
　令和3年（辛丑年）は、歴史に残る大惨事というべき新型コロナウイルス感染症が全世界を巻き込ん
で人類に警鐘を鳴らし続け、緊急事態宣言が解除されてもなお感染者の増加にパンデミックの危機が
続いた年でした。苦難の中で培った国民の考え方にも変化が生じ、幸せに生きるためにはいったい何
が一番大切なのか、あらためて考え直すことが多くなることでしょう。
　学校等教育関係では、緊急事態宣言を始め、コロナウイルス感染拡大防止等の対応として、登校は
もちろんのこと対面授業ができず、オンラインによるネット授業が中心となり、人との関わり・繋が
りが薄れ、加えて行事においても中止または延期等の措置となった年でした。近年、未来を担う若者
や子ども達に「資質と能力」を開発して識字率を伸ばす活動が始まっています。数学や化学的リテラ
シーはトップの成績を維持しているはずが読解力や語彙力は他国に劣る日本、スマホやパソコンの普
及から漢字変換ができても書けない現実は大人の世界も同じではないでしょうか。観察力を養い「先
人に学ぶ」読書が注目されそうです。
　2022年度より学習指導要領の改訂
により、高等学校の「総合的な学習の
時間」が「総合的な探究の時間」に変わ
ります。第一目標は、横断的・総合的
な学習や探究的な学習を通して、自ら
課題を見付け、自ら学び、自ら考え、
主体的に判断し、よりよく問題を解決
する資質や能力を育成すると共に、学
び方やものの考え方を身に付け、問題
の解決や探究活動に主体的、創造的、
協同的に取り組む態度を育て、自己の
在り方生き方を考えることができる
ようにするという取り組みです。
　私学を取り巻く環境は年々厳しさを
増してきていますが、柏木学園では建
学の精神をより一層推進し、時代の変
化に柔軟に対応し、グローバル社会で
活躍できる人材の育成を実践してま
いります。
　2022年が皆様にとりまして幸多き年
でありますよう祈念しますと共に、今後
とも柏木学園への変わらぬご指導、お
力添えを賜りますようお願い申し上
げます。
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2021年（令和3年）
11月15日発行
専門学校新聞より

令和4年1月 ～ 3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

1/11 始業式・PTA運営委員会

1/13 介護職員初任者研修

1/15 学校説明会⑩

1/17 推薦入試願書受付④（～ 20日）

1/18 介護職員初任者研修

1/19 卒業試験（～ 25日）

1/20 介護職員初任者研修

1/22 推薦入試④

1/25 介護職員初任者研修

1/26 学び場Jr（上和田中）

1/27 介護職員初任者研修

1/28 学び場Jr（大住中）

1/31 一般入試願書受付（～ 2/2）

2/1 介護職員初任者研修・学び場Jr（高倉中）

2/4 一般入試

2/5 秘書技能検定

2/6 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定

2/8 介護職員初任者研修

2/10 介護職員初任者研修・PTA運営委員会

2/14 検定特別授業（～ 18日）

2/19 中学２年生対象説明会①

2/20 全経簿記能力検定

2/21 期末テスト（～ 28日）
 日本語ワープロ・文書デザイン・
 パソコンスピード・情報処理技能・
 プレゼンテーション作成検定（～ 28日）

2/23 中学2年生対象説明会②

2/26 全経電卓計算能力検定

2/27 日商簿記検定

3/1 二次募集願書受付（～ 7日）・ 
 追再試日・介護職員初任者研修

3/2 追再試日

3/3 二次募集試験①・介護職員初任者研修

3/8 二次募集試験②・学期末補習（～ 10日）・
 介護職員初任者研修

3/10 介護職員初任者研修

3/11 卒業式

3/17 介護職員初任者研修修了式

3/24 大掃除

3/25 修了式

学　園　本　部
1/7 職員仕事始め
3/1 高等学校卒業式
3/11 専門学校・大和商業卒業式
3/12 幼稚園卒園式
3/28 役員会

1/3 預かり保育なし
1/4 月謝引き落とし日
1/4-6 冬季預かり保育
1/7 始業式・獅子舞・一日保育開始
1/11 シャボン玉ショー
1/12 お楽しみ会・懇談会
1/13 ケータリング（年長）（予定）
1/17 誕生日会（1月）
1/19 令和4年度体験保育
 在園児休園
1/21 早乙女先生講習会
1/22 幼稚園教育研究大会
1/24 避難訓練・地域開放ストレッチ②（予定）
1/25 スマイルクラブ⑥
1/31 地域開放ヨガ③（予定）
2/1 月謝引き落とし日・役員会（予定）
2/3 豆まき
2/4 午前保育
2/6 作品展
2/7 振替休園
2/8 誕生日会（2月）
2/10 お店屋さんごっこ
2/14-15 個人面談・午前保育
2/16 令和4年度一日入園及び教材渡し
 在園児休園
2/17-18 個人面談・午前保育
2/21 予算総会（予定）
2/22 ダディー＆マミー
 避難訓練
2/25 令和4年度2才児教室教材渡し
 令和4年度たんぽぽ組教材渡し
3/1 月謝引き落とし日・誕生日会（3月）
3/3 ひな祭り会
3/4 避難訓練
3/7 卒園式予行
3/8 お別れ会
3/9 懇談会（年長）
3/10 お別れ遠足
3/11 午前保育
3/12 卒園式
3/15 令和4年度進級園児月謝引き落とし日
 スマイルクラブ⑦
3/16 懇談会（年中・年少）
3/18 修了式・午前保育

研修センター

1/11 始業式

1/12 学力試験（1・2年）・
 3年授業開始・相談日

1/14 実用英語技能検定
 （1・2年アド・1年スタ情＋希望者）

1/15 大学入試共通テスト1日目

1/16 推薦入試インターネット出願開始（～18日）
 大学入試共通テスト2日目 

1/19 相談日

1/20 後援会役員会

1/21 午前中40分授業

1/22 推薦入試

1/24 一般入試インターネット出願開始（～28日）
 2年修学旅行（～26日）

1/26 相談日 

1/27 学費引き落とし（3か月分）

1/31-2/3 3年期末試験

2/2 相談日

2/4 日本漢字能力検定（任意）

2/5 実力診断テスト
 （1・2年アドバンス その他コースは任意）

2/9 一般入試準備・相談日

2/10 一般入試

2/16 相談日

2/17 後援会役員会

2/21 3学期期末試験日程発表

2/25 防災用品配付（3年）

2/28 卒業式準備
 3学期期末試験（1日目）

3/1 卒業式

3/2 相談日

3/2-4 3学期期末試験（2～ 4日目）

3/4 二次入試

3/7 試験予備日

3/8 試験返却・進路行事（1年）

3/9 相談日

3/15 学期末補習対象者発表

3/16-22 学期末補習期間

3/17 後援会役員会

3/23 相談日

3/24 修了式・大掃除（2限）

3/25 -31 学校閉鎖期間（春季休業）

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
1/18 （県委託訓練）1月生　職業人講話
 NPO法人都筑区民交流協会
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
 （県委託訓練）1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
1/31 （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
2/1 （県委託訓練）2月生　入校式
 パソコンスキルアップ科
 医療事務（医科・歯科）PC科
 介護職員初任者研修科
2/16 （県委託訓練）2月生　職業人講話
 株式会社アスモ介護サービス
2/21 （県委託訓練）2月生　職業人講話
 社会福祉法人緑樹会
3/1 （県委託訓練）1月生
 医科医療事務検定試験
3/17 （県委託訓練）1月生
 調剤事務検定試験
3/23 （県委託訓練）2月生
 医科医療事務検定試験
3/29 （県委託訓練）1月生
 介護事務検定試験
3/29 （県委託訓練）2月生　修了式
 パソコンスキルアップ科
 医療事務（医科・歯科）PC科
 介護職員初任者研修科
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

1/11 講義開始
1/14 県立保土ヶ谷高校留学生派遣
1/15 全経社会人常識マナー検定
1/16 全経BANTO認定試験
1/22 全経計算実務能力検定
 第7回オープンキャンパス
1/25-28 進級・卒業試験
1/31-2/25 検定授業週間
2/1-3 午後追試験
2/5 全経文書処理能力検定
2/6 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定
2/7 再試験者発表
2/9 午後再試験
2/16 特別試験者発表
2/20 全経簿記能力検定
2/25 短大大学併修説明会
2/26 全経電卓計算能力検定
2/27 日商簿記検定
2/28-3/17 進路活動週間
3/11 卒業式
3/12 全経社会人常識マナー検定（JapaneBasic）
3/18 修了式

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



　12月8日（水）に1学年、12月14日（火）
に2学年を対象に、約30の大学や専門
学校などから講師を招き進路説明会
を行いました。生徒達は希望する進
路の分野に分かれ、実際の現場の声
を聴きながら真剣に将来を考えまし
た。なお、当日はWEBで説明する学
校などもありました。

