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１学年 宿泊研修 柏木学園高等学校 新入生誓いの言葉 柏木実業専門学校

入 学 式 大和商業高等専修学校 入 園 式 4月6日（土） 都筑ヶ丘幼稚園

柏木実業専門学校　校長　桐野輝久－ 新しい時代の幕開けにあたって －
　新天皇陛下の御即位に伴い、元号が「平成」から「令和」へ
と改められました。
　新たな「令和」の時代が、多くの幸いを私たち国民にもたら
してくれることを願います。
　近代国家日本が誕生してからの 150 年あまり、我が国は「明
治」「大正」「昭和」「平成」の四つの時代を経てきました。こ
れからの「令和」の時代は、私たちにとってどのような時代に
なるのでしょうか。
　新しい時代の幕開けにふさわしいスポーツのビッグイベント
が二つあります。一つは今年 9 月に開催されるラグビーワール
ドカップ、そして二つ目は来年 7 月の東京五輪・パラリンピッ
ク大会です。二つの大会は、日本を世界にアピールする絶好の
機会となるでしょう。
　日本を訪れる外国人旅行客は年々増え、平成 25 年に 1,000
万人、昨年は 3,000 万人を突破しました。来年には 4,000 万人
を超えるとの予想もあります。これら訪日旅行客がもたらす直
接的な経済効果だけではなく、二つの大会を通じて、日本文化
や日本製品の優秀さなど、日本の素晴らしさが海外に波及する
ことでしょう。経済的に長引く停滞期からの脱却にもつながる
との期待が持てます。
　私たちの生活面ではどうなるのでしょうか。少子高齢化が一
段と進み、生産年齢人口の減少が深刻さを増している現在、働

き方も大きく変化していきます。女性の社会進出や高齢者の就
労促進など一億総活躍社会の実現を目指す改革が進められ、さ
らに改正入管法の施行で介護や宿泊業など14業種への外国人材
の活用が図られるようになりました。
　ここで考えなくてはならないのが非正規労働者数です。平成
元年の 800 万人が現在では 2,100 万人を超えて全雇用者の 4 割
近くを占め、低賃金や不安定な雇用形態など雇用格差が大きな
課題となっています。
　私たち個人の解決策としては、単に労働力不足の数合わせに
終わらず、新しい発想で新たな価値を産み出して社会を発展さ
せる人材になることです。
　将棋界の若手のホープ藤井聡太が「棋才 平成の歩」の席上
でこう述べています。
　「人間と一度も対局せず棋士になる方が出てくるのではない
かと思います。」
　人間のみの思考回路だけではなく、人工知能と深く関わり合
うことで未来を切り開く若者が現れるだろうと予想したのです。
　AI 技術の進歩、情報社会を大きく書き換える 5G の登場、
猛烈なスピードで世界が変化する中で、一人ひとりの選択が鍵
となります。近い将来、AI 技術が人間の知能を超えるとされ
る今、私たちは時代に取り残されない生き方を求めなくてはい
けないでしょう。

令和元年 5月 ～ 7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

5/5　オープンキャンパス（授業参観）
5/5-31 三者面談開始（3年）
5/6　通常授業
5/7　 防犯ボランティア参加希望予定説明会
5/9　尿検査
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

母校訪問
5/26  全経簿記能力検定
5/28-31  中間試験
5/29  命の講演会
5/30  PTA総会
5/31  防犯ボランティア①
6/2　英語検定
6/5　委員会の日
6/9　創立記念日

日商簿記検定
6/10-13  あいさつ週間
6/10-14  研究授業
6/15  秘書技能検定
6/19  前期スクーリング
6/20-21 5月5日・6日のオープンキャンパス等代休
6/28  生徒集会
7/1-4  期末テスト
7/5　追再試日

PTA研修旅行
7/8-12  検定特別授業
7/10  委員会活動の日
7/11  保護者会
7/12  全国大会・全関東壮行会
7/14  全経簿記能力検定
7/15  専修学校展

