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入 学 式 柏木学園高等学校 新入生誓いの言葉 柏木実業専門学校

入 学 式 大和商業高等専修学校 入 園 式 都筑ヶ丘幼稚園

柏木実業専門学校　校長　桐野輝久－ 心に残る言葉 －
　「下ノ畑ニ居リマス」。宮沢賢治が玄関脇黒板に書き残した言
葉です。貧しい農民に農業指導をしていた自宅兼教室には多く
の相談者が訪れていました。学校に通える裕福な子弟よりも、
困窮した農民への農業指導が必要だと考えて、農学校の教師を
辞した賢治は、誰にでも無償で相談に応じる私塾を開いたの
です。
　それにしてもなんと温かい言葉でしょう。下の畑にいるから、
声をかけてください。いつでも困った人のためなら奉仕したい
との心がこもっています。
　女子水泳の池江璃花子選手。高校3年生の時に自由形とバタ
フライの5種目で日本記録を出した後、白血病が判明して水泳
競技から離脱しました。10ヶ月の入院と長期のリハビリを経て、
4月4日の全日本水泳選手権100ｍバタフライでみごと3年ぶり
の優勝を飾ったのです。泳ぎ終えた後に「すごくつらくてもし
んどくても努力は必ず報われる」と述べた言葉には難病を克服
した思いがこもっていました。
　レース前に「辛いことがあっても、乗り越えた先の未来は変
わっていくのだと思います。」と話していた言葉からは、諦めず
に前に向かって進めば道は開けていくのだとの勇気がもらえ
ます。

　室町時代、能楽を芸術に高めた世阿弥の｢初心忘（れ）るべか
らず｣との言葉。若い頃の最初の心構えを忘れてはいけないと
理解されがちですが、実は、人生の中には幾つもの初心があっ
て、壁に当たる度に初心と考えて行動しなさいと教えたもので
す。努力しない人間は失敗する、駄目になるとの戒めがこもっ
ています。
　心の底からしぼりだされる言葉には、何気ないひと言や、ど
んなに簡単な表現だったとしても他者の心を揺さぶり動かす
力が秘められています。
　柏木学園に入学、入園したみなさん、心に残る言葉をどれだ
け受け取れるでしょうか。これからの学校生活でたくさん聴き
取って欲しいと思います。そのために常にアンテナを張り巡ら
せておきましょう。
　心に残るものは言葉だけとは限りません。良き師、良き友、良
き書物。どんなものからも心に残る出会いがあります。魂を揺
さぶられる出会いを数多く体験することで、人は大きく成長し、
たくましくなっていくのです。
　新入生、新入園児のみなさん、ご入学ご入園をお祝いすると
ともに、これからのすばらしい出会いが数多くあることをお祈
りしています。

令和 3 年令和3年5月 ～ 7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
5/10 3年三者面談開始（5/31日まで）

5/12 学び場Jr（村岡中）、委員会の日

5/13 歯科検診

5/15 全経電卓計算能力検定

5/19 体育祭

5/20 体育祭予備日

5/25 中間試験（～ 5/28日まで）
 学び場Jr（大清水中）

5/27 PTA総会

5/30 全経簿記能力検定

6/3 学び場Jr（大野台中）

6/8 委員会の日

6/9 創立記念日

6/12 3年登校日

6/14 3年修学旅行（～ 17日）

6/18 3年代休

6/19 学校説明会①

6/24 学び場Jr（宮田中）

6/27 学びリンク説明会（横浜）

6/28 期末試験（～ 7/2日）

7/1 求人票解禁・学び場Jr（高浜中）

7/2 3年進路ガイダンス

7/5 追再試日

7/6 検定特別授業（～ 9日）
 2年進路ガイダンス

7/7 学び場Jr（赤羽根中）

7/9 テスト返却

7/12 復習授業（～ 14日）

7/16 大掃除

7/17 全経電卓計算能力検定
 学びリンク説明会（町田）

7/18 全経簿記電卓競技大会支部予選会（オンライン）
 専修学校展

7/20 1学期終業式・保護者会

7/21 夏休み（～ 8/31日）

学　園　本　部
5/14 現況調査（専門・大和・幼稚園）

5/25 現況調査（高校）

5/26 監事監査

5/28 役員会

6/9 創立記念日

5/11 DeNAベイスターズ野球教室
5/12 面談日
5/12-14 保育参観日（年長組・年中組）
5/17 誕生日会（5月）・内科検診 
5/18 役員会（予定）
5/20 遠足（年長組）
5/21 遠足（年少組）
5/24 内科検診
5/25 父母の会決算総会・避難訓練
5/26 お楽しみ会
5/27 遠足予備日（年長組・年少組） 
5/28 遠足（年中組） 
5/31 夕涼み実行委員会
6/1 誕生日会（6月）
6/3 虫歯予防集会
6/4 遠足予備日（年中組） 
6/6 第一回就職フェア
6/7 避難訓練
 ケータリング（年長組）（予定）
 役員会（予定）
 地域開放事業ストレッチ（予定）
6/9 創立記念日・新任研修
6/10 歯科検診
6/11 プール開き
6/12 参観日（予定）
6/13 第一回就職フェア予備日 
6/14 振替休園
6/15-18 個人面談・午前保育
6/16-18 保育参観日（年少組）
6/21 夕涼み実行委員会
6/23 ダディー＆マミィー
6/24 歯科検診
6/25 地域開放 ヨガ（予定）
6/26 学生見学会
6/28 地域解放フラワー
6/29 スマイルクラブ
7/5 誕生日会（7月）・役員会（予定）
7/6 令和4年度未就園児見学説明会 
7/7 七夕会
 未就園児七夕親子製作
7/12 誕生日会（8月）
7/13 避難訓練・スマイルクラブ 
7/14 面談日 
7/19 終業式 
7/20 夕涼み会
7/26 お泊まり保育（予定） 
7/27 お泊まり保育（予定）

5/15 全経電卓計算能力検定
5/22 第1回オープンキャンパス
5/30 全経簿記能力検定
6/ 5 全経社会人常識マナー検定
6/ 6 サービス接遇検定
6/ 9　　創立記念日
6/13 日商簿記検定・秘書技能検定
6/20 ビジネス実務マナー検定
6/26 第2回オープンキャンパス
6/28-7/2 sports week（予定）
7/ 3 全経文書処理能力検定
7/ 4 JLPT日本語能力試験
7/11 全経簿記能力検定
7/14-20　前期試験
7/15-21 午後追試験
7/17 全経社会人常識マナー検定 
 Japan Basic・全経電卓計算能力検定
7/18 全経簿記電卓競技大会支部予選会（オンライン）
7/21 夏季終業式
7/24 全経コンピュータ会計能力検定
7/29-30 仕事のまなび場

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）5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
 （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
5/31 （求職者支援訓練）3月生
 調剤事務検定試験
6/7 （求職者支援訓練）6月生 入校式
 パソコンスキルアップ基礎科
6/9 （求職者支援訓練）3月生
 介護事務検定試験
6/10 （求職者支援訓練）3月生 修了式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 介護職員養成（初任者研修）科
6/11 （求職者支援訓練）5月生 職業人講話
 株式会社ソラスト
6/17 （求職者支援訓練）6月生 職業人講話
 株式会社アスモ介護サービス
6/29 （求職者支援訓練）5月生 職業人講話
 医療法人社団総生会
 （求職者支援訓練）6月生 職業人講話
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
7/1 （県委託訓練）7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
7/2 （求職者支援訓練）5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
7/13 （求職者支援訓練）5月生
 医科医療事務検定試験

研修センター

5/3 憲法記念日
5/4 みどりの日
5/5 こどもの日
5/6 3年3者面談（～ 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
5/12 生徒総会（5限）・相談日
5/18-21 1学期中間試験
5/26 相談日 
5/27 学費引き落とし（2・3年）
5/28 実用英語技能検定
 （1,2,3年アド・３年スタ情＋希望者）
5/29 実力診断テスト
 （1,2,3年アド・その他コースは任意）
6/7 体育祭準備
6/8 体育祭
6/9 創立記念日
6/11 体育祭予備日
6/16 就職希望者ガイダンス・相談日
6/17 後援会役員会
6/19 公開授業・保護者会
6/21 6/19振り替え休日
6/22 1学期期末試験日程発表日
6/23 相談日
6/26 日本漢字能力検定（任意）
6/28 学費引き落とし（2・3年）
6/29-7/2 １学期期末試験
6/30 相談日
7/1 求人票解禁日
7/5 試験予備日
7/6 試験返却日
7/7 相談日
7/13 次年度履修ガイダンス
 学期末補習対象者発表・進路行事
7/14 相談日・学力テスト（3年）
7/15 進路行事・後援会役員会
7/16 終業式・大掃除（2限）
7/18 私学展
7/19 夏期講習第1期（～ 23日）
 企業訪問開始・１学期学期末補習（～ 27日）
7/21 相談日
7/26 夏期講習第2期（～ 30日）
7/27 学費引き落とし
7/27-29 理科実験教室 
7/28 相談日
7/30 オープンスクール

