
　2022年（令和4年）（壬寅）も国内外で社会をゆるがす出来事がたくさんありました。１.新型コロナウイル
スの感染拡大から3年目を迎え、感染力の強い変異株「オミクロン株」が年明けから急速に拡大。少しずつマ
スクの着用・感染した際の待機期間・入国時の検査等が緩和され、コロナ対策と社会経済活動との両立を図
る動きが進み始めた。２.ロシアのウクライナ侵攻によって原油や穀物の供給が不安定になり、価格が上昇。
さらに「インフレ」が世界中で加速。３.世界各地で深刻な熱波や干ばつ、大雨・洪水や土砂崩れなど異常気
象が起きている。４.安倍元首相の銃撃事件。事件の衝撃の中で決まった国葬は反対者が増え、さらに「世界
平和統一家庭連合」と自民党の関係が浮上。５.イギリスのエリザベス女王の死去。70年7 ヶ月にわたりイギ
リスの君主としてもっとも長く在位。６.北朝鮮の弾道ミサイルが日本上空を通過した。2017年9月以来で不
安の声があがった。７.スポーツ界では日本人選手の目覚しい活躍の1年であった。
　2023年（令和5年）癸卯年は、これから成長する年だそうです。成功や成長というものが転ばない事にある
のではなく、転ぶ度に起き上がり続けること。視点を変えれば不可能が可能になり、自分自身の価値観を新
たに見出すことが出来る年です。
　癸卯の癸は「種子が計ることができるほどの大きさになり、春の間近でつぼみが花開く直前である」という
意味。「卯」はもともと「茂」という字が由来といわれ「春の訪れを感じる」という意味。また「卯」という字の
形が「門が開いている様子」を連想させることから「冬の門が開き、飛び出る」という意味があると言われて
います。この2つの組み合わせである癸卯には、「これまでの努力が花開き、実り始めること」といった縁起の
良さを表していると言えそうです。
　卯（うさぎ）は穏やかで温厚な性質であることから、「家内安全」。また、その跳躍する姿から「飛躍」、「向上」
を象徴するものとして親しまれてきました。他にも「植物の成長」という意味もあり、新しいことに挑戦する
のに最適な年とも言われています。
　2023年の癸卯は、今までの数年間から大きく「飛躍」し、私たちの生活が大きく「向上」する年になってほ
しいものです。
　2023年（令和5年）は新型コロナウイルス感染防止対策と経済活動の両立を果たせるかが鍵となり、感染拡
大が落ち着けば、個人消費も伸び景気の立ち直りは早まると考えられています。また経済や社会のデジタル
化への展開は加速し、働き方や企業戦略の変革をもたらす様々なビジネスモデルが見えてきそうです。
　私学を取り巻く環境は、年々厳しさを増してきています。私学は建学の精神の下、常に時代の進展と社会
の要請に対応した特色ある質の高い教育を展開し、取り組んできました。現在、長引くコロナ禍に加え国際
情勢の緊迫化により、急激に円安が進行するなど社会経済情勢が混乱の中で、少子高齢化が更に深刻化する
という厳しい状況に直面しています。このような先の見えない時代であればなおのこと、将来を担う子ども
達への教育がますます重要となります。
　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、社会で必要とされ即戦力として
活躍できる人材の育成を目指してまいります。そのためにも、まずは健康が第一です。健康であれば何でも
出来ます。2023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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今年一年が皆様にとりまして飛躍の年になりますように心よりお祈り申し上げます。今年一年が皆様にとりまして飛躍の年になりますように心よりお祈り申し上げます。

