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短歌書道部　県知事賞受賞 柏木学園高等学校 外国人留学生スピーチコンテスト 柏木実業専門学校

スーツ着こなし講演会（3年） 大和商業高等専修学校 豆 ま き 都筑ヶ丘幼稚園

柏木学園高等学校　校長　坂本　司コロナ禍の中での卒業式
　卒園生・卒業生の皆さんご卒園・ご卒業おめでとうござい
ます。
　昨年の1月から国内でもコロナウイルスの陽性者が発生
し、昨年の非常事態宣言が出された4月7日のときに東京で
の陽性者は87名でした。しかし今回1月7日に非常事態宣言
が出されたとき、東京での陽性者は2447名と比較にならない
感染者の数になっています。2月7日まで出されていた非常事
態宣言も延長されました。昨年は卒業生だけの卒業式を実施
しました。
　さみしい卒業式で保護者の皆さんもとても心残りの多い卒
業式であったと思います。
　卒業生の保護者の皆さんには式の様子を録画してＤＶＤで
全員に配付させていただき、卒業式の様子を実感してもらう
ようにいたしました。
　今年は感染予防を更に徹底して卒園生・卒業生にとって一
生に1度の卒園・卒業式を保護者、職員で温かく送ってあげ
たいと思っています。
　神奈川県立高等学校で保護者参列1名が可能と報道でも発
表されています。本校でも同様の対応で実施したいと思って
います。
　数多くの卒業式を経験した中で、昨年の卒業式と、10年前

3月11日東日本大震災があったときの卒業式が記憶に残り思
い出されます。
　私は当時県立相模原養護学校に勤務をしておりました。当
日は高等部の卒業式を終え、その余韻の最中14時46分に大
きな地震を感じ、職員全員で中庭に避難し、ゆれのおさまる
のを待ち対応したことが思い出されます。その後JR相模線が
2週間にわたり運休し、登校ができない状況で小学部・中学
部の卒業式をどうするか職員で話し合いをしたことを今でも
鮮明に覚えています。
　幸い小学部・中学部はスクールバスでの登校であったため、
無事予定通りに卒業式を実施することができました。
　そのようなことが思い出され、卒業生や保護者の皆さんが
感動するような卒業式が実施できるように職員で取り組みた
いと思います。
　今回のコロナウイルスの蔓延に伴う学校の休校や様々な学
校行事、後援会の行事、部活動の公式戦の中止、高校野球な
どの中止など本来の高校生活での楽しい思い出を残すことな
く終えてしまう卒業生に大変申し訳ない気持ちでいっぱいで
すが自分の未来に大きな希望を持って自分の手で切り開いて
いってほしいと思います。卒業生の今後の活躍を期待してい
ます。

令和 3 年令和3年3月 ～ 5月行事予定表
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

3/1 期末試験

3/2 追再試日

3/3 成績処理日

3/4 テスト返却日・二次募集①

3/5 学期末補習（～９日）

3/9 二次募集② 

3/12 卒業式

3/13 中学２年生対象説明会②

3/15 入学者説明会

3/16 校外進路ガイダンス

3/19 介護職員初任者研修修了式
 中野中出張授業

3/24 大掃除

3/25 修了式

4/7 始業式

4/8 入学式

4/9 対面式・新入生歓迎会・尿検査①

4/12 教科書販売

4/13 健康診断・尿検査②

4/14 平常授業開始

4/20 校外進路ガイダンス
 （２・３年）

4/22 P運営委員会

4/27 尿検査③

5/10 ３年三者面談開始
 （5月31日まで）

5/13 歯科検診

5/15 全経電卓計算能力検定

5/25 中間試験（～ 5/28）

5/27 PTA総会

5/30 全経簿記能力検定

学　園　本　部
3/1 高等学校卒業式
3/12 専門学校・大和商業卒業式
3/13 幼稚園卒園式
3/26 役員会
4/1 辞令交付式
4/6 高等学校入学式
4/10 幼稚園入園式
4/8 専門学校・大和商業入学式
5/中旬 現況調査
5/26 監事監査
5/28 役員会

3/1 月謝引き落とし日
 誕生日会（3月）
3/2 ひなまつり会・避難訓練
3/8 卒園式予行練習
3/9 お別れ会
3/10 懇談会（年長組）
3/11 お別れ遠足（予定）
3/12 午前保育
3/13 卒園式
3/15 令和3年度進級園児月謝引き落とし日
3/17 懇談会（年中組・年少組）
 スマイルクラブ
3/19 修了式・午前保育
3/22 令和3年度たんぽぽ組火曜コース・いちご組体験保育
3/23 令和3年度たんぽぽ組木曜コース・ぶどう組体験保育
4/1 新入園児月謝引き落とし日
 横浜預かり保育開始
4/6 始業式
 進級園児一般預かり開始
 午前保育
4/8 懇談会（年長組）・午前保育
4/9 懇談会（年少組）・午前保育
4/10 入園式
4/12 懇談会（年中組）・午前保育
 いちご・ぶどう組入園式
4/13 午前保育・年長進級写真
 新入園児一般預かり開始
4/14 午前保育・職員研修
4/15 一日保育開始・指導開始
 年中進級写真
4/19 対面式・役員会
4/20 誕生日会（4月）
5/6 月謝引き落とし日
5/12 指導開始（年少組）・面談日
5/17 内科検診・誕生日会（5月）
5/18 役員会
5/20 クッキング保育（年長組）
5/22 親児の会
5/24 内科検診
5/25 総会・避難訓練
5/28 遠足
5/31 夕涼み実行委員会

3/1-3/22 進路活動週間
3/5 第４期推薦・一般入試
3/12 卒業式
3/13 全経社会人常識マナー検定
 （Japan Basic）
3/22 修了式、第５期一般入試
4/8 入学式
4/9 始業式・対面式
4/12-13 オリエンテーション
4/14　健康診断
4/15　講義開始 
5/15 全経電卓計算能力検定
5/16 全経相続税法能力検定（1級のみ）
5/22 第１回オープンキャンパス
5/30 全経簿記能力検定

3/1 （県委託訓練）１月生
 医科医療事務検定試験
3/2 （求職者支援訓練）２月生　職業人講話
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
3/11 （求職者支援訓練）３月生　入校式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 介護職員養成（初任者研修）科
3/17 （求職者支援訓練）２月生　職業人講話
 医療法人社団総生会
3/18 （県委託訓練）１月生
 調剤事務検定試験
3/24 （求職者支援訓練）２月生　職業人講話
 株式会社ソラスト
3/29 （県委託訓練）１月生
 介護事務検定試験
3/30 （県委託訓練）１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
4/13 （求職者支援訓練）２月生
 医科医療事務検定試験
4/21 （求職者支援訓練）３月生　職業人講話
 医療法人社団総生会
4/28 （求職者支援訓練）３月生　職業人講話
 株式会社ソラスト
 （求職者支援訓練）２月生
 調剤事務検定試験
5/7 （求職者支援訓練）３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
5/13 （求職者支援訓練）２月生
 介護事務検定試験
5/14 （求職者支援訓練）２月生　修了式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 パソコンスキルアップ基礎科
 （求職者支援訓練）３月生
 医科医療事務検定試験

研修センター

3/1 卒業式

3/3 相談日

3/9-12 期末試験（1・2年）

3/10 相談日

3/13 アドバンス学力検査（9時）
 合格者説明会 （11時）

3/15 試験予備日（1・2年）

3/16 試験返却（1・2年）

3/17 相談日

3/18 後援会役員会

3/23 大掃除

3/24 修了式・LHR（2限）
 学期末補習課題配布（4/6提出締切）

4/5 始業式

4/6 入学式

4/9 学力テスト（全学年）

4/15 生徒健康診断・歯科検診

4/16 生徒健康診断

4/22 1年宿泊研修

4/23 1年宿泊研修

 2・3年社会見学

4/27 学費引き落とし（2・3年）

5/6 3年3者面談開始（～ 6/4）

5/8 後援会総会・役員会

5/11 1学期中間試験日程発表

5/18-21 1学期中間試験 

5/21 母校訪問（1年）

5/27 学費引き落とし（2・3年）

5/29 実力判断テスト
 （アドバンス全学年
 その他コースは任意）

○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・熊谷・笠井・髙田・田中・向山・柏木・高橋（か）・香山



　卒業式が3月1日（月）に挙行されたました。各賞表彰者および
3年間皆勤・精勤者は以下の通りです。
学園長賞 野本　芽生
学校長賞 執行　理奈
日本私立中学高等学校連合会長賞 水野　幸真
高校生新聞社賞 田澤　未陽
柏木学園高等学校後援会長賞 椎葉　えな
 3年間皆勤者　令和3年1月25日現在
椎谷　大慈　　髙村　夏穂　　竹内　那智　　飛谷　拓輝
友野　流成　　柏瀨　日菜　　住友　凱哉　　市村　　萌
岩渕　歩羽　　宮本　翔貴　　林　小ノ葉　　本田　優花
倉田　凱斗　　下川原慎吾　　鈴木　竜希　　天間　美月
中嶋　　心　　福本　　塁　　古木　彩乃　　町田　　駿
川村崚太朗　　鳥羽　天真　　水野　幸真　　柴田　颯馬
滝澤　聖悟　　田中　里佳　　本間　快人　　森島健士郎
宇賀田恭輔　　相原　萌花　　石田　　翼　　齊藤　　渉
齋藤　乃依

