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修 学 旅 行

家庭科の調理実習

柏木学園高等学校

大和商業高等専修学校

外国人留学生スピーチコンテスト 入賞

お店やさんごっこ

－ 世界に目を向け大きく羽ばたけ －
学校法人柏木学園の都筑ヶ丘幼稚園、柏木実業専門学校、
大和商業高等専修学校、柏木学園高等学校の園児・生徒の
皆さん卒園・卒業おめでとうございます。保護者の皆様ご
卒園・ご卒業おめでとうございます。
卒園・卒業をする園児・生徒の皆さんの未来は努力次第
で素晴らしい将来が開けると思います。
園児の皆さんは幼稚園で過ごした経験をもとに早く小学
校の生活に馴染んでほしいと思います。
柏木学園高等学校・大和商業高等専修学校・柏木実業専
門学校の生徒の皆さんは大学、短大、専門学校、就職と自分
で決めた道を、今まで培った知識で自分の未来を切り開い
てほしいと思います。
韓国の平昌で、冬季オリンピックが（2月9日から2月25
日まで）開催されました。
各競技で日本人選手が大活躍をし、金・銀・銅メダルを
取得し、頑張っていました。
メダリスト達は様々なエピソードを持っていて、今回の
冬季オリンピックの最初のメダリストのフリースタイルス
キーモーグルの銅メダリストの原選手（20歳）は小学校の卒
業文集にオリンピック出場を書き記していたり、ジャンプ
とクロスカントリーで競う複合の渡部選手は「幼い頃より
長野県白馬村に育てられた」と地元に感謝していました。
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また、男子フィギュア銀メダリスト宇野選手は5歳の頃
中学生の浅田選手に「かわいいねフィギュアやらない？」と
誘われた事がきっかけでスケートを始め、銀メダルを獲得
に繋がって行ったとの事です。
オリンピックに出場した選手は幼少期よりその競技に取
り組み、世界をめざして努力を続けて来た結果が成果とし
て、メダルを獲得することが出来たのだと思います。
また、特に男子フィギュアの羽生選手は2 ヶ月前の怪我
を克服して2連覇を果たし、金メダルに輝きました。期待さ
れて期待通り優勝するのはとても強い精神力の持ち主であ
ると思います。
そして、500ｍのスピードスケート金メダルの小平選手は
自分がオリンピック新記録で走り終わった直後、会場が歓
声であふれていたとき、韓国のオリンピック２連覇をして
いる滑走者、イ・サンファ選手がスタートの準備に入って
いたので、唇の前に人差し指を立て観客に静粛にするよう
にアピールをしていた映像を見て、小平選手の心遣いや気
配りを感じ、小平選手の人間性に感銘を受けました。
卒業をする皆さんも、どのような場面でも他人に心配り
の出来る人になってほしいと思います。卒業して新たな環
境の中で、
「世界に目を向け大きく羽ばたいて」ほしいと思
います。

祝 卒業 －卒業生各賞受賞者－

卒業式が3月2日（金）に挙行された。各賞表彰者および3
年間皆勤・精勤者は以下の通り。
学園長賞
大友
学校長賞
日本私立中学高等学校連合会長賞

康平・塩谷
今泉
中村

全国高等学校定時制通信制教育振興会会長賞

由香
はづき
利弥

大塚

颯

〃
神奈川県高等学校定通教育振興会会長賞
全国商業高等学校協会表彰
御下賜金記念優良卒業生表彰
高校生新聞社賞・高文連連盟賞

根本
実奈
本間
颯
片岡 輝良々
袖子田 悠良
塩谷
由香

柏木学園高等学校後援会長賞

矢野

太晴

3年間皆勤者 平成30年2月22日現在
大友 康平・中村 利弥・鈴木 秀俊・松ノ下元龍
天利 佳奈・盛屋 来美・田村 直希・荒井 順也
片岡輝良々・佐藤 優太・根本 実奈
3年間精勤者 平成30年2月22日現在
角城 実咲・佐藤 栞汰・冨田 悠介・中山 和樹
西﨑
響・吉岡 侃汰・井口
拓・大川みなみ
岩見谷瑠偉・尾﨑 隆雅・矢野 太晴・吉﨑 玲於
阿久津秀斗・高梨紗也香・上重 秀人・笹間 大成
桒田 陽平・岡部 直也・沖田 悠紀・木村 将也
近藤 裕介・保田 瑞生・笹山 裕可・五十嵐和紀
大塚
颯・髙橋 聡司・青木 優馬・児玉
澪
三品 龍一

