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三 送 会

柏木学園高等学校

スポーツ 文 化 デ ー

大和商業高等専修学校

学校法人柏木学園都筑ヶ丘幼稚園、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卒園・卒業される園児・
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。卒園さ
れる皆さんは真新しいランドセルに詰め切れないほどの夢と希
望を持って、早く学校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進学や就職と自分で決めた道を自信を持っ
て進んでいってほしいと思います。
最近目にした本で、「三流・二流・一流」について部活動の
選手と授業を受ける生徒について書かれていた物を紹介したい
と思います。
選手についてはこんな風に書かれていました。
「三流の選手の楽しみは、手を抜く、さぼる、楽をして練習
や試合をするというものです。そこには努力をしないで、試合
を楽しみましょうという考えがあります。
二流の選手の楽しみは、試合の勝ち負けや良いプレーをした
ら喜び悪いプレーなら落ち込むなど、目先の結果や外発的なや
る気や報酬から行動するということです。
一流選手の楽しみはうまくなること、チャレンジすること、
ハードな練習を乗り越えること、そのスポーツが好きで楽しむ
こと自分の目標を決めて達成しようとすることです。
自分との闘いができる、自分に打ち勝てる選手、つまり内発
的なやる気を持った、自立した選手です。」
また、日々の学習についてこのように書かれています。
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「三流の生徒の授業姿勢は、手を抜く、さぼる、居眠りをす
るというものです。そこには努力をしないで、楽をして授業を
やり過ごそうという考えが見られます。つまり彼らの満足は出
来るだけ何もしないということです。
二流の生徒の授業姿勢は、テストで良い結果が出れば喜び、
誰かに成績が負けたといって落ち込むなど、目先の結果や居残
り学習などのペナルティ、叱責などで行動が決定していくとい
うことです。つまり、彼らのやる気は罰則や報酬などが外発的
要因によって生まれていると考えられます。
一流の生徒の授業姿勢は理解する事への欲求を持つこと、難
問にチャレンジすること、そして、その科目の内容を楽しみ、
面白がる姿勢を持っていることです。わからないことに対して
わかりたいという気持ちを持ち、自分に勝つ内発的なやる気を
持った主体的な生徒、こんな生徒が成功するのです。
」
皆さんは今までどの生徒に当てはまりますか、そしてこれか
らはどれを目指しますか？
一流と思える人はそのまま継続してください。
しかしそうではない人は、三流から二流、二流から一流へ変
われるように新しい進路先では頑張ってほしいと思います。
先日、白血病であることを発表した水泳の池江璃花子選手は
今までの実績、発病後のコメントなど聞いて本当の一流選手だ
と思います。卒業する皆さんと同じ年の選手です。
一日も早い病気の回復を心からお祈りしたいと思います。
卒園・卒業する皆さんの健康と、新しい進路での活躍を心か
ら祈っています。

祝 卒業 －卒業生各賞受賞者－

卒業式が3月1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
中村
学校長賞
日本私立中学高等学校連合会長賞

智貴・清水 美優
吉田 彩花
三田村唯右

全国高等学校定時制通信制教育振興会会長賞

相原

克紀

〃
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

石垣 歩生
玉手 健吾
谷
幸人
反田祐太朗
岡西 芽衣

柏木学園高等学校後援会長賞

村井

3年間皆勤者 平成31年2月21日現在
佐々木 秀 渡辺
真 田渕 雅喜
富永
賢 小黒 智広 小林 未侑
後藤悠太朗 中野 里美 中村 智貴
堀田 恭平 桐ケ谷萌恵 社頭 優花
3年間精勤者 平成31年2月21日現在
玉手 健悟 伊藤 純一 永井 主馬
大内 祥真 黒澤 萌桃 山下 龍之
大束翔汰朗 長田 爽汰 北田 健太
小林 将大 小松 優人 鈴木 翔太
髙橋 純太 松下 真美 村井 大輝
原田 歩実 榎本 義起 河野 達也
宮木 理公 高橋 稔希 上杉 涼介
大熊 悠希 笠原 永翔 西田 優月
遠藤加津樹 須川 麻結 三阪 天斗
石井 皓輝 島田
嶺 内藤ことね
谷野 椋哉

