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　本年は辛丑（かのと　うし）で、十二支では丑年となります。
丑は植物の芽がまだ種の中で眠る状態で、物事を始めることで
伸びやすくなる一年となります。牛は古くから酪農や農業で人
間を助けてくれた大切な動物でした。大変な農作業を最後まで
手伝ってくれる働きぶりから、丑年は「我慢(耐える)」、「これか
ら発展する前触れ（目が出る）」というような年になると言われ
ています。堅実な努力を重ねることは難しいですが、目標に向
かって頑張れる2021年にしたいですね。前回の辛丑年である60
年前の1961年は、日本では小児まひ（ポリオ）が流行しワクチン
を旧ソ連やカナダから緊急輸入した年であり、海外では東西ド
イツの間にベルリンの壁が出現した年でした。
　昨年2020年を振り返り大きなニュースがありました。日本の
スーパーコンピューター「富岳」が世界一に。将棋の高校生棋士、
藤井聡太さん（18）が7月に棋聖、8月に王位の2冠を最年少記録
で獲得。香港の1国2制度が崩壊の危機。夏の九州、各地に被害を
もたらした大雨から一転、41．1度という記録的猛暑。7年9か月
ぶりに安倍晋三氏から菅義偉氏に首相交代。波乱のアメリカ大
統領選。新型コロナウイルス大流行。東京オリンピック・パラ
リンピックの延期等です。
　中国武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の感染
が世界中に広がっています。未曾有の大変革を迎えた2020年。
新型コロナウイルスの蔓延により、私たちの生活は大きく変わ
ることを余儀なくされました。古代ローマの歴史家が残した言
葉で「歴史は繰り返す」とあります。約100年前に世界中で大流
行したスペイン風邪に続いて、昨年新型コロナウイルスが世界
中で猛威を振るい続けてきた恐怖は計り知れません。日本では
2月のクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号内の集団感染。3
月以降は一気に蔓延、そこで政府は4月7日に七都府県、16日に
は全国に緊急事態宣言を発令。5月25日に解除。学校は6月から
徐々に再開校し時差通学の対応と対面型の授業を再開、改めて
対面型授業の重要性を再認識しました。そしてICTを活用した
オンライン授業の活用においてもITの授業の必要性を再確認
したものであります。また、この49日間は前代未聞の外出自粛
要請や都道府県をまたいだ移動の自粛要請、事業所では在宅勤
務、時差出勤などで三密を回避する対応がとられました。これ
でテレワークが一気に普及し日常生活が著しく変化しました。
コロナ対策により社会に変革の波が起きましたが、経済損失か
らの復調は厳しく、各業種により復調には3～ 5年の期間が必
要とも言われています。
　新型コロナウイルスの大流行により多くの人命が失われ、現在
も世界中で感染症の病気と戦っている真っただ中にあります。
新型コロナウイルスの感染は、人の対面を制限し、同時にもの
の動きを抑制しました。その結果、物流が制限されグローバル

