
を通して、大きく成長してほしいです。

　11月16日（月）から20日（金）まで、全学年簿記
検定取得に向けた特別授業を実施します。１学
年は初めての受験を迎えますが、日々の学習の
成果を大いに発揮してほしいです。２・３年生
は２級商業簿記の合格に向けて、習熟度別クラ
スで学習します。試験日は11月22日（日）合格発
表は11月30日（月）になります。受験時間は受験
級によって異なりますので、受験票をご確認く
ださい。

・野球部　９月12日（土）・22日（火・祝）
　神奈川県高等学校定時制通信制軟式野球秋季大会
　　対　市立川崎・川崎総合科学合同　４－５　負け
・サッカー部　９月19日（土）・10月４日（日）
　神奈川県高等学校定時制通信制秋季サッカー大会
　　一回戦　対　市立川崎　　　５－１　勝ち
　　二回戦　対　神奈川日々輝　１－０　勝ち
・卓球部　９月21日（月）
　神奈川県高等学校卓球新人大会北相地区予選会
　　中里勇士郎　三回戦突破　県大会出場決定
　　茂木　慶介　二回戦敗退

介護職員初任者研修開講

検定特別授業開始

部活動大会結果報告

　９月26日（土）、中学生を対象としたオープンキャ
ンパスを実施しました。本校の特色である商業実務
分野の授業見学やＰＣを用いた体験授業を通して、
大和商業の魅力を感じ取ってもらえたと思います。
午後からは部活動見学会も実施し、秋の大会に向け
て動き出した各部の練習風景を公開しました。今後
も以下の日程で学校説明会が実施されます。ご来校
お待ちしております。

　今年度は新型コロナウイルスの影響で、例年９月
中旬から始まる就職試験が10月16日（金）から開始
となりました。生徒たちも放課後の時間を利用し
て、先生方との面接練習や志望理由書の作成など、
遅くまで学校で取り組んできました。一人でも多く
の生徒が希望する進路に進めるよう、学校一丸と
なって指導していきます。

　10月14日（水）、柏木学園総合グラウンドにおい
て、体育祭を実施しました。久しぶりのイベントで
生徒たちは大きく盛り上がりました。綱引きは競技
者の間隔を広く取る、リレーはバトンに直接触れな
いように軍手を着用する、ほぼすべての競技をマス
ク着用で行うなど例年とは違う雰囲気での実施と
なりましたが、笑顔あふれる体育祭となりました。
ＰＴＡ協力のもと作成したクラスタオルを身に着
けることで、クラスの連携が一層強まりました。

第４回 11月 7日（土）　第８回 12月 5日（土）
第５回 11月14日（土）　第９回 12月12日（土）
第６回 11月21日（土）　第10回 1月16日（土）
第７回 11月28日（土）　

学校説明会（要予約）
９：00受付　９：30開会

ご予約はお電話にて承っております。ご希望の日程を
お知らせ下さい。　　　入試部：046-262-0122

西迫一郎先生 岡本光義先生 滝本智先生

【防災訓練を実施しました】
　９月１日（火）の防災の日
を前に、８月31日（月）に防
災訓練を実施しました。
　今年度は地震発生を想
定した訓練を行い、どの
学生も真剣な面持ちで訓
練に臨んでいました。また、

訓練終了後には校長先生から総評をいただきました。
実際に災害が発生したときは、落ち着いて避難ができ
るように、日頃から意識を持って行動を心掛けましょう。

【前期試験を実施しました】
　９月14日（月）～18日（金）まで前期試験を実施しま
した。例年、７月に前期試験を実施していましたが、
今年はコロナの影響があったため９月に時期をずらし
試験を行いました。各学生、これまでの学習の成果が
発揮できるよう試験に取り組んでいました。

【就職活動を行っています】
　今年度は就職活動が難
航しておりましたが、8月
下旬より企業様と提携
し、オンラインを使用し
た説明会や面接会を実施
しております。また、様々
な就職サイトへの登録を
行い、就職活動を行っております。各学科の2年生はこ
れまでできなかった分を取り戻そうと就職活動に積極
的に取り組んでおります。