大輝

一ノ瀬稜平
岡西 芽衣
唐澤
颯
武谷
龍

三田村唯右
板持 拓翔
小中 智貴
須藤倫太朗
實川美也子
千葉 秀人
江﨑 涼華
伊東 航希
望月沙也香
濵田 隆大

陸上競技部報告
大 和 市 市 制60周 年 記 念 第61回 大
和市駅伝競走大会に参加しました。
結果は72チーム中8位入賞（51：46）
1区間順位3位松原亮（09：15）と奮闘
した。

吹奏楽部演奏会開催！
平成31年1月27日（日）winter concert
を開催しました。たくさんのお客様にご
来場いただきありがとうございました。
来たる3月17日（日）に第7回定期演奏
会を開催する予定です。平成の流行って
いた曲をたくさん演奏する予定です。一
人でも多くのお客様に楽しんでもらえれ
ばと思います。
場所：柏木学園4Fメモリアルホール
開場：13：30 開演：14：00 入場無料です。

第8回YAMATOデザインコンペ優秀賞受賞！！
大和市が主催し、全国に応募を呼びか
けているYAMATOデザインコンペに美
術Ⅰ・Ⅱの授業内で制作した作品を応募
し、１年A組 荒木 天音が優秀賞を獲
得した。
他にも19名の生徒の作品が一次審査通
過を果たした。

短歌書道部活動報告
1 月 13 日（日）
神奈川県高等学校総合文化祭 総合閉会式 各専門部表彰
吟詠剣詩舞専門部
教育長賞（団体） 短歌書道部
部会長賞（個人） 中村 優奏（２年）
書道専門部
私立中学高等学校協会理事長賞
石倉 史花（２年）
文芸専門部
短歌の部 佳作 阿部由香里（２年）
大和市さくら文芸祭
短歌の部最優秀賞 （3 月 16 日（土）表彰）
合同歌集
出版 （短歌結社 同人）
「新 洗濯船 飛翔 青のカデンツァ」

卓球部報告

1 月 13 日（日）
神奈川県北相地区高体連冬季卓球大会
男子学年別シングルス 準優勝
奥野
女子学年別シングルス 準優勝
上田
中堅選手各地区対抗戦に推薦決定

真尋（１年）
茉奈（１年）

1 月 19 日（土）
平成 30 年度 中・高校生オープン卓球大会
女子シングルス
準優勝
佐藤 愛莉（１年）

バレーボール部報告

1 月 13 日（日）
神奈川県高等学校バレーボール新人大会
北相地区予選会 県大会出場
男子バレーボール部

進 路 報 告 －大学合格状況－

平成31年2月22日現在
麻布大学 ････････････ 1名 桐蔭横浜大学･････････3名
亜細亜大学 ･･････････ 2名 東海大学･････････････2名
桜美林大学 ･･････････ 5名 東京医療学院大学･････1名
大阪青山大学 ････････1名 東京医療保健大学･････1名
大妻女子大学 ････････1名 東京家政学院大学･････3名
神奈川大学 ･･････････6名 東京工芸大学･････････5名
神奈川工科大学 ･･････3名 東京福祉大学･････････1名
関東学院大学 ･･･････12名 東京富士大学･････････4名
杏林大学 ････････････ 1名 東京未来大学･････････1名
国士舘大学 ･･････････ 7名 東洋大学･････････････3名
駒澤大学 ････････････ 2名 二松學舍大学･････････1名
相模女子大学 ････････4名 日本体育大学･････････1名
産業能率大学 ････････1名 日本大学･････････････8名
松蔭大学 ････････････ 2名 日本文化大学･････････2名
湘南工科大学 ････････2名 文教大学･････････････7名
大正大学 ････････････1名 明星大学･････････････6名
高千穂大学 ･･････････ 2名 目白大学･････････････1名
拓殖大学 ････････････ 2名 横浜商科大学･････････7名
多摩大学 ･･･････････15名 横浜創英大学･････････1名
玉川大学 ････････････1名 四日市大学･･･････････1名
鶴見大学 ････････････4名 立正大学･････････････2名
帝京大学 ････････････5名 和光大学･････････････7名
帝京科学大学 ････････ 3名 （海外大学）
田園調布学園大学 ････6名 Iowa Wesleyan University ･･1名
････････････････････････････････ 47校 計158名