全経簿記電卓珠算競技大会
7/16  年前期スクーリング（1・3年）

日本語ワープロ・文章デザイン検定
パソコンスピード認定試験

7/17  情報処理技能検定表計算
プレゼンテーション作成検定

7/18  大掃除
7/19  終業式

防犯ボランティア②
7/20  全経電卓計算能力検定
7/22-24  全国高等専修学校体育大会
7/27  体験入学①

全経コンピュータ会計能力検定

学　園　本　部
5/24 現況調査
5/28 監事監査
5/30 役員会
6/9 創立記念日

5/7　  月謝引落日・役員会
5/13　内科検診
5/14　園外保育（年長組）
5/15　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　誕生日会（5月）
5/31　遠足
6/1　  就職フェア
6/3　  衣替え・月謝引落日・誕生日会（6月）

地域開放 エアロビ
6/4　  航空写真・スマイルクラブ①
6/5　  虫歯予防集会
6/6　  航空写真・地域開放
6/7　  遠足予備日
6/9　  創立記念日
6/10　ケータリング（年長組）・役員会
6/11　ベイスターズ野球教室
6/12　ダディー＆マミー
6/13　歯科検診
6/14　プール開き・避難訓練
6/16　参観日
6/18-21  個人面談・午前保育
6/24　夕涼み実行委員会
6/25　クッキング保育（年中組）
6/26　幼稚園大会
6/28　地域開放 ヨガ①
7/1　  月謝引落日・誕生日会（7月）

役員会
7/2　  避難訓練・スマイルクラブ②
7/3　  七夕会・七夕親子製作
7/5　  クッキング保育（年少組）
7/8　  誕生日会（8月）
7/9　  令和2年度 見学説明会
7/10　面談日
7/18　終業式・午前保育
7/19　夕涼み会
7/23-24  お泊り保育
7/25-26  お泊り保育予備日
7/30-8/5  パネル展設置

5/18  全経電卓計算能力検定
5/25  第1回オープンキャンパス
5/26  全経簿記能力検定
6/1　 全経社会人常識マナー検定
6/2　ビジネス電話実務検定
6/9　 創立記念日
　　 日商簿記検定
　　 サービス接遇実務検定
6/16  秘書技能検定
6/23  産能大科目修得試験
6/29  第2回オープンキャンパス
7/6　 全経文書処理能力検定
7/13  日商販売士検定
7/14  全経簿記能力検定
7/20  全経電卓計算能力検定
7/17-23  前期試験
7/18-24  午後追試験
7/24  夏季終業式
7/25-26  仕事のまなび場
7/27  全経コンピュータ会計能力検定
7/29  第3回オープンキャンパス

5/15  （求職者支援訓練）5月生　入校式
医療・調剤・介護事務ＰＣ科

5/29  （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
社会福祉法人　緑樹会
株式会社アスモ介護サービス