【第４回オープンキャンパスを開催】
　9月12日（土）に第4回、10月
31日（土）に第5回オープン
キャンパスを開催しました。
今年度は新型コロナウイル
ス感染拡大の対策を十分に
とった上で実施しました。ま

た、9月のオープンキャンパスは第1期入学試験の出願前
最後だったため、大勢の高校生並びに留学生の皆さまに
ご参加頂きました。
　第6回オープンキャンパスは12月22日（火）の開催と
なります。お申込は、本ページ右下の入試相談係まで。

【学生支援緊急給付金を活用しています】
　今年度は新型コロナウイルスの影響で、アルバイト収
入等が激減し、「学びの継続」の危機を抱える状況を救
済するために日本学生支援機構より『学生支援緊急給
付金』の制度が創立されました。本校も対象になる希望
者から募集を募り、校内で選考を行い、校内からの推薦
者に支援金の給付が行われました。

研修センター柏木実業専門学校
【神奈川県委託訓練「即戦力」9月生修了式】

　9月29日（火）に簿記パソコ
ン事務科、医療調剤介護事務・
PC科、介護職員初任者研修科
の修了式が行われました。新
型コロナウイルス感染症拡大
が懸念されるなかでの訓練受
講ならびに就職活動ですが、
受講生の真剣な取り組む姿勢
が数多く見られました。

【神奈川県委託訓練「即戦力」職業人講話・企業説明会】
　職業訓練期間中、訓練科ごとにその分野の職業人による
講話授業を実施しています。また、学校内にて企業説明会も
開催しています。
西迫会計事務所　所長　西迫一郎先生　　　　　　　　　　（経理分野）
株式会社アスモ介護サービス　人事課　岡本光義先生　　　（介護分野）
社会福祉法人緑樹会ラペ鎌倉　施設長　滝本智先生　　　　（介護分野）
株式会社ソラスト 横浜支社、株式会社ニチイ学館 藤沢支社 （医療分野）

【就職近況報告】
就職先　株式会社アイシマ
　　　　グループホーム　ひめしゃら
　三浦　幸久さん　
介護職員養成（初任者研修）科（求職者訓練）

（令和2年6月）修了生
「グループホームにてご利用者様の生活全般に関わらせても
らっています。訓練修了後、現場にでることには不安もあり
ましたが、職員の皆さんにも声をかけていただき、寄り添う
介護を心掛けながら頑張ることができています。妻に教わ
り料理も上手にできるよう練習しています。」

就職先　岡本整形外科
　香月　美穂さん
医療調剤介護事務・PC科（神奈川県委託訓練）

　　　（令和2年9月）修了生
「目標である医療機関に就職することができ
ました。１日も早く業務に貢献できるよう頑
張りたいと思います。患者様を大切に、日々取り組みます。」

柏木実業専門学校　入学相談係
Ｔ Ｅ Ｌ：０４６－２６１－０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

オープンキャンパス参加申込受付中
　12月22日（火）実施のオープンキャンパスの参加申込を受け
付けております。
　詳細については下記までお問い合わせください。

簿記パソコン事務科 医療調剤介護事務・PC科 介護職員初任者研修科

株式会社ソラスト 横浜支社
リモート企業説明会の様子

株式会社ニチイ学館 藤沢支社
企業説明会の様子

修了式での様子
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リモート企業説明会の様子

株式会社ニチイ学館 藤沢支社
企業説明会の様子

修了式での様子



ミニ学校説明会開催 防災訓練実施

お弁当販売再開

私塾フェア参加

教育実習

部活動活動報告

【学校説明会のお知らせ】

・予約制となります。
　ご予約は本校ホームページ又は下の電話番号よりお願いします。

ホームページ：https://www.kashiwagi.ac.jp/
 電話番号：046-260-9011

・当日は個別相談もあわせて実施いたします。

　雨天のため延期となっていた地震火災避難訓練が
9月30日（水）に実施された。地震発生時机の下などに
避難する地震訓練の後、生徒ホール付近から火災が
起きたと想定し、安全な避難経路を通ってグラウン
ドに避難する火災訓練を行った。生徒たちは「おかし
の法則」（おすな、かけるな、しゃべるな）を守って真
剣に参加していた。