柏木実業専門学校
【平成 30 年度

研修センター

卒業生各賞受賞者】
望月

優花

◆学園長賞

医療情報学科 2 年

◆学校長賞

情報ビジネス科 2 年

◆高瀬賞

情報ビジネス科 2 年

翁

◆神奈川県専修学校
各種学校協会長賞

医療情報学科 2 年

香取

舞

医療情報学科 2 年

金井

歩実

莉玲

情報ビジネス科２年

BUI THE THINH

経営経理研究科２年

DAO THI DU

記

経営経理研究科１年

HOANG NHAN KIEN
KHUAT THI THANH HIEN

◆全国経理教育協会賞
◆全国経理教育協会検定表彰

簿

KHUAT THI THANH HIEN

計

算

実

務

情報ビジネス科２年

所

得

税

法

経営経理研究科１年

消

費

税

法

情報ビジネス科２年

社会人常識マナー

医療情報学科１年

清水

桃葉

文

書

処

理

情報ビジネス科２年

薛

俊傑

電

卓

計

算

情報ビジネス科２年

コンピュータ会計

情報ビジネス科２年

魏

鳳玲

DANG DUY ANH

BUDHATHOKI MANISH
翁

莉玲

【専各協会主催第30回外国人留学生スピーチコンテスト・
第5回日本語KARAOKE大会〈決勝〉に出場】

1月29日
（火）
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A組のUTEKAR AMIT
BALIRAM（インド、九段日本文
化研究所日本語学院出身）が参
加しました。
また、
スピーチコンテス
ト内のイベントとして、開催された
外 国 人 留 学 生日本 語 K A R A OKE大会に本校から情報ビジネス科1年Ａ組のAYALA
ZAMORA FERNANDO ERIC（ペルー、
早稲田言語学院横
浜校出身）
が参加しました。
UTEKAR AMIT BALIRAMは
『失敗を繰り返すことで成
功に至る』
をテーマに、母国の恩師の「失敗を繰り返すことが
成功に至る」
という考えをモットーに精進した結果、
柔道で優勝
したり、
日本での困難を乗り越えたとスピーチし、
会場から大きな
拍手が贈られました。
KARAOKE大会に出場した
AYALA ZAMORA FERNANDO ERICはRADIO FISHの
『Perfect Human』
を歌い、
観客
を巻き込むパフォーマンスで会場
を大いに盛り上げました。

【第7回オープンキャンパスを開催】
1月19日
（土）
に、平成30年度最後のオープンキャンパスを
開催しました。今回のオープンキャンパスでは、
ＰＣ体験講座
を開講しました。
尚、
学校見学・入学相談の受付は随時行っております。
ご希望の方は、
本校入学相談係までご連絡ください。

【神奈川県委託訓練11月生修了式、１月生入校式】
平成30年11月30日
（金）
に委託訓練
「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
研修科の11月生修了式、平成31年1月
4日
（金）
に1月生の入校式が行われまし
た。修了式では各クラス代表者より謝辞をいただきました。
再就職先での活躍を期待しています。

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

【神奈川県委託訓練 職業人講話】
研修センターでは、職業訓練
生の就職支援として、訓練科に
関連する分野の職業人による講
話を実施し、再就職への意欲向
上に繋げています。
2月13日
上写真
株式会社アスモ介護サービスによる講話

2月15日
左写真
社会福祉法人緑樹会による講話

【就職近況報告】
簿記パソコン事務科修了生
太田 彩夏さん（平成30年11月修了生）
就職先
株式会社神奈川建築確認検査機関
「建築業界の検査機関で事務職として
勤務しています。
日々の業務に取り組むなか
で、訓練で学んだ事務スキルが活きていま
す。今後も働きながら、簿記を筆頭に勉強を続け役立つ資格
を取得したいと思います。
目標をもって毎日頑張ります。」
医療調剤介護事務・
ＰＣ科修了生
坂野 真弓さん（平成30年9月修了生）
就職先
一般社団法人 いきいきプラザ
「シニア世代の終活等、全般をサポート
する事業所にて勤務しています。相談員と
して勤務するなか、訓練で学んだ介護事務
の知識がとても役に立っています。
自分なりにこれからも勉強
を続け、仕事に繋げていきたいです。」