6/7　（求職者支援訓練）4月生　職業人講話
佐々木行政書士事務所

6/10  （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
株式会社ソラスト　横浜支社

6/13  （求職者支援訓練）4月生　医科医療事務検定試験
6/18  （求職者支援訓練）4月生　職業人講話

医療法人社団聖仁会　栄聖仁会病院
6/19-21 （求職者支援訓練）4月生　介護実習

サンホーム鶴間／和喜園
7/1　（県委託訓練）7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

（求職者支援訓練）4月生　介護事務検定試験
7/8　（求職者支援訓練）5月生　職業人講話

社会福祉法人　緑樹会
株式会社アスモ介護サービス

7/10  （求職者支援訓練）5月生　職業人講話
株式会社ソラスト　横浜支社

7/12  （求職者支援訓練）4月生　調剤事務検定試験
7/13  （求職者支援訓練）4月生　修了式

オフィスワークＰＣ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

7/19-23 （求職者支援訓練）5月生　介護実習
サンホーム鶴間／和喜園

7/23  （求職者支援訓練）5月生　職業人講話
医療法人社団聖仁会　栄聖仁会病院

研修センター

5/7-31  三者面談（3年）
5/8   生徒総会・相談日
5/11 後援会総会・役員会
5/14 中間試験日程発表
5/15 衣替え・相談日
5/21-24  中間試験
5/22 相談日
5/24 母校訪問
5/25 後援会バス研修旅行
5/29 相談日
5/31 実用英語技能検定
6/1   実力診断試験（2年生）
6/2   神奈川東部私立中高フェスタ
6/5   相談日
6/6   体育祭予行演習・準備・相談日
6/7   体育祭
6/9   学園創立記念日・日商簿記検定
6/10 体育祭予備日
6/12 相談日
6/14 漢字検定（任意）
6/15 公開授業・保護者会・役員会
6/17 振替休日
6/19 就職ガイダンス・相談日
6/20 後援会役員会
6/24 期末試験日程発表
6/26 相談日
7/1-4  期末試験
7/3   相談日
7/6   学力試験（２、３年生）
7/8   試験返却
7/10 進路行事（1年）・相談日
7/11 進路行事（2年）
7/12 進路行事（3年）
7/15 私学展
7/16 次年度履修ガイダンス
7/17 指定校推薦希望者対象説明会（３年）・相談日
7/19 終業式・大掃除
7/22-8/28  夏期休業
7/22 1学期末補習期間（1・2年）（～ 7/26）・
　　　夏期講習第1期（～ 7/26）
7/26 オープンスクール
7/29 夏期講習第2期（～ 8/2）

○学園本部：高村・金久保　　　○柏木高校：本田・湯川　 　○大和商業：天野・榎本・高橋・大石・岩城・吉田・永田
○柏木実業：伊藤（史）・小澤・荒井　○幼 稚 園：栁・海野・熊谷・増永・北畠・稲井・加納・石橋・井上・藤井



　桜の花びらが舞う中、４月８日に入学式を迎えました。１
年生の皆さん、そして保護者の皆様ご入学おめでとうござ
います。また、二年生、三年生の皆さん、ご進級おめでとう
ございます。新年度を迎え一ヶ月が経ちましたが、新しい
生活に慣れてきた頃でしょうか。勉強や部活動、行事を通
して仲間との絆を深め、楽しく有意義な学園生活を送って
ください。
　入学式の日に一年生の保護者の皆様のご協力の下、各ク
ラスより役員の選出をさせていただきました。たくさんの

方に手を挙げていただきまして大変感謝しております。早
速、4月25日に第１回定例会が行われ、顔合わせを行いまし
た。5月11日の総会にて承認を頂きました後、新メンバーで
の活動が開始いたします。
　本年度も多くの皆様のご意見・ご協力をいただき後援会
を盛り上げていければと思いますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

後援会会長　　長峰　睦美

柏木学園高等学校後援会ご入学ご進級おめでとうございます

　アメリカ大リーグのシアトルマリナーズのイチロー選
手が３月45歳で現役引退しました。イチロー選手が「50
歳迄プレー」を目標に大きな故障もなく45歳までプレー
を続けられたのは徹底した準備のおかげでした。一日４
回ストレッチを繰り返し、やわらかい体と健康を保ち、
「絶えず体と心の準備をしており、一番大切なことは、試
合前に完璧な準備をすること」と語っています。引退表
明時の記者会見で、「貫いたもの」を問われ、「野球のこと
を愛したこと、これは変わる事がなかった」と語った。妥
協なく、技を探求し、ケガを防ぐ意味でも自己管理を徹
底する。自分の限界をはかりながら、それを少しずつ超
えることを心掛けたという。遠い先の目標よりも、毎日