　新型コロナウイルスの
影響で中止をしていた
お昼のパン・お弁当の
販売を再開した。販売
場所の生徒ホールが密
になるのを防ぐため、
新たな動線を決めそれ
に沿って並び、移動す
るほか、手指消毒やマスクの徹底を呼び掛けている。生
徒達は、温かいお弁当や人気のコッペパンを手にし、新
しい日常の中でも以前のような賑わいが戻ってきた。

　9月27日（日）に私学私
塾フェア2020私立中高
進学相談会がパシフィコ
横浜と小田原の川東タウ
ンセンターマロニエで開
催され、本校もブースを
設け参加した。当日は昨
年を上回る数の中学生、
保護者の相談があり、好評のうちに終了した。

　10月23日（金）から11月13日（金）まで
の3週間、大和商業高等専修学校出身の
横浜商科大学商学部経営情報学科4年
の鈴木馨月先生が教育実習に来てい
る。「生徒とうまくコミュニケーション
をとりながら、わかりやすい授業を目
指し頑張りたい。また、高校時代はバドミントン部に所
属していたため、そちらの指導にも力を入れたい」と意
気込みを語っている。授業は主に2年生の社会と情報を
担当する。

　本年度は密を避けるため、少人数で1日2回、午前・
午後の実施とします。

　10月から本格的に始まる学校説明会を前に、ミニ
学校説明会が8月29日（土）に開催された。今年は密を
防ぐため、完全予約制の2部制とし、入口でのサーマ
ルカメラを使用した検温や手指消毒など感染防止を
徹底した中実施された。猛暑日にもかかわらず、300
組を超える中学生、保護者の参加があり、今年度最初
の入試行事が充実したものとなった。

テニス部

卓 球 部

短歌書道部

　9月20日（日）に行われた令和
２年度神奈川県高等学校新人
テニス大会シングルスにおい
て、財満　開志（2-F）が地区予
選を突破し、本戦出場を果た
した。

一回戦　柏木学園高校　6-0　県立緑園高校
二回戦　柏木学園高校　6-4　栄光学園高校
三回戦　柏木学園高校　7-5　慶應義塾高校
　

　9月22日（火・祝）に行われた令和２年度神奈川
県高等学校秋季バスケットボール大会におい
て、旭高校相手に快勝した。
　柏木学園高校 100-50 旭高校
この結果、県大会出場を決めた。

　9月21日（月・祝）に行われた神奈川県高等学校
卓球新人大会北相地区予選会男女シングルスに
おいて県大会出場を決めた。

（男子シングルス）川口　圭太（2-L）
（女子シングルス）八幡明日香（2-G）、
　　　　　鶴岡　心春（2-J）、緑川　恵愛（2-L）、
　　　　　野口　沙樹（1-K）

第44回全国高等学
校 総 合 文 化 祭 　
2020こうち総文吟
詠 剣 詩 舞 部 門 に 神
奈川県代表（柏木学
園高校、横浜修悠館
高校、舞岡高校）と
してWEB SOUBUN

（10月31日（土）まで公開）に出場した。

男子バスケットボール部

11月14日（土） 第 5回9：30～／第 6回13：00～
11月21日（土） 第 7回9：30～／第 8回13：00～
11月28日（土） 第 9回9：30～／第10回13：00～
12月 5日（土） 第11回9：30～／第12回13：00～

　６月からスタートしたいちご・ぶどう組。初めは泣い
ていた子ども達も少しずつ園生活に慣れ、朝の支度をし

たり、皆でトイレに行った
りと頑張っている姿がとて
も微笑ましいです。
　園 庭 遊 び も 行 い、元 気
いっぱいの子ども達！今後
は他学年との交流も深めて
いきたいです。