○学園本部：金久保・清水　　　○柏木高校：本田・川津　　　○大和商業：小笠原・岩城
○柏木実業：伊藤（史）・座間・荒井・小澤　　　　　○幼 稚 園：髙田・笠井・水野・田中



入 学 式
　4月6日に令和3年度
入学式を挙行し、273名
の新入生を迎えました。
　新入生代表として1年
H組の大工原理駈さん
が誓いの言葉を、在校
生代表として生徒会長
の長谷川智也さんが歓
迎の言葉を読み上げま
した。今年も新型コロナウイルス感染症予防のため、参列者
を新入生の保護者1名と限定し、検温・消毒を徹底した中で
式を行いました。新入生には本校生徒の一員として、一日も
早く学校生活に慣れ、楽しく過ごして欲しいと思います。

社 会 見 学

【本校における新型コロナウイルス感染症対策】
　生徒のみなさんの毎日の健康状態を把握するため、
ICTを活用した健康調査を実施しています。回答結果
は全職員が共有し、必要に応じて家庭とも情報共有を
図っています。また、長引く自粛生活に戸惑いや不安、
ストレスを感じる生徒は多いでしょう。本校では、毎週
水曜日に松岡由樹子カウンセラーによるカウンセリン
グ（相談）を実施しています。対象は生徒・保護者です。
予約の希望、問い合わせは担任または保健室までお願
いします。

～保健室からのお知らせ～ 新任職員の紹介

小野充校長就任

始 業 式
　4月5日に2、3学年の始業式を行いました。新クラスの発表
は密集を避けるため、前日にGmailで行い、当日は9時から3
学年が、10時から2学年が登校し、学年別に実施しました。新
しく赴任した校長の話や学年団の紹介、新型コロナウイルス
感染症予防の新しい生活様式についての注意が行われ、その
後教室に移動し、今年度初めてのホームルームを実施しまし
た。生徒たちは新しい担任、新しいクラスに緊張しながらも、
目を輝かせて話を聞いていました。

対 面 式
　4月8日に新入生の対面式が生
徒会主催で行われました。密を避
けるため、上級生全員の参加はな
く、新入生と在校生代表として生
徒会執行部のみの参加となりま
した。例年行われていた部活動の
紹介は、各部で事前に作成したビ
デオが放映され、趣向を凝らした内容となりました。新入生
は新しく始まる高校生活に期待を膨らませたようです。

　校長として4月に着任した小
野です。これまで中学校の国語
教員、小・中学校の校長などを
務めてきました。今まで経験の
ない高等学校という新たな環
境の中で、まだ少し緊張気味で
すが、大勢の生徒たちと出会え
たことに喜びを感じながら、精
一杯がんばっていこうと思い
ます。プロ野球の某球団のファン歴42年、大の猫好き
の私です。よろしくお願いいたします。

　4月23日に社会見学で2学年スタ
ンダード・情報コースと、3学年は
富士急ハイランドに行きました。
新しいクラスの仲間と親睦を深め
るため、共にアトラクションを回
り楽しい1日を過ごしました。
また、2学年のアドバンスコースは
東京グローバルゲートウェイでオールイングリッシュでの体
験学習を行い、自らの英語力に自信を持ちました。

オリエンテーション
　4月23日に1学年は校内研修を実
施しました。これから始まる高校
生活の中での学習、基本的なルー
ル、進路などについて学び、自主
的に充実した生活を送るための
様々な課題を理解しました。

昨年度の主な進路状況
麻布大学 2名 東海大学 3名 
亜細亜大学 1名 東京有明医療大学 1名 
桜美林大学 2名 東京医療学院大学 2名 
大妻女子大学 1名 東京医療保健大学 6名 
嘉悦大学 3名 東京家政学院大学 2名 
神奈川工科大学 4名 東京家政大学 1名 
神奈川大学 7名 東京工科大学 1名 
関東学院大学 13名 東京工芸大学 3名 
国士舘大学 4名 東京純心大学 1名 
駒澤大学 1名 東京農業大学 1名 
相模女子大学 6名 東京福祉大学 1名 
松蔭大学 3名 東洋大学 5名 
湘南工科大学 3名 二松學舍大学 2名 
女子美術大学 1名 日本大学 9名 
杉野服飾大学 1名 日本体育大学 1名 
高千穂大学 3名 文化学園大学 2名 
玉川大学 1名 文教大学 5名 
多摩大学 5名 明星大学 8名 
鶴見大学 1名 ヤマザキ動物看護大学 1名 
帝京科学大学 5名 横浜商科大学 1名 
帝京大学 6名 立正大学 2名 
田園調布学園大学 5名 和光大学 9名
桐蔭横浜大学 1名 日本大学通信教育部 1名

こんにちは。
またこちらで教鞭をと
ることになりました。
よろしくお願いします。

2学年付
谷村　利恵　　
教科：国語
部活：
ダンス部

2学年担当として精一杯
頑張っていこうと思って
います。
よろしくお願いします。

2学年付
茅原田　祥明
教科：国語
部活：
バドミントン部

4月6日（火）
　進級おめでとうございます。新しい学年にな
り、子ども達の表情も、少しお兄さん・お姉さ
んになったように思います。今年度もよろしく
お願いいたします。

入 園 式入 園 式
4月10日（土）

　入園おめでとうございます。少し大きな制服
に身を包み緊張した表情で登園してきました。
初めての集団生活に不安もあると思いますが子
ども達と一緒に元気に楽しい園生活を送りたい
と思います。一年間よろしくお願いいたします。

一日保育が始まりました一日保育が始まりました

　待ちに待った新
年度が始まりまし
た。子ども達が楽し
みにしているお弁
当、給食が始まり、

毎日元気いっぱいに過ごしています。安心して食事が
できる様に、感染予防対策に取り組んでいます。

　今年も素敵な品物をあ
りがとうございました。
感謝の気持ちでいっぱい
です。大切に使わせてい
ただきます。

　食物アレルギーについて、
講師の方から講話を聞き、エ
ピペンの使い方についても実
践で教えていただきました。
今回の研修で学んだことを緊
急時に活かしたいと思います。

令和2年度卒園記念品

Welcome to New FaceWelcome to New Face

竹澤　明音

大熊　明日香

八ッ橋　鉄兵先生（教頭）

食物アレルギー研修会 4月23日（金）

　小さい頃からなりたかった幼稚
園の先生になって丸5年が過ぎま
した。これまでたくさんの子どもた
ちや保護者の皆様と出会い、支えて
いただいたお陰で毎日楽しく過ご
すことができました。今後も、子ど

もたちに寄り添い、一緒に楽しむことを忘れずに頑
張っていきたいと思いますのでよろしくお願いい
たします。

　世の中が2001年（21世紀）を迎
えたその年の4月から都筑ヶ丘幼
稚園教員として入り、早20年。私
が1年目の時に関わった子ども達
は、もう26歳の社会人。中には家
庭を持った人もいるのだろうと思

うと、感慨深いものがあります。
　巣立ったたくさんの子ども達、保護者の皆さま、
職員と関わり、私自身も成長させていただいた20
年。感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。
　年はとっても、子ども達の元気に負けないおじさ
んでい続けます。
　ありがとうございました。

　今年度より都筑ヶ丘幼稚園でお
世話になります大熊明日香です。
私が卒園した幼稚園で、懐かしさ
を感じております。子どもたちと
楽しい思い出を沢山作れるよう、
一生懸命努めていきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。

　はじめまして。新しく都筑ヶ丘
幼稚園の先生になりました、竹澤
明音です。わからない事がたくさ
んありますが、毎日元気いっぱい
楽しく過ごしていきたいと思いま
す。何事にも全力で頑張ります。よ
ろしくお願いいたします。

髙田　有佳里先生（年長・ひかり組担任）
4月19日（月）
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　この４月より、大和商業高等専修学
校の校長に着任しました萩野谷洋一と
申します。昨年度までは副校長として本
校に勤務をしていました。
　柏木学園の建学の精神「社会に貢
献する人材の育成」を柱に、生徒たち
の学園生活が、より充実したものになる

ように、教職員とともに努力をしていきたいと思います。大
和商業高等専修学校の基礎力は、国際性、未来性、社
会性の醸成です。実学を尊びつつ、新しいことにチャレン
ジする若者の育成を目指すために、学校経営の中核を
担っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