の成果を積み重ねることを大切にしてきたのだと思い
ます。鍛錬を重ねる求道者のような姿が多くの人を魅了
しました。
　政府はイチロー選手に国民栄誉賞の授与を提案しま
したが、固辞されました。これまで２回ほど提案された
が断ってきています。
　スポーツ選手に限らず、当学園の卒業生、学生の方々
にも言えることで、現状の仕事、勉学に対し、少しづつ
でも、日々壁を破り、成長して行く事を心掛けて下さい。
　

教育交流会会長　田部井　信夫

柏木実業専門学校教育交流会野球を愛したイチロー選手

　『2019年4月、大和商業に新入生、在校生徒の皆さんが
集まってきました。春のはじまり、そして入学、進級とな
る「おめでたい月」です。皆さんの周囲は「風がやわらか
に」、街に咲いている花はほのかに香りを漂わせていま
す。西に見える丹沢の山々に雲がかり、鳥が飛び回って
いる様子は、なんとも平和な雰囲気です。そんな中、大和
商業の生徒たちは、校舎のいたるところで思うままに友
達同士、心を通いあわせながら笑顔ですごしています。』
　「令和」の出典先の文章をさらに本校風にアレンジする
と、このようになるのではないでしょうか。もちろん、学
校ですから勉強もしなければならないです。そして、社
会で独り立ちをする準備もしなければなりません。

　そのためには、協力して働く力、言葉を交わしながら
相手の考え方を理解する力、自分で率先して物事に取り
組む力が必要とされます。それを身につける途中で、腹
の立つこと、辛いことも中にはあると思います。しかし、
先生方や友達と共に乗り越え、成長していける空気がこ
こにはあると思います。そんな皆さんをPTA一同応援し
ていきたいと思います。
　最後になりましたが、保護者の皆様方、先生方におか
れましては、生徒たちの支援のため、何卒ご協力を賜り
たくお願い申し上げます。

PTA役員代表　　村澤　裕一

大和商業高等専修学校ＰＴＡご入学、進級おめでとうございます

　木々の緑も心躍る季節となりました。
　新入園の皆さんは初めての集団生活、そして在園時の
皆さんはクラス替えで不安もあると思いますが、園長先
生を始め、諸先生方が子どもたちを優しく見守り、時に
は厳しく指導してくださいます。
　日々の生活はもちろん、季節を感じながらの沢山の行
事を通して、子どもたちは様々な経験をし、学び、成長し
ていきます。
　５月から元号が『令和』に改まりました。
　新たな時代を予感させるこの年に、父母の会会長を務

めさせていただくことになりました。
　これまで積み上げてきたものを次の世代に引き継ぐべ
く、微力ではございますが、保護者の皆様のご理解、ご協
力を得ながら、子どもたちが楽しく園生活を送れるよう
に活動してまいります。
　１年間、どうぞよろしくお願い致します。

父母の会会長　玉村　和美

都筑ヶ丘幼稚園父母の会ご入園・ご進級おめでとうございます



入 学 式
　4 月 8 日（月）に入学式が挙
行され、368 名の新入生を迎え
た。新入生代表として 1 年 C 組
中島　実佑が誓いの言葉を、在
校生代表として生徒会長　土志
田　侑舞が歓迎の言葉を読み上
げた。本校の一員として、一日
も早く学校生活に溶け込んでも
らいたい。

宿泊研修
　４月 22 日（月）から 23 日

（火）にかけ 1 学年の宿泊研
修を山梨県南都留郡富士河口
湖町で実施した。
　これから始まる学校生活の
中で、自主性を育て、また集
団行動の基本や校歌の練習な
ど高校生活に大切な様々な課
題に取り組んだ。また、河口湖散策なども実施しクラスの
親睦を深めることができた。

社会見学
　４月 23 日（火）に２学年がディズ
ニーシーで、３学年がディズニーラ
ンドで社会見学を行った。新しいク
ラスの仲間と親睦
を深めるため、共
にアトラクション
を回り楽しい 1 日
を過ごした。