 3年間精勤者　令和3年1月25日現在
阿部　拓未　　加藤　時来　　川島　奈々　　黒澤　海尋
執行　　理　　滑川幸ノ介　　丸山　珠侑　　上田　茉奈
大場　　遥　　岡﨑　仁美　　佐野　絢香　　宮坂　　心
村田　優樹　　本川　渓杜　　吉田　建智　　岡﨑　翔吾
齊藤　恵夏　　奥野　真尋　　椎葉　えな　　中上　裕輝
青木　洋生　　金子　修磨　　小林　舜弥　　佐々木翔大
山田　夏未　　近藤　直希　　谷川　柊夢　　前場　優希
髙橋つばさ　　原　　元就　　清水　大輝　　新藤　輝翼
須藤　寛太　　萱島　京香　　桒野　将徳　　関水　美月
吉田　七菜　　北野　朋紀　　中村渚々斗　　早川　　輝
村里　滉太　　秋葉　　駿　　石黒　翔大　　河嶋　怜央
木村　奏斗　　　

祝 卒業 －卒業生各賞受賞者－

　今年度も生徒ホールにおいて「赤い羽根共同募金」が生徒会
役員により2日間に渡って行われ、1,905円が寄付されました。

麻布大学 2名
亜細亜大学 1名
桜美林大学 2名
大妻女子大学 1名
嘉悦大学 2名
神奈川大学 6名
神奈川工科大学 4名
関東学院大学 11名
国士舘大学 4名
駒澤大学 1名
相模女子大学 5名
松蔭大学 3名
湘南工科大学 2名
女子美術大学 1名
杉野服飾大学 1名
高千穂大学 3名
多摩大学 4名
玉川大学 1名
鶴見大学 1名
帝京大学 6名
帝京科学大学 5名
田園調布学園大学 5名

桐蔭横浜大学 1 名
東海大学 3 名
東京有明医療大学 1 名
東京医療学院大学 2 名
東京医療保健大学 5 名
東京家政大学 1 名
東京家政学院大学 1 名
東京工科大学 1 名
東京工芸大学 3 名
東京純心大学 1 名
東京福祉大学 1 名
東洋大学 5 名
二松學舍大学 2 名
日本大学 8 名
日本大学 ( 通信 ) 1 名
文化学園大学 2 名
文教大学 5 名
明星大学 8 名
ヤマザキ動物看護大学 1 名
横浜商科大学 1 名
立正大学 2 名
和光大学 9 名

計 44 校　135 名

生徒会 赤い羽根共同募金

　図書委員会がclassiを使って全校生徒に書籍購入のアンケー
トを実施しました。集計審査の結果、60冊程の書籍が新たに図
書室に加わりました。

新着図書

　本校教員小林直之先生が優秀で模範的な消防団員に贈られる
令和2年度消防団表彰の神奈川県知事表彰を受賞しました。
小林先生は、これからも学校と地域と消防署との懸け橋となる
よう頑張っていきたい、と力強く語りました。

教員の活躍

部活動・生徒の活躍
【美術部】
神奈川県高等学校文化連
盟主催　第 67 回神奈川
県高等学校美術展（令和
２年度神奈川県高等学校
総合文化祭）に、美術部
の生徒５名が作品を出品
し、２年 D 組荒川舞波の
「不思議な天井」が、奨
励賞を受賞しました。尚、
荒川の作品は、神奈川県庁内で展示されています。

進路報告－大学合格状況－

【短歌書道部】
健康都市やまと川柳コンクール 入選 森島　健士（3-I）
第 51回神奈川県高等学校教育書道コンクール　創作の部　
神奈川県高等学校教科研究会賞 森　　若葉（2-E）
神奈川県高等学校総合文化祭　第 57回　高等学校書道展　
　　　書道専門部会長賞 浜谷マリヤム（2-B）
　　　特選賞 下川原慎吾（3-G）　中島　実佑（2-C）
神奈川県高等学校総合文化祭 第 21 回 吟詠剣詩舞発表会
神奈川県知事賞　
　下川原慎吾（3-G）　本間　快人（3-I）
　山田　夏未（3-E）　山下　紗季（3-E）
　八ツ橋遥海（2-E）　李　　詩羽（2-G）
　中島　実佑（2-B）　浜谷マリヤム（2-B）
　篠原　美佳（2-D）　江坂　春菜（1-D）
相鉄賞 
　下川原慎吾（3-G）　山田　夏未（3-E）　
　篠原　美佳（2-D）　森　　若葉（2-E）

【軽音楽部】
　JGA・ジャパンギターアソ
シエイション主催「全国学校
ギター合奏コンクール 2020 
on Web」（11/28 動画収録　
12/21 結果発表）に参加しま
した。これは、クラシックギ
ターによるギターオーケスト
ラのWeb 大会です。
　本校に指導にいらっしゃる岩崎美由紀先生（国際新堀芸術学
院講師）のもと、部員を 16 名（指揮者 1 名）にしぼり、コロ
ナ禍の中で思うように練習ができないなか、「銅賞」をいただ
きました。初出場の全国大会でこのような結果をいただけたこ
とは、次回に向けての弾みになったと思いますし、不自由な中
での練習でも、集中して皆が心を一つに練習をすればよい結果
が残せるとの自信がついた大会でした。
　次回はバンド演奏で全国出場をしたいと思います。

令和２年度神奈川県高等学校総合文化祭 
特設サイト」に掲載されています。また、
山田　夏未（3-E）は、大会開会の言葉を
立派に発表しました。

※令和 3年 2月 3日現在

　ホールで先生達の出し
物を見たり、学年ごとに
作ったおひなさまの紹介
をします。ひなあられは
持ち帰り、各家庭で食べ
ます。

3月2日（火）

2月12日（金）

　お忙しい中、お越しいただ
きありがとうございました。
これまで製作した子ども達の
作品を親子で楽しく鑑賞する
姿が見られました。今年度は、
新型コロナウィルス感染予防
対策として、様々なご協力を
いただいた作品展でしたが、
子ども達の成長を感じられる
一日となりました。

「いらっしゃいませ～！」と元気な声が聞こえてきた当
日。楽しみにしていた子ど
も達は店員さんになりきっ
て品物を一生懸命売ってい
たり、お客さんとして買い
物を楽しんでいました。い
ちご組・ぶどう組・たんぽぽ組の子ども達も先生や保護
者の方と買い物を楽しむ姿が見られました。

2月7日（日）

　疫病退治・悪魔払いをするもの
として広く知られている獅子舞が
今年も幼稚園に来てくれました。

太鼓の軽快なリズムに合わせて踊る獅子舞に子ども達は
興味津々で鑑賞していました。

1月7日（木）
ししま いししま い

2月2日（火）豆豆 まま きき

卒園児……120名
3年皆勤…4名
2年皆勤…7名
1年皆勤…37名

精勤……………18名
親子二代卒園…8名
園児3人卒園…8名

卒 園 お め で と う ！卒 園 お め で と う ！
＜年少＞91名
1年皆勤…17名
精勤………10名

＜年中＞104名
2年皆勤…6名
1年皆勤…11名
精勤………13名

進 級 お め で と う ！進 級 お め で と う ！

1月12日（火） 2月22日（月）
　この日を楽しみにしていた子ども達。今年もバ
ザー収益の還元で杉山兄弟によるシャボン玉
ショーをコロナウイルス感染症対策をとりながら
行いました。次々に飛んでくるシャボン玉や様々
な形のシャボン玉に大喜びの子ども達でした。

シャボン玉ショーシャボン玉ショーシャボン玉ショーシャボン玉ショー お店やさんごっこお店やさんごっこ

作 品 展

年中 年長

年少

２才児教室 いちご組・ぶどう組
プレ保育 たんぽぽ組
一年を通して、大好きな先生やお友達もでき、自分で出
来ることも増えました。製作や外遊びを行い毎日元気
いっぱいに過ごしました。

　「鬼は来るかな？」とドキドキしていた子ども達。この
日の為にお面とマスを作りました。例年とは少し違った
鬼との距離をとりながら豆まきを行いました。鬼が怖く、
泣いている子もいましたが「おには～そと！」「ふくは～
うち！」と鬼に向かって一生懸命豆をまき、無病息災を願
い、節分を通して日本の伝統に触れることができました。



○学園長賞　　中村麻佑子
○学校長賞　　久保　文櫻

○東京都産業教育振興会 会長賞
　　　　　　　平尾　岳登
○高瀬賞　　　川崎　　尊
○全国経理教育協会賞

岩本幸之慎

○全国高等専修学校協会 会長賞
増子　芽依

○全国高等専修学校協会
　スポーツ奨励賞

武岡　洸樹

○NPO高等専修教育支援協会賞
畠山　果也

○神奈川県専修学校各種
　学校協会 会長賞

木下　渓登
○職業教育・キャリア教育
　財団学習者表彰

齋藤　龍平

卒業生各賞受賞者

○全国経理教育協会検定表彰 ・簿記 坂口　洸陽　・電 卓 計 算　室伏　音平　・所得税法 小林　大幹
 ・消費税法 廣田　勇海　・コンピュータ会計　舩木　祥　
○皆勤賞　細田洸大郎　沢田力颯　佐藤正輝　　〇精勤賞　川崎尊　後藤雅也　佐野渚月　舩木祥　久保文櫻　坂口洸陽