２学年沖縄修学旅行

1月30日（火）～ 2月2日（金）に
2学年の修学旅行が行われた。戦
争体験者の方の講和や体験学習、
タクシーを使った班別自由行動
による観光などを行い、充実した
4日間を過ごすことができた。特に3日目の平和講和では大
西正子さん（85）に沖縄戦の貴重な体験談をお話しいただき、
生徒たちは大西さんのまるで映画のような信じられない生
の体験談に真剣に耳を傾け戦争の悲惨さ恐ろしさ、命の尊
さについてそれぞれの胸で受け止め平和の大切さを今一度
考える大切な機会となった。

第7回YAMATOデザインコンペ優秀賞受賞！

大和市主催、第7回YAMATO
デザインコンペに、選択美術
の授業内で制作した作品98点
を 応 募 し た。そ の う ち、生 駒
遼我（1－I）が見事、優秀賞に
選ばれ、2月12日（祝・月）に行われた授賞式では賞金3万円
相当の金券を授与された。
また、入賞は逃したが、他にも11名の生徒の作品が1次審
査を通過し、2月7日（水）～ 12日（祝・月）の間、大和市文化
拠点シリウス1階ギャラリーに展示された。

教員の活躍

本校短歌書道部顧問濱谷美代子教諭が現代歌人百人一首
に選ばれた。以下の歌は濱谷教諭が山口県下関市壇ノ浦を
詠んだものである。
（短歌研究1月号掲載）

大戦をかたれる祖父の手をにぎり
芥よせくる波をみてゐる

短歌書道部活動報告

1月14日（日）に神奈川県立青少年センターで行われた神
奈川県高等学校総合文化祭総合閉会式において、本校短歌
書道部が教育長賞（吟詠剣詩舞部門）を、塩谷由香（3－C）
が相鉄賞を受賞した。
また、塩谷は今年度県高文連の生徒
委員長として、総合開会式、閉会式等
の企画・運営を、生徒委員70名の先頭
に立って成し遂げ、見事にその責を果
たした。

部活動・生徒の活躍
【バレーボール部】 1月28日（日）に行われた平成29年度神
奈川県バレーボール新人大会において県ベスト16の活躍を
みせた。
【バドミントン部】 1月7日（日）
、8日（祝・月）に行われた
平成29年度神奈川県北相地区バドミントン冬季大会ダブル
ス戦において、村井大輝（2－C）・斉藤音生（2－B）ペアが
ブロック準優勝、総合3位になった。また、その翌週行われ
た同大会シングルス戦において、村井大輝（2－C）が男子シ
ングルスで総合1位、斉藤音生（2－B）が総合5位、須藤倫太
朗が総合16位、川越菜央（2－2）が女子シングルスで総合7
位に輝いた。
【卓球部】 1月8日（祝・月）に行われた北相地区高校冬季卓
球大会において男子団体でベスト8となった。また、1月14
日（日）に行われた第9回横須賀オープン卓球大会高校団体
戦女子ハーフトーナメントにおいて準優勝を果たした。さ
らに1月20日（土）に行われた平成29年度平塚中高生オープ
ン大会において男子シングルスで佐藤佑樹（1－D）がベスト
16に、鈴木聖来（1－A）が女子シングルスで見事優勝を果た
した。
【俳句】 第36回高校文芸コンクール俳句の部において大内
祥真（2－B）が佳作に選ばれた。