令和5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

1/10 始業式、PTA運営委員会

1/11 平常授業開始

1/12 介護職員初任者研修

1/14 学校説明会⑫

1/17 委員会の日、介護職員初任者研修

1/18-24 卒業試験

1/19 介護職員初任者研修

1/20 まなび場ジュニア（上鶴間中学校）

1/21 推薦B方式④

1/24 介護職員初任者研修

1/25-27 一般入試願書受付

2/3 一般入試（筆記）

2/4 一般入試（面接）

2/5 所得税法・消費税法能力検定

2/6 出前授業（藤塚中学校）

2/7 まなび場ジュニア（大野台中学校）、

 介護職員初任者研修

2/9 介護職員初任者研修、PTA運営委員

2/13-18 検定特別授業

2/14 まなび場ジュニア（高倉中学校）

2/18 中学２年生対象説明会①

2/19 全経簿記能力検定

2/20-27 期末試験

2/23 中学２年生対象説明会②

2/25 全経電卓計算能力検定

2/26 日商簿記検定

2/28 追再試日

3/2 介護職員初任者研修

3/3 学納金納入締切

3/6 二次募集試験①、復習授業（～8日）

3/7 二次募集試験②、介護職員初任者研修

3/8 二次募集試験③

3/9 介護職員初任者研修

3/10 卒業式

3/11 合格者説明会

3/14 介護職員初任者研修

3/16 介護職員初任者研修

3/17 介護職員初任者研修修了式

3/22 大掃除

3/24 修了式

学　園　本　部
1/10 職員仕事始め
3/1 高等学校卒業式
3/10 専門学校・大和商業卒業式
3/11 幼稚園卒園式
3/27 役員会

1/4 月謝引落日
1/10 始業式・獅子舞
1/11 お楽しみ会・懇談会
1/12 避難訓練
1/16 シャボン玉ショー
1/18 令和5年度体験保育
 在園児休園
1/21 幼稚園教育研究大会
1/23 誕生日会（1月）・地域開放ストレッチ
1/24 年長組クッキング保育
 スマイルクラブ
1/25 面談日
1/30 地域開放ヨガ
1/31 年長組ケータリング
2/1 月謝引落日・役員会
2/2 豆まき
2/3 午前保育
2/5 作品展
2/6 振替休園
2/7 誕生日会（2月）
2/9 お店屋さんごっこ
2/10 避難訓練
2/13 個人面談・午前保育
2/14 個人面談・午前保育
2/15 令和5年度一日入園及び教材渡し
 在園児休園
2/16 個人面談・午前保育
2/17 個人面談・午前保育
2/20 父母の会予算総会
2/21 年中組クッキング保育
2/22 ダディ＆マミー
2/27 令和5年度2歳児教室教材渡し
 令和5年度プレ保育教材渡し
2/28 年少組クッキング保育
3/1 月謝引落日・誕生日会（3月）
3/2 避難訓練
3/3 ひな祭り会
3/6 卒園式予行演習
3/7 お別れ会
3/8 年長組懇談会
3/9 お別れ遠足
3/10 午前保育
3/11 卒園式
3/14 スマイルクラブ
3/15 令和5年度進級園児月謝引落日
 年中組、年少組懇談会
3/20 修了式・午前保育
3/22-23 2才、プレ体験保育

研修センター

1/10 始業式
1/11 授業開始（３年）
 到達度テスト（1年）
 総合学力記述模試（アド）
 実力診断テスト（２年スタ・情）
1/12 授業開始（１・２年）
1/13 第3回実用英語技能検定
1/14-15 大学入学共通テスト
1/16-18 推薦入試インターネット出願
1/19 後援会役員会
1/20 午前授業
1/22 推薦入試
1/23 推薦入試合格発表（インターネット）
1/24-27 一般・オープン入試インターネット出願
1/27 学費引き落とし
1/31-2/3 期末試験（３年）
2/1-3 2年生修学旅行
2/6 試験予備日（３年） 
2/7 試験返却（３年） 
2/9 大掃除（３・４限） 
2/10 一般入試（筆記）  
2/11 オープン入試
 推薦合格者学力検査
 一般入試合格発表（インターネット） 
2/12 オープン入試合格発表（インターネット）   
2/15 学期末補習対象者発表（３年）
 卒業生を送る会 
2/16 後援会役員会
2/16-17 一般・オープン入試専願手続き
2/16-22 学期末補習（３年） 
2/20-22 ３年生卒業旅行 
2/24 防災用品配付、３年生登校日
2/27-28 期末試験（１･２年） 
2/28 ３年生登校日 
3/1 卒業式
3/1-2 一般・オープン入試併願手続き 
3/2 二次入試願書受付
3/2-3 期末試験（１･２年）
3/3 二次入試
3/6 試験予備日（１･２年）
 二次入試入学手続き
3/7-9 試験返却（１･２年） 
3/11 合格者説明会  
3/16 後援会役員会
 学期末補習対象者発表（1・2年）
3/17-22 学期末補習（1・2年）
3/24 修了式、大掃除（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
1/18 （県委託訓練）11月生
 調剤事務検定試験
1/30 （県委託訓練）11月生
 介護事務検定試験
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
2/3 （県委託訓練）1月生 職業人講話
 介護職員初任者研修科
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人緑樹会
2/6 （県委託訓練）1月生 職業人講話
 簿記パソコン事務科
 小林貢公認会計士事務所
2/22 （求職者支援訓練）2月生 入校式
 パソコンスキルアップ基礎科
 医療・調剤・介護事務PC科
 介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
3/1 （県委託訓練）1月生
 医科医療事務検定試験
3/7 （求職者支援訓練）2月生 職業人講話
 パソコンスキルアップ基礎科
 株式会社らいふ
3/16 （求職者支援訓練）2月生 職業人講話
 パソコンスキルアップ基礎科
 NPO法人都筑区民交流協会
 （求職者支援訓練）2月生 職業人講話
 医療・調剤・介護事務PC科
 株式会社ソラスト
 （県委託訓練）1月生
 調剤事務検定試験
3/22 （求職者支援訓練）2月生 職業人講話
 介護職員養成（初任者研修）科
 株式会社らいふ
 社会福祉法人緑樹会
3/30 （県委託訓練）1月生
 介護事務検定試験
3/31 （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
1/15 全経中小企業BANTO認定試験
1/18 調剤事務検定試験
1/20 第4期推薦・一般入試試験日
 県立保土ヶ谷高校留学生派遣
1/21 第7回オープンキャンパス
 全経社会人常識マナー検定
1/23-27 進級・卒業試験
1/27 介護事務検定試験
1/28 全経計算実務能力検定 
1/30-2/24 検定授業週間
1/30-2/1 午後追試
2/3 再試験者発表
2/4 全経文書処理能力検定
2/5 全経所得税法・法人税法・消費税法
 相続税法能力検定（2・3級のみ）
2/6-17 病院実習（医療情報学科1年生）
2/8 午後再試験
2/13 特別試験者発表
2/17 第5期推薦・一般入試試験日
2/19 全経簿記能力検定
2/24 大学併修説明会（PM）
2/25 全経電卓計算能力検定
2/26 日商簿記検定
2/27-3/16 進路活動週間
2/28 次年度学費納入締切日
3/1 医科医療事務検定試験
3/10 卒業式
3/11 全経社会人常識マナー検定（Japan Basic）
3/17 修了式
3/20 第6期推薦・一般入試試験日
3/26 医科医療事務管理士技能認定試験

○学園本部：金久保・清水　　○柏木高校：本田・川津　　○大和商業：友森
○柏木実業：伊藤（史）・座間・乾・小澤　　○幼 稚 園：髙田・大熊