検定合格 ＆ 書道展特選　おめでとう！

専門学校（21名）

就 職（14名）

　３年生の平尾岳登さんが、日本情報処理検定協会の検定５種目に
おいて１級合格をし、会長賞を受賞しました。同じく３年生の岩崎
朱唯斗さん、中村麻佑子さん、細田洸大郎さんが３種目において１
級合格し、検定委員長賞を受賞しました。
　また、神奈川県高等学校総合文化祭第57回高等学校書道展におき
まして、３年生の中村麻佑子さんと久保文櫻さんが特選を受賞しま
した。みなさん、おめでとうございます！

令和２年度　一般入試・中学２年生向け説明会
　２月６日（土）に一般入学試験が実施されました。今年度は、新型
コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、面接試験をとりやめ、
国・数・英の筆記試験のみの実施となりました。
　また、中学２年生向けの説明会を２月２３日（祝）に実施しました。
次回は３月１３日（土）に実施します。

神奈川工科大学（創造工学部ロボット・メカトロニクス学科）、高千穂大学（経営学部経営学科）、鶴見大学（文学部英語
英米文学科）、東京福祉大学（心理学部心理学科）、横浜商科大学（商学部商学科）

あずま工科専門学校 アルファ医療福祉専門学校 エビスビューティカレッジ 外語ビジネス専門学校
カコトリミングスクール 柏木実業専門学校 県立西部総合職業技術校 県立東部総合専門学校
国際総合ビューティーカレッジ たまプラーザ看護学校 東京IT会計法律専門学校 日本工学院専門学校
日本工学院八王子専門学校 町田製菓専門学校 横浜システム工学院専門学校 横浜デジタルアーツ専門学校
横浜リゾート＆スポーツ専門学校

アスモ介護サービス　　相模大野病院　　平成会　　　栄和産業　　オート電機　　神奈川イエローハット　　佐川急便
東葉警備保障　　　　　図南鍛工　　　　野口製作所　HIROSE　　ミモザ　　　　明輝社　　　　横浜ステンレス工業

大 学（10名）

　卒業生・保護者の皆様、ご卒
業おめでとうございます。心よ
りお祝い申し上げます。
　３年間の学校生活では、楽し
かったことや嬉しかったこと、
時には苦しかったこともあった
と思います。その感情や経験、
そして同じ時を過ごした友達が
きっと今後の皆さんの力になる
はずです。また、今まで取得し
た資格は皆さんが努力してきた
証です。大和商業で得た多くの
ものを大切にするのと同時に誇
りにして欲しいと思います。
　今後のご活躍を楽しみにして
います。

３学年主任　宇野　潔

　学校行事や部活動では先輩方はいつも先頭に立って私たちを励まし高めてくださいました。
それは、私たちにとってかけがえのない財産であり、受け継いでいかなければならないと思っ
ています。これから輝かしい未来に向かっていかれる先輩方を私たちは心より応援しています。
先輩方から教わったことを胸に、この大和商業をより一層素晴らしいものにしていこうと、在
校生一同、決意を新たに頑張ります。先輩方のご健康とこれからのご活躍を願っています。卒
業おめでとうございます。

在校生代表　石井　秀汰

　私たちが卒業するまでには沢山の支えがありました。先生方は私たちのことを１番に考え沢
山のことを指導してくれました。次に後輩のみんなは、日常の学校生活の時、行事を開催する時、
沢山のサポートをしてくれました。それらのおかげでここまで活動してこられました。私たち
はたくさんの人が支えてくれた環境から卒業しますが、それぞれ感じたこと学んだことを卒業
してからも忘れずにもっと成長していきます。この３年間で関わったすべての方々に感謝して
います。ありがとうございました。

卒業生代表　畠山　果也

大和商業大和商業 令和２年度 3 月 12 日卒業令和２年度 3 月 12 日卒業

※法人および株式会社省略

3年生 進路状況 （50音順） 2月10日現在

【神奈川県委託訓練1月生入校式、11月生修了式、
求職者支援訓練10月生修了式】
　神奈川県委託訓練　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月生
入校式が1月4日（月）、11月生3コー
スの修了式が1月29日（金）、求職
者支援訓練　パソコンスキルアップ
基礎科10月生の修了式が1月13日
（水）に行われました。訓練期間中よ

り就職活動し、就職の内定を得て修了式を迎えた受講生も多数おりま
した。修了生の皆様からは謝辞もいただきました。

【神奈川県委託訓練　職業人講話・企業説明会】
　研修センターでは、訓練科に関連する分野の職業人による講話授
業、就職支援としての企業説明会を実施しています。
［職業人講話］西迫会計事務所　所長　西迫一郎先生

株式会社アスモ介護サービス、社会福祉法人緑樹会
［企業説明会］株式会社エクシオジャパン、株式会社やまねメディカル、
SOMPOケア株式会社、株式会社ソラスト、株式会社ニチイ学館、
株式会社日本教育クリエイト

【ハロートレーニング求職者支援訓練の実施】
　現在、研修センターでは、
ハロートレーニング　基礎科、
実践コース、求職者支援訓
練を実施中です。
【就職近況報告】
就職先　株式会社やまねメディカル　
　　　　　かがやきデイサービス西鶴間
　強矢　美喜子さん　
　　介護職員初任者研修科（県委託訓練）
　　　　　　　　　（令和2年9月）修了生
　ペトリネク プラナティ ルティシアさん
　　介護職員初任者研修科（県委託訓練）
　　　　　　　　　（平成31年3月）修了生
「デイサービスで勤務を開始しています。入職後に指導係をしてくだ
さった先輩が同じ学校（研修センター）で職業訓練を受講していた
方だと知りとても心強くなりました。覚えることも多く日々勉強の連続で
すが、笑顔を大切にしながら頑張っています。」
就職先　税理士法人さくらみらい国際会計事務
　丸山　百合子さん　
　　簿記パソコン事務科（神奈川県委託訓練）
　　　　　　　　　（令和2年9月）修了生
「訓練期間中より就職活動をし、希望していた会
計事務所から内定をいただけた時、就活はタイミ
ングが大切だと実感しました。職場では、クラウド化、ＡＩ化、ペー
パーレス化が進められている為、職業訓練で鍛えたＰＣスキルが
とても役立っています。」

研修センター柏木実業専門学校
【令和２年度　卒業生各賞受賞者・検定表彰者】

◆
全
国
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理
教
育
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会
検
定
表
彰

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

【専各協会主催第３２回外国人留学生スピーチコンテストに出場】
　１月２６日（火）に神奈川県立青少年センターホール
で開催予定であった外国人留学生スピーチコンテスト
は、新型コロナウイルス感染症の影響によりDVDでの
審査となりました。本校からは情報ビジネス科１年C組
の刘　忠志（中国、早稲田EDU日本語学校横浜校出
身）と情報ビジネス科１年D組のTIMALSINA 
KASINATH（ネパール、埼玉日本語学校出身）が出
場しました。
　刘　忠志は『人間合格』をテーマに、自分が『人間
合格』だと自信が持てるよう前進していこうとする姿を
スピーチしました。
　TIMALSINA KASINATH は『この島国の面白さ』
をテーマに、憧れの日本に留学して感じた日本の魅力
をスピーチしました。

【第７回オープンキャンパスを開催】
　１月２３日（土）に第７回オープンキャンパスを開催しま
した。新型コロナウイルス感染症対策を十分にとった上
で学校説明や体験授業を行いました。
　次年度の第１回オープンキ
ャンパスは５月２２日（土）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。
　なお、学校見学・入学相談、
大学・短大併修説明の受付は随時行っております。ご
希望の方は、ご連絡ください。

入学願書・学校見学・入学相談 受付中
　入学願書・学校見学・入学相談の受付は随時行っております。
詳細については下記までお問い合わせください。
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◆学校長賞

◆高瀬賞
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DAU THI HUYEN TRANG
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DAU THI HUYEN TRANG
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はたくさんの人が支えてくれた環境から卒業しますが、それぞれ感じたこと学んだことを卒業
してからも忘れずにもっと成長していきます。この３年間で関わったすべての方々に感謝して
います。ありがとうございました。

卒業生代表　畠山　果也

大和商業大和商業 令和２年度 3 月 12 日卒業令和２年度 3 月 12 日卒業

※法人および株式会社省略

3年生 進路状況 （50音順） 2月10日現在

【神奈川県委託訓練1月生入校式、11月生修了式、
求職者支援訓練10月生修了式】
　神奈川県委託訓練　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月生
入校式が1月4日（月）、11月生3コー
スの修了式が1月29日（金）、求職
者支援訓練　パソコンスキルアップ
基礎科10月生の修了式が1月13日
（水）に行われました。訓練期間中よ