進 路 報 告 －大学合格状況－
桜美林大学 ･･････････ 5名
神奈川大学 ･･････････ 5名
国士舘大学 ･･････････ 1名
駒沢大学 ････････････ 4名
松蔭大学 ････････････ 1名
湘南工科大学 ････････ 3名
創価大学 ････････････ 1名
多摩大学 ･･･････････ 13名
鶴見大学 ････････････ 2名
帝京大学 ････････････ 2名
東海大学 ････････････ 4名
東京工科大学 ････････ 1名
東京情報大学 ････････ 1名
東京福祉大学 ････････ 1名
東洋大学 ････････････ 3名
日本経済大学 ････････ 1名
日本体育大学 ････････ 1名
文化学園大学 ････････ 1名
明星大学 ････････････ 2名
横浜商科大学 ･･･････ 11名
横浜薬科大学 ････････ 1名

平成30年2月22日現在
神奈川工科大学･･････ 2名
関東学院大学････････ 5名
駒沢女子大学････････ 1名
相模女子大学････････ 5名
湘南医療大学････････ 1名
清和大学････････････ 1名
玉川大学････････････ 5名
千葉科学大学････････ 2名
帝京科学大学････････ 3名
桐蔭横浜大学････････ 3名
東京医療保健大学････ 2名
東京工芸大学････････ 3名
東京農業大学････････ 1名
東京富士大学････････ 3名
二松學舍大学････････ 1名
日本大学････････････ 9名
成蹊大学････････････ 1名
文教大学････････････ 6名
目白大学････････････ 1名
横浜美術大学････････ 1名
立正大学････････････ 1名
計42校 121名

柏木実業専門学校

研修センター

【卒業生各賞受賞者】
◆学園長賞

医療情報学科2年

深

◆学校長賞

情報ビジネス科2年

SINGH JYOTISHNA

◆高瀬賞

情報ビジネス科2年

THAPA BINITA

◆神奈川県専修学校

情報ビジネス科2年

SILWAL DINESH

医療情報学科2年

石

情報ビジネス科2年

SHRESTHA SUBIJAN

経営経理研究科2年

土

記

情報ビジネス科2年

BARDEWA ELINA

各種学校協会長賞

◆全国経理教育協会賞

◆全国経理教育協会検定表彰
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【神奈川県委託訓練「即戦力」3ヵ月コース】
1月5日（金）1月生入校式（1月5日～ 3月29日）ならびに、1月
31日（水）11月生（11月2日～ 1月31日）修了式がありました。修
了式には、関連する企業の方にご出席いただき、修了生への応
援の言葉をいただきました。
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医療情報学科2年

石

𣘺

文

書

処

理

医療情報学科1年

香

取

舞

電

卓

計

算

経営経理研究科2年

土

屋

愛

コンピュータ会計

情報ビジネス科2年

GHISING JEEVAN

𣘺

𣘺

【専各協会主催第29回外国人留学生スピーチコンテストで入賞】
1 月 24 日（水）に神奈川県立青少年センターホールで開
催された、外国人留学生スピーチコンテストに本校から
情 報 ビ ジ ネ ス 科 1 年Ｂ 組 の
NGUYEN TRONG BAO（ベ ト
ナム、早稲田言語学院横浜校出
身）
と情報ビジネス科1年Ｄ組の
SHERPA BUDDHI BAHDUR
（ネパール、仙台国際日本語学院出身）が参加しました。
NGUYEN TRONG BAO は『私の旅路』をテーマに、日
本に来る前から憧れていた日本一周の旅の途中でのポル
トガル人との出会いや広島の原爆ドームを訪れて今平和
で暮らせている幸せとこれからベトナムを日本と同じよ
うな平和で豊かな国にしたい
とスピーチしました。
SHERPA BUDDHI BHADUR
は
『私が歩いてきた道』をテー
マに、ネパールでの厳しい生
活環境から日本に来て感じた
ことを紹介し、見事「横浜商工会議所会頭賞」を受賞しま
した。日本に送り出してくれた両親や親戚・村の人たち
への感謝。さらにネパールの将来を背負うネパールの子
ども達に、自分が教えられること、貢献できることを日本
で学び、ネパールが今以上の発展を遂げるために努力し
たいとスピーチし、会場は大いに盛り上がりました。
【全国経理教育協会関東地方会主催 ボウリング大会 出場メンバー】
2 月 26 日（月）に全経関東地方会主催の第 14 回全関東ボ
ウリング大会が品川プリンスホテル・ボウリングセンター
で開催されました。本校からは団体の部に医療情報学科 1
年の 4 名が出場し小幡宙が個人優勝、団体では準優勝の成
績を修めました。応援ありがとうございました。