　晴天の中、今年度は新型コロナウイ
ルスの影響により、時間短縮での運動
会が開催されました。

　暑い中、毎日のように、一
生懸命練習してきた成果を
出し切ることができました。
温かい拍手での応援ありが
とうございました。

10月3日（土）
川和小学校にて

年少組年少組

年中組年中組

年長組年長組

いちご組
ぶどう組
たんぽぽ組

いちご組
ぶどう組
たんぽぽ組

未就園児未就園児

　親子で参加できる未就園児対象のイベントです。
　幼稚園の流れを知っていただくと共に手遊びや紙芝
居、絵本の読み聞かせ、体操、季節に合わせた製作活
動等、充実した保育内容となっています。
　次回は12月2日（水）に実施します。是非、遊びに来
てください。

スマイルクラブスマイルクラブ

バザー 10月11日（日）

　新型コロナウイルスの影響により、人数制限や模
擬店の縮小等、例年と異なる動きの中でのバザーと
なりましたが、寄贈品の販売にも沢山の方に足を運
んでいただき、川和高校の吹奏楽部の皆さんによる
素敵な演奏や先生達による出し物も大盛り上がりで

した。
　ご協力いただいた本部
役 員 さ ん、実 行 委 員 の
方々本当にありがとうご
ざいました。

今後のスケジュール

11月 12月

1日（日） 令和3年度　新入園児
 願書受付及び入園テスト

4日（水） 令和3年度 たんぽぽ組
 願書受付

10日（火） 誕生日会

11日（水） 令和3年度 2歳児教室
 願書受付

25日（水） お楽しみ会

2日（水） スマイルクラブ
3日（木） お遊戯会 1部
4日（金） お遊戯会 2部
7日（月） お遊戯会 3部
8日（火） お遊戯会 4部

14日（月） 誕生日会
15日（火） クリスマス会
16日（水） 未就園児クリスマス会
18日（金）  終業式

いちご組・ぶどう組いちご組・ぶどう組

　「早くお芋ほりに行きたい！」とやる気
満々だった子ども達。畑に着くと袖をまく
り一生懸命掘っていました。ご家庭に持ち
帰ったお芋はどんな
料理に変身したので
しょうか？秋を感じら
れる楽しい１日 と な
りました。

芋ほり芋ほり10月26日（月）10月26日（月）

運 動 会運 動 会

〈ゴールを目指してよーいドン♪〉
　担任の先生の所まで頑張って
走り切る事ができました。

〈パラバルーン〉
　クラスの皆と息を合わせて練
習の成果を発揮することができ
ました。

〈組体操〉
　クラス全員で協力して、格好良い
技を決めることができました。

〈どうぶつ体操〉
　色々な動物になりきって、
かわいく体操することがで
きました。

〈かけっこ みんなでヨーイドン〉
　親子でゴールに向かって
楽しく走ることができました。

〈遊戯 えがおのまほう〉
　皆が知っている「はなかっぱ」の曲で、
声を合わせてピースをする所は、とても
かわいい姿でした。

〈遊戯 CHEERS〉
　曲の始まりのクラスごとのポーズが
かわいくて印象的でした。

〈鼓笛隊〉
　皆で心を一つにして、2曲を演奏し、
大きな拍手をもらいました。



柏木学園高等学校後援会秋の夜長から冬の短日へ
と思うと、とても嬉しく思います。開催を見合わせて
いた定例会も10月から再開し、後援会活動は新たな
１歩を踏み出しました。まだまだ予断を許さない状
況での活動であることを深く受け止め、情勢を鑑み
て今後も検討を続けながら後援会活動を行ってい
きたいと思います。
これからも後援会活動にご理解いただき、ご支援い
ただければ幸いです。
冬の足音が聞こえ始めるころ、保護者の皆さまご家
族の皆さまともに、体調を崩されませんようご自愛
ください。