入学式・対面式・新入生歓迎会 萩野谷洋一校長就任

新任職員紹介

入試情報

　４月８日（木）に令和３年度入学式が挙行されました。新入生
代表として、関幸毅（１年C組）が誓いの言葉を述べました。新
入生一同、これから始まる学校生活へ希望に満ちた表情が見
られました。４月９日（金）には、対面式と新入生歓迎会が実施さ
れました。部活動紹介やビンゴ大会を通して級友や先生方と交
流を深めていくうちに笑顔のあふれる式となりました。大和商業
での３年間の生活を通して、自分のブランド作りを一緒にしてい
きましょう。

令和２年度検定試験取得状況

令和２年度進路実績
　昨年度は、新型コロナウイルス感染症や大学入試改革の影
響を受けながらも、進路決定率100％（内訳：大学進学（11名）・
専門学校（21名）就職（21名））を達成することができました。面接
練習や小論文作成練習に熱心に取り組んだ成果が表れました。

須藤　正彦先生
商業科　１年B組担任　
1年生の担任をすることになりまし
た。生徒ひとりひとりの輝いた個性
を大切にした指導をしていきます。

才木　奎佑先生
英語科　３学年副担任
国籍を超えて交流できる楽しさを
感じられるような授業を目指しま
す。よろしくお願いいたします。

秋田　真希さん
事務職員
楽しい学校生活のサポートができ
るよう頑張ります。よろしくお願いい
たします。
 
竹内　重雄先生
国語科　非常勤講師
学校は希望に向けて努力する場
だと思います。授業を通して、希望
探しの支援をしたいと思います。

上原　健先生
介護実習助手
出身は沖縄の石垣島です。「介
護」を少しでも身近に感じてもらえ
るように楽しく学びましょう。

・学校見学入試相談会
　4月12日（月）から予約受付開始
　　※予約は１日１組・先着順で受付となります。
・学校説明会
　6月19日（土）・8月6日（金）　受付：9：00　開始：9：30
　　※保護者・先生からご予約をお願いします。
・通信制高校・サポート校合同相談会
　6月27日（日）　パシフィコ横浜
　7月17日（土）　町田市文化交流センター　
　8月29日（日）　パシフィコ横浜
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【令和3年度 入学式を挙行】　
　４月８日（木）に令和３年度入
学式を本校舎４階アリーナにて挙
行しました。
　新入生１５０名は、一同神妙な
面持ちで入学式に臨み、桐野校
長より入学が許可されました。
　新入生代表として、情報ビジネ
ス科１年の髙橋大樹（星槎国際高等学校出身　表紙の写真）が誓
いの言葉を、在校生代表として医療情報科２年の野路夏鈴が歓迎の
言葉を読み上げました。

【新入生の言葉】
○医療情報学科　安齊　葵（神奈川県立釜利谷高等学校出身）
　少人数制での授業、たくさんの資格や知識を得られ、個人面談な

ど1人1人真剣に向き合ってくれるというとこ
ろに魅力を感じこの学校を選びました。これ
からの勉強は難しいことがたくさんあるとは
思いますが、新しいことを学ぶのは好きなの
でめげずにクラスメイト達と支え合って頑
張っていきます。

○情報ビジネス科　舩木　祥（大和商業高等専修学校出身）
　私の入学動機は、大和商業高等専修学
校で初めて簿記やパソコンを学び、とても楽
しく興味を持ちより深く学びたいと感じたから
です。取得済み検定も上級を目指し、情報
ビジネス科卒業後は研究科に進学して、大
学併修制度を活用し大学にも挑戦して社会
に役立つ知識を身に付けていきます。

○経営経理研究科　伊藤　純一（柏木実業専門学校出身）
　私の入学した理由は、もともと大学を目
指しており、経営経理研究科で経営学を
学べて、大学併修ができるのを知ったから
です。幅広いデスクワークに対応できるス
キルを身につけたいと考えております。そ
の目標に向けてがんばります。

【第32回日本語スピーチコンテストで本校学生2名が受賞！】
　神奈川県専修学校各種学校協会主催
の外国人留学生による日本語スピーチコン
テストがDVD審査で開催され、ネパール
人留学生のティマルシナ カシナト（埼玉日
本語学校出身）が最優秀賞（横浜市長賞）
に、中国人留学生の刘忠志（令和国際日
本語学院出身）が優秀賞（神奈川新聞社
賞）に輝きました。

【伊藤正義先生が全経協会公認講師に認定
されました】
　本校で簿記・パソコン・経営学などの講
義を担当する総括教諭の伊藤正義先生が、
公益社団法人全国経理教育協会より中小企
業BANTO公認講師に任命されました。こ
の資格は令和2年度より施行が始まった新し
い資格で、今年度入学した情報ビジネス科1

年生より新たに講義が行われています。

研修センター柏木実業専門学校

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

第2回オープンキャンパス　参加申込受付中
　６/２7（日）実施の第２回オープンキャンパスの参加申込
を受け付けております。また、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。

【求職者支援訓練2月・3月生入校式／神奈川県委託訓練１月生修了式】
　求職者支援訓練 パソコンスキルアップ
基礎科、医療・調剤・介護事務PC科
2月生の入校式が2月17日（水）、医療・
調剤・介護事務PC科、介護職員養成
（初任者研修）科3月生の入校式が3月
11日（木）、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月生の修了式が3月30日（火）に行な
われました。皆さんの前向きな取り組みと活躍を期待しています。また、
修了式では受講生から謝辞をいただきました。
【求職者支援訓練　職業人講話】
　求職者支援訓練生を対象とした職業人講話授業が実施されまし
た。各訓練科に関連する職業人による講話は受講生が再就職先の
現場を知る為の機会となります。皆さん熱心に受講されていました。
（職業人講話）
　医療法人社団総生会　麻生総合病院　統括事務部長　佐々木　英也先生
　株式会社ソラスト 横浜支社　支社長　村野　瑞樹先生

【神奈川県委託訓練7月生見学会の実施】
　神奈川県委託訓練「即戦力」7月生のコー
ス説明・学校見学会が4月中3回にわたり実
施されました。参加者からはカリキュラムや就職
にむけ質問が多数あり、意欲的な様子でした。

〈次回、神奈川県委託訓練「即戦力」9月生　見学会日程〉
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
研修科ともに、6月8日（火）、6月16日（水）、6月24日（木）
【就職近況報告】
就職先　有限会社ツルヤ薬局
　河原　玲子さん　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
「薬局にて働き始め、接客等にも少しずつ慣れ
てきました。未経験の私が医療分野へ就職でき
たことは職業訓練の制度のおかげであると感謝
しています。これからも努力し、頑張ります。」

就職先　社会福祉法人緑樹会
　　　　介護老人福祉施設ラペ瀬谷
　谷向　ユミ子さん　介護職員初任者研修科
　（神奈川県委託訓練）（令和2月11月）修了生
「目指していた介護職に就職できました。そして
介護の現場を知り大変さもありますが、周りの
皆さんに支えられながら日々 奮闘しています。１日も早く業務に貢献で
きるよう頑張ります。」

医療法人社団総生会　佐々木英也先生
　　

株式会社ソラスト　村野瑞樹先生

見学会の様子

修了証書授与の様子



　この４月より、大和商業高等専修学
校の校長に着任しました萩野谷洋一と
申します。昨年度までは副校長として本
校に勤務をしていました。
　柏木学園の建学の精神「社会に貢
献する人材の育成」を柱に、生徒たち
の学園生活が、より充実したものになる

ように、教職員とともに努力をしていきたいと思います。大
和商業高等専修学校の基礎力は、国際性、未来性、社
会性の醸成です。実学を尊びつつ、新しいことにチャレン
ジする若者の育成を目指すために、学校経営の中核を
担っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

入学式・対面式・新入生歓迎会 萩野谷洋一校長就任

新任職員紹介

入試情報

　４月８日（木）に令和３年度入学式が挙行されました。新入生
代表として、関幸毅（１年C組）が誓いの言葉を述べました。新
入生一同、これから始まる学校生活へ希望に満ちた表情が見
られました。４月９日（金）には、対面式と新入生歓迎会が実施さ
れました。部活動紹介やビンゴ大会を通して級友や先生方と交
流を深めていくうちに笑顔のあふれる式となりました。大和商業
での３年間の生活を通して、自分のブランド作りを一緒にしてい
きましょう。

令和２年度検定試験取得状況

令和２年度進路実績
　昨年度は、新型コロナウイルス感染症や大学入試改革の影
響を受けながらも、進路決定率100％（内訳：大学進学（11名）・
専門学校（21名）就職（21名））を達成することができました。面接
練習や小論文作成練習に熱心に取り組んだ成果が表れました。