介護職員初任者研修科

簿記パソコン事務科

医療調剤介護事務・ＰＣ科

＜修了式 ご来賓紹介＞
株式会社エクシオジャパン アクア福祉グループ
常務取締役 社会福祉部 部長
小出直樹 様
パーソルテンプスタッフ株式会社
東日本第二営業本部 神奈川営業部
厚木オフィス マネージャー
安藤裕之 様
【公共職業訓練 授業風景】
研修センターでは企業等、実務の場で活躍されている職業
人による声も取り入れ、受講生を支援しています。訓練生は
キャリアチェンジでの再就職を目指し、日々真面目に取り組
んでいます。

医療調剤介護事務･ＰＣ科

【就職近況報告】

簿記パソコン事務科

介護職員初任者研修科

介護職員初任者研修科修了生
中根 裕介さん（平成 29 年 11 月修了生）
就職先
医療法人社団昌栄会相武台病院

通所リハビリテ―ションスタッフとして勤務しています。
日々笑顔でご利用者様に寄り添い、向きあう事を心掛けてい
ます。これから実務経験を積み、更に上位の資格にも挑戦し
たいです。

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。

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

大和商業 平成29年度卒業式
卒業生の皆さん、保護者の皆様、ご卒業
おめでとうございます。この 3 年間楽し
かったこと、つらかったこと、様々なこと
があったと思いますが、大和商業を卒業
したことをこれからは誇りに思ってほし
いと願っています。なぜなら皆さん全員
がこの３年間、勉強、部活、検定、行事等
に全力をつくしてきたからです。卒業後
の人生、困難にぶつかることもあるでしょ
う。その時は大和商業で頑張ってきたこ
とを思い出してください。立ち向かって
いけるはずです。また、保護者の皆様、３
年間、本校の教育活動にご協力いただき
ましたことを心より感謝申し上げます。
（学年主任

大友

卒業生各賞受賞者
○学園長賞
○学校長賞

遠藤
端山

翔真
泰平

○全国経理教育協会検定表彰

あかね）

新たなスタートへ。ついこの間のように感じる入学式は、あっという間に過ぎ、気が付
けば目の前に卒業の 2 文字が。今、思い返して見ると色々なことがありました。楽しい時も
辛い時も、仲間と共に過ごしてきたこの 3 年間の経験は、一人ひとりの新しいステージで、
きっと役に立つことでしょう。まだまだ分からないことが多く、まだ未知の世界への不安
はありますが、今までの経験を次の一歩への糧として進んで行きます。いつも優しく、時
には厳しく指導してくださった先生方、本当に有り難うございました。私たちは大和商業
の記憶を胸に、これからも成長し続けます。
（卒業生代表 小林 將貴）
先輩方、ご卒業おめでとうございます。私たちが、先輩方と一緒に過ごしたのは、2 年間
という短い時間ではありましたが、とても多くのことを学びました。体育祭や文化祭など
で、分からないことがあった時は優しく、でも優しい中にも厳しさがあり、とても頼りに
なる憧れの先輩方でした。スポーツ文化デーの時では、最後まで必死になって頑張ってい
る姿はとても印象的でした。そこで、諦めなければ夢は叶うということを実感させられま
した。いつも先輩方を見て学ぶことばかりでした。先輩方が卒業されるのは寂しいことも
ありますが、先輩方の守ってきた伝統をしっかり受け継ぎたいと思います。先輩方、どう
かご安心ください。先輩方のご活躍を心から願っています。
（在校生代表 岡崎 優弥）