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

平成31年３月8日（金）
入学してから早くも 3 年がたちました。今思えば、あっという間の 3 年間でしたが、楽しかっ
たこと、つらかったこと、様々なことがありました。大和商業で学んだことは、これからの人
生でいつか、絶対に役に立つ時があると思います。先生方は、3 年間楽しい授業や、様々な人
生経験の話をしてくださり、とてもためになりました。心より感謝しております。先生方の教
えとご支援を無駄にしないために、私たちは前へ進み続けます。今まで優しく時には厳しく指
導していただき、本当にありがとうございました。私たちはこれからも頑張っていきます。
（卒業生代表 岡崎 優弥）

卒業生の皆さんならびに保護者
の皆様、ご卒業おめでとうござい
ます。心よりお祝い申し上げます。
大和商業で学んだことは、これか
ら始まる新しい生活において自信
に繋がることが沢山あると思いま
す。何事にもめげずに挑戦し、自

卒業生の皆様方は、右も左もわからない私たちに、何度でも手を差し伸べてくださいまし
た。あるときは学校行事で、あるときは日常生活のなかで。そんな先輩方が学校からいなく
なってしまうと思うと、とても不安で、正直に話せば、ものすごくさびしいです。先輩方が
大切に守り抜いてきたものを次の世代へと引き継いでいくことが、私たち後輩の役目です。
まっすぐ前を向き、努力と成長を絶やさず、共に前進していきましょう。未来は、決して穏
やかな道ばかりではないでしょう。しかし後ろを振り返れば、先輩方の背中を追いかける私
たちがいます。この先も自分自身の真摯で美しい心を忘れずに、人生に花を咲かせていって
ください。2年間、本当にありがとうございました。ご卒業おめでとうございます。
（在校生代表 久保田 梨花）

分の道を切り開いていってくださ
い。また人との関りは自分自身を
成長させます。感謝の気持ちを忘
れずに過ごしてください。これか
らの活躍を期待しています。
（学年主任

石川

浩章）
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1・2 年生対象進路ガイダンス
12 月 19 日（水）本校体育館にて、1・2 年生対象の進路ガイダンスを行いました。講
師として高千穂大学の渡辺先生をお招きし、大学の魅力や、学部学科について分かり
やすく説明をしていただきました。また、短期大学や専門学校との違いについても具
体的に教えていただき、学校選択についての認識をより一層深めることができまし
た。渡辺先生のお話の後、今年度のインターンシップ（就業体験）に参加した２年生
の生徒より体験発表がありました。

介護職員初任者研修の実施

ボウリング大会

今年度も２年生福祉ビジネスコース生徒対象の介護職員
初任者研修を本校で実施しています。10 月 2 日（火）より 3 月
20 日（水）まで 6 か月にわたって講義を行います。講義終了
後、特養等の介護施設においての現場研修があります。3 年
時の進路選択において、特養・老健・病院等の分野選択の
際に迷うことのないように、しっかりと今回の研修に臨ん
でもらいたいと思います。

2月25日（月）
、品川プリンスホテルにて、全国経理教育協会主
催、第15回全関東ボウリング大会が開催されました。本校から
は、2・3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
ました。事前の強化練習で研鑽を重ね、本番に臨み、見事準優勝
を勝ちとることができました。参加メンバーは以下の通りです。
＜3 年＞ 二瓶 佑麻、二瓶 寿麻、滝沢 祐也
＜2 年＞ 土屋小太朗