　11月24日（水）に校内で、生
徒会役員が赤い羽根共同募金
を行いました。集まった募金
は、神奈川県共同募金会を通
じて民間社会福祉施設や団体・
ボランティアグループの活動
の助成に使われます。ご協力
ありがとうございました。

　11月11日（木）1、2時間目に
公開授業を実施しました。コ
ロナウイルス感染予防の観点
から、各家庭保護者一名の事
前予約制で、検温及び手指消
毒のご協力をいただいての実
施となりました。2年ぶりの公
開授業の中で、日頃の学校生活の一部を観ていただく機会が
できて良かったと思います。また、公開授業終了後は、1学年
は学級懇談会、2学年は修学旅行説明会を実施しました。

赤い羽根共同募金報告

芸術鑑賞会

学校見学に来校

　11月10日（水）に生徒会役員選挙立会演
説及び投票が行われました。今年度も新
型コロナウイルス感染防止の観点から、
教室において、放送による立会演説を聞き、
その後googleformによる投票となりました。
　投票の結果、新年度の生徒会役員が、以下
のように決定しました。

生徒会役員選挙

1・2学年 分野別進路ガイダンス

会　長 星　　陽向（2 年）
副会長 下里　榛那（2 年） 
 小林　葉音（1 年）
書　記 横川真ノ佑（2 年）
会　計 後藤海南都（2 年）
常任委員 杉浦　力豊 （1 年） 

　10月29日（金） に相模大野
の相模女子大学グリーン
ホールにおいて芸術鑑賞会
が実施されました。今年は、
サンドアート集団SILT（シ
ルト）によるサンドアートパ
フォーマンスを鑑賞しまし
た。サンドアートとは、音楽
に合わせ、バックライトでガラス上の砂を照らし、スクリーン
にライブ中継するもので、初めて観た生徒も一瞬で魅了され
ました。代表生徒によるサンドアート体験もあり、笑いと感動
の芸術鑑賞会となりました。

公開授業・学年懇談会

防災訓練実施
　緊急事態宣言発令中のため
延期となっていた地震火災避
難訓練が11月17日（水）に実施
されました。地震発生時に机
の下などに避難する地震訓練
の後、生徒昇降口付近から火
災が起きた想定で、安全な避
難経路を通ってグラウンドに
避難する訓練を行いました。
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ました。

部活動活動報告
【軽音楽部】　
　10月2日（土）に藤沢市民会館大
ホールでおこなわれた、国際ギター
オーケストラ協会・日本教育ギター
連盟主催第52回全日本学生ギター
コンクール 合奏部門学校の部2021
に参加し、全国から勝ち抜いた15校
の中で銀賞を受賞することができま
した。今後も練習を重ね、さらなる高みを目指していきたいと思い
ます。

【野球部】
　第28回大和市内高等学校交流大会　4戦全勝優勝

【男子バレーボール部】
　11月28日（日）相模田名高
校で行われた北相地区高等
学校バレーボール大会決勝
トーナメントにおいてブ
ロック優勝 （北相地区内で
はベスト4）を果たしました。

【男子バスケットボール部】
　11月27日（土）旭高校で行われた新人関東北支部予選会において
準決勝進出を果たしました。1月から始まる神奈川県予選会へ向け
て、精進してまいります。

【女子バスケットボール部】
　11月28日（日）厚木北高校で行われた新人関東北支部予選会代表
決定戦において厚木東高校に勝利し、男女ともに県大会出場を決
めました。
　今後も応援よろしくお願いします。

　11月5日（金）に藤沢市立
高倉中学校の2年生36名が
高校見学で本校を訪れま
した。メモリアルホールで
説明を受けた後、校舎や
授業を見学するなど、高
校生活を一部体験しまし
た。この経験が来年の志望校選択の一助になればと思います。

　新年を迎え、今年も1月7日（金）
始業式に獅子舞がやってきました！
　2022年も無病息災で幼稚園の皆
が元気に過ごせるようにお願いしま
した。

　今年も杉山兄弟によるシャボン玉
ショーを行いました。
　色々な形や大きさに変化し、沢山飛
んでくるシャボン玉に子ども達は目を輝かせ、喜ぶ姿が見ら
れました！
　ホールいっぱいに広がったシャボン玉はとても綺麗でした！

　新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いてきたことに
より、地域開放事業を実施しました。

　花を使い、お皿に乗せ、
ろうそくを立てられる
リースを作りました。
　それぞれ可愛らしい、
テーブルが華やかになる
淡いクリスマスリースが
完成しました！

1部 12月2日（木）　2部 12月3日（金）　
3部 12月6日（月）　4部 12月7日（火）

　今年度も新型コロナウイルス感染予防対策として密を避
けるため、平日4日間に分けての開催となりました。10月中
旬から練習が始まり、お遊戯会本番に向けて、一生懸命練習
に取り組んできました。
　当日、沢山のお父さん、お母さんの前で緊張しつつも、堂々
と舞台に立つ姿は立派でした！
　保護者の皆様、温かい拍手をありがとうございました。
　幼稚園ホームページにも写真掲載中です。ぜひご覧ください。

　12月1日（水）、サンタさんが幼稚園にやってきました。バ
スに乗り込むと、子ども達は驚いた表情を見せ、サンタさん
をじーっと見つめ、大喜び！様々な反応を見せる子ども達
が、とても可愛らしかったです。

地/域/開/放/事/業
11月29日（月）

第1回「フラワーアレンジメント教室」 　子ども達の大好きなサンタさん
が幼稚園に遊びに来てくれました。
サンタさんからの手紙が届いてか
ら、この日を楽しみにしていた子ど
も達。当日はサンタさんと一緒に写
真撮影を行い、質問もしました。最
後にプレゼントをもらい、大喜びな
子ども達でした！
　また、「お父さんサンタ」として参
加して頂いた保護者の皆様、ありが
とうございました。
　幼稚園ホームページにも写真掲載中です。ぜひご覧ください。

初めてのお遊戯会にドキドキしな
がらも、年少組ならではの可愛ら
しさで遊戯、舞踊劇共に頑張りま
した！

舞台からお父さん、お母さんに向
けて、振りを大きく身体で表現を
することができ、とびきりの笑顔
で踊りました！

緊張しながらも、オペレッタでは
堂々とセリフを言うことができ、
遊戯では自信をもって踊ることが
できました！

年少組

年中組

年長組

12月14日（火）

　近くで見る大きなサンタさんに
少しビックリ！そんな姿もありな
がら、先生の出し物を見た後に皆
で一緒に歌を歌い、とても楽しい
時間を過ごすことができました。
最後にサンタさんからプレゼント
をもらい、ニコニコで嬉しそうな
子ども達でした。
　幼稚園ホームページにも写真掲載
中です。ぜひご覧ください。

12月15日（水）

1月11日（火）

　未就園の方、地域の方がどなたでも参加
できるスマイルクラブが1月25日（火）に行
われます。
　親子で一緒に身体を動かして楽しく過ご
しましょう。
　鬼のお面の製作を行います。
　ご予約は1月11日（火）から、電話または
ホームページにて受け付けています。
　是非ご参加ください。お待ちしています！

1月25日（火）



生徒会選挙
　令和4年度の生徒会役員を決めるための選挙が、
11月12日（金）に行われました。立候補者たちの緊
張感のある演説から、生徒会にかける真っ直ぐな
思いが感じられました。選挙は大和市選挙管理委
員会に協力いただき、実際の選挙で使用されてい
る投票箱や記載台をお借りしました。本番さなが
らの環境で投票することは、教育現場における選
挙の啓発にも繋がるとして、タウンニュースにも
掲載されました。生徒たちがこの経験を通して、
政治や選挙の候補者の政策について関心を持ち、
自分の考えで投票ができるようになることを期待
しています。なお、新生徒会役員として選出され
たのは、以下の通りです。

I C T教育の推進

2学年校外進路ガイダンス
　12月13日（月）に2学年が校外での進路ガイダンス
を行いました。今回はバスツアーで午前に大学見
学を行い、午後は相模女子大学グリーンホールで
開催された進路ガイダンスに参加しました。
　大学見学では、真剣な表情で講義に聞き入って
いました。進路ガイダンスでは、希望に合わせて
大学、専門学校、就職のブースを見学する意欲的
な姿を見ることができました。今回の進路ガイダ
ンスを通して、一人一人が自分の進路について熟
考し、前向きな選択をしてほしいと考えています。

1学年進路ガイダンス

検定特別授業

会　長 相川　茉実（2年）　
副会長 寺川　雄人（2年）
 松島　凜和（2年）
書　記 齋藤　蒼憂（2年）
会　計 森田　　駿（2年）

　11月19日（金）から26日（金）
まで、大和商業では恒例の検
定特別授業が行われました。
1～3学年の全員が簿記の検
定試験に合格できるように一
生懸命に取り組む姿が見られ
ました。