後援会会長　坂本 綾

　色づいた木々の美しい紅葉もそろそろ終わりを
告げ、落ち葉が舞い散る季節を迎える頃となりまし
た。日毎に夜が長くなり、肌寒さが身にしみる季節と
なりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響で活動が足
踏み状態だった後援会ですが、10月15日に今年度初
の後援会活動「ふれあいパトロール」を行うこととな
りました。私たち役員が教職員の方と通学路に立
ち、子どもたちの下校を見守りたいと思います。ま
た、11月には大和消防署にて普通救命講習の受講も
行います。人数を限定しての参加となりますが、企
画進行していた担当役員の努力が形になったのだ

　松下幸之助の「道をひらく」の一説に自分には自分
に与えられた道がある。天与の尊い道がある。どんな
道かは知らないが、他の人には歩めない、自分だけし
か歩めない、二度と歩めぬかけがえのないこの道、広
い時もある、狭い時もある、登りもあれば、下りもあ
る。坦々とした時もあれば、かきわけかきわけ汗する
時もあろう。なぐさめを求めたくなる時もあろう。し
かし、所詮はこの道しかないのではないか。
　他人の道に心を奪われ、思案にくれて立ちすくん
でいても、道はすこしも開けない、道を開くために
は、まず歩めねばならぬ。心を定め、懸命に歩めね

ばならぬ。それがたとえ遠い道のように思えても、
休まず歩む姿からは、必ず新たな道が開けてくる。
深い喜びも生まれてくる。
　今年は、新型コロナウイルスで一年を通じて脅か
されました。まもなく年末になりますが、来年も、
このウイルスと共存して、新しい生活スタイルを考
えて行かなければなりません。交流会の皆様にとっ
て、是非、健康で、無理せず、我慢せず、普段の勉強
を怠らないように心掛けて、更なるご活躍をされる
事を祈っております。

教育交流会会長　田部井　信夫

柏木実業専門学校教育交流会道を開く

　おだやかな小春日和の中、秋も暮れようとしてお
ります。
　今年は戦後最大の危機ー
　緊急事態宣言発令、解除ー　
　日常が非日常へと変わってしまいました。そんな
中、先日PTA役員の集まりが、学校側、各々にて十
分な感染予防対策を講じたうえで開催されました。
　今年度はさまざまな行事等が中止になる中、体育
祭は縮小して行われる事となりました。また、クラ
スTシャツについて協議した結果、今年度はクラス

タオルを作成する方向で合意致しました。学生達に
も少しは明るい報告になったかと思います。これか
らもルールとマナーと思いやりの心を大切にし、新
しい生活様式を取り入れて乗り越えて行けたらと
思います。
　今年度のPTA研修会は中止となりますが、今後
共宜しくお願い致します。

PTA役員代表　明智　美弥子

大和商業高等専修学校ＰＴＡコロナ禍ですが

　街路樹が美しく色づき、秋の深まりを感じる季節
となりました。
　10月3日（土）は、川和小学校のグラウンドをお借
りして、運動会が行われました。一学期から少しず
つ練習を重ねてきました。子ども達は、9月に入り、
毎日の練習を懸命に頑張る姿に、成長と頼もしさを
感じました。これまでの練習の成果を披露し、競技
を終えた後の達成感に満ち溢れた子ども達の笑顔
が、とても印象的で感動いたしました。
　今年度は、感染防止対策のためプログラムを縮小
しての開催となりましたが、子ども達の思い出に残
る素晴らしい運動会でした。熱心にご指導いただき

ました先生方に、心より感謝を申し上げます。
　10月11日（日）に行われたバザーは、コロナ禍で
の開催に不安もございましたが、保護者の皆様にご
協力いただいた寄贈品販売・ゲーム・フリーマー
ケット等、大盛況でたくさんの方にお越しいただけ
ました。また、先生方の出し物では会場が盛り上が
り、とても楽しいひとときとなりました。
　バザーの開催にあたり、皆様のご理解とご協力に
より無事に終わることができましたことを、心より
御礼申し上げます。