平成３０年度

３学年

進路状況（平成３１年２月現在）

大学
（9 名）
横浜商科大学 商学部商学科
高 千 穂 大 学 商学部商学科
専 修 大 学 法学部法律学科

専門学校
（19 名）

柏木実業専門学校
たまプラーザ看護学校
日本工学院八王子専門学校
日本自動車大学校
新横浜歯科技工士専門学校

横浜美術大学 美術学部美術・デザイン学科
文 教 大 学 経営学部経営学科
神奈川県立産業技術短期大学校
その他

就職
（24 名）

その他

陸上自衛隊、株式会社栄和産業
株式会社ユニカフェ、株式会社山紀
医療法人社団昌栄会相模大野病院
東京ガス横浜中央エネルギー株式会社
株式会社セキノ興産、佐川印刷株式会社
図南鍛工株式会社
その他

1月31日（木）
今年も幼稚園に鬼がやってきました。この日
の為に、お面とマスを作っていた子どもたち。
いざ豆まきが始まると、勢いよく豆を投げる子や、怖くて
泣きだしてしまう子もいましたが、最後には鬼の正体が先
生と分かり、ほっと一安心！
たんぽぽ組や、連携保育園を含む未就園児の方も参加し、
賑やかな豆まきになりました。

2月19日（火）年中組

2月22日（金）年少組

進級前の最後のクッキ 年 中 組
ング保育。年中組はおに
ぎりとポテトサラダ、年
少組はカレーライスとフ
ルーチェを作りました。
クラスの子やお手伝いの
お母さんと一緒に、楽し 年 少 組
く作ることができまし
た。

2月3日（日）
当日は、沢山の方にお越し頂きありがとうご
ざいました。これまでに作り上げてきた子ども
たちの作品を、親子で楽しく鑑賞する姿が見ら
れました。
ホールに設けられた工作コーナーでは、紙皿
を使ったコマや、紙コップで人形やロケットを
作り、遊ぶ子どもたちもいました。先生たちに
よるコーンスープやポン菓子も、大好評だった
ようです。
短い時間でしたが、子どもたちの成長を感じ
られる一日となりました。

2月16日（土）
年長組の子どもたちが出
演しました。
沢山の地域の方が見守る
中、大きな声で元気良く、
歌を発表することができま
した。

お 別 れ 観 劇 会
2月26日（火）

宮前市民館にて行われ、親子で楽しく
「長ぐつをはいた猫」を観劇しました。

2月7日
（木）
2月7日（木）
楽しみにしていたお店屋さんごっこ！当日はどのお
店も「いらっしゃいませ～！」と元気な声が響いていま
した。店員になりきって一生懸命、品物を売っていたり、
お客さんとして買い物を楽しんだりと、終始子どもた
ちの活気に溢れていました。たんぽぽ組や連携保育園
を含む未就園児の方も参加し、それぞれに買い物を楽
しんでいました。

3月1日（金）

ホールで先生たちによる出し物を見たり、お部屋ではひ
なあられを食べました。学年ごとに作ったおひなさまの紹
介もされてみんなで楽しく過ごしました。

年 少 組

賞状授与者

卒 園 児 ... 142名
３年皆勤 ...... 6名
２年皆勤 ...... 9名
１年皆勤 ... 23名

勤 ... 15名
親子二代卒園 ...... 9名
精

園児３人卒園 ...... 7名
園児 4人卒園 ...... 1名

年 中 組

年 中

２年皆勤 ...... 4名
１年皆勤 ... 10名
精

勤 ...... 7名

年 長 組

年 少

１年皆勤 ... 10名
精
勤 ... 11名

お祝いのことば
さえずる鳥の声も日増しに賑やかになり、日ごと春の訪
れを感じる季節となりました。日頃は後援会活動にご協力
いただきありがとうございます。
ご卒業おめでとうございます。三月一日の卒業式を迎え、
生徒ご自身の選ばれた道を進んでいくことになるかと思い
ます。
やっと卒業、もう、卒業。感じ方はそれぞれかと思います
が三年間、本当に毎日毎日よく頑張ってきました。柏木学園
高校で送った日々は勉強も部活も、そして遊びですら無駄
にはならず、長い人生での積み重ねとなっていきます。卒