須藤　正彦先生
商業科　１年B組担任　
1年生の担任をすることになりまし
た。生徒ひとりひとりの輝いた個性
を大切にした指導をしていきます。

才木　奎佑先生
英語科　３学年副担任
国籍を超えて交流できる楽しさを
感じられるような授業を目指しま
す。よろしくお願いいたします。

秋田　真希さん
事務職員
楽しい学校生活のサポートができ
るよう頑張ります。よろしくお願いい
たします。
 
竹内　重雄先生
国語科　非常勤講師
学校は希望に向けて努力する場
だと思います。授業を通して、希望
探しの支援をしたいと思います。

上原　健先生
介護実習助手
出身は沖縄の石垣島です。「介
護」を少しでも身近に感じてもらえ
るように楽しく学びましょう。

・学校見学入試相談会
　4月12日（月）から予約受付開始
　　※予約は１日１組・先着順で受付となります。
・学校説明会
　6月19日（土）・8月6日（金）　受付：9：00　開始：9：30
　　※保護者・先生からご予約をお願いします。
・通信制高校・サポート校合同相談会
　6月27日（日）　パシフィコ横浜
　7月17日（土）　町田市文化交流センター　
　8月29日（日）　パシフィコ横浜
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【令和3年度 入学式を挙行】　
　４月８日（木）に令和３年度入
学式を本校舎４階アリーナにて挙
行しました。
　新入生１５０名は、一同神妙な
面持ちで入学式に臨み、桐野校
長より入学が許可されました。
　新入生代表として、情報ビジネ
ス科１年の髙橋大樹（星槎国際高等学校出身　表紙の写真）が誓
いの言葉を、在校生代表として医療情報科２年の野路夏鈴が歓迎の
言葉を読み上げました。

【新入生の言葉】
○医療情報学科　安齊　葵（神奈川県立釜利谷高等学校出身）
　少人数制での授業、たくさんの資格や知識を得られ、個人面談な

ど1人1人真剣に向き合ってくれるというとこ
ろに魅力を感じこの学校を選びました。これ
からの勉強は難しいことがたくさんあるとは
思いますが、新しいことを学ぶのは好きなの
でめげずにクラスメイト達と支え合って頑
張っていきます。

○情報ビジネス科　舩木　祥（大和商業高等専修学校出身）
　私の入学動機は、大和商業高等専修学
校で初めて簿記やパソコンを学び、とても楽
しく興味を持ちより深く学びたいと感じたから
です。取得済み検定も上級を目指し、情報
ビジネス科卒業後は研究科に進学して、大
学併修制度を活用し大学にも挑戦して社会
に役立つ知識を身に付けていきます。

○経営経理研究科　伊藤　純一（柏木実業専門学校出身）
　私の入学した理由は、もともと大学を目
指しており、経営経理研究科で経営学を
学べて、大学併修ができるのを知ったから
です。幅広いデスクワークに対応できるス
キルを身につけたいと考えております。そ
の目標に向けてがんばります。

【第32回日本語スピーチコンテストで本校学生2名が受賞！】
　神奈川県専修学校各種学校協会主催
の外国人留学生による日本語スピーチコン
テストがDVD審査で開催され、ネパール
人留学生のティマルシナ カシナト（埼玉日
本語学校出身）が最優秀賞（横浜市長賞）
に、中国人留学生の刘忠志（令和国際日
本語学院出身）が優秀賞（神奈川新聞社
賞）に輝きました。

【伊藤正義先生が全経協会公認講師に認定
されました】
　本校で簿記・パソコン・経営学などの講
義を担当する総括教諭の伊藤正義先生が、
公益社団法人全国経理教育協会より中小企
業BANTO公認講師に任命されました。こ
の資格は令和2年度より施行が始まった新し
い資格で、今年度入学した情報ビジネス科1

年生より新たに講義が行われています。

研修センター柏木実業専門学校

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

第2回オープンキャンパス　参加申込受付中
　６/２7（日）実施の第２回オープンキャンパスの参加申込
を受け付けております。また、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。

【求職者支援訓練2月・3月生入校式／神奈川県委託訓練１月生修了式】
　求職者支援訓練 パソコンスキルアップ
基礎科、医療・調剤・介護事務PC科
2月生の入校式が2月17日（水）、医療・
調剤・介護事務PC科、介護職員養成
（初任者研修）科3月生の入校式が3月
11日（木）、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月生の修了式が3月30日（火）に行な
われました。皆さんの前向きな取り組みと活躍を期待しています。また、
修了式では受講生から謝辞をいただきました。
【求職者支援訓練　職業人講話】
　求職者支援訓練生を対象とした職業人講話授業が実施されまし
た。各訓練科に関連する職業人による講話は受講生が再就職先の
現場を知る為の機会となります。皆さん熱心に受講されていました。
（職業人講話）
　医療法人社団総生会　麻生総合病院　統括事務部長　佐々木　英也先生
　株式会社ソラスト 横浜支社　支社長　村野　瑞樹先生

【神奈川県委託訓練7月生見学会の実施】
　神奈川県委託訓練「即戦力」7月生のコー
ス説明・学校見学会が4月中3回にわたり実
施されました。参加者からはカリキュラムや就職
にむけ質問が多数あり、意欲的な様子でした。

〈次回、神奈川県委託訓練「即戦力」9月生　見学会日程〉
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
研修科ともに、6月8日（火）、6月16日（水）、6月24日（木）
【就職近況報告】
就職先　有限会社ツルヤ薬局
　河原　玲子さん　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
「薬局にて働き始め、接客等にも少しずつ慣れ
てきました。未経験の私が医療分野へ就職でき
たことは職業訓練の制度のおかげであると感謝
しています。これからも努力し、頑張ります。」

就職先　社会福祉法人緑樹会
　　　　介護老人福祉施設ラペ瀬谷
　谷向　ユミ子さん　介護職員初任者研修科
　（神奈川県委託訓練）（令和2月11月）修了生
「目指していた介護職に就職できました。そして
介護の現場を知り大変さもありますが、周りの
皆さんに支えられながら日々 奮闘しています。１日も早く業務に貢献で
きるよう頑張ります。」

医療法人社団総生会　佐々木英也先生
　　

株式会社ソラスト　村野瑞樹先生

見学会の様子

修了証書授与の様子



入 学 式
　4月6日に令和3年度
入学式を挙行し、273名
の新入生を迎えました。
　新入生代表として1年
H組の大工原理駈さん
が誓いの言葉を、在校
生代表として生徒会長
の長谷川智也さんが歓
迎の言葉を読み上げま
した。今年も新型コロナウイルス感染症予防のため、参列者
を新入生の保護者1名と限定し、検温・消毒を徹底した中で
式を行いました。新入生には本校生徒の一員として、一日も
早く学校生活に慣れ、楽しく過ごして欲しいと思います。

社 会 見 学

【本校における新型コロナウイルス感染症対策】
　生徒のみなさんの毎日の健康状態を把握するため、
ICTを活用した健康調査を実施しています。回答結果
は全職員が共有し、必要に応じて家庭とも情報共有を
図っています。また、長引く自粛生活に戸惑いや不安、
ストレスを感じる生徒は多いでしょう。本校では、毎週
水曜日に松岡由樹子カウンセラーによるカウンセリン
グ（相談）を実施しています。対象は生徒・保護者です。
予約の希望、問い合わせは担任または保健室までお願
いします。

～保健室からのお知らせ～ 新任職員の紹介

小野充校長就任

始 業 式
　4月5日に2、3学年の始業式を行いました。新クラスの発表
は密集を避けるため、前日にGmailで行い、当日は9時から3
学年が、10時から2学年が登校し、学年別に実施しました。新
しく赴任した校長の話や学年団の紹介、新型コロナウイルス
感染症予防の新しい生活様式についての注意が行われ、その
後教室に移動し、今年度初めてのホームルームを実施しまし
た。生徒たちは新しい担任、新しいクラスに緊張しながらも、
目を輝かせて話を聞いていました。

対 面 式
　4月8日に新入生の対面式が生
徒会主催で行われました。密を避
けるため、上級生全員の参加はな
く、新入生と在校生代表として生
徒会執行部のみの参加となりま
した。例年行われていた部活動の
紹介は、各部で事前に作成したビ
デオが放映され、趣向を凝らした内容となりました。新入生
は新しく始まる高校生活に期待を膨らませたようです。

　校長として4月に着任した小
野です。これまで中学校の国語
教員、小・中学校の校長などを
務めてきました。今まで経験の
ない高等学校という新たな環
境の中で、まだ少し緊張気味で
すが、大勢の生徒たちと出会え
たことに喜びを感じながら、精
一杯がんばっていこうと思い
ます。プロ野球の某球団のファン歴42年、大の猫好き
の私です。よろしくお願いいたします。