入試情報
学校説明会＜要予約＞ 1月15日（土）
推薦入試 1月22日（土）
一般入試 2月4日（金）
二次募集試験 3月3日（木）/3月8日（火）
中学２年生対象説明会（要予約）
 2月19日（土）/2月23日（水）

以上が今年度の入試予定となります。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

　本校では1学年の全員にタブレット端末を貸与
し、授業の教材や書類の作成など授業の内外で幅広
く活用しています。入学時からタブレット端末を扱
うスキルは飛躍的に向上している様子が見られま
す。また、新たに電子黒板を導入し、全学年でデジ
タル機能を活用した授業を展開し、興味・関心を高
め、学習意欲を引き出し、理解力の向上につなげる
教育を実践しています。

　12月10日（金）に1学年を対象に校内で進路ガイ
ダンスを開催しました。本校にて、大学や専門学校
で行う体験型の授業を実施してもらいました。情報
系はIoT（モノのインターネット）、動物系はモデル
犬のトリミング、自動車系は実車説明など、全12
コースから2つの授業を受講しました。今回の体験
を機に、卒業後の進路や職業に関心を持ち、将来に
向けて意欲的に動き出してほしいと考えています。

部 活 動 活 動 報 告 
【サッカー部】
　12月11日（土）に開催された神奈川県定時制通信
制サッカー選抜の選考会に参加しました。結果は2
名の部員が、2次選考へ進むこととなりました。
【バドミントン部】
　神奈川県高等学校定時
制通信制バドミントン
大会の団体戦で池田駿
（2年）＆平田夏輝（2年）
ペアが第3位に入賞い
たしました。

【神奈川県委託訓練「即戦力」11月生入校式、9月生修了式】
　神奈川県委託訓練「即戦力」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月生の入校式が11月1日（月）、
9月生の修了式が11月30日（火）に行われ
ました。受講生が目標の実現にむけて取り
組み、再就職へと繋がることを期待してい
ます。

【経理実務コンクールを開催しました】
　11月12日（金）に経理実務コンクールを開催しました。本校の伝統
あるコンクールで、これまで培ってきた知識・技術を全学生が遺憾
なく発揮しました。今年度は午前と午後の２部制でコロナウイルス
感染拡大防止の対策を十分にとった上での実施となりました。　　
　成績優秀者には12月23日（木）に表彰を行いました。これをきっ
かけとして、今後の勉学や自己研鑽に活かしてもらいたいものです。
　各部門別の優勝者は次のとおりです。

簿記の部
　情報ビジネス科1年　境田　航己（静岡聖光学院高等学校出身）
マナーの部（日本人のみ）
　医療情報学科1年　筒井　千賀（川崎市立川崎高等学校出身）
日本語の部（留学生のみ）
　情報ビジネス科２年　TIMALSINA KASINATH（ネパール・埼玉日本語学校出身）
電卓の部
　情報ビジネス科2年　PHAM THI THUY（ベトナム・翰林日本語学院出身）

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

オープンキャンパス参加申込受付中
　1月22日（土）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。

【神奈川県立多摩高等学校へ留学生を派遣しました】
　10月28日（木）、神奈川県立多摩高
等学校の英語授業教育の一環で、本
校学生を特別講師として派遣しまし
た。今年度は2カ国（ネパール・フィ
リピン）4名の学生が参加しました。
　学生は高校生が英語でスピーチし
た内容について英語でアドバイスを
するといったプログラムでした。参加者は普段触れ合うことのない
高校生との交流を楽しんでいました。
（12/6 神奈川県立川和高等学校　芸術・文化教育授業協力留学生派遣）
（1/14 神奈川県立保土ヶ谷高等学校　国際交流行事留学生派遣）

【企業実習に行きました】
　11月～12月にかけて情報ビジネス科2
年生を中心に企業実習へ行ってきまし
た。各企業様に協力をいただき、講義や
デモンストレーションが行われ、就職す

るにあたって
身につけるべ
き知識と能力について学びました。参加し
た学生はこれから始まる社会人としての自
覚が芽生えてきました。
（株式会社三菱UFJ銀行大和支店　他5社）

【留学生日本語プレゼンテーションコンテスト、
カラオケ・ダンスリサイタルを開催しました】
　12月6日（月）、9日（木）に留学生日本語プ
レゼンテーションコンテスト、カラオケ・ダ
ンスリサイタルを開催しました。日本語プレ

ゼンテーションで
は留学生は日本の
昔話を朗読するも
ので、各役になりきり感情を込めて発表
を行いました。
　カラオケ・ダンスリサイタルでは、日

本語の曲だけでなく母国語の曲、各国のダンスなど出場者だけでな
く応援者も盛大に盛り上がっていました。

【ドローン競技会を開催しました】
　12月7日（火）に全学科の日本人を
対象としたドローン競技会を開催しま
した。バルーンバスターを２チームに
分かれた紅白戦で行い、日ごろの授
業で培った力を発揮した競技会でし
た。学生たちのドローンの操縦技術
には目を見張るものがありました。

【神奈川県委託訓練「即戦力」1月生、2月生入校説明会の開催】
　神奈川県委託訓練「即戦力」の入校決定者を
対象とした入校説明会が開催となります。説
明会では入校生に対して訓練の委託元である
神奈川県立東部総合職業技術校二俣川支所よ
り訓練受講の注意点や各種書類の記入方法な
どについて説明があり、当日は研修センター
からも担当者が出席しました。

1月生入校説明会 令和3年12月20日（月）
 会場：神奈川県立青少年センター
2月生入校説明会 令和4年1月20日（木）
 会場：鎌倉芸術館　大ホール
                                        
【就職近況報告】
就職先 医療法人新都市医療研究会「君津」会
 南大和病院　
　大和久　慶子さん　医療・調剤・介護事務PC科
　 （求職者支援訓練）（令和3年5月）修了生
　「毎日学校に通って医療事務を学ぶ事も貴重な経
験でしたが、修了後からクラークの仕事を始めて
6ヵ月、学校で学んだ内容に触れながらも新しい事
が多方面におよびます。1日がすぐに終わる感じですが周りにガッ
チリ優しい仲間がいるのでもっと仕事したいと思える環境にいら
れることに感謝しています。」

就職先 社会福祉法人桜栄福祉会
 特別養護老人ホーム　ヒルズ鎌倉　 
　高橋　耕平さん　介護職員養成（初任者研修）科
　 （求職者支援訓練）（令和3年8月）修了生
　「職場の先輩から仕事を教えていただき、毎日必
死に学んでいる状況です。しかし、訓練での学びが
あったおかげで様々な出来事に課題意識を持つこ
とができ、前向きに取り組めています。そして、ご利用者様との
コミュニケーションがとても楽しくやりがいを感じています。」

【緊急追加短期訓練（コロナ禍に様々な理由で離職された方々の為の
 緊急追加訓練）神奈川県委託訓練「即戦力」2月生学校見学会実施】

　今年度、神奈川県では新型コロナウイルス
感染症拡大の影響による緊急雇用対策と
して「即戦力」委託訓練2月生（2ヵ月コース）
を追加実施することとなりました。研修
センターでは、医療事務（医科・歯科）ＰＣ科、
介護職員初任者研修科、パソコンスキル
アップ科の3コースについて11月18日（木）、
26日（金）、12月1日（水）にコース説明・
学校見学会を実施しました。参加者は就職
活動や資格取得のサポート等を熱心に聞
いていました。また、12月1日（水）には訓
練の委託元である神奈川県立東部総合職
業技術校二俣川支所のご担当者様も出席
され、見学会の視察がありました。

神奈川県委託訓練「即戦力」実施
令和4年1月生　令和4年1月4日～ 3月30日
令和4年2月生　令和4年2月1日～ 3月29日
訓練内容等、詳しくは「柏木学園ホームページ」
またはTel.046-200-6170研修センターまで　　　　　　　　
　　

研修センター地図

コース説明の様子

パソコンスキルアップ科
模擬授業の様子



生徒会選挙
　令和4年度の生徒会役員を決めるための選挙が、
11月12日（金）に行われました。立候補者たちの緊
張感のある演説から、生徒会にかける真っ直ぐな
思いが感じられました。選挙は大和市選挙管理委
員会に協力いただき、実際の選挙で使用されてい
る投票箱や記載台をお借りしました。本番さなが
らの環境で投票することは、教育現場における選
挙の啓発にも繋がるとして、タウンニュースにも
掲載されました。生徒たちがこの経験を通して、
政治や選挙の候補者の政策について関心を持ち、
自分の考えで投票ができるようになることを期待
しています。なお、新生徒会役員として選出され
たのは、以下の通りです。