学び続けること、
それは銀行にお金を積み立てるようなもの
卒業生の皆さん卒業おめでとうございます。充実した２
年間、たくさんの知識を身につけたことでしょう。４月から
は自分の国に帰って仕事に就く人も、日本に残って日本の
企業に就職する人もいると思いますが、これまでの環境は
ガラッと異なる実社会に第一歩を踏み出します。最初から
自分に合った仕事に巡り合うのは運がよいと思います。実
際の仕事が思い描いていた仕事とまったく違う場合もある
でしょう。その時は自分自身の信念、スキル、希望について
じっくり見つめ直して下さい。人生で本当に望んでいるこ
とは何か、それを手に入れるために何をすべきか、何を学ぶ
べきかをより深く考えるようになります。誰もが仕事で課

卒

業

インフルエンザや風邪が流行する中、間もなく三年生は
卒業を迎えようとしています。私事ではありますが、息子は
高校に入って、頑張りどころを見つけることができ、成功体
験を積み重ねる事で「努力は嘘をつかない。
」という事を実
感したと思います。先生方の声かけや心遣いに本当に本当
に感謝の思いでいっぱいです。
私も役員をさせて頂き、学校のとても良い雰囲気を肌で
感じる事ができました。
「高校生は親の終わりの始まり」と
言う人がいました。親として学校に通うことのできる最後
の貴重な時間を文化祭や懇談会を通して、保護者の皆様、

心 から 感 謝
園庭やお散歩で見かける木々も芽吹きはじめ、吹く風に春
の花の香りが感じられるようになりました。
年長の皆さん、ご卒園おめでとうございます。ぶかぶかの
制服に身を包み、都筑ヶ丘幼稚園に入園した三年前、初めて
の集団生活に慣れず泣いている子もいました。入園当初は、
「トイレできたかな。
」
「お弁当食べたかな。
」と園生活を心配
する日々でしたが、子どもたちは、日に日に出来ることが増
え、自信を身につけ、困っているお友だちを助けることがで
きる優しく、たくましいお兄さん・お姉さんになりました。
これも園長先生始め、諸先生方の熱心で温かいご指導のお陰
と大変感謝しております。
三年間本部役員として、幼稚園のお手伝いをする中で、子
どもたちと真剣に向き合い、愛情をもって接してくださる先
生方の真摯な姿を度々見てきました。その度に、都筑ヶ丘幼
稚園にお世話になって本当に良かったと思いました。保護者

柏木学園高等学校後援会
業した先はその途中としての選択でしかありません。
どうぞ日々自らの喜びを感じられるような方向への選択
を積み重ねていって下さい。成長し、自ら道を進む姿を見
せてくれてありがとう。感謝しかありません。保護者の皆様
も本当にお疲れ様でした。子どもたちの成長はご家庭での
多大なるサポートがあってこそです。重ねることになりま
すが、本当にご卒業おめでとうございます。
後援会会長

蓬田

ひろみ

柏木実業専門学校教育交流会
題を抱えています。失敗することもあるでしょうが、同じ失
敗を何度も繰り返さないようにその課題から学んで成長し
てください。自分に付加価値を付けていく事が大事です。
進級する方も来年は卒業と就職が待っています。この１
年間に、自分は将来何をしたいのか、10年後はどのような
人生を送っているのかなど、自分の進む道を考え、人生の
ビジョンを実現するために目標を持って一生懸命取り組む
ことが自分の身になります。そして目標を達成できた時の
喜びを忘れないでほしいと思います。
教育交流会会長

田部井

信夫

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
先生方、生徒さんたちと交流できた一つ一つが宝物のよう
な時間となりました。
生徒たちは高校を卒業し、それぞれの道を歩んでいきま
すが、どんな苦労も明るく笑い飛ばしながら悠々と乗り越
えて、幸せいっぱいな人生でありますよう心から願ってい
ます。
皆様、大変ありがとうございました。
ＰＴＡ役員代表