　4月23日に社会見学で2学年スタ
ンダード・情報コースと、3学年は
富士急ハイランドに行きました。
新しいクラスの仲間と親睦を深め
るため、共にアトラクションを回
り楽しい1日を過ごしました。
また、2学年のアドバンスコースは
東京グローバルゲートウェイでオールイングリッシュでの体
験学習を行い、自らの英語力に自信を持ちました。

オリエンテーション
　4月23日に1学年は校内研修を実
施しました。これから始まる高校
生活の中での学習、基本的なルー
ル、進路などについて学び、自主
的に充実した生活を送るための
様々な課題を理解しました。

昨年度の主な進路状況
麻布大学 2名 東海大学 3名 
亜細亜大学 1名 東京有明医療大学 1名 
桜美林大学 2名 東京医療学院大学 2名 
大妻女子大学 1名 東京医療保健大学 6名 
嘉悦大学 3名 東京家政学院大学 2名 
神奈川工科大学 4名 東京家政大学 1名 
神奈川大学 7名 東京工科大学 1名 
関東学院大学 13名 東京工芸大学 3名 
国士舘大学 4名 東京純心大学 1名 
駒澤大学 1名 東京農業大学 1名 
相模女子大学 6名 東京福祉大学 1名 
松蔭大学 3名 東洋大学 5名 
湘南工科大学 3名 二松學舍大学 2名 
女子美術大学 1名 日本大学 9名 
杉野服飾大学 1名 日本体育大学 1名 
高千穂大学 3名 文化学園大学 2名 
玉川大学 1名 文教大学 5名 
多摩大学 5名 明星大学 8名 
鶴見大学 1名 ヤマザキ動物看護大学 1名 
帝京科学大学 5名 横浜商科大学 1名 
帝京大学 6名 立正大学 2名 
田園調布学園大学 5名 和光大学 9名
桐蔭横浜大学 1名 日本大学通信教育部 1名

こんにちは。
またこちらで教鞭をと
ることになりました。
よろしくお願いします。

2学年付
谷村　利恵　　
教科：国語
部活：
ダンス部

2学年担当として精一杯
頑張っていこうと思って
います。
よろしくお願いします。

2学年付
茅原田　祥明
教科：国語
部活：
バドミントン部

4月6日（火）
　進級おめでとうございます。新しい学年にな
り、子ども達の表情も、少しお兄さん・お姉さ
んになったように思います。今年度もよろしく
お願いいたします。

入 園 式入 園 式
4月10日（土）

　入園おめでとうございます。少し大きな制服
に身を包み緊張した表情で登園してきました。
初めての集団生活に不安もあると思いますが子
ども達と一緒に元気に楽しい園生活を送りたい
と思います。一年間よろしくお願いいたします。

一日保育が始まりました一日保育が始まりました

　待ちに待った新
年度が始まりまし
た。子ども達が楽し
みにしているお弁
当、給食が始まり、

毎日元気いっぱいに過ごしています。安心して食事が
できる様に、感染予防対策に取り組んでいます。

　今年も素敵な品物をあ
りがとうございました。
感謝の気持ちでいっぱい
です。大切に使わせてい
ただきます。

　食物アレルギーについて、
講師の方から講話を聞き、エ
ピペンの使い方についても実
践で教えていただきました。
今回の研修で学んだことを緊
急時に活かしたいと思います。

令和2年度卒園記念品

Welcome to New FaceWelcome to New Face

竹澤　明音

大熊　明日香

八ッ橋　鉄兵先生（教頭）

食物アレルギー研修会 4月23日（金）

　小さい頃からなりたかった幼稚
園の先生になって丸5年が過ぎま
した。これまでたくさんの子どもた
ちや保護者の皆様と出会い、支えて
いただいたお陰で毎日楽しく過ご
すことができました。今後も、子ど

もたちに寄り添い、一緒に楽しむことを忘れずに頑
張っていきたいと思いますのでよろしくお願いい
たします。

　世の中が2001年（21世紀）を迎
えたその年の4月から都筑ヶ丘幼
稚園教員として入り、早20年。私
が1年目の時に関わった子ども達
は、もう26歳の社会人。中には家
庭を持った人もいるのだろうと思

うと、感慨深いものがあります。
　巣立ったたくさんの子ども達、保護者の皆さま、
職員と関わり、私自身も成長させていただいた20
年。感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。
　年はとっても、子ども達の元気に負けないおじさ
んでい続けます。
　ありがとうございました。

　今年度より都筑ヶ丘幼稚園でお
世話になります大熊明日香です。
私が卒園した幼稚園で、懐かしさ
を感じております。子どもたちと
楽しい思い出を沢山作れるよう、
一生懸命努めていきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。

　はじめまして。新しく都筑ヶ丘
幼稚園の先生になりました、竹澤
明音です。わからない事がたくさ
んありますが、毎日元気いっぱい
楽しく過ごしていきたいと思いま
す。何事にも全力で頑張ります。よ
ろしくお願いいたします。

髙田　有佳里先生（年長・ひかり組担任）
4月19日（月）

永 年 勤 続 表 彰

始 業 式始 業 式

20年表彰

5年表彰



　桜舞い、春の香りを感じる中、入学式、新学期を迎え
ることができました。
　新入生、そして保護者の皆様、ご入学おめでとうござ
います。また、二年生、三年生の皆さん、ご進級おめで
とうございます。
　新型コロナウイルスの影響で新しい生活様式になり、
一年が経ちました。そのような中、日常生活や学校生活
も以前と同じとは言えませんが、少しずつ前進している

と感じられるようになってまいりました。
　新年度を迎え、一年生の新役員の選出をさせていただ
き、新しい体制で後援会も動き始めようとしています。
　保護者の皆様のご意見、ご協力をいただき、後援会と
してできることを行い、活動を盛り上げていきたいと
思っておりますので、どうぞ、宜しくお願いいたします。

後援会会長　佐藤　佐代美

柏木学園高等学校後援会ご入学、ご進級おめでとうございます

　新学期が始まりましたが、コロナ禍の中、生活しづら
い日々をお過ごしのこととお察し致します。体調管理と
衛生管理に、充分気を付けて学業に邁進していただきた
いと思っております。昔のイスラム社会の歴史家の著書
に「人間は本質的に無知で、獲得という手段を通じて知
識を得る」という一文があります。つまり「獲得」=「学ぶ」
という能動的な行為をしなければ、人は知識を持ち、そ
して増やしていくことは出来ないということです。「獲
得」とは「学ぶ」と言い換えてもいいでしょう。幾つになっ
ても、発想豊かな人間であり続けるためには、一生、学
び続け、知識をインプットし続けることが不可欠なので
す。効率的に知識をどうインプットするかの方法の一つ
に「縦から横から」即ち縦は時間軸、歴史軸、横は空間軸、
世界軸です。この両者を意識してインプットすると、物

事の全体像が明確につかんでいけるようになります。
「縦」とは「過去」から学ぶ、即ち、昔の人が書いた本（古
典）や歴史の本を読み、彼らの考え方や生き方などを知
ることができる。「横」というのは「現在」という時間軸に
おいて、自分と異なる環境に生きている人の話を聞いた
り、本を読んだり、旅をしたり、するなどです。皆さんが
発想を豊かにしようと思ったら知識をどんどんイン
プットしていくことです。知識は言ってみれば材料で
す。材料がなければ料理ができないように、人間も知識
がなければきちんとした思考は出来ません。新型コロナ
の終息が早く来ることを願うとともに、学生諸君の健康
と有意義な学生生活を送ることを祈ります。

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縦から横からインプット

新入生の皆さまご入学おめでとうございます。
在校生の皆さまご進級おめでとうございます。
　今コロナ禍で煩わしさや不便さを感じながらの生活
が続いていると思います。
　しかし、その中でどうしたら良いか、どうしたら目標
に向かって進めるか…
　この、「どうしたら」という事を考える時間が出来たの
も事実です。

　この状況がいつまで続くのか見えない状況での高校
生生活ですが、学校・家庭・友達と相談しながら、協力
しながら前に進んで行きましょう。きっと明るい未来が
待っています。
　どうぞ、高校生活を存分に楽しんでください。

PTA役員代表　小松　久美子

大和商業高等専修学校ＰＴＡ「どうしたら」

　さわやかな風が吹き渡る季節となりました。
　今年度も子どもたちの笑顔があふれる新年度のスター
トとなり嬉しく思っています。
　昨年は未知のウイルス感染の影響から、以前とは異な
る日常生活が待っていました。そうした中でも、幼稚園
の先生方は感染症対策はもちろんの事、工夫を凝らしな
がら日々の保育や行事を行ってくださいました。
　私は父母の会の活動を通して、子どもたちが先生やお
友達と笑ったり、泣いたり、目標に向けて頑張ったりと、
集団生活の中で成長する姿を拝見し、幼稚園での生活は