戦略を展開する産業に多大な損害を与えています。とりわけ人
の移動が制限されたことによる交通機関・宿泊施設への影響は
長引きそうです。
　その影響は今年も各所で尾を引くでしょう。先の見えない不
安の中、今年は新型コロナウイルスの新治療法（有効なワクチ
ンと治療法）の開発など少しづつ明るい展望が見え始め、重い
空気も徐々に晴れてくれるでしょう。
　新型コロナ危機後に世界経済の激変が予測される中、世の中
の動きに振り回されないよう、一人一人が自分の生き方や価値
観をもう一度見直し、心の安定を図る必要があります。
　本年2021年はかつて経験したことのない混乱の中で、待望の
東京オリンピック・パラリンピックが開催される予定です。予
断を許しませんが、幾多の混乱を乗り越えて世界中から大勢の
人が訪れ、ボランティア活動が活発化する年となります。いざ
開催となれば、メダル獲得への熱い戦いが連日展開され人々の
心に勇気と感動を与えてくれることでしょう。また、東日本大
震災の発生から十年目を迎える被災地では、「復興五輪」をス
ローガンに、野球やサッカーなどの競技が行われます。自然豊
かな観光地、工芸品や特産品を国内外にアピールするチャンス
となり、本格的な復活に向けて歩み進めることでしょう。
　自然災害はいつどこで起こるかわかりません。自分の住む地
域は大丈夫だと油断せず、普段からしっかり備えておきましょ
う。「今、何をすべきか」考えましょう。
　健康への関心が例年以上に高まる傾向です。「自分の身は自分
で守る」と自覚する人が増え、免疫力アップのために食生活を
工夫したり、ウォーキング等スポーツを始めたりする人が多く
なることでしょう。
　新しい生活様式として、一人一人の基本的感染対策として、
ソーシャルディスタンス（社会的・身体的距離）の確保・マス
クの着用・手洗いがあげられ、日常生活を営む上での基本的生
活習慣としては、検温・手洗いうがい・手指消毒・咳エチケット・
換気・三密（密閉、密集、密接）の回避です。
　人類は有史以来、さまざまなウイルスや感染症との闘いを続
けて参りました。現在の感染症との闘いがどうなっていくのか、
現時点では全く予測がつきませんが、人類はその都度、苦難を
乗り越えてまいりましたし、今回もそうなると信じています。
乗り越えた先の未来に一層の飛躍をするために、この状況をさ
まざまな事柄を見直すチャンスと捉え、学園としましても前向
きに活躍していく所存ですので、皆様方には引き続きご理解と
ご協力をお願いいたします。
　2021年が皆様にとりまして喜びと幸せに満ち溢れた素晴らし
い年になりますよう心からお祈り申し上げます。
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令和3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

1/8 始業式

1/12 介護職員初任者研修

1/14 介護職員初任者研修

1/16 学校説明会⑩

1/18 推薦入試願書受付④（～ 21日）

1/19 卒業試験（～ 22日）・介護職員初任者研修

1/21 介護職員初任者研修

1/23 推薦入試④

1/25 学び場Ｊｒ（渋谷中）

1/26 介護職員初任者研修・学び場Ｊｒ（大住中）

1/28 介護職員初任者研修

2/1 一般入試願書受付（～ 4日）

2/2 介護職員初任者研修

2/4 介護職員初任者研修・学び場Ｊｒ（土沢中）
 ＰＴＡ運営委員会

2/6 一般入試

2/7 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定

2/8 学び場Ｊｒ（長後中）

2/15 検定特別授業（～ 19日）

2/21 全経簿記能力検定

2/22 期末テスト（～ 3/1日）

 ワープロ・デザイン・スピード・

 情報処理・プレゼン検定（～ 3/1日）

2/23 中学2年生対象説明会①

2/26 卒業生を送る会

2/27 全経電卓計算能力検定

2/28 日商簿記検定

3/1 二次募集願書受付（～ 8日）

3/2 追再試日・介護職員初任者研修

3/3 追再試日・成績処理日

3/4 介護職員初任者研修・二次募集①

3/8 学期末補習（～ 10日）

3/9 介護職員初任者研修・二次募集②

3/12 卒業式

3/13 中学2年生対象説明会②

3/16 介護職員初任者研修

3/17 介護職員初任者研修

3/19 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
3/12 専門学校・大和商業卒業式
3/13 幼稚園卒園式
3/26 役員会

1/4 月謝引き落とし日
 預かり保育開始
1/7 始業式・獅子舞
1/12 バザー収益シャボン玉ショー
1/13 お楽しみ会・懇談会（年長）
1/18 誕生日会（1月）
1/19 父母の会OGによる演奏会
1/20 令和3年度体験保育・在園児休園
1/23 幼稚園教育研究大会
1/26 スマイルクラブ
1/27 令和3年度2歳児教室
 たんぽぽ組教材渡し
2/1 月謝引き落とし日
2/2 豆まき（予定）
2/5 午前保育
2/7 作品展
2/8 作品展振替休日
2/9 誕生日会（2月）
2/12 お店屋さんごっこ（予定）
2/16-19 個人面談・午前保育
2/22 バザー収益シャボン玉ショー （予備日）
2/24 令和3年度一日入園及び教材渡し
 在園児休園
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
3/9 お別れ会
3/10 懇談会（年長）
3/11 お別れ遠足（予定）
3/12 午前保育
3/13 卒園式・謝恩会
3/15 令和3年度進級園児月謝引き落とし日
3/16 スマイルクラブ
3/17 懇談会（年中・年少）
3/19 修了式・午前保育