り就職活動し、就職の内定を得て修了式を迎えた受講生も多数おりま
した。修了生の皆様からは謝辞もいただきました。

【神奈川県委託訓練　職業人講話・企業説明会】
　研修センターでは、訓練科に関連する分野の職業人による講話授
業、就職支援としての企業説明会を実施しています。
［職業人講話］西迫会計事務所　所長　西迫一郎先生

株式会社アスモ介護サービス、社会福祉法人緑樹会
［企業説明会］株式会社エクシオジャパン、株式会社やまねメディカル、
SOMPOケア株式会社、株式会社ソラスト、株式会社ニチイ学館、
株式会社日本教育クリエイト

【ハロートレーニング求職者支援訓練の実施】
　現在、研修センターでは、
ハロートレーニング　基礎科、
実践コース、求職者支援訓
練を実施中です。
【就職近況報告】
就職先　株式会社やまねメディカル　
　　　　　かがやきデイサービス西鶴間
　強矢　美喜子さん　
　　介護職員初任者研修科（県委託訓練）
　　　　　　　　　（令和2年9月）修了生
　ペトリネク プラナティ ルティシアさん
　　介護職員初任者研修科（県委託訓練）
　　　　　　　　　（平成31年3月）修了生
「デイサービスで勤務を開始しています。入職後に指導係をしてくだ
さった先輩が同じ学校（研修センター）で職業訓練を受講していた
方だと知りとても心強くなりました。覚えることも多く日々勉強の連続で
すが、笑顔を大切にしながら頑張っています。」
就職先　税理士法人さくらみらい国際会計事務
　丸山　百合子さん　
　　簿記パソコン事務科（神奈川県委託訓練）
　　　　　　　　　（令和2年9月）修了生
「訓練期間中より就職活動をし、希望していた会
計事務所から内定をいただけた時、就活はタイミ
ングが大切だと実感しました。職場では、クラウド化、ＡＩ化、ペー
パーレス化が進められている為、職業訓練で鍛えたＰＣスキルが
とても役立っています。」

研修センター柏木実業専門学校
【令和２年度　卒業生各賞受賞者・検定表彰者】

◆
全
国
経
理
教
育
協
会
検
定
表
彰

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

【専各協会主催第３２回外国人留学生スピーチコンテストに出場】
　１月２６日（火）に神奈川県立青少年センターホール
で開催予定であった外国人留学生スピーチコンテスト
は、新型コロナウイルス感染症の影響によりDVDでの
審査となりました。本校からは情報ビジネス科１年C組
の刘　忠志（中国、早稲田EDU日本語学校横浜校出
身）と情報ビジネス科１年D組のTIMALSINA 
KASINATH（ネパール、埼玉日本語学校出身）が出
場しました。
　刘　忠志は『人間合格』をテーマに、自分が『人間
合格』だと自信が持てるよう前進していこうとする姿を
スピーチしました。
　TIMALSINA KASINATH は『この島国の面白さ』
をテーマに、憧れの日本に留学して感じた日本の魅力
をスピーチしました。

【第７回オープンキャンパスを開催】
　１月２３日（土）に第７回オープンキャンパスを開催しま
した。新型コロナウイルス感染症対策を十分にとった上
で学校説明や体験授業を行いました。
　次年度の第１回オープンキ
ャンパスは５月２２日（土）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。
　なお、学校見学・入学相談、
大学・短大併修説明の受付は随時行っております。ご
希望の方は、ご連絡ください。

入学願書・学校見学・入学相談 受付中
　入学願書・学校見学・入学相談の受付は随時行っております。
詳細については下記までお問い合わせください。

◆学園長賞

◆学校長賞

◆高瀬賞
◆神奈川県専修学校
　各種学校協会 会長賞

◆全国経理教育協会賞

簿　　　　　記
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コンピュータ会計
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　卒業式が3月1日（月）に挙行されたました。各賞表彰者および
3年間皆勤・精勤者は以下の通りです。
学園長賞 野本　芽生
学校長賞 執行　理奈
日本私立中学高等学校連合会長賞 水野　幸真
高校生新聞社賞 田澤　未陽
柏木学園高等学校後援会長賞 椎葉　えな
 3年間皆勤者　令和3年1月25日現在
椎谷　大慈　　髙村　夏穂　　竹内　那智　　飛谷　拓輝
友野　流成　　柏瀨　日菜　　住友　凱哉　　市村　　萌
岩渕　歩羽　　宮本　翔貴　　林　小ノ葉　　本田　優花
倉田　凱斗　　下川原慎吾　　鈴木　竜希　　天間　美月
中嶋　　心　　福本　　塁　　古木　彩乃　　町田　　駿
川村崚太朗　　鳥羽　天真　　水野　幸真　　柴田　颯馬
滝澤　聖悟　　田中　里佳　　本間　快人　　森島健士郎
宇賀田恭輔　　相原　萌花　　石田　　翼　　齊藤　　渉
齋藤　乃依

 3年間精勤者　令和3年1月25日現在
阿部　拓未　　加藤　時来　　川島　奈々　　黒澤　海尋
執行　　理　　滑川幸ノ介　　丸山　珠侑　　上田　茉奈
大場　　遥　　岡﨑　仁美　　佐野　絢香　　宮坂　　心
村田　優樹　　本川　渓杜　　吉田　建智　　岡﨑　翔吾
齊藤　恵夏　　奥野　真尋　　椎葉　えな　　中上　裕輝
青木　洋生　　金子　修磨　　小林　舜弥　　佐々木翔大
山田　夏未　　近藤　直希　　谷川　柊夢　　前場　優希
髙橋つばさ　　原　　元就　　清水　大輝　　新藤　輝翼
須藤　寛太　　萱島　京香　　桒野　将徳　　関水　美月
吉田　七菜　　北野　朋紀　　中村渚々斗　　早川　　輝
村里　滉太　　秋葉　　駿　　石黒　翔大　　河嶋　怜央
木村　奏斗　　　

祝 卒業 －卒業生各賞受賞者－

　今年度も生徒ホールにおいて「赤い羽根共同募金」が生徒会
役員により2日間に渡って行われ、1,905円が寄付されました。

麻布大学 2名
亜細亜大学 1名
桜美林大学 2名
大妻女子大学 1名
嘉悦大学 2名
神奈川大学 6名
神奈川工科大学 4名
関東学院大学 11名
国士舘大学 4名
駒澤大学 1名
相模女子大学 5名
松蔭大学 3名
湘南工科大学 2名
女子美術大学 1名
杉野服飾大学 1名
高千穂大学 3名
多摩大学 4名
玉川大学 1名
鶴見大学 1名
帝京大学 6名
帝京科学大学 5名
田園調布学園大学 5名

桐蔭横浜大学 1 名
東海大学 3 名
東京有明医療大学 1 名
東京医療学院大学 2 名
東京医療保健大学 5 名
東京家政大学 1 名
東京家政学院大学 1 名
東京工科大学 1 名
東京工芸大学 3 名
東京純心大学 1 名
東京福祉大学 1 名
東洋大学 5 名
二松學舍大学 2 名
日本大学 8 名
日本大学 ( 通信 ) 1 名
文化学園大学 2 名
文教大学 5 名
明星大学 8 名
ヤマザキ動物看護大学 1 名
横浜商科大学 1 名
立正大学 2 名
和光大学 9 名

計 44 校　135 名

生徒会 赤い羽根共同募金

　図書委員会がclassiを使って全校生徒に書籍購入のアンケー
トを実施しました。集計審査の結果、60冊程の書籍が新たに図
書室に加わりました。

新着図書

　本校教員小林直之先生が優秀で模範的な消防団員に贈られる
令和2年度消防団表彰の神奈川県知事表彰を受賞しました。
小林先生は、これからも学校と地域と消防署との懸け橋となる
よう頑張っていきたい、と力強く語りました。

教員の活躍

部活動・生徒の活躍
【美術部】
神奈川県高等学校文化連
盟主催　第 67 回神奈川
県高等学校美術展（令和
２年度神奈川県高等学校
総合文化祭）に、美術部
の生徒５名が作品を出品
し、２年 D 組荒川舞波の
「不思議な天井」が、奨
励賞を受賞しました。尚、
荒川の作品は、神奈川県庁内で展示されています。

進路報告－大学合格状況－

【短歌書道部】
健康都市やまと川柳コンクール 入選 森島　健士（3-I）
第 51回神奈川県高等学校教育書道コンクール　創作の部　
神奈川県高等学校教科研究会賞 森　　若葉（2-E）
神奈川県高等学校総合文化祭　第 57回　高等学校書道展　
　　　書道専門部会長賞 浜谷マリヤム（2-B）
　　　特選賞 下川原慎吾（3-G）　中島　実佑（2-C）
神奈川県高等学校総合文化祭 第 21 回 吟詠剣詩舞発表会
神奈川県知事賞　
　下川原慎吾（3-G）　本間　快人（3-I）
　山田　夏未（3-E）　山下　紗季（3-E）
　八ツ橋遥海（2-E）　李　　詩羽（2-G）
　中島　実佑（2-B）　浜谷マリヤム（2-B）
　篠原　美佳（2-D）　江坂　春菜（1-D）
相鉄賞 
　下川原慎吾（3-G）　山田　夏未（3-E）　
　篠原　美佳（2-D）　森　　若葉（2-E）