いかに大切であるかを肌で感じました。
　現在も新型コロナウイルスの流行状況は予断を許さな
い状況ではありますが、園長先生をはじめとする幼稚園
の先生方には、子どもたちのためにご尽力をいただいて
おります。そんな先生方のお手伝いが少しでもできれば
幸いです。
　微力ではございますが、精一杯務めさせていただきま
すので１年間よろしくお願いいたします。

父母の会会長　金子　織江

都筑ヶ丘幼稚園父母の会ご入園・ご進級おめでとうございます

各種検定合格者（太字は満点合格者です。）
日本医療報酬調査会主催　医科医療事務検定

（令和3年1月27日施行）
〈3級〉角田　智哉　金子今日子　北郷　拓哉

小西　七総　小林　莉久　小林　莉子
白石　和也　野路　夏鈴　藤坂　妃生
平川　雄也　峯　　綾菜　三好　泰雅

神奈川県　介護職員初任者研修
（令和3年3月31日修了）

石川　勝也　大橋真由美　小田　夏子
笠間　靖夫　熊谷　理恵　呉　ひとみ
小林　素子　戸田　真理
BALABARCA CHIBANA OMAR ROCIO
伴中　亜紀　藤田　友子

【大和商業高等専修学校】
実務技能検協会主催 秘書技能検定

（令和3年2月7日施行）
〈2級〉久保　文櫻
〈3級〉長田　穂香　松下　紗妃　塚田乃絵留
　　　 西部　拓海

全国経理教育協会主催　簿記能力検定
（令和3年2月21日施行）

〈2級（商業簿記）〉
亀井　美奈　金澤　　陽　亀井　貴美　石澤　瑞貴
松下　紗妃　齊藤　翔馬　齋藤　仁覇　小松　喬介
鈴木　拓斗　金丸　　烈　佐藤　正輝　平沼　　翼
郭　　城茂　高橋　瑚百　南葉　　歩

〈3級（商業簿記）〉
内田　　嶺　大山　心暖　齋藤　蒼憂　高田　優人
塚田　涼斗　吉村　胡香　髙田　愛花　平田　夏輝
森田　　駿　相川　茉実　石田　優紅　小野寺智輝
小村　晃雅　寺川　雄人　松島　凜和

〈基礎簿記会計〉
池田　　駿　磯部　悠斗　久米　優斗　髙麗　咲月
田盛　詩音　成瀬　優斗　松田　　創　三島　帝哉
石川　拓実　古賀　　希　西園　弘陸　遠藤　雅義
木村　　司　齊藤　　晶　中根　陽翔　平野　裕人

日本情報処理検定協会主催　日本語ワープロ検定
（令和3年2月21日施行）

〈1級〉室伏　音平　久保　文櫻
〈準2級〉寺川　雄人
〈3級〉高田　優人　齊藤　　晶　花岡　　翼
〈4級〉磯部　悠斗

日本情報処理検定協会主催 文書デザイン検定
（令和3年2月21日施行）

〈1級〉坂口　滉陽　明智　慧大　石井　秀汰
金丸　　烈　坂元　晴美　竹内　周平
齋藤　蒼憂　松島　凜和

〈2級〉長田　穂香　福田慎之介　二本木玲奈
山岸　巧馬　清水　祇希　相川　茉実
寺川　雄人

〈3級〉古谷田　空　山田　美優　石塚　正輝
大野ケビン　大山　心暖　髙麗　咲月
齊野　亜唯　高田　優人　田盛　詩音
塚田　涼斗　成瀬　優斗　吉野　　麟
吉村　胡香　石井　綾奈　榎本勘次郎
大久保龍一　下條　健弥　髙田　愛花
西園　弘陸　平田　夏輝　茂木　慶介
森田　　駿　小村　晃雅　齊藤　　晶
島貫　　尋　中根　陽翔　西村　亮祐
花岡　　翼　馬場内一輝

〈4級〉磯部　悠斗　伊藤　柑太　内田　　嶺
松田　　創　松土　慶太　石川　拓実
古賀　　希　齊藤　　蓮　津﨑　優美
渡邉　有紀　會田　叶門　小野寺智輝
木村　　司　沓澤　昴暉　松崎　碧流
𠮷澤　陽菜　和田　康平

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3年2月21日施行）

〈2級〉相川　茉実　松島　凜和
〈3級〉會田　叶門　小村　晃雅　島貫　　尋

西村　亮祐
〈4級〉和田　康平

全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定
（令和3年2月27日施行）

〈1級〉松下　紗妃　髙栁　美咲　田中　大揮
〈2級〉高田　優人　塚田　涼斗　相川　茉実

小村　晃雅　松島　凜和　安田　　結
西部　拓海

〈3級〉石井　綾奈　榎本勘次郎　清水　祇希
下條　健弥　茂木　慶介　渡邉　有紀
石田　優紅　松崎　碧流　和田　康平
齊藤　怜士　箭川　歩嵐　尾関真生樹

〈4級〉磯部　悠斗　内田　　嶺　髙田　愛花

日本情報処理検定協会主催　パソコンスピード認定（日本語）
（令和3年2月28日施行）

〈2級〉久保　文櫻　〈4級〉寺川　雄人
〈5級〉木村　　司

日本情報処理検定協会主催　情報処理表計算検定
（令和3年2月28日施行）

〈1級〉久保　文櫻　寺川　雄人　 〈準1級〉相川　茉実
〈2級〉齋藤　蒼憂　小村　晃雅　和田　康平
〈準2級〉齋藤　蒼憂　塚田　涼斗　吉村　胡香

森田　　駿
〈3級〉伊藤　柑太　齊野　亜唯　三島　帝哉

榎本勘次郎　大山　力生　下條　健弥
津﨑　優美　村田　朋輝　渡邉　有紀
二宮　啓太

【柏木学園高等学校】
日本情報処理検定協会主催　情報処理表計算検定

（令和3年2月28日施行）
〈1級〉 丹野　貴司　藤原　光姫
〈2級〉 大瀬良咲也　常盤　樹生　細谷　丈琉　松下　愛実
 密田　夕理　山川　陽菜　大場翔太郎　武田真奈美 
 立岡　和樹　田村　優樹　佐藤　和輝　佐藤　　柊
 濵中　智輝　朝比奈聖二　伊藤　隼吾　大坪　蒼大
 奥村　一輝　金澤　直樹　鎌田優綺乃　川口　圭太
 駒場　圭人　齊藤　大珠　篠原　　潤　杉山　　諒
 秦　　以織　樋口　　翔　村越　和也　森　　千紘
 諸節　空輝　柳下　　涼　山ノ井公哉　横野　　碧
〈準2級〉宮臺　采果　渡邉　優真　熊谷　快士　宮本　和彰
〈3級〉 狩野　琉太　佐藤　颯海　⻆田　ゆめ　鈴木　美輝
 増渕　颯太　河野　涼音　城田　　海　星野　紘輝
 栁田　鈴香　池田　魁星　石坂　紗愛　佐藤　　茜
 須田山珠莉　寺内　理桜　八幡明日香　佐藤　　柊
 杉山　菜々　椙山　晴喜　富所　恒介　石谷　　駿
 大澤　拓未　小倉　　希　塚本　成春　鶴岡　心春
 星野　彩花　結城　杏美　穴井　優良　北村孔志郎
 グエン フィー　指籏　柊吾　朝比奈未桜　江下　桃花
 落合　颯真　加藤　　颯　河嶋　直央　河野　匡秀
 國近　優斗　牟田ひなた　村上　湧人　村田　雅姫

日本情報処理検定協会主催　文書デザイン検定
（令和3年2月21日施行）

〈1級〉村田　雅姫　大場翔太郎　　
〈2級〉河嶋　直央　宮坂　知奈　山川　陽菜　加藤　　平

田村　優樹　星野　紘輝　濵中　智輝　
〈3級〉 ⻆田　ゆめ　本間　瑞貴　河野　涼音　鶴岡　心春

日髙　真治

【柏木実業専門学校・研修センター】
日本医療報酬調査会主催　調剤事務検定

（令和3年1月19日施行）
赤木由紀子　阿部はるな　五十嵐　渚　石川　裕子
石崎　直子　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
白記千恵子　鈴木　彩香　鈴木美智子　高辻こずえ
内藤奈々子　西山　弘子　西山　裕子　長谷川胡桃実
我妻　静香　伊藤　純一　大堀　広翔　佐野　雄哉
髙橋伊万里　塚本菜々子　福井　由美