○東京都産業教育振興会 会長賞
安達 和希
○高瀬賞
鈴木 健太
○全国経理教育協会賞
諸星 彩斗
○全国高等専修学校協会長賞
鈴木
航
・簿記
・所得税法

平成30年３月9日（金）

手塚
沖野

匠
太郎

○全国高等専修学校協会
スポーツ奨励賞
大橋 快冬

○神奈川県専修学校各種
学校協会長賞
小林 瑛基

○NPO法人高等専修学校
教育支援協会賞
對馬 泉灯

○職業教育・キャリア教育
財団学習者表彰
平田 琉星

・電卓計算
・法人税法

鈴木
飯田

拓馬
悠斗

・計算実務
・コンピューター会計

伊藤
松本

奏流
大雅

1 学年大学見学会・体験講義
12 月 19 日（火）に和光大学で、1 学年大学見学会・体験講義を行いました。大学の
魅力や、学部学科について知ることができ、また自分自身の進路を決定する上で、情
報を集めたり調べたりすることの大切さを学んできました。なお、今回の目的は、
①大学とはどのような場所であるか、②本校の卒業生はどのように活躍しているか、
③本校で学習する内容が、今後社会と結びつくことになるのか、の 3 つの観点から実
施しました。生徒たちにとって、実りある進路活動の一歩となりました。

３学年映画鑑賞教室

ボウリング大会

今年度も昨年度に引き続き、3 月 1 日（木）に、横浜市西区
のイオンシネマみなとみらいにおいて、3 学年映画鑑賞教室
が行われました。今年度の鑑賞作品は「ジオストーム」で、
生徒たちは鑑賞作品のストーリーや映像、音響等のすばら
しさを堪能しました。また、卒業を前にして、学年の連帯感
を高めるとともに、教員・生徒相互の友好を深めることが
できました。

2 月 26 日（月）
、品川プリンスホテルにて、全国経理教育協
会主催、第 14 回全関東ボウリング大会が開催されました。
本校からは、1・2 年で構成された 1 チーム 4 名のボウリング
部員が出場し団体で 3 位となりました。参加メンバーは以下
の通りです。
＜2 年＞ 奈良 優輝、二瓶 佑麻、二瓶 寿麻
＜1 年＞ 土屋 小太朗

平成 29 年度

３学年

進路状況（平成 30 年２月現在）

大学
（15 名）

横浜商科大学 商学部商学科
横浜商科大学 商学部経営情報学科
多摩大学 経営情報学部経営情報学科
多摩大学 グローバルスタディーズ学部
和光大学 経済経営学部経営学科
和光大学 経済経営学部経済学科
ルーテル学院大学 総合人間学部人間福祉心理学科
東京福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科
聖セシリア女子短期大学 幼児教育学科

専門学校
（18 名）

聖ヶ丘教育福祉専門学校
日産横浜自動車大学校
日本外国語専門学校 他

就職
（21 名）

航空自衛隊、陸上自衛隊、オーケイ株式会社
株式会社ユニカフェ、太平食品加工株式会社

他

2月1日
（木）

1月15日（月）
バザー実行委員の皆様や本部役員の皆様のご協力
で、今年もテレビなどで大活躍の杉山兄弟が来園し
てくれました。子どもたちは様々な大きさや形、そし
て沢山のシャボン玉に大興奮でした!!

こ の 日 は 年 に1回 幼 稚 園 に 鬼 が
やってくる日です。今年も鬼の登場
に、子どもたちは元気いっぱい「おには～そと！ふく
は～うち！」と豆を投げていました。各学年で製作し
たお面を付け、手作りのマスを持ち、鬼退治をしま
した。
当日は、たんぽぽ組や保育園を含む未就園児の方、
川和小学校の1年生が大勢参加してくれました。

2月8日（木）
「いらっしゃいませ～！」と元気な掛け声が園

2月4日（日）

寒い中、たくさんの方にお越し頂き、ありが
とうございました。入園、進級した子どもたち
が4月から1年間取り組んできた絵画や製作物
を飾りました。
ホールでの工作コーナーも大人気でした！紙
コップのけん玉や万華鏡などを親子で協力して
楽しんで作っている姿も見られました。
先生たちによるコーンスープやポン菓子も大
好評でした。
子どもたちの成長が感じられる1日になりま
した。