【軽音楽部】
　JGA・ジャパンギターアソ
シエイション主催「全国学校
ギター合奏コンクール 2020 
on Web」（11/28 動画収録　
12/21 結果発表）に参加しま
した。これは、クラシックギ
ターによるギターオーケスト
ラのWeb 大会です。
　本校に指導にいらっしゃる岩崎美由紀先生（国際新堀芸術学
院講師）のもと、部員を 16 名（指揮者 1 名）にしぼり、コロ
ナ禍の中で思うように練習ができないなか、「銅賞」をいただ
きました。初出場の全国大会でこのような結果をいただけたこ
とは、次回に向けての弾みになったと思いますし、不自由な中
での練習でも、集中して皆が心を一つに練習をすればよい結果
が残せるとの自信がついた大会でした。
　次回はバンド演奏で全国出場をしたいと思います。

令和２年度神奈川県高等学校総合文化祭 
特設サイト」に掲載されています。また、
山田　夏未（3-E）は、大会開会の言葉を
立派に発表しました。

※令和 3年 2月 3日現在

　ホールで先生達の出し
物を見たり、学年ごとに
作ったおひなさまの紹介
をします。ひなあられは
持ち帰り、各家庭で食べ
ます。

3月2日（火）

2月12日（金）

　お忙しい中、お越しいただ
きありがとうございました。
これまで製作した子ども達の
作品を親子で楽しく鑑賞する
姿が見られました。今年度は、
新型コロナウィルス感染予防
対策として、様々なご協力を
いただいた作品展でしたが、
子ども達の成長を感じられる
一日となりました。

「いらっしゃいませ～！」と元気な声が聞こえてきた当
日。楽しみにしていた子ど
も達は店員さんになりきっ
て品物を一生懸命売ってい
たり、お客さんとして買い
物を楽しんでいました。い
ちご組・ぶどう組・たんぽぽ組の子ども達も先生や保護
者の方と買い物を楽しむ姿が見られました。

2月7日（日）

　疫病退治・悪魔払いをするもの
として広く知られている獅子舞が
今年も幼稚園に来てくれました。

太鼓の軽快なリズムに合わせて踊る獅子舞に子ども達は
興味津々で鑑賞していました。

1月7日（木）
ししま いししま い

2月2日（火）豆豆 まま きき

卒園児……120名
3年皆勤…4名
2年皆勤…7名
1年皆勤…37名

精勤……………18名
親子二代卒園…8名
園児3人卒園…8名

卒 園 お め で と う ！卒 園 お め で と う ！
＜年少＞91名
1年皆勤…17名
精勤………10名

＜年中＞104名
2年皆勤…6名
1年皆勤…11名
精勤………13名

進 級 お め で と う ！進 級 お め で と う ！

1月12日（火） 2月22日（月）
　この日を楽しみにしていた子ども達。今年もバ
ザー収益の還元で杉山兄弟によるシャボン玉
ショーをコロナウイルス感染症対策をとりながら
行いました。次々に飛んでくるシャボン玉や様々
な形のシャボン玉に大喜びの子ども達でした。

シャボン玉ショーシャボン玉ショーシャボン玉ショーシャボン玉ショー お店やさんごっこお店やさんごっこ

作 品 展

年中 年長

年少

２才児教室 いちご組・ぶどう組
プレ保育 たんぽぽ組
一年を通して、大好きな先生やお友達もでき、自分で出
来ることも増えました。製作や外遊びを行い毎日元気
いっぱいに過ごしました。

　「鬼は来るかな？」とドキドキしていた子ども達。この
日の為にお面とマスを作りました。例年とは少し違った
鬼との距離をとりながら豆まきを行いました。鬼が怖く、
泣いている子もいましたが「おには～そと！」「ふくは～
うち！」と鬼に向かって一生懸命豆をまき、無病息災を願
い、節分を通して日本の伝統に触れることができました。



　季節は冬から春へと移り変わり、日ごとに厳しかった寒
さが和らいでくる季節となりました。草木も芽を出しつぼ
みをふくらませ、春は人も自然も芽吹く時です。巣立ちの
日を迎え、新天地へと羽ばたいていく３年生のみなさん、
ご卒業おめでとうございます。新型コロナウイルスの世界
的大流行、青春の１ページに加え歴史の１ページまで経験
しましたね。この状況を乗り越えたみなさんなら、誰より
も大きく羽ばたけると思います。培った友だちとの絆を大
切に、大きな希望を胸に抱いて前進してください。
　保護者のみなさま、お子さまのご卒業おめでとうござい
ます。この日を共に迎えられたことを感謝いたします。豊
かな愛情に育まれ立派に成長した子どもたちの瞳は輝か
しく、これからの新しい日々とさらなる成長が楽しみです

ね。新生活でのご活躍を心より期待しております。
　１年生、２年生のみなさん、まもなく進級ですね。麗ら
かな春の日とともに、新たな気持ちで学校生活を楽しんで
ください。
　後援会は今年度、制限された中での活動を行ってまいり
ましたが、無事に活動を続けられたのは後援会会員である
みなさまのご理解とご支援があっての事です。心より感謝
申し上げます。後援会も新年度へと引き継がれますが、今
後ともご理解とご支援をいただけますようお願いいたい
ます。
      

後援会会長　坂本　綾

柏木学園高等学校後援会芽吹く春、巣立ちの日を迎えて

　コロナ禍の中、通学に大変な思いをされたと思いますが、
何はともあれ、卒業おめでとうございます。就職されてから
も、当面は、大変なことと想像されます。今は我慢の時かと
思われます。人生も仕事も「タイミング」だと思います。人
間の人生は回転木馬のように常に回っています。幸運が永
遠に続くわけではないし、不運がずうっと続くわけでもあ
りません。だから誰にだってチャンスはあります。運命は誰
にでも微笑む、でもそれがいつ来るかは、誰にとっても予測
不可能、何かを感じた時「また明日にしよう」と決断や行動
を先延ばしにしてしまえば、あっという間にチャンスは逃
げて行ってしまいます。今日という日が明日も同じように続
くと思うのは幻想です。唯一、やっておくべきは「I am 
ready」の状態にしておくことです。「いつチャンスが来ても
大丈夫」とドンと構えていられるように、平素から準備をし

ておく、その為に必要なのは「勉強」と「自己管理」です。「勉
強」は自分の専門分野や、自分の興味のあることなどを一生
学び続ける。学ぶことが習慣になっていれば、突然チャン
スが訪れ、新しいことを習得する必要が生じても、すぐに身
につけられるはずです。「自己管理」は「健康管理」と同じで
す。何事も健康な体と心があってこそです。その為には自
分の体のことを、よく知ることです。そして、しっかりコン
トロールし続けることで、常に「I am ready」の状態にして
おけば、自分にいい流れが来たなと感じた時、全力で走る
ことが出来るのです。どうか、卒業生の皆様が、次のステッ
プで益々スキルを磨いて、活躍されることを心より願って
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継続的な勉強と自己管理を

　2020年は、新型コロナウイルスで大変な年となりました。
年間行事もことごとく中止となってしまい、１年生につい
ては入学式ができない状態で始まってしまいました。
　また、緊急事態宣言の発令で休校になり授業日数も減っ
てしまった中で、学校関係者の方々も大変苦労したと思い
ます。先生の指導のお陰で、進級および卒業ができると思
います。

　3年生の中には、就職先の未決定者や今までと違う試験を
受けなければならない生徒もいます。生徒全員が笑顔で卒
業を迎えることができるよう願っています。

ＰＴＡ役員代表　佐藤　美恵 

大和商業高等専修学校ＰＴＡ卒　業

　あたたかな日差しに、春の訪れを感じられる季節となりま
した。
　ご卒園・ご進級おめでとうございます。
　年長の皆さんは小学生に、年中・年少の皆さんは一つお兄
さんお姉さんになりますね。
　コロナ禍で様々な制約がある中でも、与えられた環境に順
応して、明るく元気にすくすくと、強くたくましく成長して
いく子ども達の姿に、たくさんの元気をもらいました。
　この１年間、園長先生をはじめ先生方が様々な感染防止対
策を考え、園の行事を実施してくださったおかげで、子ども
達にたくさんの素敵な思い出ができました。日々、子ども達
と真剣に向き合い、愛情いっぱいに接してくださいました先
生方に、心から感謝しております。
　また、保護者の皆様におかれましては、例年とは違う形で
の父母の会の活動となりましたが、ご支援とご協力をいただ

いたおかげで、今年度の行事を全て無事に終えることができ
ました事を、心から感謝申し上げます。
　今年度、本部役員の活動を支え相談にのってくださいまし
た先生方、本部役員として共に過ごした仲間達に、感謝の気
持ちでいっぱいです。父母会室で真剣に話し合い、たくさん
笑いあった日々は、私にとってかけがえのない大切な時間と
なりました。
　皆様、1年間本当にありがとうございました。心から感謝
いたします。
　新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を願うととも
に、皆様のご健康とご多幸をお祈りし、お礼の言葉とさせて
いただきます。