I C T教育の推進

2学年校外進路ガイダンス
　12月13日（月）に2学年が校外での進路ガイダンス
を行いました。今回はバスツアーで午前に大学見
学を行い、午後は相模女子大学グリーンホールで
開催された進路ガイダンスに参加しました。
　大学見学では、真剣な表情で講義に聞き入って
いました。進路ガイダンスでは、希望に合わせて
大学、専門学校、就職のブースを見学する意欲的
な姿を見ることができました。今回の進路ガイダ
ンスを通して、一人一人が自分の進路について熟
考し、前向きな選択をしてほしいと考えています。

1学年進路ガイダンス

検定特別授業

会　長 相川　茉実（2年）　
副会長 寺川　雄人（2年）
 松島　凜和（2年）
書　記 齋藤　蒼憂（2年）
会　計 森田　　駿（2年）

　11月19日（金）から26日（金）
まで、大和商業では恒例の検
定特別授業が行われました。
1～3学年の全員が簿記の検
定試験に合格できるように一
生懸命に取り組む姿が見られ
ました。

入試情報
学校説明会＜要予約＞ 1月15日（土）
推薦入試 1月22日（土）
一般入試 2月4日（金）
二次募集試験 3月3日（木）/3月8日（火）
中学２年生対象説明会（要予約）
 2月19日（土）/2月23日（水）

以上が今年度の入試予定となります。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

　本校では1学年の全員にタブレット端末を貸与
し、授業の教材や書類の作成など授業の内外で幅広
く活用しています。入学時からタブレット端末を扱
うスキルは飛躍的に向上している様子が見られま
す。また、新たに電子黒板を導入し、全学年でデジ
タル機能を活用した授業を展開し、興味・関心を高
め、学習意欲を引き出し、理解力の向上につなげる
教育を実践しています。

　12月10日（金）に1学年を対象に校内で進路ガイ
ダンスを開催しました。本校にて、大学や専門学校
で行う体験型の授業を実施してもらいました。情報
系はIoT（モノのインターネット）、動物系はモデル
犬のトリミング、自動車系は実車説明など、全12
コースから2つの授業を受講しました。今回の体験
を機に、卒業後の進路や職業に関心を持ち、将来に
向けて意欲的に動き出してほしいと考えています。

部 活 動 活 動 報 告 
【サッカー部】
　12月11日（土）に開催された神奈川県定時制通信
制サッカー選抜の選考会に参加しました。結果は2
名の部員が、2次選考へ進むこととなりました。
【バドミントン部】
　神奈川県高等学校定時
制通信制バドミントン
大会の団体戦で池田駿
（2年）＆平田夏輝（2年）
ペアが第3位に入賞い
たしました。

【神奈川県委託訓練「即戦力」11月生入校式、9月生修了式】
　神奈川県委託訓練「即戦力」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月生の入校式が11月1日（月）、
9月生の修了式が11月30日（火）に行われ
ました。受講生が目標の実現にむけて取り
組み、再就職へと繋がることを期待してい
ます。

【経理実務コンクールを開催しました】
　11月12日（金）に経理実務コンクールを開催しました。本校の伝統
あるコンクールで、これまで培ってきた知識・技術を全学生が遺憾
なく発揮しました。今年度は午前と午後の２部制でコロナウイルス
感染拡大防止の対策を十分にとった上での実施となりました。　　
　成績優秀者には12月23日（木）に表彰を行いました。これをきっ
かけとして、今後の勉学や自己研鑽に活かしてもらいたいものです。
　各部門別の優勝者は次のとおりです。

簿記の部
　情報ビジネス科1年　境田　航己（静岡聖光学院高等学校出身）
マナーの部（日本人のみ）
　医療情報学科1年　筒井　千賀（川崎市立川崎高等学校出身）
日本語の部（留学生のみ）
　情報ビジネス科２年　TIMALSINA KASINATH（ネパール・埼玉日本語学校出身）
電卓の部
　情報ビジネス科2年　PHAM THI THUY（ベトナム・翰林日本語学院出身）

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

オープンキャンパス参加申込受付中
　1月22日（土）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。

【神奈川県立多摩高等学校へ留学生を派遣しました】
　10月28日（木）、神奈川県立多摩高
等学校の英語授業教育の一環で、本
校学生を特別講師として派遣しまし
た。今年度は2カ国（ネパール・フィ
リピン）4名の学生が参加しました。
　学生は高校生が英語でスピーチし
た内容について英語でアドバイスを
するといったプログラムでした。参加者は普段触れ合うことのない
高校生との交流を楽しんでいました。
（12/6 神奈川県立川和高等学校　芸術・文化教育授業協力留学生派遣）
（1/14 神奈川県立保土ヶ谷高等学校　国際交流行事留学生派遣）

【企業実習に行きました】
　11月～12月にかけて情報ビジネス科2
年生を中心に企業実習へ行ってきまし
た。各企業様に協力をいただき、講義や
デモンストレーションが行われ、就職す

るにあたって
身につけるべ
き知識と能力について学びました。参加し
た学生はこれから始まる社会人としての自
覚が芽生えてきました。
（株式会社三菱UFJ銀行大和支店　他5社）

【留学生日本語プレゼンテーションコンテスト、
カラオケ・ダンスリサイタルを開催しました】
　12月6日（月）、9日（木）に留学生日本語プ
レゼンテーションコンテスト、カラオケ・ダ
ンスリサイタルを開催しました。日本語プレ

ゼンテーションで
は留学生は日本の
昔話を朗読するも
ので、各役になりきり感情を込めて発表
を行いました。
　カラオケ・ダンスリサイタルでは、日

本語の曲だけでなく母国語の曲、各国のダンスなど出場者だけでな
く応援者も盛大に盛り上がっていました。

【ドローン競技会を開催しました】
　12月7日（火）に全学科の日本人を
対象としたドローン競技会を開催しま
した。バルーンバスターを２チームに
分かれた紅白戦で行い、日ごろの授
業で培った力を発揮した競技会でし
た。学生たちのドローンの操縦技術
には目を見張るものがありました。

【神奈川県委託訓練「即戦力」1月生、2月生入校説明会の開催】
　神奈川県委託訓練「即戦力」の入校決定者を
対象とした入校説明会が開催となります。説
明会では入校生に対して訓練の委託元である
神奈川県立東部総合職業技術校二俣川支所よ
り訓練受講の注意点や各種書類の記入方法な
どについて説明があり、当日は研修センター
からも担当者が出席しました。

1月生入校説明会 令和3年12月20日（月）
 会場：神奈川県立青少年センター
2月生入校説明会 令和4年1月20日（木）
 会場：鎌倉芸術館　大ホール
                                        
【就職近況報告】
就職先 医療法人新都市医療研究会「君津」会
 南大和病院　
　大和久　慶子さん　医療・調剤・介護事務PC科
　 （求職者支援訓練）（令和3年5月）修了生
　「毎日学校に通って医療事務を学ぶ事も貴重な経
験でしたが、修了後からクラークの仕事を始めて
6ヵ月、学校で学んだ内容に触れながらも新しい事
が多方面におよびます。1日がすぐに終わる感じですが周りにガッ
チリ優しい仲間がいるのでもっと仕事したいと思える環境にいら
れることに感謝しています。」

就職先 社会福祉法人桜栄福祉会
 特別養護老人ホーム　ヒルズ鎌倉　 
　高橋　耕平さん　介護職員養成（初任者研修）科
　 （求職者支援訓練）（令和3年8月）修了生
　「職場の先輩から仕事を教えていただき、毎日必
死に学んでいる状況です。しかし、訓練での学びが
あったおかげで様々な出来事に課題意識を持つこ
とができ、前向きに取り組めています。そして、ご利用者様との
コミュニケーションがとても楽しくやりがいを感じています。」

【緊急追加短期訓練（コロナ禍に様々な理由で離職された方々の為の
 緊急追加訓練）神奈川県委託訓練「即戦力」2月生学校見学会実施】

　今年度、神奈川県では新型コロナウイルス
感染症拡大の影響による緊急雇用対策と
して「即戦力」委託訓練2月生（2ヵ月コース）
を追加実施することとなりました。研修
センターでは、医療事務（医科・歯科）ＰＣ科、
介護職員初任者研修科、パソコンスキル
アップ科の3コースについて11月18日（木）、
26日（金）、12月1日（水）にコース説明・
学校見学会を実施しました。参加者は就職
活動や資格取得のサポート等を熱心に聞
いていました。また、12月1日（水）には訓
練の委託元である神奈川県立東部総合職
業技術校二俣川支所のご担当者様も出席
され、見学会の視察がありました。

神奈川県委託訓練「即戦力」実施
令和4年1月生　令和4年1月4日～ 3月30日
令和4年2月生　令和4年2月1日～ 3月29日
訓練内容等、詳しくは「柏木学園ホームページ」
またはTel.046-200-6170研修センターまで　　　　　　　　
　　