父母の会会長　中山　智恵子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会運動会・バザーを終えて

各種検定合格者

日本医療報酬調査会
医科医療事務検定

（令和2年8月27日施行）
〈３級〉
赤池　真緒　　石田絵里子
伊藤　怜子　　井上　規子
内田　綾子　　大和田真紀
小熊　夕子　　小澤　幸法
香月　美穂　　河原　玲子
北浦　雅美　　久木﨑香織
葛生　絵里　　工藤めぐみ
櫻庭　晴代　　佐藤　範子
佐藤　理英　　清水うらら　
瀧澤　優香　　竹山恵美子
田辺麻衣子　　田畑　幸仁
徳田　桃子　　富里　文子
橋本　桃果　　林　　貴子
藤原しずく　　牟田　裕未
吉安　香織

神奈川県
介護職員初任者研修
（令和2年9月29日修了）

荒木　琢子　　岩﨑　哲也
櫻井　雅子　　佐藤　桃子
須井　　治　　強矢美貴子
長田　輝信　　中山　純子
藤井　康太　　益田　友貴

全国経理教育協会主催
計算実務能力検定

（令和2年10月3日施行）
〈３級〉
NGUYEN THI MINH NGOC
石井総一郎
KC SUBASH
THAPALIYA SABINA
DANGAL PHATTEA PRASAD

【柏木学園高等学校】
第一回

実用英語技能検定
（令和2年8月28日取得）

〈準2級〉
入内嶋　悠　　大場翔太郎
小城　彩美　　篠原　美佳
星野　彩花　　執行　理奈
佐野　絢香　　田中　　凜
中島　　楓　　中野　晴斗

〈3級〉
佐久間陽花　　庄野愛梨沙
星　　陽向　　森　　千紘
金田　綾乃　　丹野　瑠花
佐藤さくら

第360回
実用数学技能検定

（令和2年8月30日施行）
〈準2級〉
淺倉　海音　　竹内　　優
常盤　樹生　　細谷　丈琉
安岡　頌太　　山川　陽菜
関口　園佳

〈3級〉
平野　咲帆　　野上　千寿

【柏木実業専門学校・研修センター】
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柏木実業専門学校　校長　桐野 輝久ぼくらはみんな生きている
　秋の味覚サンマが今年も不漁になっています。10年ほど前には
年間60万トンもあった漁獲高が、昨年は4万トン、今年はさらに下
回るようです。サンマの塩焼きに大根おろしを添え、醤油を垂らし
て食べる風情は過去のものになるのでしょうか。
　このサンマの不漁は海流の変化や外国漁船の大幅な参入も
考えられますが、資源量自体が激減していることが最大の原因だ
と言われています。
　グローバル化の進展で、地球は急速に狭くなりました。インター
ネットを使って地球上から最新の情報が届けられ、世界のあらゆ
る地点とも瞬時に情報交換ができるのです。
　世界全体を結ぶ航空網、さらに道路網や鉄道網の整備が進
み、大量の旅客や貨物が効率よく輸送できるため、世界中の農産
物や海産物が素早く入手できるようにもなっています。　
　この便利すぎる現代社会を喜びたいところですが、快適さの裏
に人間中心で動くことに一抹の不安を感じるのです。人間のため
にだけ地球はあるのではないと。
　昨年の野生生物10万種の調査によると、絶滅危惧種は2万8千
を超えています。言うまでもなくその元凶は人間による環境破壊に
あるのです。
　地球上にある広大なジャングルが人の手で急速に破壊されて