短歌書道部活動報告
　大和市民活動センターにおいて長年にわたり、ボランティ
ア活動を支援してきた櫻井貞代さんがスタッフをお辞めに
なりました。本校の短歌書道部も大変お世話になり、顧問
の濱谷美代子先生からのお礼メッセージが大和市民活動セ
ンター広報誌「あの手この手」2019 年４月号に掲載されま
した。

演劇部活動報告
　３月 10 日（日）に大和市市民交流拠点ポラリスにて行わ
れた演劇イベント「第１回ポラりん村の芝居小屋」に出演し、
好評を博した。また、このイベントの設営や運営には、ボ
ランティアスタッフとして本校
生徒４名が参加した。３月 28
日（木）に相模原市青少年学習
センターにて行われた第 41 回
神奈川県北相地区高等学校春季
演劇発表会において、優秀賞を
受賞した。

表彰式３月 16 日（土）
○短歌の部
　最優秀賞　阿部 由香里（３ - Ｂ ）
　優 秀 賞   遠藤 加津樹（卒業生）

大和市さくら文芸祭

高校総体開会式
4 月 20 日（土）に、県立体育センター
スポーツアリーナにて、第 57 回神奈
川県高校総体開会式が行われた。今
年は 181 校総勢 833 名が参加し、各
校ごとに趣向を凝らした入場行進を
した。本校からは、ワンダーフォー
ゲル部の生徒 3 名が参列した｡

軽音楽部活動報告
　『春の「普門ライブ」開催』３月 23 日（土）、24 日（日）に、20
校 60 バンドが演奏し、保護者や
見学・応援の生徒を含めると約
500 人が参加する、過去最大の合
同ライブとなった。今回のライブ
は「タウンニュース３月号及び４
月号」に掲載されています。また

「軽音楽マガジン DIGIRECO,JR
４月号」にも掲載されています。

新 任 職 員 の 紹 介

保健養護
小野 ちづる

 大　　学
麻布大学、亜細亜大学、桜美林大学、大妻女子大学、神奈
川大学、神奈川工科大学、関東学院大学、杏林大学、国士
舘大学、駒澤大学、相模女子大学、大正大学、高千穂大学、
拓殖大学、玉川大学、鶴見大学、帝京大学、帝京科学大学、
桐蔭横浜大学、東海大学、東京医療学院大学、東洋大学、
二松學舍大学、日本体育大学、日本大学、文教大学、明星
大学、目白大学、横浜商科大学、立正大学　など
 専門学校
柏木実業専門学校、神奈川県立産業技術短期大学校、
東京交短期大学、Medicine Hat College（海外短大）
など
 就　　職
日本郵便㈱、日立オートモティブシステムズ㈱、パナ
ソニックSSサービス㈱、㈱セントメディア　ほか

昨年度の主な進路状況

　今年で５年目を迎えるカナダグローバル研修は、念願
である姉妹校候補が決定した。昨年までのビクトリアか
ら カ ナ ダ 人 憧 れ の 街「ケ ロ ウ ナ」に 場 所 を 移 し、

「IMMACULATA CATHOLIC REGIONAL HIGH 
SCHOOL」（姉妹校予定校）の全面協力により、毎日現地
高校へ通学し、英語を学び、高校生と触れ合うことがで
きるプログラムである。生徒にとってこの研修は、必ず
プラスになります。多くの参加を期待しています。

カナダグローバル体験研修参加者募集中

１年
齋藤　周作
国語 学年付き

３年
茅原田 祥明
国語 学年付き

２年
福田　佳穂
英語 学年付き

　今年も素敵な遊具をいただき
ました。
　感謝の気持ちでいっぱいで
す。大切に使用させていただき
ます。
　ありがとうございました。

　入園おめでとうございます。大きな制服に身を包み
とても可愛らしい姿でドキドキしながら登園してきま
した。
　子ども達が安心して過ごせるよう、幼稚園とご家庭
との連携を密にとり楽しく過ごしていきたいと思いま
す。