研修センター地図

コース説明の様子

パソコンスキルアップ科
模擬授業の様子



　12月8日（水）に1学年、12月14日（火）
に2学年を対象に、約30の大学や専門
学校などから講師を招き進路説明会
を行いました。生徒達は希望する進
路の分野に分かれ、実際の現場の声
を聴きながら真剣に将来を考えまし
た。なお、当日はWEBで説明する学
校などもありました。

　11月24日（水）に校内で、生
徒会役員が赤い羽根共同募金
を行いました。集まった募金
は、神奈川県共同募金会を通
じて民間社会福祉施設や団体・
ボランティアグループの活動
の助成に使われます。ご協力
ありがとうございました。

　11月11日（木）1、2時間目に
公開授業を実施しました。コ
ロナウイルス感染予防の観点
から、各家庭保護者一名の事
前予約制で、検温及び手指消
毒のご協力をいただいての実
施となりました。2年ぶりの公
開授業の中で、日頃の学校生活の一部を観ていただく機会が
できて良かったと思います。また、公開授業終了後は、1学年
は学級懇談会、2学年は修学旅行説明会を実施しました。

赤い羽根共同募金報告

芸術鑑賞会

学校見学に来校

　11月10日（水）に生徒会役員選挙立会演
説及び投票が行われました。今年度も新
型コロナウイルス感染防止の観点から、
教室において、放送による立会演説を聞き、
その後googleformによる投票となりました。
　投票の結果、新年度の生徒会役員が、以下
のように決定しました。

生徒会役員選挙

1・2学年 分野別進路ガイダンス

会　長 星　　陽向（2 年）
副会長 下里　榛那（2 年） 
 小林　葉音（1 年）
書　記 横川真ノ佑（2 年）
会　計 後藤海南都（2 年）
常任委員 杉浦　力豊 （1 年） 

　10月29日（金） に相模大野
の相模女子大学グリーン
ホールにおいて芸術鑑賞会
が実施されました。今年は、
サンドアート集団SILT（シ
ルト）によるサンドアートパ
フォーマンスを鑑賞しまし
た。サンドアートとは、音楽
に合わせ、バックライトでガラス上の砂を照らし、スクリーン
にライブ中継するもので、初めて観た生徒も一瞬で魅了され
ました。代表生徒によるサンドアート体験もあり、笑いと感動
の芸術鑑賞会となりました。

公開授業・学年懇談会

防災訓練実施
　緊急事態宣言発令中のため
延期となっていた地震火災避
難訓練が11月17日（水）に実施
されました。地震発生時に机
の下などに避難する地震訓練
の後、生徒昇降口付近から火
災が起きた想定で、安全な避
難経路を通ってグラウンドに
避難する訓練を行いました。
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ました。

部活動活動報告
【軽音楽部】　
　10月2日（土）に藤沢市民会館大
ホールでおこなわれた、国際ギター
オーケストラ協会・日本教育ギター
連盟主催第52回全日本学生ギター
コンクール 合奏部門学校の部2021
に参加し、全国から勝ち抜いた15校
の中で銀賞を受賞することができま
した。今後も練習を重ね、さらなる高みを目指していきたいと思い
ます。

【野球部】
　第28回大和市内高等学校交流大会　4戦全勝優勝

【男子バレーボール部】
　11月28日（日）相模田名高
校で行われた北相地区高等
学校バレーボール大会決勝
トーナメントにおいてブ
ロック優勝 （北相地区内で
はベスト4）を果たしました。

【男子バスケットボール部】
　11月27日（土）旭高校で行われた新人関東北支部予選会において
準決勝進出を果たしました。1月から始まる神奈川県予選会へ向け
て、精進してまいります。

【女子バスケットボール部】
　11月28日（日）厚木北高校で行われた新人関東北支部予選会代表
決定戦において厚木東高校に勝利し、男女ともに県大会出場を決
めました。
　今後も応援よろしくお願いします。

　11月5日（金）に藤沢市立
高倉中学校の2年生36名が
高校見学で本校を訪れま
した。メモリアルホールで
説明を受けた後、校舎や
授業を見学するなど、高
校生活を一部体験しまし
た。この経験が来年の志望校選択の一助になればと思います。

　新年を迎え、今年も1月7日（金）
始業式に獅子舞がやってきました！
　2022年も無病息災で幼稚園の皆
が元気に過ごせるようにお願いしま
した。

　今年も杉山兄弟によるシャボン玉
ショーを行いました。
　色々な形や大きさに変化し、沢山飛
んでくるシャボン玉に子ども達は目を輝かせ、喜ぶ姿が見ら
れました！
　ホールいっぱいに広がったシャボン玉はとても綺麗でした！

　新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いてきたことに
より、地域開放事業を実施しました。

　花を使い、お皿に乗せ、
ろうそくを立てられる
リースを作りました。
　それぞれ可愛らしい、
テーブルが華やかになる
淡いクリスマスリースが
完成しました！

1部 12月2日（木）　2部 12月3日（金）　
3部 12月6日（月）　4部 12月7日（火）

　今年度も新型コロナウイルス感染予防対策として密を避
けるため、平日4日間に分けての開催となりました。10月中
旬から練習が始まり、お遊戯会本番に向けて、一生懸命練習
に取り組んできました。
　当日、沢山のお父さん、お母さんの前で緊張しつつも、堂々
と舞台に立つ姿は立派でした！
　保護者の皆様、温かい拍手をありがとうございました。
　幼稚園ホームページにも写真掲載中です。ぜひご覧ください。

　12月1日（水）、サンタさんが幼稚園にやってきました。バ
スに乗り込むと、子ども達は驚いた表情を見せ、サンタさん
をじーっと見つめ、大喜び！様々な反応を見せる子ども達
が、とても可愛らしかったです。

地/域/開/放/事/業
11月29日（月）

第1回「フラワーアレンジメント教室」 　子ども達の大好きなサンタさん
が幼稚園に遊びに来てくれました。
サンタさんからの手紙が届いてか
ら、この日を楽しみにしていた子ど
も達。当日はサンタさんと一緒に写
真撮影を行い、質問もしました。最
後にプレゼントをもらい、大喜びな
子ども達でした！
　また、「お父さんサンタ」として参
加して頂いた保護者の皆様、ありが
とうございました。
　幼稚園ホームページにも写真掲載中です。ぜひご覧ください。

初めてのお遊戯会にドキドキしな
がらも、年少組ならではの可愛ら
しさで遊戯、舞踊劇共に頑張りま
した！

舞台からお父さん、お母さんに向
けて、振りを大きく身体で表現を
することができ、とびきりの笑顔
で踊りました！

緊張しながらも、オペレッタでは
堂々とセリフを言うことができ、
遊戯では自信をもって踊ることが
できました！

年少組

年中組

年長組

12月14日（火）

　近くで見る大きなサンタさんに
少しビックリ！そんな姿もありな
がら、先生の出し物を見た後に皆
で一緒に歌を歌い、とても楽しい
時間を過ごすことができました。
最後にサンタさんからプレゼント
をもらい、ニコニコで嬉しそうな
子ども達でした。
　幼稚園ホームページにも写真掲載
中です。ぜひご覧ください。

12月15日（水）

1月11日（火）

　未就園の方、地域の方がどなたでも参加
できるスマイルクラブが1月25日（火）に行
われます。
　親子で一緒に身体を動かして楽しく過ご
しましょう。
　鬼のお面の製作を行います。
　ご予約は1月11日（火）から、電話または
ホームページにて受け付けています。
　是非ご参加ください。お待ちしています！

1月25日（火）



　新年あけましておめでとうございます。
　昨年中は後援会活動にご理解、ご支援をいただき、誠にあ
りがとうございました。
　一昨年は、ほぼ開催する事のできなかった学校行事も、そ
の時の状況に応じた形で、少しずつ行うことができるよう
になったことを、大変うれしく思います。
　今年度も、残すところ3 ヶ月となり、3年生は卒業を控え
ています。一人ひとりが先を見据えて、希望の道を選んでい
くことになりますが、このコロナの状況を乗り越えて、さま
ざまな事を感じてきたからこそ、「こんな事に挑戦してみた
い」という意欲が湧いてきたのではないでしょうか。残りの
高校生活を悔いの残らないように、しっかりと過ごしてく
ださい。1年生、2年生においても、進級に向けてのまとめ
の大切な時期となります。充実した高校生活が送れるように

勉強に部活、さまざまな行事に一生懸命に取り組んで、日々
を楽しみましょう。
　後援会では、一昨年の活動が縮小、中止となり、昨年の活
動は分からない事の多い中、手探りで行ってまいりました。
役員それぞれが意見を出し合い、より良い形になるように
取り組めたことで、大きな絆に繋がったと感じております。
役員だけでなく、皆様のご協力があったからこそ後援会活
動が成り立っています。今後とも、ご理解、ご支援を宜しく
お願いいたします。
　厳しい寒さが続き、感染症に対する不安もまだ残る状況
ですが、健康には十分にご留意いただき、今年一年が、明る
く健やかな年となりますよう祈念いたします。