研修センター

1/8 始業式
1/12 基礎力診断テスト（1・2年スタ情），
 実力診断テスト（2年アド），3年授業開始
1/13 1・2年授業開始　相談日
1/14 後援会役員会
1/16 大学入学共通テスト①1日目
1/17 大学入学共通テスト①2日目
1/19 3年期末試験日程発表
1/20 相談日
1/21 40分授業　入試準備
1/22 推薦入試
 生徒自宅学習日
1/23 実用英語技能検定（1・2年アド＋希望者）
1/26-29 3年生期末試験
1/27 学費引落し（3か月分）
 相談日
1/28 漢字検定（任意）
1/30 大学入学共通テスト②1日目
 総合学力（1年アド）スタ・情任意
1/31 大学入学共通テスト②2日目
2/1 試験予備日（3年）
2/2 試験返却（3年）
2/3 相談日
2/9 一般入試準備　
 大掃除（３・４限）
2/10 一般入試A
 生徒自宅学習日
2/11 一般入試A
2/12 一般入試B　推薦学力検査　
 生徒自宅学習日
2/13 大学入試共通テスト特例追試1日目
 共通テスト対策（2年アド）スタ・情任意
2/14 大学入試共通テスト特例追試２日目
2/15 学期末補習対象者発表（3年）
2/16 学期末補習期間（3年）（～ 21日）
2/17 相談日
2/18 後援会役員会
2/19 防災用品配布（3年）
2/22 期末試験日程発表（１・２年）
2/24 相談日
2/26 卒業式準備
2/28 日商簿記検定
3/1 卒業式
3/2-5 1・2年期末試験
3/3 相談日
3/8 試験予備日（1・2年）
3/9 試験返却（1・2年）
3/10 相談日
3/13 合格者説明会(AM)  アドバンス学力検査(PM)
3/15 学期末補習対象者発表（1・2年）
3/16 学期末補習期間（～ 22日）
3/17 相談日
3/18 進路行事（1年）　後援会役員会
3/19 進路行事（2年）
3/23 大掃除
3/24 修了式・LHR（2限）

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
1/12 （県委託訓練）1月生　職業人講話
 西迫会計事務所
1/13 （求職者支援訓練）10月生　修了式
 パソコンスキルアップ基礎科
1/19 （県委託訓練）11月生
 調剤事務検定試験
1/28 （県委託訓練）11月生
 介護事務検定試験
1/29 （県委託訓練）11月生　修了式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・ＰＣ科
 介護職員初任者研修科
2/17 （求職者支援訓練）2月生　入校式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 パソコンスキルアップ基礎科
2/24 （求職者支援訓練）2月生　職業人講話
 株式会社エクシオジャパン
2/25 （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 
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
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

1/8 講義開始
1/16 全経社会人常識マナー検定
1/17 全経BANTO認定試験
1/19 調剤事務検定試験
1/19-25 進級・卒業試験
1/23 全経計算実務能力検定
 第7回オープンキャンパス
1/26-28 午後追試
1/26-2/26 検定授業週間
1/27 医科医療事務検定試験
1/28 介護事務検定試験
1/31 産能大会場型科目修得試験
2/1 再試験者発表
2/3 午後再試験
2/5 第３期推薦・一般入試
2/6 全経文書処理能力検定
2/7 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定
2/10 特別試験者発表
2/14 サービス接遇検定
2/21 全経簿記能力検定
2/26 短大大学併修説明会
2/27 全経電卓計算能力検定
2/28 日商簿記検定
3/1-3/22 進路活動週間
3/5 第４期一般入試
3/12 卒業式
3/13 全経社会人常識マナー検定（JapaneBasic）
3/22 修了式、第５期一般入試

○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