賞状授与者

卒 園 児
３年皆勤
２年皆勤
１年皆勤

... 112名
...... 6名
...... 9名
... 20名

精
勤
親子二代卒園
園児３人卒園
園児 4人卒園

... 11名
...... 4名
...... 5名
...... 1名

内に響きわたった1日。各クラスこの日の為に、
お店の品物を一生懸命作ってきました。品物が
売れるたびに、嬉しそうな表情をする子どもた
ち。お客さんの子どもたちも買い物カバンいっ
ぱいに上手にお買い物が出来て、楽しい1日とな
りました。また、たんぽぽ組、未就園児の方も
来園しました。

3月2日
（金）

各学年で作ったおひなさまを紹介し先生たちによ
る劇を観て、楽しく過ごしました。お部屋ではひなあ
られのおやつでお祝いしました。

年 中

２年皆勤 ...... 6名
１年皆勤 ... 13名
精
勤 ... 13名

年 少

１年皆勤 ...... 9名
精
勤 ...... 7名

ご卒業おめでとうございます
弥生の侯、花のつぼみもほころび始めました。会員
の皆さまには、日頃よりお世話になっております。
3 年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。この
柏木学園高等学校で過ごした 3 年間は、これからの長
い人生の中のたった 3 年間かもしれませんが、
「青春時
代」という人生の中のとても大 切な時期であります。
今後皆さんが進む道がそれぞれ違っても、友達と共に
笑い、泣き、悩み、勉強や部活動、文化祭や体育祭と目
標に向かって進み、それを成し遂げた喜びを一緒に味
わったことを、良き思い出として心に刻んでください。
保護者の皆さま、お子さまのご卒業おめでとうござ
います。子ども達の大きく成長した姿を嬉しくも少し

人間関係の基本
昨年 NHK で 放映された朝ドラの「ひよっこ」、主 演
の有村架純が演じた地方の農村の高校生が卒業後に
集団就職で上京して住込みで働く。彼女たちの給料の
大半は故郷の親に送金し、たまにとれた休日には帰っ
て家の仕事を手伝う。50 年も前の物語ではあるが、ド
ラマ上の珍しい話ではない。当時、地方の多くの中高
校生は卒業後に、学生服やセーラー服のまま上京し、
住込みで働いて家計を助けたのである。そしてそれが
日本経済の高度成長を支えたのだ。
半世紀の間に見違えるほど豊かな学歴社会となり、
学資は親が負担するのは当然のこととなった。自分た
ちの苦労を忘れても、子のために尽くすのも親心であ
る。でも高い学歴はより人の気持ちが理解できなけれ

祝

卒業

早春の候 この善き日を迎えられ、卒業生の皆さん、
保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。この三
年間、卒業生の皆さんは、実習や授業を通してたくさ
んの資格を取得しました。また、学校行事やクラブ活
動で活躍し、素晴らしい思い出を作ることが出来まし
た。これは、皆さんがくじけそうな時、いつも励まし導
いてくださった校長先生や諸先生方、保護者の皆様の
お力添えがあったからだと思います。4 月からは自分
で決めた道を歩んでいく皆さん、
「その輝かしい未来に

感 謝の気 持 ち
明るい日差しに少しずつ春の気配を感じられる季節
となりました。
年長組のみなさん、保護者の皆様、ご卒園おめでと
うございます。入園当時は泣いてばかりで離れず、身
支度にも時間がかかり、先生の手をお借りすることも
多かった子どもたちですが、この三年間で自分の事は
自分でできるようになり、先生のお手伝いもでき、困っ
ているお友達を助けてあげられるような、強くたくま
しく成長しました。四月からは安心して一年生を迎え
ることができると思います。これも先生方の熱心で温
かいご指導があってこそだと思っております。
年少・年中組のみなさんはこれから一つ上の学年へ
と進み、新しい環境となりますが、毎日を楽しく笑顔
で過ごしてほしいと思います。