後援会会長　佐藤　佐代美

柏木学園高等学校後援会謹んで新年のお祝いを申し上げます

柏木実業専門学校教育交流会

　新たな気持ちで健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。保護者の皆様におかれましては日頃よりPTA活動
にご理解、ご協力いただきまして、ありがとうございます。
  昨年も新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、生徒の皆さ
んは学校生活が制限される日々を過ごしてきました。分散登
校が実施され、体育祭や文化祭は感染対策に配慮した形式と
なりました。また、iPadを活用してオンライン授業のシミュ
レーションも実施しました。
  このような状況であっても大和商業高等専修学校ならでは
の資格取得に向けた授業を通して、生徒たちが検定試験に真
剣に取り組む姿を見ることができたのではないでしょうか。

　今年2022年の干支は「壬寅(みずのえとら)」です。壬寅の
「壬」は「生まれる」という意味を持ち、「寅」は「延ばす・成長
する」という意味があります。よって壬寅には「新しく立ち上
がること」や「生まれたものが成長すること」を表していると
言われています。
　寅年は「始まり」と「成長」の年。
　今年こそ新型コロナウイルスが収束し、このような窮地を
成長するチャンスと捉えて様々なことに新しく挑戦できる年
となることを願っております。

PTA役員代表　太田  弘美

大和商業高等専修学校ＰＴＡ「始まり」と「成長」の年

　新しい年を迎えて、今年もなすべき目標を立てて1年を充
実した年にしようと誰しも思っておられることでしょう。目
標を設定するときには「今、何ができるのか」ではなく「これ
から、何が出来るようになりたいか」を考えるべきです。目標
は、自分の能力を証明するためにあるのではなく、自分を向
上させるためにこそある、と考えるようにしてください。自
分の能力を伸ばして、今まで出来なかったことを出来るよう
にしたいものです。自分が成長している実感があるときは、
仕事を心から楽しみ喜びを感じることができ、やる気を奮い
立たせてくれるのは「興味を持って仕事を楽しむ姿勢」と「自
分の仕事には価値があるのだという信念」です。興味を持っ

て取り組んだ人は、それに続く仕事でも良い成果を上げるこ
とが出来るのです。皆さんも新年に当たり、興味のある新し
い課題を探して実行してみてください。新型コロナで行動に
制約があると思いますが、今こそ、集中して課題に挑戦する
チャンスだと思います。今年は、陰陽五行説から見て、壬虎（み
ずのえとら）の年です。「陽気を孕み、春の胎動を助く」すなわ
ち、冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力に溢れ、華々しく生
まれることを表しています。皆さんの健康と成長を祈ってお
ります。

教育交流会会長　田部井　信夫

興味のある課題に挑戦しよう

　寒の入りと共に寒さが一段と厳しくなってまいりました。
保護者の皆様は安らげる冬休みを過ごすことができましたで
しょうか。旧年中は父母の会の活動にご理解とご協力をいた
だき、ありがとうございました。
　2学期の締めくくりでもある12月は、子ども達がわくわく
する行事がありました。先ずは平日の4日間にわたって開催
されたお遊戯会です。子ども達はキラキラした衣装に身を包
み、ご家族の前で歌や踊り、劇の発表をしました。今年度は2
人までの保護者の観覧が可能となり、あたたかな雰囲気に包
まれた会となりました。そして、よい子がいっぱいの都筑ヶ
丘幼稚園のクリスマス会にはサンタさんが来てくれて、大賑
わいの一日となりました。
　子ども達は行事を通して先生方やお友達と練習してきたこ
とを人前で発表するということや、サンタさんを見て純粋な

気持ちで目を輝かせたりと貴重な経験をしたように感じま
す。たくさんの準備やご指導いただいた先生方、ご協力をい
ただいた保護者の皆様に心よりお礼を申し上げます。
　さて3学期が始まり、今年度も残りわずかとなりました。年
長さんは卒園へ、年中さん、年少さんは進級に向けて動き始
めます。子ども達は新生活に気持ちが膨らむ一方、寂しさや
不安も出てくると思いますが、先生方と一緒に子ども達の気
持ちに寄り添いながら見守っていけるよう、父母の会の活動
をしていければと思います。
　最後になりましたが皆様にとりまして本年が素晴らしい1
年になりますようお祈り申し上げます。

父母の会会長　金子　織江

都筑ヶ丘幼稚園父母の会明けまして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。）
【柏木学園高等学校】

日本英語検定協会主催 実用英語技能検定
（令和3年10月8日施行）

〈準2級〉
石川　　苺　小椋　愛美　ガヨマ ケビン　木村　直都
澤畠　翔義　相馬代緒子　立岡　朋樹　丹野　貴司
モーガン ラトーヤ 洋歌
〈3級〉
朝比奈未桜　池田　拓人　宇佐美杏奈　北村　航一
斉藤　舞花　境　　悠翔　澤﨑　湖春　高山　雄太
田中　　舞　土田　成輝　冨永　　遥　深津　孝太
三橋はんな　緑川　恵愛　持丸　葉月　横山　真暉

日本漢字能力検定協会主催　日本漢字能力検定
（令和3年11月5日施行）

〈2級〉入内嶋　悠　澤畠　翔義
〈準2級〉諏訪原咲良

日本情報処理検定協会主催
情報処理技能検定(表計算)

（令和3年10月8日施行）
〈2級〉江下　桃花
〈準2級〉朝比奈未桜
〈3級〉宮坂　知奈　森　　日和

日本情報処理検定協会主催　文書デザイン検定
（令和3年10月15日施行）

〈3級〉星　　陽向

【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9月15日施行）
足立美由起　井芹絵理香　井上亜矢子　梅原　友理
大塚　瑞希　小川　典子　片岡小百合　加藤　虹香
河合　佳織　川野　由樹　工藤　美和　河野　文子
佐藤　心凛　高木　　茜　武石　夢叶　田代佐由美
田村　敬子　永井沙耶花　長井　広美　萩原　仁美
藤井　菜摘　宮脇　有紀　村田　麻美　吉羽　美幸
依田真奈美　米嶋　まゆ　ルメグ清美

日本医療報酬調査会主催　介護事務検定
（令和3年9月28日施行）

足立美由起　井上亜矢子　梅原　友理　小川　典子
片岡小百合　加藤　虹香　河合　佳織　川野　由樹
工藤　美和　佐藤　心凛　高木　　茜　田代佐由美
田村　敬子　永井沙耶花　長井　広美　萩原　仁美
藤井　菜摘　宮脇　有紀　村田　麻美　吉羽　美幸
依田真奈美　米嶋　まゆ　ルメグ清美　安部　瑞紀
天野　洋子　石原江里子　伊藤真理子　金澤　陽子
竹内美奈子　星野千香子　松岡　美和　山根かおる

日本医療報酬調査会主催　医科医療事務検定
（令和3年10月22日施行）

〈3級〉
安齊　夕姫　飯田　陽子　五十嵐絵美　岩谷　裕志
太田　朱音　大田ます美　梶　　紗穂　加藤　紀子
亀井茉莉子　楠　　啓子　熊澤みどり　白神　陽子
鈴木　朋子　関口眞佐子　高橋　千春　 寺田わかな
中原　美絵　新山　真由　濱田　真洋　濱中さゆり
半田　史恵　宮内　翔子　森野　乃花　森　　裕美
山田絵理子　山田　優子　横井由布子　若井　優子
渡邊　理恵

全国経理教育協会主催　所得税法能力検定
（令和3年10月31日施行）

〈2級〉石井総一郎

全国経理教育協会主催　消費税法能力検定
（令和3年10月31日施行）

〈3級〉
伊藤　純一　瀬戸　一馬　小西　七総　野路　夏鈴
平川　雄也　川勝　　碧　黒澤　芽衣　境田　航己
佐藤　翔哉　髙橋　大樹　間宮　彩乃　丸山　晃瑠
遠藤　　陸　大島　壮人　辻　有太朗　宮内　桜子
山口　祐奈　KHADKA JIT BAHADUR
KHANAL PRAJWAL　G.A. HASHINI MADUMALI
KAHAWATTA GAMAGE THILINA MADHUSANKA 
KAFLE SUDIP　KAFLE MUNA DEVI
KARKI SABITA　SAPKOTA SABINA