三年

簑島一美

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
を代表して心よりお礼申し上げます。
年少・年中の皆さんは、ひとつお兄さん・お姉さんになり
ます。新しい環境になりますが、クラスのお友だちと一緒に
笑顔で楽しい園生活を送ってほしいと思います。
また、保護者の皆様には、クラス役員を始め、各実行委員
として父母の会の活動にご理解、ご協力いただき無事に行事
を終えることができ感謝しております。
本部役員の様々な活動の中で、いつも優しく支えて下さっ
た先生方、本部役員として一緒に過ごし、支え助けてくれた
仲間たちに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。
これからの皆様の健康とご多幸をお祈りし、お礼の言葉と
いたします。
父母の会会長 髙橋 ちひろ

平成31年 3月 ～ 5月行事予定表
柏木学園高等学校
2/27-3/5

期末試験（1・2年）

3/1

卒業証書授与式

3/6

試験予備日、相談日

3/7

試験返却

3/18-19

学年行事（1・2年）

3/13 相談日
3/15 後援会役員会
3/15 合格者説明会
3/22 修了式
3/25 生徒春季休業開始

柏木実業専門学校
3/8

第４期推薦・一般入試
卒業式・卒業記念パーティー

大和商業高等専修学校
3/1

復習授業、３年生を送る会
二次募集願書受付

3/1-12

3/13 入学者説明会

3/4

3/15 修了式

3/4-6 卒業式練習（３年）

3/18 第５期一般入試
4/5

入学式

4/8

始業式・対面式

4/9-11 オリエンテーション

3/5

小論文対策授業（１・２年）
二次募集①

3/5-6 卒業式練習（１・２年）
3/7

卒業式予行練習、委員会の日

3/8

卒業式

3/12 基礎学力テスト

4/15 講義開始

3/13 進路ガイダンス事前指導
小論文適性検査
入学者説明会（午後）

4/21 産能大科目修得試験

3/14 二次募集②

4/12 健康診断（終日）

4/23 進路フェスタ

3/14 介護職員初任者研修27
3/15 校外ガイダンス

4/5

始業式

4/25 大和西高等学校 英語授業協力（留学生派遣）

4/8

入学式
自宅学習（2・3年）

5/18 全経電卓計算能力検定

3/20 介護職員初任者研修修了式
進路ガイダンス事後指導

5/25 第1回オープンキャンパス

3/22 大掃除

4/10 基礎力診断試験（1・2年） 5/26 全経簿記能力検定
実力判定試験（3年）
相談日

研修センター

3/11-14 （県委託訓練）1 月生 介護実習
サンホーム鶴間／しょうじゅの里大和
ひまわりの郷／グリーンライフ湘南
わかたけ青葉／ロゼホームつきみ野
ハッピーデイズ高座渋谷／和喜園
4/12 授業開始
ラヴィーレ高座渋谷
4/17 宿泊研修事前指導（1年5限） 3/18 （県委託訓練）
1 月生 調剤事務検定試験
4/18 尿検査（2・3年、1回目） 3/28 （県委託訓練）
1 月生 介護事務検定試験
尿検査（1年、2回目）
3/29 （県委託訓練）1 月生 修了式
簿記パソコン事務科
4/22-23 宿泊研修（1年）
医療調剤介護事務・ＰＣ科
4/23 社会見学（2・3年）
介護職員初任者研修科
4/16 （求職者支援訓練）4 月生 入校式
4/24 健康診断（2・3年）
医療・調剤・介護事務 PC 科
尿検査（2・3年、2回目）
介護職員養成（初任者研修）科
オフィスワーク PC 基礎科
代休（1年）
5/15 （求職者支援訓練）5 月生 入校式
4/25 相談日
医療・調剤・介護事務 PC 科
介護職員養成（初任者研修）科
4/25 後援会役員会
5/29 （求職者訓練）4 月生 職業人講話
社会福祉法人 緑樹会
5/7-31 進路面談開始（3年）
株式会社アスモ介護サービス
6/7 （求職者訓練）4 月生 職業人講話
5/8 生徒総会、相談日
佐々木行政書士事務所
5/9 尿検査（3回目・再検査） 6/10 （求職者訓練）4 月生 職業人講話
株式会社ソラスト 横浜支社
5/11 後援会総会・役員会
6/18 （求職者訓練）4 月生 職業人講話
医療法人社団聖仁会 横浜甦生病院
5/15 衣替え、相談日
6/19-21 （求職者訓練）4 月生 介護実習
サンホーム鶴間／ロゼホームつきみ野
5/21-24 中間試験
ひまわりの郷／グリーンライフ湘南
わかたけ青葉／和喜園
5/22 相談日
ハッピーデイズ高座渋谷／
5/25 後援会バス研修旅行
ラヴィーレ高座渋谷