父母の会会長　中山　智恵子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会心から感謝

【柏木学園高等学校】
日本情報処理検定協会主催　情報処理技能検定

（令和2年12月13日施行）
〈2級（表計算）〉
丹野　貴司　藤田　弘宗　緑川　恵愛
〈3級（表計算）〉
熊谷　快士　関口拳太朗　宮本　和彰
吉村　　惇　常盤　樹生　松下　愛実
密田　夕理　山川　陽菜　石井　瑛大
石塚　瑞姫　入内嶋　悠　大場翔太郎
加藤　　平　関口　園佳　武田真奈美
浜谷マリヤム　佐々木美佳　田島　心愛
渡名喜ゆい　永田　温人　長沼さくら
三園　武幸　森　　勇瑠　濵中　智輝
宮臺　采果　山本　　楓

日本情報処理検定協会主催　文書デザイン検定
（令和2年12月6日施行）

〈1級〉
川井　美月　佐野　絢香　森屋　　衛
〈2級〉
宮本　和彰　村田　雅姫　入内嶋　悠
大場翔太郎　関口　園佳　浜谷マリヤム
〈3級〉
村上　湧人　森　　日和　森山　拓洋
石井　瑛大　伊藤　勝志　小川　桃佳
星野　紘輝　森　　若葉　飯島　慈温
桑田　康矢　澤﨑　湖春　竹津　晶好
丹野　瑠花　橋場　　然　春口　拓海
宮﨑　　凜　𠮷田　芽生　池田　魁星
沖　　宏樹　佐藤　　茜　須田山珠莉
寺内　理桜　佐藤　　柊　富所　恒介
柚木﨑聖奈　小倉　　希　川瀬　達也
濵中　智輝　山本　　楓　長谷川智也

【柏木実業専門学校・研修センター】
日本医療報酬調査会　調剤事務検定

（令和2年11月17日施行）
青山恵理子　足立　優子　安藤　由香
今田　沙希　志賀真由美　庄司　孝文
鈴木　香織　鈴木　華子　竹林真由美
張　　小艶　圡谷　佑衣　鳴海　麗子
西村　春美　浜中　聡子　松野久実子
松元　裕子　三森　麻衣　村上　　彩
諸岡　麻衣　山田　由加　涌井　優子

全国経理教育協会主催　簿記能力検定
（令和2年11月22日施行）

〈2級（商簿）〉
山口　祐奈　DAO THI THUY
DAU THI HUYEN TRANG
〈2級（工簿）〉
山口　祐奈　青柳　裕也　杉山　聖直
GAUTAM BIKASH　NGUYEN THI KHANH VY
SUNUWAR DIL RAJ　TRAN THANH TUNG
ACHARYA BIMAL　VU THI THU PHUONG
NGUYEN THI HOA　THAPA SMRITI
TAMANG ROSHANI　TRAN QUOC LONG
NGO THI TUONG VA
N.ROSHAN MADUSANKA NAWAGAMUWA
THAPA ALINA　DANGOL GANESHMAN
RAI RABINDRA KUMAR
〈3級（商簿）〉
金子今日子　北郷　拓哉　刘　　忠志
KHADKA JIT BAHADUR　G.A.HASHINI MADUMALI
KAFLE MUNA DEVI　SOE MYINT NAING
THAPA TIK BAHADUR　THAPA HASTA BAHADUR
THAPA MAGAR MILAN　TAMANG MOHAN
BENADICT DILUNIKA CHATHURANGANI
H.M.L.SANDARUWAN GUNARATHNE
MAHARJAN ADEN　MUL CHANDAN LAL
LAMA SASHILA　VU THI THU HANG
VU TIEN BACH　OLI SANGEETA
OLI PREM　NGUYEN THI LANH
GURUNG KUMAR　KUNWAR PRATIKSHA
SHAHI UMA　SHRESTHA PRAMILA
THAPA OM BAHADUR　THAPA MAGAR SURESH
PARIYAR RU BAHADUR　BARDEWA BIBEK
PHAN THI THE　HOANG KIM TU
RAI ANJANA　LE THI HONG MINH
AMATYA SABIN
ALVAREZ ALPIERRE REXILON AGUILAR
ALE ASMITA　GYAWALI SANGITA
NGUYEN THI PHUONG　NGUYEN LY NA
NGUYEN LE MINH　KUNWAR KIRAN
KAUSHAL RAMU　THAPA PURAN
NYAUPANE NABIN PRASAD
BAM BINOD BAHADUR　SAPKOTA MAHESH
SHERPA PASANG　THAPA MAGAR DIL KUMARI
TAMANG DEV LAL　TANDUKAR YOGENDRA
TRAN XUAN THANH　CHHANTEL DIPAK
TRUONG THI NGOAN　TIMALSINA KASINATH
DOAN THI NHU TRANG
BHATTARAI BHAWANA　PANDEYA RAVI
PHAM THI THUY　PHAM THI HONG HANH
TRUONG VAN THANH　SHRESTHA SURAJ

日本医療報酬調査会　介護事務検定
（令和2年11月27日施行）

青山恵理子　足立　優子　安藤　由香
今田　沙希　志賀真由美　鈴木　香織
竹林真由美　張　　小艶　圡谷　佑衣
鳴海　麗子　西村　春美　浜中　聡子
松野久実子　松元　裕子　三森　麻衣
村上　　彩　矢沢　美樹　山田　由加
涌井　優子　新垣　清美　小林　　杏
髙木以寸美　高桑　利江　谷向ユミ子
中島　正典　永富　千尋　永野　　綾
中丸　幸子　西尾　陽子　野村　公二
羽鳥　勝也　松岡貴保子

全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定
（令和2年12月5日施行）

〈1級〉
山口　祐奈　TANDUKAR YOGENDRA
〈2級〉
THAPA TIK BAHADUR　TIMALSINA KASINATH
PHAM THI THUY
〈3級〉
THAPA TIK BAHADUR　TAMANG MOHAN
PAKHRIN DIPENDRA
BENADICT DILUNIKA CHATHURANGANI
MUL CHANDAN LAL　LAMICHHANE RAJU
VU THI THU HANG　OLI SANGEETA
SINGARA BISHAL　THAPA MAGAR SURESH
DOAN THANH NGA　LE THI HONG MINH
AMATYA SABIN　KUNWAR KIRAN
SIJALI KISHOR PRATAP
BAM BINOD BAHADUR　SHARMA PRAKASH
SHRESTHA POOJA　TRUONG THI NGOAN

各種検定合格者（太字は満点合格者です。）
TIMALSENA ARUNA　RAJBAHAK SUNNY
LAMA SUWASH

全国経理教育協会主催　社会人常識マナー検定
（令和2年12月12日施行）

〈JapanBasic〉
KHADKA JIT BAHADUR　KHATRI UDDAP
KHANAL PRAJWAL　G.A.HASHINI MADUMALI
KAHAWATTA GAMAGE THILINA MADHUSANKA
KAFLE SUDIP　KAFLE MUNA DEVI
KARKI SABITA　SOE MYINT NAING
THAPA TIK BAHADUR　THAPA HASTA BAHADUR
THAPA MAGAR MILAN　TAMANG MOHAN
BENADICT DILUNIKA CHATHURANGANI
H.M.L.SANDARUWAN GUNARATHNE
MAHARJAN ADEN　RAI DESKU
LAMA SASHILA　OLI PREM
KHADKA BIPLAB　KHATRI SURESH
NGUYEN PHA PHIN　GURUNG KUMAR
KUNWAR PRATIKSHA　SINGARA BISHAL
THAPA MAGAR SURESH
PARIYAR RU BAHADUR
BARDEWA BIBEK　RAI ANJANA
LE THI HONG MINH
W.M.HASANKA NUWAN HERATH
AMATYA SABIN
ALVAREZ ALPIERRE REXILON AGUILAR
KHADKA SANDESH　GYAWALI SANGITA
NGUYEN THI PHUONG　NGUYEN LY NA
NGUYEN LE MINH　KAUSHAL RAMU
SIJALI KISHOR PRATA　THAPA PURAN
NYAUPANE NABIN PRASAD
BAM BINOD BAHADUR
PHAM PHUONG NAM　PHAM THANH MINH
PURI RAJENDRA　RAI PRADIKSHA
刘　忠志　SAPKOTA MAHESH
SHRESTHA POOJA　SHERPA PASANG
THAPA MAGAR DIL KUMARI
TAMANG DEV LAL　TAMANG BHUVAN
TRAN XUAN THANH　TRUONG THI NGOAN
TIMALSINA KASINATH　TIMALSENA ARUNA
DOAN THI NHU TRANG　BHATTARAI BHAWANA
PANDEYA RAVI　PHAM THI THUY
PHAM THI HONG HANH　RAJBAHAK SUNNY
LAMA SUWASH　SUNUWAR DIL RAJ
CHAUDHARY PURUSHOTAM
KC SUBASH　KHATRI ANJU
董　聯傑　KHANAL PRAKASH
GURUNG ANTIMA　DANG DUY ANH
LUMAGUE FERNAND VILLANUEVA