柏木学園高等学校後援会
寂しく感じていらっしゃるのではないでしょうか。ご
家庭での多大なサポートがあってこその、成長だと思
います。大変お疲れ様でした。
1、2 年生はひとつ上の学年への進級となります。こ
れまで学習してきたことを生かし、更なる成長ができ
るよう頑張ってくださいね。
新しい年度に向け、後援会も新たな体制で子ども達
のサポートをしていきたいと思います。今後ともご理
解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
後援会会長

沖田

恵子

柏木実業専門学校教育交流会
ば何にもならない。
「親に心配かけない」
「親に感謝する」等は、今更当た
り前の古い道徳ではない。それは「人間関係のイロハ」
なのだ。どんなに優秀で仕事が出来ても、その人間が
親を大切にしていなければ信用されない。世間は甘く
なくどこかで見ているのだ。
人工頭脳が現実化されている一方で、高齢化や介護
が大きな社会問題となっている現在「親に感謝し、報
いる」という「人間関係の基礎」を、学生諸君は卒業に
当って先ず実感して欲しいと思う。

教育交流会会長

中川

光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
幸多かれ！」と祈っております。
今 年 度 のＰＴＡ活 動も残りわずかとなりました。5
月の総会までサポートさせて頂きます。最後に保護者
の皆様、ＰＴＡ役員の皆様、校長先生や諸先生方、ＰＴ
Ａ活動にご協力頂きありがとうございました。これか
らも引き続き、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
三年ＰＴＡ役員代表

伊藤由紀子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
また保護者の皆様には父母の会活動へのご理解とご
協力に感謝すると共に、行事等に参加していただく事
の大切さを改めて感じる事ができました。
そして今年度、さまざまな活動の中でいつもやさし
く対応してくださった先生方や、一番近くで私を支え
助けてくれた本部の仲間たちがいてくれた事はとても
心強く、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありが
とうございました。
これからも都筑ヶ丘幼稚園で子どもたちが、たくさ
んの笑顔に溢れ元気に過ごせるよう願っております。
父母の会会長

小菅

智美

平成30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

2/28-3/6 期末試験（1・2年）

3/2

第 4 期推薦・一般入試

3/2

卒業証書授与式

3/9

卒業式・卒業記念パーティー

3/7

試験予備日・相談日

3/8

試験返却

3/14 入学者説明会

3/14-20 学年行事（1・2年）
3/14 相談日
3/15 後援会役員会

大和商業高等専修学校
3/1

介護職員初任者研修㉕
3 学年映画鑑賞会

3/5-8 3 学年卒業式練習
3/6

3/19 第 5 期一般入試

二次試験①
卒業生を送る会（予定）

3/7

委員会の日

4/5

入学式

3/7- 8 1・2 学年卒業式練習

4/6

3/16 修了式

始業式・対面式

3/8

卒業式予行練習

3/22 修了式

4/9-13 オリエンテーション

3/9

卒業式

3/23 生徒春季休業開始

4/13 健康診断（終日）

3/12 防災訓練②

4/5

始業式

4/16 講義開始

4/6

入学式
2・3年生徒自宅学習

4/22 産能大科目修得試験

3/16 合格者説明会

4/10 健康診断（1年）
尿検査（1年、1回目）
自己発見リサーチ（2年）

4/24 進路フェスタ

4/17 尿検査（2・3年、1回目）
尿検査（1年、2回目）
4/18 相談日
4/21 総合学力マーク模試
（3年アド・他任意）
4/22-23 1年宿泊研修
4/23 社会見学（2・3年）
4/24 健康診断（2・3年）
尿検査（2・3年、2回目）
1年代休

3/15 介護職員初任者研修㉗
介護職員初任者研修筆記試験

5/26 第 1 回オープンキャンパス

3/16 二次試験②

3/6-9（県委託訓練）
1 月生 介護実習
サンホーム鶴間
ひまわりの郷
わかたけ青葉／和喜園
グリーンライフ湘南
3/27 （県委託訓練）1 月生
調剤事務検定試験
3/28 （県委託訓練）1 月生
介護事務検定試験
3/29 （県委託訓練）