日本医療報酬調査会主催　介護事務検定
（令和3年1月28日施行）

赤木由紀子　阿部はるな　五十嵐　渚　石川　裕子
石崎　直子　石田　梨恵　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　西山　弘子　西山　裕子
長谷川胡桃実　 若尾真奈美　有働　正幸　河西美恵子
川名亜紀子　塩路　春野　高雄　聡美　原田美佐子
山下　喜照　佐野　雄哉　塚本菜々子　福井　由美

全国経理教育協会主催　文書処理能力検定
（令和3年2月6日施行）

〈3級（表計算）〉
遠藤　　陸　大島　壮人　辻　有太朗　刘　　忠志
西谷　宗真
KHATRI UDDAP　KAFLE SUDIP
THAPA MAGAR MILAN　TAMANG MOHAN
PAKHRIN DIPENDRA　MUL CHANDAN LAL
RAI DESKU　LAMICHHANE RAJU
OLI PREM　KHADKA BIPLAB
GURUNG KUMAR　KUNWAR PRATIKSHA
SHAHI UMA　SHRESTHA PRAMILA
THAPA OM BAHADUR　THAPA MAGAR SURESH
DOAN THANH NGA　PARIYAR RU BAHADUR
ALE ASMITA　GYAWALI SANGITA
NGUYEN LE MINH　GURUNG ANSHU
KUNWAR KIRAN　KAUSHAL RAMU
SIJALI KISHOR PRATAP　THAPA PURAN
NYAUPANE NABIN PRASAD　PHAM THANH MINH
BHUJEL RABINA　RAI PRADIKSHA
SAPKOTA MAHESH　DUONG VAN QUYET
SHRESTHA POOJA　THAPA SHOP BAHADUR
TRAN XUAN THANH　CHHANTEL DIPAK
TIMALSENA ARUNA　PANDEYA RAVI
LUMAGUE FERNAND VILLANUEVA 

〈3級（ワープロ）〉
小西　七総　平川　雄也　西谷　宗真
ALVAREZ ALPIERRE REXILON AGUILAR
LUMAGUE FERNAND VILLANUEVA

全国経理教育協会主催　所得税法能力検定
（令和3年2月7日施行）

〈2級〉橋本　聖音
〈3級〉遠藤　　陸　栗原　真幸　董　　聯傑

KHANAL PRAKASH
THAPA MAGAR CHITRA BAHADUR
DANG DUY ANH

全国経理教育協会主催　消費税法能力検定
（令和3年2月7日施行）

〈2級〉
今井　洋子　野竹　文乃　遠藤　美穂　森　裕美子
秋田　真希

〈3級〉
内田　拓哉　小川美枝子　木角　麻耶　白川　有紀
増本　　拓　山田きみ子　稲田　寛之　熊本　　陽
高村　英恵
ADHIKARI NIRAJ MANI
VO THI BICH　GAUTAM BIKASH
KAYASTHA SAMJHANA　NGUYEN THI KHANH VY
NGUYEN THI DOAN　NGUYEN THI MINH NGOC
NGUYEN TIEN THANH　SAPKOTA SANTOSH KUMAR
SARU MAGAR HEM RAJ　SHARMA BARSHA
SUNUWAR DIL RAJ　CHAUDHARY PURUSHOTAM

TRAN THANH TUNG　TRAN THI THU TRANG
TRIEU THI KHANH LINH　PANGYANI BISHAL
BHANDARI SHIVA　BK AMBIKA
PHAM THI THANH THUY　PHAM HUY TOAN
B.B.I.S. JAYASURIYA　ACHARYA BIMAL
ACHARYA RAVI　VU THI THU PHUONG
VUONG DINH THI THAM　NGUYEN THI HOA
GURUNG TOMA KUMARI　GURUNG PREM
KC SUBASH　周　金偉　THAPA SMRITI
TAMANG ROSHANI　TRAN QUOC LONG
陳　家杭　BUI VAN MANH　VUONG VAN LONG
YONJAN TIRTHA MAN　RAI SAAJAN
ANGDEMBE SAKIRA　KARKI TEJENDRA
KARKI BABITA　NGUYEN THI HONG DIEM
SHAH UPENDRA　SITAULA ANITA
SHRESTHA SURAJ　SHRESTHA SUMAN
THAPALIYA SABINA　TAMANG MAMATA
DANGAL PHATTEA PRASAD　DAU THI HUYEN TRANG
N.ROSHAN MADUSANKA NAWAGAMUWA
H.A.P.G LAHIRU HARSHANA　BAM HARENDRA
R.B KRISHKA VIRAJ　RANABHAT LAXMI
RANABHAT RESHAM BAHADUR　KHATRI ANJU
GIRI SUJAN　SUBEDI SANAM　SHRESTHA BISHWAS
DHAKAL AMRIT　THAPA ALINA
DANGOL GANESHMAN　NATH RATAN RAJ
BHUJEL KRITIBHA　BUDHATHOKI ASMITA
PUN ANJU　HOANG DINH NAM
MAGAR RITA KUMARI　LIMBU BIGYAN
LE THI QUYNH ANH

全国経理教育協会主催　簿記能力検定
（令和3年2月21日施行）

〈2級（工業簿記）〉
瀬戸　一馬　G.A.HASHINI MADUMALI
THAPA HASTA BAHADUR　MUL CHANDAN LAL
LAMA SASHILA　VU TIEN BACH　OLI PREM
THAPA MAGAR SURESH　LE THI HONG MINH
NGUEN LE MINH　SHERPA PASANG
TRUONG THI NGOAN　TIMALSINA KASINATH
BHATTARAI BHAWANA　PHAM THI THUY
ACHARYA RAVI　VUONG VAN LONG
H.A.P.G LAHIRU HARSHANA
SHRESTHA BISHWAS　LIMBU BIGYAN

〈2級（商業簿記）〉
青柳　裕也　栗原　真幸　董　　聯傑
G.A.HASHINI MADUMALI　SOE MYINT NAING
THAPA TIK BAHADUR
H.M.L. SANDARUWAN GUNARATHNE
LAMA SASHILA　KUNWAR PRATIKSHA
SHERPA PASANG　TANDUKAR YOGENDRA
TRUONG THI NGOAN　TIMALSINA KASINATH
DOAN THI NHU TRANG　BHATTARAI BHAWANA
PHAM THI THUY
〈3級（商業簿記）〉
遠藤　　陸　大島　壮人　峯　　綾菜　石川　　心
平川　雅也
KHANAL PRAJWAL　KAFLE SUDIP
KARKI SABITA　PAKHRIN DIPENDRA
KHADKA BIPLAB　KHATRI SURESH
GURUNG ANSHU　BHUJEL RABINA
SHRESTHA POOJA　THAPA SHOP BAHADUR
TAMANG BHUVAN　RAJBAHAK SUNNY
LAMA ANJU　REGMI YUGAL

全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定
（令和3年2月27日施行）

〈1級〉
THAPA TIK BAHADUR　TIMALSINA KASINATH
PHAM THI THUY

〈2級〉
VU THI THU HANG　VU TIEN BACH
THAPA MAGAR SURESH　NGUYEN THI PHUONG
SIJALI KISHOR PRATAP　PHAM THI HONG HANH

〈3級〉
KHADKA JIT BAHADUR　GHIMIRE ANU　GHIMIRE DEEPA
SHRESTHA PRAMILA　TAMANG PRAMILA
PARIYAR RU BAHADUR　W.M.HASANKA NUWAN HERATH
ALVAREZ ALPIERRE REX　ALE ASMITA
KHADKA SANDESH　GYAWALI SANGITA
GURUNG ANSHU　THAPA PURAN
PHAM THANH MINH　KADAYAT URMILA
THAPA SHOP BAHADUR　THAPA MAGAR DIL KUMARI
TAMANG BHUVAN　TRAN XUAN THANH
LAMA ANJU　REGMI YUGAL

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 BISHWAS
　　　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 

日本商工会議所主催　簿記検定
（令和3年2月28日施行）

〈3級〉山下　　遥　砂原　歩野　柴田　　恵
遠藤　祐一　山口祐奈
BUDHATHOKI ASMITA　NATHRATAN RAJU
TAMANG MAMATA　SHRESTHA SUMAN
SITAULA ANITA　DANGDUY ANH
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入 学 式 柏木学園高等学校 新入生誓いの言葉 柏木実業専門学校