全国経理教育協会主催　コンピュータ会計能力検定
（令和2年12月12日施行）

〈3級〉
田所　稔代　飯島加代子　馬場　陽子
井上　令子　小原　玲子　服部なみ子
新谷　香苗　平田　清美　今井　洋子
内田　拓哉　内海　　亮　小川美枝子
木角　麻耶　坂川　裕美　野竹　文乃
平井　淑美　増本　　拓　山田きみ子
渡辺絵梨子　渡邉　朋子
B.B.I.S. JAYASURIYA　THAPALIYA SABINA
DANGAL PHATTEA PRASAD
DANG DUY ANH
LUMAGUE FERNAND VILLANUEVA
〈初級〉
山口　祐奈　KHADKA JIT BAHADUR
G.A.HASHINI MADUMALI
KAHAWATTA GAMAGE THILINA MADHUSANKA
THAPA TIK BAHADUR
THAPA HASTA BAHADUR
THAPA MAGAR MILAN　TAMANG MOHAN
BENADICT DILUNIKA CHATHURANGANI
MUL CHANDAN LAL　RAI DESKU
LAMA SASHILA　LAMICHHANE RAJU
VU THI THU HANG　VU TIEN BACH
KHATRI SURESH　NGUYEN THI LANH
GURUNG KUMAR　KUNWAR PRATIKSHA
SINGARA BISHAL　SHRESTHA PRAMILA
THAPA OM BAHADUR　THAPA MAGAR SURESH
DOAN THANH NGA　PARIYAR RU BAHADUR
HOANG KIM TU　RAI ANJANA
W.M.HASANKA NUWAN HERATH
ALVAREZ ALPIERRE REXILON AGUILAR
BAM BINOD BAHADUR
刘　忠志　SAPKOTA MAHESH
SHRESTHA POOJA　SHERPA PASANG
THAPA MAGAR DIL KUMARI
TAMANG DEV LAL　TAMANG BHUVAN
TANDUKAR YOGENDRA　CHHANTEL DIPAK
TRUONG THI NGOAN　TIMALSINA KASINATH
TIMALSENA ARUNA　DOAN THI NHU TRANG
BHATTARAI BHAWANA　BANU MIYA ASBINA
PHAM THI THUY　PHAM THI HONG HANH
RAJBAHAK SUNNY　LAMA SUWASH
TRUONG VAN THANH

日本医療報酬調査会　医科医療事務検定
（令和2年12月23日施行）

〈3級〉
赤木由紀子　阿部はるな　五十嵐　渚
石川　裕子　石田　梨恵　稲葉　洋子
岩佐恵理香　小野　帆南　加藤　雅子
岸田　美代　小寺　洋子　坂川　典江
白記千恵子　鈴木　彩香　鈴木美智子
高辻こずえ　津村　秀子　内藤奈々子
長野　正子　西山　弘子　西山　裕子
長谷川胡桃実　若尾真奈美　我妻　静香

全国経理教育協会主催　計算実務能力検定
（令和3年1月23日施行）

〈2級〉
石井総一郎　SHRESTHA SUMAN
THAPALIYA SABINA
DANGAL PHATTEA PRASAD
〈3級〉
青柳　裕也　GURUNG PREM
KARKI BABITA　NGUYEN DINH PHUC 
NGUYEN THI HONG DIEM　NGO THI TUONG VA
SHAH UPENDRA　SITAULA ANITA 
TAMANG MAMATA　DAU THI HUYEN TRANG
N.ROSHAN MADUSANKA NAWAGAMUWA 
RANABHAT LAXMI　RANABHAT RESHAM BAHADUR 
NATH RATAN RAJ　BUDHATHOKI ASMITA
HOANG DINH NAM　KHANAL PRAKASH 
GURUNG ANTIMA　SHRESTHA ASHMITA 
THAPA MAGAR CHITRA BAHADUR
DANG DUY ANH　LUMAGUE FERNAND VILLANUEVA

  神奈川県　介護職員初任者研修
（令和3年1月29日修了）

新谷　武司　有働　正幸　太田モニカ
河西美恵子　加藤　　航　川島　恭子
川名亜紀子　塩路　春野　篠原　　愛

高雄　聡美　原田美佐子　樋口　　寛
山下　喜照  

【大和商業高等専修学校】
日本情報処理検定協会主催　情報処理表計算検定

（令和2年12月13日施行）
〈1級〉
坂口　洸陽
〈2級〉
寺川　雄人
〈準2級〉  
相川　茉実　小村　晃雅　松島　凜和
和田　康平
〈3級〉  
遠藤　雅義　小野寺智輝　沓澤　昴暉
中根　陽翔　西村　亮祐　花岡　　翼
平野　裕人　廣濱　悠太　松尾奈那子
松崎　碧流　𠮷澤　陽菜　石井　綾奈
大久保龍一　齊藤　　蓮　東雲　愛美
清水　祇希　髙田　愛花　平田　夏輝
前田　圭吾　茂木　慶介　森田　　駿
内田　　嶺　大竹　崇太　大野ケビン
大山　心暖　髙麗　咲月　齋藤　蒼憂
佐藤　　栄　高田　優人　田代　凰雅
田盛　詩音　塚田　涼斗　吉野　　麟
吉村　胡香
〈4級〉  
木村　　司

日本情報処理検定協会主催　日本語ワープロ検定
（令和2年12月6日施行）

〈準1級〉
齋藤　蒼憂　松島　凜和
〈2級〉
坂元　晴美
〈準2級〉　　
千葉　美桜　石井　綾奈　相川　茉実
小村　晃雅　馬場内一輝
〈3級〉　　
池田　　駿　大山　心暖　髙麗　咲月
齊野　亜唯　佐藤　　栄　田盛　詩音
塚田　涼斗　三島　帝哉　吉村　胡香
榎本勘次郎　大久保龍一　清水　祇希
下條　健弥　髙田　愛花　西園　弘陸
平本　竜朗　茂木　慶介　森田　　駿
會田　叶門　小野寺智輝　沓澤　昴暉
中根　陽翔　西村　亮祐　松尾奈那子
松崎　碧流
〈4級〉　　
大竹　崇太　高田　優人　松土　慶太
石川　拓実　古賀　　希　津﨑　優美
村田　朋輝　森田　　駿　渡邉　有紀
花岡　　翼　𠮷澤　陽菜　和田　康平

日本情報処理検定協会主催　文書デザイン検定
（令和2年12月6日施行）

〈1級〉
岩崎　朱唯斗　岩本幸之慎　増子　芽依
細田洸大郎
〈2級〉　　
石澤　瑞貴　内田　大輔　江口　優佑
金澤　　陽　亀井　貴美　亀井　美奈
工藤　　匠　高橋　和幸　松下　紗妃
安田　　結　渡邉　大翔　池田　志翔
市之瀬敦也　大庭　一颯　小松　喬介
五味さやか　近藤　幸生　齊藤　翔馬
鈴木　拓斗　髙栁　美咲　塚田乃絵留
坪田　靖明　渡久地アミ　藤井　美祈
方　　吉慶　山田　大知　石井瑛二郎
石井　秀汰　井上　小夏　金丸　　烈
サイリトゥパ　アンジェロ
坂元　晴美　清水　拓也　竹内　周平
千葉　美桜　西部　拓海　根津　恭弥
〈3級〉
植木　優人　羽生　祥太　福田慎之介
尾関真生樹　齋藤　仁覇

日本情報処理検定協会主催　プレゼンテーション作成検定
（令和2年12月6日施行）

〈1級〉　　
室伏　音平　稗田　陽太　明智　慧大
池田　志翔　市之瀬敦也
五味さやか　近藤　幸生　鈴木　拓斗
塚田乃絵留　方　　吉慶　山田　大知
石井　秀汰　清水　拓也　竹内　周平
二本木玲奈　根津　恭弥　山岸　巧馬
〈2級〉　　
大津　力也　髙栁　美咲　坪田　靖明
渡久地アミ　井上　小夏
サイリトゥパ　アンジェロ
田中　大揮　千葉　美桜　董　　黎鍇
西部　拓海
〈3級〉  
長尾　愛依

日本情報処理検定協会主催　パソコンスピード認定試験（日本語）
（令和2年12月13日施行）

〈1級〉平尾　岳登　〈2級〉久保　文櫻
〈4級〉東雲　愛美　〈5級〉内倉龍之介

全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定
（令和2年12月5日施行）

〈3級〉
大山　心暖　久米　優斗　齋藤　蒼憂
佐藤　　栄　高田　優人　田盛　詩音
塚田　涼斗　松土　慶太　吉村　胡香
石川　拓実　津﨑　優美　村田　朋輝
森田　　駿　相川　茉実　小野寺智輝
小村　晃雅　沓澤　昴暉　島貫　　尋
寺川　雄人　花岡　　翼　廣濱　悠太
松島　凜和
〈4級〉　　
齊野　亜唯　吉野　　麟　榎本勘次郎
東雲　愛美　平本　竜朗　渡邉　有紀
松崎　碧流　𠮷澤　陽菜