4/25 相談日

簿記パソコン事務科

4/26 後援会役員会

医療・調剤・介護事務ＰＣ科

5/1-31 3年進路面談開始

介護職員初任者研修科

5/2

1 月生

尿検査（3回目・再検査）

5/9 生徒総会・相談日
5/12 後援会総会・役員会

3/14 入学者説明会

5/19 全経電卓計算能力検定

4/11 基礎力診断試験（1・2年） 5/27 全経簿記能力検定
実力判定試験（3年）
研修センター
相談日
4/12 授業開始

3/13 介護職員初任者研修㉖
進路体験フェアー

修了式

4/19 （求職者支援訓練）
医療・調剤・介護事務ＰＣ科

3/19 介護職員初任者研修㉘
介護職員初任者研修修了式
3/22 大掃除
3/23 修了式
4/5

入学式・写真撮影

4/6

始業式・対面式・写真撮影

4/6-10 個人写真
4/9

新入生歓迎会

4/10 教科書販売・時間割発表
4/11 健康診断（ＡＭ）
4/12-13 1 学年オリエンテーション
4/13 2・3 学年オリエンテーション
4/19 PTA 運営委員会・監査
4/23 委員会の日
4/23-27 あいさつ週間
4/26 歯科検診
5/11 生徒総会
5/15 委員会の日
5/19 電卓検定

5/15 衣替え

介護職員養成（初任者研修）科

5/23 体育祭

5/16 相談日

4 月生

5/24 体育祭予備日

5/22-25 中間試験

入校式

5/16 （求職者支援訓練）

5/27 全経簿記検定

5/23 相談日

医療・調剤・介護事務ＰＣ科

5/29-6/1 中間テスト

5/26 後援会バス研修旅行

5 月生

5/31 PTA 総会

入校式

都筑ケ丘幼稚園
3/1
3/2
3/5
3/6

お別れ会・月謝引き落とし日
ひな祭り会
卒園式予行練習
誕生日会（3 月）
・避難訓練
プレ保育たんぽぽ組
3/7
懇談会（年長）
、掃除（年長）
3/8
お別れ遠足（年長）
プレ保育たんぽぽ組
午前保育・プレ保育たんぽぽ組
3/9
3/10 卒園式
3/12 園外保育（年中）
3/13 スマイルクラブ
たんぽぽ組お別れ会
3/14 懇談会（年中・年少）
3/15-16 たんぽぽ組
3/16 園外保育（年少）
3/19 平成 30 年たんぽぽ組体験保育
3/20 修了式・午前保育
3/21 春分の日 休園
3/22-23 平成 30 年たんぽぽ組体験保育
4/6
始業式・午前保育
4/7
入園式
4/9
懇談会（年長）
・午前保育
4/10 懇談会（年少）
・午前保育
4/11 懇談会（年中）
・午前保育
4/12-13 午前保育
4/16 午前保育
4/17 進級写真（年長）
・午前保育
4/18 午前保育
・一日保育開始
4/19 進級写真（年中）
4/23 対面式・役員会
たんぽぽ組入園式（火）
4/24 誕生日会（4 月）
4/26 たんぽぽ組入園式（木）
4/27 たんぽぽ組入園式（金）
5/8
参観日（年長）
5/9
参観日（年少）
5/10 参観日（年中）
5/14 内科検診
5/15 役員会
5/18 クッキング保育（年長）
5/21 内科検診
5/22 総会・避難訓練
5/24 歯科検診
5/26 親児の会
5/28 お楽しみ会
5/29 誕生日会（5 月）
5/31 歯科検診

学

園

本

部

3/2
高等学校卒業式
3/9
専門学校・大和商業卒業式
3/10 幼稚園卒園式
3/26 役員会
4/2
辞令交付式
4/5
専門学校・大和商業入学式
4/6
高等学校入学式
4/7
幼稚園入園式
5/中旬 現況調査
5/30 役員会

○学園本部：高村・金久保

○柏木高校：矢崎・川津

○柏木実業：伊藤（史）・新美・柏木

○幼 稚 園：中世古・栁・水野・柴村・山延・南・西山・笠井・古郡・稲井・加納

○大和商業：天野・大石・坂場・吉田・平田・永田