入 学 式 大和商業高等専修学校 入 園 式 都筑ヶ丘幼稚園

柏木実業専門学校　校長　桐野輝久－ 心に残る言葉 －
　「下ノ畑ニ居リマス」。宮沢賢治が玄関脇黒板に書き残した言
葉です。貧しい農民に農業指導をしていた自宅兼教室には多く
の相談者が訪れていました。学校に通える裕福な子弟よりも、
困窮した農民への農業指導が必要だと考えて、農学校の教師を
辞した賢治は、誰にでも無償で相談に応じる私塾を開いたの
です。
　それにしてもなんと温かい言葉でしょう。下の畑にいるから、
声をかけてください。いつでも困った人のためなら奉仕したい
との心がこもっています。
　女子水泳の池江璃花子選手。高校3年生の時に自由形とバタ
フライの5種目で日本記録を出した後、白血病が判明して水泳
競技から離脱しました。10ヶ月の入院と長期のリハビリを経て、
4月4日の全日本水泳選手権100ｍバタフライでみごと3年ぶり
の優勝を飾ったのです。泳ぎ終えた後に「すごくつらくてもし
んどくても努力は必ず報われる」と述べた言葉には難病を克服
した思いがこもっていました。
　レース前に「辛いことがあっても、乗り越えた先の未来は変
わっていくのだと思います。」と話していた言葉からは、諦めず
に前に向かって進めば道は開けていくのだとの勇気がもらえ
ます。

　室町時代、能楽を芸術に高めた世阿弥の｢初心忘（れ）るべか
らず｣との言葉。若い頃の最初の心構えを忘れてはいけないと
理解されがちですが、実は、人生の中には幾つもの初心があっ
て、壁に当たる度に初心と考えて行動しなさいと教えたもので
す。努力しない人間は失敗する、駄目になるとの戒めがこもっ
ています。
　心の底からしぼりだされる言葉には、何気ないひと言や、ど
んなに簡単な表現だったとしても他者の心を揺さぶり動かす
力が秘められています。
　柏木学園に入学、入園したみなさん、心に残る言葉をどれだ
け受け取れるでしょうか。これからの学校生活でたくさん聴き
取って欲しいと思います。そのために常にアンテナを張り巡ら
せておきましょう。
　心に残るものは言葉だけとは限りません。良き師、良き友、良
き書物。どんなものからも心に残る出会いがあります。魂を揺
さぶられる出会いを数多く体験することで、人は大きく成長し、
たくましくなっていくのです。
　新入生、新入園児のみなさん、ご入学ご入園をお祝いすると
ともに、これからのすばらしい出会いが数多くあることをお祈
りしています。

令和 3 年令和3年5月 ～ 7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
5/10 3年三者面談開始（5/31日まで）

5/12 学び場Jr（村岡中）、委員会の日

5/13 歯科検診

5/15 全経電卓計算能力検定

5/19 体育祭

5/20 体育祭予備日

5/25 中間試験（～ 5/28日まで）
 学び場Jr（大清水中）

5/27 PTA総会

5/30 全経簿記能力検定

6/3 学び場Jr（大野台中）

6/8 委員会の日

6/9 創立記念日

6/12 3年登校日

6/14 3年修学旅行（～ 17日）

6/18 3年代休

6/19 学校説明会①

6/24 学び場Jr（宮田中）

6/27 学びリンク説明会（横浜）

6/28 期末試験（～ 7/2日）

7/1 求人票解禁・学び場Jr（高浜中）

7/2 3年進路ガイダンス

7/5 追再試日

7/6 検定特別授業（～ 9日）
 2年進路ガイダンス

7/7 学び場Jr（赤羽根中）

7/9 テスト返却

7/12 復習授業（～ 14日）

7/16 大掃除

7/17 全経電卓計算能力検定
 学びリンク説明会（町田）

7/18 全経簿記電卓競技大会支部予選会（オンライン）
 専修学校展

7/20 1学期終業式・保護者会

7/21 夏休み（～ 8/31日）

学　園　本　部
5/14 現況調査（専門・大和・幼稚園）

5/25 現況調査（高校）

5/26 監事監査

5/28 役員会

6/9 創立記念日

5/11 DeNAベイスターズ野球教室
5/12 面談日
5/12-14 保育参観日（年長組・年中組）
5/17 誕生日会（5月）・内科検診 
5/18 役員会（予定）
5/20 遠足（年長組）
5/21 遠足（年少組）
5/24 内科検診
5/25 父母の会決算総会・避難訓練
5/26 お楽しみ会
5/27 遠足予備日（年長組・年少組） 
5/28 遠足（年中組） 
5/31 夕涼み実行委員会
6/1 誕生日会（6月）
6/3 虫歯予防集会
6/4 遠足予備日（年中組） 
6/6 第一回就職フェア
6/7 避難訓練
 ケータリング（年長組）（予定）
 役員会（予定）
 地域開放事業ストレッチ（予定）
6/9 創立記念日・新任研修
6/10 歯科検診
6/11 プール開き
6/12 参観日（予定）
6/13 第一回就職フェア予備日 
6/14 振替休園
6/15-18 個人面談・午前保育
6/16-18 保育参観日（年少組）
6/21 夕涼み実行委員会
6/23 ダディー＆マミィー
6/24 歯科検診
6/25 地域開放 ヨガ（予定）
6/26 学生見学会
6/28 地域解放フラワー
6/29 スマイルクラブ
7/5 誕生日会（7月）・役員会（予定）
7/6 令和4年度未就園児見学説明会 
7/7 七夕会
 未就園児七夕親子製作
7/12 誕生日会（8月）
7/13 避難訓練・スマイルクラブ 
7/14 面談日 
7/19 終業式 
7/20 夕涼み会
7/26 お泊まり保育（予定） 
7/27 お泊まり保育（予定）

5/15 全経電卓計算能力検定
5/22 第1回オープンキャンパス
5/30 全経簿記能力検定
6/ 5 全経社会人常識マナー検定
6/ 6 サービス接遇検定
6/ 9　　創立記念日
6/13 日商簿記検定・秘書技能検定
6/20 ビジネス実務マナー検定
6/26 第2回オープンキャンパス
6/28-7/2 sports week（予定）
7/ 3 全経文書処理能力検定
7/ 4 JLPT日本語能力試験
7/11 全経簿記能力検定
7/14-20　前期試験
7/15-21 午後追試験
7/17 全経社会人常識マナー検定 
 Japan Basic・全経電卓計算能力検定
7/18 全経簿記電卓競技大会支部予選会（オンライン）
7/21 夏季終業式
7/24 全経コンピュータ会計能力検定
7/29-30 仕事のまなび場

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）5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
 （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
5/31 （求職者支援訓練）3月生
 調剤事務検定試験
6/7 （求職者支援訓練）6月生 入校式
 パソコンスキルアップ基礎科
6/9 （求職者支援訓練）3月生
 介護事務検定試験
6/10 （求職者支援訓練）3月生 修了式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 介護職員養成（初任者研修）科
6/11 （求職者支援訓練）5月生 職業人講話
 株式会社ソラスト
6/17 （求職者支援訓練）6月生 職業人講話
 株式会社アスモ介護サービス
6/29 （求職者支援訓練）5月生 職業人講話
 医療法人社団総生会
 （求職者支援訓練）6月生 職業人講話
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
7/1 （県委託訓練）7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
7/2 （求職者支援訓練）5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
7/13 （求職者支援訓練）5月生
 医科医療事務検定試験

研修センター

5/3 憲法記念日
5/4 みどりの日
5/5 こどもの日
5/6 3年3者面談（～ 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
5/12 生徒総会（5限）・相談日
5/18-21 1学期中間試験
5/26 相談日 
5/27 学費引き落とし（2・3年）
5/28 実用英語技能検定
 （1,2,3年アド・３年スタ情＋希望者）
5/29 実力診断テスト
 （1,2,3年アド・その他コースは任意）
6/7 体育祭準備
6/8 体育祭
6/9 創立記念日
6/11 体育祭予備日
6/16 就職希望者ガイダンス・相談日
6/17 後援会役員会
6/19 公開授業・保護者会
6/21 6/19振り替え休日
6/22 1学期期末試験日程発表日
6/23 相談日
6/26 日本漢字能力検定（任意）
6/28 学費引き落とし（2・3年）
6/29-7/2 １学期期末試験
6/30 相談日
7/1 求人票解禁日
7/5 試験予備日
7/6 試験返却日
7/7 相談日
7/13 次年度履修ガイダンス
 学期末補習対象者発表・進路行事
7/14 相談日・学力テスト（3年）
7/15 進路行事・後援会役員会
7/16 終業式・大掃除（2限）
7/18 私学展
7/19 夏期講習第1期（～ 23日）
 企業訪問開始・１学期学期末補習（～ 27日）
7/21 相談日
7/26 夏期講習第2期（～ 30日）
7/27 学費引き落とし
7/27-29 理科実験教室 
7/28 相談日
7/30 オープンスクール

○学園本部：金久保・清水　　　○柏木高校：本田・川津　　　○大和商業：小笠原・岩城
○柏木実業：伊藤（史）・座間・荒井・小澤　　　　　○幼 稚 園：髙田・笠井・水野・田中