全国経理教育協会主催　コンピュータ会計能力検定
（令和2年12月12日施行）

〈初級〉
髙栁　美咲　方　　吉慶　明智　慧大
尾関真生樹　五味さやか　齋藤　仁覇
池田　志翔　市之瀬敦也　近藤　幸生
鈴木　拓斗　塚田乃絵留　渡久地アミ
山田　大知　金丸　　烈　清水　拓也
竹内　周平　董　　黎鍇　古谷田空
坂元　晴美　千葉　美桜　西部　拓海
二本木玲奈　根津　恭弥

日本商工会議所主催　簿記検定
（令和2年11月15日施行）

〈3級〉
五味さやか　石井　秀汰
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短歌書道部　県知事賞受賞 柏木学園高等学校 外国人留学生スピーチコンテスト 柏木実業専門学校

スーツ着こなし講演会（3年） 大和商業高等専修学校 豆 ま き 都筑ヶ丘幼稚園

柏木学園高等学校　校長　坂本　司コロナ禍の中での卒業式
　卒園生・卒業生の皆さんご卒園・ご卒業おめでとうござい
ます。
　昨年の1月から国内でもコロナウイルスの陽性者が発生
し、昨年の非常事態宣言が出された4月7日のときに東京で
の陽性者は87名でした。しかし今回1月7日に非常事態宣言
が出されたとき、東京での陽性者は2447名と比較にならない
感染者の数になっています。2月7日まで出されていた非常事
態宣言も延長されました。昨年は卒業生だけの卒業式を実施
しました。
　さみしい卒業式で保護者の皆さんもとても心残りの多い卒
業式であったと思います。
　卒業生の保護者の皆さんには式の様子を録画してＤＶＤで
全員に配付させていただき、卒業式の様子を実感してもらう
ようにいたしました。
　今年は感染予防を更に徹底して卒園生・卒業生にとって一
生に1度の卒園・卒業式を保護者、職員で温かく送ってあげ
たいと思っています。
　神奈川県立高等学校で保護者参列1名が可能と報道でも発
表されています。本校でも同様の対応で実施したいと思って
います。
　数多くの卒業式を経験した中で、昨年の卒業式と、10年前

3月11日東日本大震災があったときの卒業式が記憶に残り思
い出されます。
　私は当時県立相模原養護学校に勤務をしておりました。当
日は高等部の卒業式を終え、その余韻の最中14時46分に大
きな地震を感じ、職員全員で中庭に避難し、ゆれのおさまる
のを待ち対応したことが思い出されます。その後JR相模線が
2週間にわたり運休し、登校ができない状況で小学部・中学
部の卒業式をどうするか職員で話し合いをしたことを今でも
鮮明に覚えています。
　幸い小学部・中学部はスクールバスでの登校であったため、
無事予定通りに卒業式を実施することができました。
　そのようなことが思い出され、卒業生や保護者の皆さんが
感動するような卒業式が実施できるように職員で取り組みた
いと思います。
　今回のコロナウイルスの蔓延に伴う学校の休校や様々な学
校行事、後援会の行事、部活動の公式戦の中止、高校野球な
どの中止など本来の高校生活での楽しい思い出を残すことな
く終えてしまう卒業生に大変申し訳ない気持ちでいっぱいで
すが自分の未来に大きな希望を持って自分の手で切り開いて
いってほしいと思います。卒業生の今後の活躍を期待してい
ます。

令和 3 年令和3年3月 ～ 5月行事予定表
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

3/1 期末試験

3/2 追再試日

3/3 成績処理日

3/4 テスト返却日・二次募集①

3/5 学期末補習（～９日）

3/9 二次募集② 

3/12 卒業式

3/13 中学２年生対象説明会②

3/15 入学者説明会

3/16 校外進路ガイダンス

3/19 介護職員初任者研修修了式
 中野中出張授業

3/24 大掃除

3/25 修了式

4/7 始業式

4/8 入学式

4/9 対面式・新入生歓迎会・尿検査①

4/12 教科書販売

4/13 健康診断・尿検査②

4/14 平常授業開始

4/20 校外進路ガイダンス
 （２・３年）

4/22 P運営委員会

4/27 尿検査③

5/10 ３年三者面談開始
 （5月31日まで）

5/13 歯科検診

5/15 全経電卓計算能力検定

5/25 中間試験（～ 5/28）

5/27 PTA総会

5/30 全経簿記能力検定

学　園　本　部
3/1 高等学校卒業式
3/12 専門学校・大和商業卒業式
3/13 幼稚園卒園式
3/26 役員会
4/1 辞令交付式
4/6 高等学校入学式
4/10 幼稚園入園式
4/8 専門学校・大和商業入学式
5/中旬 現況調査
5/26 監事監査
5/28 役員会

3/1 月謝引き落とし日
 誕生日会（3月）
3/2 ひなまつり会・避難訓練
3/8 卒園式予行練習
3/9 お別れ会
3/10 懇談会（年長組）
3/11 お別れ遠足（予定）
3/12 午前保育
3/13 卒園式
3/15 令和3年度進級園児月謝引き落とし日
3/17 懇談会（年中組・年少組）
 スマイルクラブ
3/19 修了式・午前保育
3/22 令和3年度たんぽぽ組火曜コース・いちご組体験保育
3/23 令和3年度たんぽぽ組木曜コース・ぶどう組体験保育
4/1 新入園児月謝引き落とし日
 横浜預かり保育開始
4/6 始業式
 進級園児一般預かり開始
 午前保育
4/8 懇談会（年長組）・午前保育
4/9 懇談会（年少組）・午前保育
4/10 入園式
4/12 懇談会（年中組）・午前保育
 いちご・ぶどう組入園式
4/13 午前保育・年長進級写真
 新入園児一般預かり開始
4/14 午前保育・職員研修
4/15 一日保育開始・指導開始
 年中進級写真
4/19 対面式・役員会
4/20 誕生日会（4月）
5/6 月謝引き落とし日
5/12 指導開始（年少組）・面談日
5/17 内科検診・誕生日会（5月）
5/18 役員会
5/20 クッキング保育（年長組）
5/22 親児の会
5/24 内科検診
5/25 総会・避難訓練
5/28 遠足
5/31 夕涼み実行委員会

3/1-3/22 進路活動週間
3/5 第４期推薦・一般入試
3/12 卒業式
3/13 全経社会人常識マナー検定
 （Japan Basic）
3/22 修了式、第５期一般入試
4/8 入学式
4/9 始業式・対面式
4/12-13 オリエンテーション
4/14　健康診断
4/15　講義開始 
5/15 全経電卓計算能力検定
5/16 全経相続税法能力検定（1級のみ）
5/22 第１回オープンキャンパス
5/30 全経簿記能力検定

3/1 （県委託訓練）１月生
 医科医療事務検定試験
3/2 （求職者支援訓練）２月生　職業人講話
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
3/11 （求職者支援訓練）３月生　入校式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 介護職員養成（初任者研修）科
3/17 （求職者支援訓練）２月生　職業人講話
 医療法人社団総生会
3/18 （県委託訓練）１月生
 調剤事務検定試験
3/24 （求職者支援訓練）２月生　職業人講話
 株式会社ソラスト
3/29 （県委託訓練）１月生
 介護事務検定試験
3/30 （県委託訓練）１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
4/13 （求職者支援訓練）２月生
 医科医療事務検定試験
4/21 （求職者支援訓練）３月生　職業人講話
 医療法人社団総生会
4/28 （求職者支援訓練）３月生　職業人講話
 株式会社ソラスト
 （求職者支援訓練）２月生
 調剤事務検定試験
5/7 （求職者支援訓練）３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
5/13 （求職者支援訓練）２月生
 介護事務検定試験
5/14 （求職者支援訓練）２月生　修了式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 パソコンスキルアップ基礎科
 （求職者支援訓練）３月生
 医科医療事務検定試験

研修センター

3/1 卒業式

3/3 相談日

3/9-12 期末試験（1・2年）

3/10 相談日

3/13 アドバンス学力検査（9時）
 合格者説明会 （11時）

3/15 試験予備日（1・2年）

3/16 試験返却（1・2年）

3/17 相談日

3/18 後援会役員会

3/23 大掃除

3/24 修了式・LHR（2限）
 学期末補習課題配布（4/6提出締切）

4/5 始業式

4/6 入学式

4/9 学力テスト（全学年）

4/15 生徒健康診断・歯科検診

4/16 生徒健康診断

4/22 1年宿泊研修

4/23 1年宿泊研修

 2・3年社会見学

4/27 学費引き落とし（2・3年）

5/6 3年3者面談開始（～ 6/4）

5/8 後援会総会・役員会

5/11 1学期中間試験日程発表

5/18-21 1学期中間試験 

5/21 母校訪問（1年）

5/27 学費引き落とし（2・3年）

5/29 実力判断テスト
 （アドバンス全学年
 その他コースは任意）

○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・熊谷・笠井・髙田・田中・向山・柏木・高橋（か）・香山