SOE MYINT NAING　THAPA TIK BAHADUR
THAPA HASTA BAHADUR　THAPA MAGAR MILAN 
TAMANG MOHAN　PAKHRIN DIPENDRA 
BENADICT DILUNIKA CHATHURANGANI
H.M.L. SANDARUWAN GUNARATHNE 
MAHARJAN ADEN　MUL CHANDAN LAL
RAI DESKU　LAMA SASHILA　LAMICHHANE RAJU 
VU THI THU HANG　VU TIEN BACH
OLI SANGEETA　OLI PREM　KHADKA BIPLAB 
KHATRI SURESH　GHIMIRE ANU　GHIMIRE DEEPA 
ONGUYEN THI LANH　NGUYEN PHA PHIN 
GURUNG KUMAR　KUNWAR PRATIKSHA
SHAHI UMA　SINGARA BISHAL　SHRESTHA PRAMILA 
THAPA OM BAHADUR　THAPA MAGAR SURESH
TAMANG PRAMILA　DOAN THANH NGA 
PARIYAR RU BAHADUR　BARDEWA BIBEK
PHAN THI THE　HOANG KIM TU　RAI ANJANA
LE THI HONG MINH　W.M. HASANKA NUWAN HERATH 
AMATYA SABIN　ALVAREZ ALPIERRE REXILON AGUILAR
ALE ASMITA　KHADKA SANDESH　GYAWALI SANGITA
NGUYEN THI PHUONG　NGUYEN LY NA
NGUYEN LE MINH　GURUNG ANSHU　KUNWAR KIRAN
KAUSHAL RAMU　SIJALI KISHOR PRATAP
THAPA PURAN　NYAUPANE NABIN PRASAD 
PHAM THANH MINH　BHUJEL RABINA
PURI RAJENDRA　RAI PRADIKSHA　RIJAL URMILA 
KADAYAT URMILA　SAPKOTA MAHESH
SHARMA PRAKASH　DUONG VAN QUYET
SHRESTHA POOJA　SHERPA PASANG 
THAPA SHOP BAHADUR　THAPA MAGAR DIL KUMARI 
TAMANG DEV LAL　TAMANG BHUVAN
DANG THANH NAM　TANDUKAR YOGENDRA
CHHANTEL DIPAK　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 ANJU　LAMA SUWASH　TRUONG VAN THANH 
REGMI YUGAL　YONZAN SUSHMA

全国経理教育協会主催　文書処理能力検定
（令和3年11月6日施行）

〈2級（表計算）〉
ALVAREZ ALPIERRE REXILON AGUILAR  
〈3級（表計算）〉
NGUYEN THI LUONG　GURUNG NABIN
GURUNG SANGITA　DEVKOTA ROJINA
BISHOKARMA BISHWAS　PHAM THI PHUONG MINH
HOANG VAN HIEU　R.M.M. ANUPAMA RATHNAYAKA  
〈3級（ワープロ）〉
舩木　　祥　安齊　　葵　石島　乃愛
澤田　笑佳　DIAN NOVITAYANI

日本商工会議所主催　簿記検定
（令和3年11月21日施行）

〈3級〉
GANEGODA APPUHAMILAGE HASHINI MADUMALI
LAMA SASHILA

神奈川県　介護職員初任者研修
（令和3年11月30日修了）

浅香　　光　小澤　孝浩　葛西　恭子　神谷　良子
佐藤　義道　清水千絵子　肖　　麗麗　末永　知子
田中　義彦　冨田　郁子　藤田　憲一　眞邊　美穂
山越　芳美  

   【大和商業高等専修学校】
全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定

（令和3年10月16日施行）
〈1級〉
松島　凜和
〈2級〉
榎本勘次郎　渡邉　有紀
〈3級〉
小松　威吹　須山　千寛　山中　頼皇　渡邊　日向
大川　輝琉　木戸　琉成　内藤　飛呂　伊藤　優冴
佐々木姫梨　関　　幸毅　竹内　凱星　丸山時風獅
伊藤　咲奈　井上　拓己　猪俣　　渉　大城 ダニエラ
椛澤　　将　高坂　　碧　柘植　晶翔　鳴海　由幸
原田　一輝　二又　恭汰
〈4級〉
青木　恵愛　片根　　羽　田中　大樹　原田　優輝
小口　　翔　半杭 マウリシオ　松本　優姫　鶴崎　優汰
藤岡　竜霧　板屋羽弥人　亀井　和紀

（令和3年12月4日施行）
〈2級〉
小松　威吹　須山　千寛　渡邊　日向　大川　輝琉
木戸　琉成　内藤　飛呂　関　　幸毅　大城 ダニエラ
椛澤　　将　柘植　晶翔　二又　恭汰　石井　綾奈
〈3級〉
青木　恵愛　飯塚　威風　梅野　裕雅　神園イチロー
ジャンフィ サムエル 勇気　飯塚　瑛也　太田隆之介
カスティヨ ニコラス　小口　　翔　半杭 マウリシオ
橋本　拓海　福永　ニカ　畦本　幸秀　生田竜之助
今井　太陽　片山　　渚　金子　大瞬　佐藤ミゲル
ラピング ジョシュア ケイン マラリ　板屋羽弥人
亀井　和紀　庄司　　晶　染谷　優馬　吉澤　陽菜
〈4級〉
石黒　秀虎　藤井琥太郎　井上　早紀　江波戸秀冴
笠間　一心　岩﨑　英和　鈴木　輝帝　古川　陸斗
松岡　カズ　松尾　奈那子

全国経理教育協会主催　簿記能力検定
（令和3年11月28日施行）

〈2級（商業）〉
安田　　結　羽生　祥太　大竹　崇太　松崎　碧流
渡邉　有紀　高田　優人　清水　祇希　松島　凜和
〈2級（工業）〉
金丸　　烈　手戸　亮志　箭川　歩嵐　尾関真生樹
金澤　　陽　亀井　貴美　市之瀬敦也　松下　紗妃
江口　優佑　亀井　美奈　渡邉　大翔　石澤　瑞貴
内田　大輔　大津　力也　鈴木　拓斗　渡久地アミ
齊藤　翔馬　サイリトゥパ アンジェロ　田村　龍樹
〈基礎簿記会計〉
青木　恵愛　浅沼　健太　飯塚　威風　石黒　秀虎
伊藤　里樹　梅野　裕雅　片根　　羽　小松　威吹
ジャンフィ サムエル 勇気　須山　千寛　田中　大樹
中嶋　　葵　橋本康太郎　浜本ひろし　原田　優輝
増田　泰妃　三廽部　蓮　宮内　皓輝　矢野　泰地
山中　頼皇　吉江　　翼　吉澤　　庵　渡邊　日向
阿部　　絆　飯塚　瑛也　伊藤　慧司　大川　輝琉
太田　隆之介　カスティヨ ニコラス　木戸　琉成
小口　　翔　島﨑　和輝　白井　幹大　内藤　飛呂
蜷川　宗大　半杭 マウリシオ　弘瀨　聖樹
福永　ニカ　藤井琥太郎　細井戸瑞喜　松本　優姫
矢部　颯真　山下　陽叶　畦本　幸秀　阿部絢之輔
生田竜之助　伊藤　優冴　井上　早紀　今井　太陽
江波戸秀冴　大野　　樹　笠間　一心　片山　　渚
金子　大瞬　佐々木姫梨　ラピング ジョシュア ケイン マラリ
須釜　龍雅　関　　幸毅　丹澤　聡真　鶴崎　優汰
藤岡　竜霧　丸山時風獅　三宅　陸仁　青柳　廣紀
伊藤　咲奈　井上　拓己　猪俣　　渉　岩﨑　英和
岩田　聡吾　大城 ダニエラ　金子　喬哉　椛澤　　将
亀井　和紀　庄司　　晶　鈴木　輝帝　染谷　優馬
高坂　　碧　柘植　晶翔　鳴海　由幸　西森　洋宇
原田　一輝　二又　恭汰　古川　陸斗　松岡　カズ
渡辺　崇寛

全国経理教育協会主催　消費税法能力検定
（令和3年10月31日施行）

〈3級〉
金丸　　烈　董　　黎鍇　尾関真生樹　千葉　美桜
市之瀬敦也　小松　喬介　山田　大知　大庭　一颯
方　　吉慶　池田　志翔　近藤　幸生　清水　拓也
竹内　周平　山岸　巧馬　石井　秀汰　古谷田　空
坂元　晴美　西部　拓海　藤井　美祈　二本木玲奈
根津 恭弥