いるように、わずか数十年で自然の60％が破壊されたと言われて
います。その豊かな自然を住処としていた無数の生物が消滅した
ことでしょう。
　プラスチックごみの問題も深刻です。世界の海洋には1億5千万
トンものプラスチックごみがあり、豊かな海に棲んでいる海洋生物
を蝕んでいます。
　そして急激に進む地球温暖化による気候変動は、熱波や乾
燥、集中豪雨、氷河融解などを引き起こし、それに伴う環境悪化
で無数の生き物の生命が脅かされています。
　サンマに限らず、いま多くの生き物にとり地球は住みにくい星に
なってきたと言えます。やがては人間の生存さえも脅かされること
になるかもしれません。
　童謡「手のひらに太陽を」では、人間だけでなく、ミミズもオケラも
アメンボもみんな生きていると歌っています。どんな小さな虫たちに
もかけがえのない生命があり、人間と等しく生きていく大切さを教
えてくれます。
　人間は地球の支配者ではありません。バランス良く調節されて
いた地球環境や生態系は、いま大きく変化しています。今こそ私
達はすべての生きものが平等に生きていくことのできる地球を真
剣に考えなくてはならないでしょう。

令和2年11月～令和3年1月
柏木学園高等学校 柏木実業専門学校 大和商業高等専修学校 都筑ケ丘幼稚園

学　園　本　部

研修センター

11/3 湘南そろばん塚顕彰会
12/中旬 役員会
12/25 職員仕事納め
1/7 職員仕事始め

○学園本部：金久保・清水　　○柏木高校：本田・川津　　○大和商業：天野・榎本・高橋・小笠原・岩城・吉田・内藤
○柏木実業：伊藤（史）・小澤・荒井　○幼 稚 園：海野・水野・笠井・髙田・田中・向山・柏木・高橋（か）・香山