4/11 健康診断（1年）
尿検査（1年、1回目）
自己発見リサーチ（2年）

3/25 修了式
4/5

入学式（10時～）、写真撮影

4/8

始業式、対面式
クラス写真撮影（～ 11時終了）

4/8-10
4/9

個人写真
新入生歓迎会

4/10 教科書販売、時間割発表
保護者（3年）、生徒進路説明会
4/11 平常授業開始
4/11-12 オリエンテーション予定（1年）
4/12 オリエンテーション（2・3年）
4/15 健康診断（3限まで）
4/15-26 防犯ボランティア募集期間
4/17 委員会の日
4/18 PTA監査（11時半）
PTA運営委員会（13時）
4/19 自転車通学者対象安全講習会
4/22-25

あいさつ週間

4/23 校外ガイダンス（2・3年）
4/25 歯科検診
5/7

三者面談開始（3年）
防犯ボランティア参加希望者説明会

5/10 生徒総会
5/15 委員会の日
5/18 全経電卓計算能力検定
5/22 体育祭
5/23 体育祭予備日
5/24 防犯ボランティア委嘱式
5/26 全経簿記能力検定
5/28-31

中間テスト

5/29 命の講演会
5/30 PTA総会
5/31 防犯ボランティア①

都筑ケ丘幼稚園
3/1
月謝引き落とし日
3/4
卒園式予行練習
3/5
お別れ会
3/6
懇談会（年長組）
3/7
お別れ遠足
3/8
午前保育
3/9
卒園式
3/13 懇談会（年中組・年少組）
3/14 スマイルクラブ
3/20 修了式、午前保育
3/25-27 平成31年度たんぽぽ組体験保育
4/1
新入園児月謝引落日
横浜型預かり保育開始
4/6
入園式
4/8
始業式、新入園児休園
4/8-12 午前保育
4/9
懇談会（年長組）
4/10 懇談会（年少組）
4/11 懇談会（年中組）
4/12 新入園児一般預かり保育開始
4/15-17 午前保育
4/16 年長組進級写真撮影
4/17 「救命救急法」研修会
4/18 一日保育開始
進級写真撮影（年中組）
体育指導（年長組）
英語指導開始（年中組）
4/19 体育指導開始（年中組）
英語指導開始（年長組）
4/22 対面式、役員会
4/23 誕生会（4月）
4/26 「食物アレルギー」研修会
4/29 昭和の日（休園）
4/30 退位の日（休園）
5/1
天皇即位の日
5/2
国民の休日
5/3
憲法記念日
5/4
みどりの日
5/5
こどもの日
5/6
振替休日
月謝引落日、参観日（年長組）
5/7
5/8
参観日（年少組）
5/9
参観日（年中組）
5/13 内科検診
5/14 役員会
5/15 体育指導開始（年少組）、面談日
5/16 歯科検診
5/20 内科検診
5/21 総会、避難訓練
5/23 クッキング保育（年長組）
5/25 親児の会
5/27 夕涼み実行委員会、お楽しみ会
5/28 誕生会（5月）
5/31 遠足

学

園

本

部

3/1
高等学校卒業式
3/8
専門学校・大和商業卒業式
3/9
幼稚園卒園式
3/27 役員会
4/1
辞令交付式
4/5
専門学校・大和商業入学式
4/6
幼稚園入園式
4/8
高等学校入学式
5/ 中旬 現況調査
5/ 下旬 役員会

○学園本部：高村・金久保

○柏木高校：本田・湯川

○柏木実業：伊藤（史）・柏木

○幼 稚 園：中世古・栁・根本・海野・水野・山口・稲井・髙田・石橋・八木

○大和商業：天野・榎本・高橋・大石・岩城・吉田・永田