日本情報処理検定協会主催　文書デザイン検定
（令和3年10月10日施行）

〈1級〉二本木玲奈

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10月10日施行）

〈1級〉齋藤　蒼憂
〈2級〉清水　祇希
〈準2級〉森田　　駿
〈3級〉須山　千寛　中嶋　　葵　渡邊　日向
〈4級〉笠間　一心

日本情報処理検定協会主催　情報処理技能検定
（令和3年10月10日施行）

〈準1級〉齋藤　蒼憂
〈2級〉石井　綾奈　松崎　碧流
〈3級〉中根　陽翔　津崎　優美



　令和3年（辛丑年）は、歴史に残る大惨事というべき新型コロナウイルス感染症が全世界を巻き込ん
で人類に警鐘を鳴らし続け、緊急事態宣言が解除されてもなお感染者の増加にパンデミックの危機が
続いた年でした。苦難の中で培った国民の考え方にも変化が生じ、幸せに生きるためにはいったい何
が一番大切なのか、あらためて考え直すことが多くなることでしょう。
　学校等教育関係では、緊急事態宣言を始め、コロナウイルス感染拡大防止等の対応として、登校は
もちろんのこと対面授業ができず、オンラインによるネット授業が中心となり、人との関わり・繋が
りが薄れ、加えて行事においても中止または延期等の措置となった年でした。近年、未来を担う若者
や子ども達に「資質と能力」を開発して識字率を伸ばす活動が始まっています。数学や化学的リテラ
シーはトップの成績を維持しているはずが読解力や語彙力は他国に劣る日本、スマホやパソコンの普
及から漢字変換ができても書けない現実は大人の世界も同じではないでしょうか。観察力を養い「先
人に学ぶ」読書が注目されそうです。
　2022年度より学習指導要領の改訂
により、高等学校の「総合的な学習の
時間」が「総合的な探究の時間」に変わ
ります。第一目標は、横断的・総合的
な学習や探究的な学習を通して、自ら
課題を見付け、自ら学び、自ら考え、
主体的に判断し、よりよく問題を解決
する資質や能力を育成すると共に、学
び方やものの考え方を身に付け、問題
の解決や探究活動に主体的、創造的、
協同的に取り組む態度を育て、自己の
在り方生き方を考えることができる
ようにするという取り組みです。
　私学を取り巻く環境は年々厳しさを
増してきていますが、柏木学園では建
学の精神をより一層推進し、時代の変
化に柔軟に対応し、グローバル社会で
活躍できる人材の育成を実践してま
いります。
　2022年が皆様にとりまして幸多き年
でありますよう祈念しますと共に、今後
とも柏木学園への変わらぬご指導、お
力添えを賜りますようお願い申し上
げます。
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学校法人柏木学園　理事長　柏木照正学校法人柏木学園　理事長　柏木照正

2022年（令和4年）「壬寅（みずのえ・とら）」2022年（令和4年）「壬寅（みずのえ・とら）」

新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます
今年一年が皆様にとりまして素晴らしい一年になりますよう心からお祈り申し上げます今年一年が皆様にとりまして素晴らしい一年になりますよう心からお祈り申し上げます

2021年（令和3年）
11月15日発行
専門学校新聞より

令和4年1月 ～ 3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

1/11 始業式・PTA運営委員会

1/13 介護職員初任者研修

1/15 学校説明会⑩

1/17 推薦入試願書受付④（～ 20日）

1/18 介護職員初任者研修

1/19 卒業試験（～ 25日）

1/20 介護職員初任者研修

1/22 推薦入試④

1/25 介護職員初任者研修

1/26 学び場Jr（上和田中）

1/27 介護職員初任者研修

1/28 学び場Jr（大住中）

1/31 一般入試願書受付（～ 2/2）

2/1 介護職員初任者研修・学び場Jr（高倉中）

2/4 一般入試

2/5 秘書技能検定

2/6 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定

2/8 介護職員初任者研修

2/10 介護職員初任者研修・PTA運営委員会

2/14 検定特別授業（～ 18日）

2/19 中学２年生対象説明会①

2/20 全経簿記能力検定

2/21 期末テスト（～ 28日）
 日本語ワープロ・文書デザイン・
 パソコンスピード・情報処理技能・
 プレゼンテーション作成検定（～ 28日）

2/23 中学2年生対象説明会②

2/26 全経電卓計算能力検定

2/27 日商簿記検定

3/1 二次募集願書受付（～ 7日）・ 
 追再試日・介護職員初任者研修

3/2 追再試日

3/3 二次募集試験①・介護職員初任者研修

3/8 二次募集試験②・学期末補習（～ 10日）・
 介護職員初任者研修

3/10 介護職員初任者研修

3/11 卒業式

3/17 介護職員初任者研修修了式

3/24 大掃除

3/25 修了式

学　園　本　部
1/7 職員仕事始め
3/1 高等学校卒業式
3/11 専門学校・大和商業卒業式
3/12 幼稚園卒園式
3/28 役員会

1/3 預かり保育なし
1/4 月謝引き落とし日
1/4-6 冬季預かり保育
1/7 始業式・獅子舞・一日保育開始
1/11 シャボン玉ショー
1/12 お楽しみ会・懇談会
1/13 ケータリング（年長）（予定）
1/17 誕生日会（1月）
1/19 令和4年度体験保育
 在園児休園
1/21 早乙女先生講習会
1/22 幼稚園教育研究大会
1/24 避難訓練・地域開放ストレッチ②（予定）
1/25 スマイルクラブ⑥
1/31 地域開放ヨガ③（予定）
2/1 月謝引き落とし日・役員会（予定）
2/3 豆まき
2/4 午前保育
2/6 作品展
2/7 振替休園
2/8 誕生日会（2月）
2/10 お店屋さんごっこ
2/14-15 個人面談・午前保育
2/16 令和4年度一日入園及び教材渡し
 在園児休園
2/17-18 個人面談・午前保育
2/21 予算総会（予定）
2/22 ダディー＆マミー
 避難訓練
2/25 令和4年度2才児教室教材渡し
 令和4年度たんぽぽ組教材渡し
3/1 月謝引き落とし日・誕生日会（3月）
3/3 ひな祭り会
3/4 避難訓練
3/7 卒園式予行
3/8 お別れ会
3/9 懇談会（年長）
3/10 お別れ遠足
3/11 午前保育
3/12 卒園式
3/15 令和4年度進級園児月謝引き落とし日
 スマイルクラブ⑦
3/16 懇談会（年中・年少）
3/18 修了式・午前保育

研修センター

1/11 始業式

1/12 学力試験（1・2年）・
 3年授業開始・相談日

1/14 実用英語技能検定
 （1・2年アド・1年スタ情＋希望者）

1/15 大学入試共通テスト1日目

1/16 推薦入試インターネット出願開始（～18日）
 大学入試共通テスト2日目 

1/19 相談日

1/20 後援会役員会

1/21 午前中40分授業

1/22 推薦入試

1/24 一般入試インターネット出願開始（～28日）
 2年修学旅行（～26日）

1/26 相談日 

1/27 学費引き落とし（3か月分）

1/31-2/3 3年期末試験

2/2 相談日

2/4 日本漢字能力検定（任意）

2/5 実力診断テスト
 （1・2年アドバンス その他コースは任意）

2/9 一般入試準備・相談日

2/10 一般入試

2/16 相談日

2/17 後援会役員会

2/21 3学期期末試験日程発表

2/25 防災用品配付（3年）

2/28 卒業式準備
 3学期期末試験（1日目）

3/1 卒業式

3/2 相談日

3/2-4 3学期期末試験（2～ 4日目）

3/4 二次入試

3/7 試験予備日

3/8 試験返却・進路行事（1年）

3/9 相談日

3/15 学期末補習対象者発表

3/16-22 学期末補習期間

3/17 後援会役員会

3/23 相談日

3/24 修了式・大掃除（2限）

3/25 -31 学校閉鎖期間（春季休業）

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
1/18 （県委託訓練）1月生　職業人講話
 NPO法人都筑区民交流協会
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
 （県委託訓練）1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
1/31 （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
2/1 （県委託訓練）2月生　入校式
 パソコンスキルアップ科
 医療事務（医科・歯科）PC科
 介護職員初任者研修科
2/16 （県委託訓練）2月生　職業人講話
 株式会社アスモ介護サービス
2/21 （県委託訓練）2月生　職業人講話
 社会福祉法人緑樹会
3/1 （県委託訓練）1月生
 医科医療事務検定試験
3/17 （県委託訓練）1月生
 調剤事務検定試験
3/23 （県委託訓練）2月生
 医科医療事務検定試験
3/29 （県委託訓練）1月生
 介護事務検定試験
3/29 （県委託訓練）2月生　修了式
 パソコンスキルアップ科
 医療事務（医科・歯科）PC科
 介護職員初任者研修科
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

1/11 講義開始
1/14 県立保土ヶ谷高校留学生派遣
1/15 全経社会人常識マナー検定
1/16 全経BANTO認定試験
1/22 全経計算実務能力検定
 第7回オープンキャンパス
1/25-28 進級・卒業試験
1/31-2/25 検定授業週間
2/1-3 午後追試験
2/5 全経文書処理能力検定
2/6 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定
2/7 再試験者発表
2/9 午後再試験
2/16 特別試験者発表
2/20 全経簿記能力検定
2/25 短大大学併修説明会
2/26 全経電卓計算能力検定
2/27 日商簿記検定
2/28-3/17 進路活動週間
3/11 卒業式
3/12 全経社会人常識マナー検定（JapaneBasic）
3/18 修了式

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