11/4 衣替え、相談日

11/11 生徒会選挙、相談日

11/14 第5回、第6回学校説明会

11/18 相談日

11/19 後援会役員会

11/21 第7回、第8回学校説明会

11/25 相談日

11/27 学費引き落とし

11/28 第9回、第10回学校説明会

12/1-4 期末試験

12/2 相談日

12/5 第11回、第12回学校説明会

12/7 試験予備日

12/8 答案返却

12/9 相談日

12/11 進路行事

12/15-16 進路相談

12/16-22 2学期末補習期間

12/17 後援会役員会

12/21 終業式

12/22-1/7 冬期休業

12/23 相談日

12/27-1/6 一斉休業

12/28 学費引き落とし

1/7 仕事始め式

1/8 始業式

1/12 基礎力診断テスト
 （1年・2年スタ・情）、
 実力診断（2年アド）
 3年授業開始

1/13  1・2年授業開始、相談日

1/14 後援会役員会

1/20 相談日

1/21 午前中授業、推薦入試準備

1/22 推薦入学試験、生徒自宅学習日

1/23 実用英語技能検定
 （1・2年アド＋希望者）

1/26-29 期末試験（3年）

1/27 学費引き落とし、相談日

1/30 総合学力テスト
 （1年アド）（スタ・情任意）

11/4 委員会の日

11/6 介護職員初任者研修

11/7 学校説明会④

11/11 介護職員初任者研修

11/12 介護職員初任者研修・
 学び場Ｊｒ（春日野中）

11/14 学校説明会⑤

11/15 日商簿記検定

11/16 検定特別授業（～ 20日）・
 推薦入試願書受付②（～ 19日）

11/21 学校説明会⑥・推薦入試②

11/22 全経簿記能力検定

11/24 介護職員初任者研修

11/26 介護職員初任者研修・
 学び場Ｊｒ（南菅中）

11/28 学校説明会⑦

12/1 介護職員初任者研修

12/5 学校説明会⑧・
 全経電卓計算能力検定

12/7 期末テスト（～ 11日）・
 パソコン系検定（～ 11日）

12/11 2年進路ガイダンス⑨

12/12 学校説明会⑨・コンピュータ会計

12/14 追再試日・
 推薦入試願書受付③（～ 17日）

12/15 介護職員初任者研修・
 学び場Ｊｒ（藤ヶ岡中）・成績処理日

12/16 テスト返却

12/17 学期末補習（～ 21日）、
 介護職員初任者研修

12/19 推薦入試③

12/22 １年進路ガイダンス・保護者会

12/23 介護職員初任者研修

12/24 大掃除

12/25 終業式

1/8 始業式・ＰＴＡ運営委員会 

1/12 介護職員初任者研修

1/14 介護職員初任者研修

1/16 学校説明会⑩

1/18 推薦入試願書受付④（～ 21日）

1/19 卒業試験（～ 22日）・
 介護職員初任者研修

1/21 介護職員初任者研修

1/23 推薦入試④

1/25 学び場Ｊｒ（渋谷中）

1/26 介護職員初任者研修・
 学び場Ｊｒ（大住中）

1/28 介護職員初任者研修

11/1 令和3年度新入園児願書受付及び
 入園テスト
 在園児休園

11/2 月謝引き落とし日

11/4 令和3年度たんぽぽ組願書受付

11/9 避難訓練

11/10 誕生日会（11月）

11/11 令和3年度2歳児教室願書受付

11/16 お遊戯会予行1部

11/17 お遊戯会予行2部

11/18 面談日

11/19 お遊戯会予行3部

11/20 お遊戯会予行4部

11/25 お楽しみ会

11/26 お遊戯会予行予備日

11/30 地域開放事業「製作」

12/1 月謝引き落とし日

12/2 面談日
 スマイルクラブ⑤

12/3 お遊戯会1部

12/4 お遊戯会2部

12/7 お遊戯会3部

12/8 お遊戯会4部

12/14 誕生日会（12月）
 避難訓練

12/15 クリスマス会

12/16 未就園児クリスマス会
 在園児休園

12/18 終業式・午前保育

12/29-31 預かりなし

1/4 月謝引き落とし日

1/7 始業式・獅子舞

1/12 バザー収益シャボン玉ショー

1/13 お楽しみ会
 懇談会

1/15 地域開放ヨガ

1/18 誕生日会（1月）・避難訓練

1/20 令和3年度体験保育
 在園児休園

1/23 幼稚園教育研究大会

1/25 地域開放ストレッチ

1/26 スマイルクラブ⑥

1/27 令和3年度2歳児教材渡し
 令和3年度たんぽぽ組教材渡し

11/7 全経文書処理能力検定
11/8 サービス接遇検定
11/15 秘書技能検定・日商簿記検定
11/22 全経簿記能力検定・
 ビジネス実務マナー検定
11/24-25 第2期推薦・一般入試　試験日
12/5 全経電卓計算能力検定
12/6 全経社会福祉会計簿記認定試験・
 JLPT日本語能力試験
12/12 全経社会人常識マナー検定
 (JapanBasic)・全経CP会計能力検定
12/15 経理実務コンクール
12/22 第6回オープンキャンパス
12/25 冬季終業式
1/8 講義開始
1/16 全経社会人常識マナー検定
1/17 全経BANTO認定試験
1/19-25 進級・卒業試験
1/23 全経計算実務能力検定
 第7回オープンキャンパス
1/26-28 午後追試
1/26-2/26 検定授業週間
1/31 産能大会場型科目修得試験

11/2 （県委託訓練）11月生　入校式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・ＰＣ科
 介護職員初任者研修科

11/17 （県委託訓練）９月生
 調剤事務検定試験

11/20 （県委託訓練）11月生　職業人講話
 西迫会計事務所

11/27 （県委託訓練）９月生
 介護事務検定試験

11/30 （県委託訓練）９月生　修了式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・ＰＣ科
 介護職員初任者研修科

12/21 （県委託訓練）11月生　職業人講話
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人　緑樹会 

12/23 （県委託訓練）11月生
 医科医療事務検定試験

1/4 （県委託訓練）１月生　入校式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・ＰＣ科
 介護職員初任者研修科

1/7-13 （県委託訓練）11月生　介護実習

1/13 （求職者支援訓練）10月生　修了式
 パソコンスキルアップ基礎科

1/19 （県委託訓練）11月生
 調剤事務検定試験

1/28 （県委託訓練）11月生
 介護事務検定試験

1/29 （県委託訓練）11月生　修了式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・ＰＣ科
 介護職員初任者研修科