　新しい生活が始まり二週間が経ちました。そして子ども達が待
ちにまったお弁当や給食が始まり毎
日賑やかな声が響き渡り笑顔でいっ
ぱいです。
　たくさん食べて元気いっぱいに過
ごし、製作活動や正課指導に取り組
んでいます。

　令和元年永年勤続表彰において、海野先生、赤岩先生、澁
谷先生、北畠先生がこれまでの実績を讃えられ表彰されるこ
とになりました。おめでとうございます。

　長いようであっという間に過ぎていった
10年間。たくさんの方々の笑顔に囲まれ、
関わった全ての人に感謝の気持ちでいっぱ
いです。
　今後も園児や保護者の方の支えになれる
ように頑張りますので宜しくお願いします。

　子ども達と同じ
目線に立ち様々な
事を経験し笑顔で
楽しく自分自身が
成長できるよう過
ごしたいと思いま
すので宜しくお願
いします。

4月8日（月）

　新しい一年の始まりです。ピカピカのバッチを胸に
わくわく、ドキドキしていたことでしょう。色々なこ
とに挑戦し、それぞれの成長を楽しみに素敵な一年に
していきたいと思います。

4月17日（水）

　平成31年度4月より2歳児教室が始まりました。
　4月は親子一緒に登園し、18日（木）よりお弁当がス
タートしました。
　22日（月）からは子ど
もだけでの保育が始ま
り、元気な声と可愛い笑
顔が溢れています。

2歳児教室
　　いちご組が始まりました

うさぎ組副担任
柏木由妃

ひよこ組副担任
井上莉緒

ほし組担任
山﨑玲奈

年中学年付
向山茉里子

りす組副担任
藤井美月うさぎ組副担任

柏木由妃

ひよこ組副担任
井上莉緒

ほし組担任
山﨑玲奈

年中学年付
向山茉里子

りす組副担任
藤井美月

海野　優 先生（全学年付）

10年表彰

　今回、10年表彰を迎えることができたの
も、日頃より多くの方々に支えて頂いてい
るお陰です。本当にどうもありがとうござ
います。
　これからも子ども一人ひとりに寄り添い
ながら、笑顔で楽しい幼稚園生活を送って
もらえるよう努めていきますので、今後と
もどうぞ宜しくお願い致します。

澁谷由美子 先生（たんぽぽ組担任）

10年表彰

10年表彰

5年表彰

　子ども達の笑顔と保護者の方、同僚に支
えながら10年表彰を迎えることができま
した。
　新しい出会いがあり別れもある、この職
場で沢山の方に関わることで私自身も大き
く成長させてもらいました。今後も更なる
成長を目指し頑張っていきます。

赤岩美郷 先生（全学年付）

　あっという間の5年間、これだけあっと
いう間だったのも多くの方々に支えて頂き
楽しく過ごせたからだと思っています。今
後も保護者の方々や先生方と共に子どもの
成長を見守っていきたいと思っていますの
で宜しくお願い致します。

　幼稚園に設置されているAEDの使用方
法の確認やケガの対応、緊急時の連絡の
仕方などを職員で共通理解することがで
きました。
　焦らず対応できるよう取り組みたいと
思います。

北畠優子 先生（年長　にじ組担任）

○救命救急法○

4月26日（金）

　近年増えている食物アレルギーについ
て詳しくお話を聞きました。
　保護者の方々にもご参加いただきエピ
ペンの体験もしました。

○食物アレルギー○
〈みなと赤十字病院〉

4月6日（土）

横浜市幼稚園協会 横浜文化体育館にて
6月26日（水）



  7月27日（土）・  8月10日（土）・  8月24日（土）・10月19日（土）・
11月  2日（土）・11月23日（土）・11月30日（土）・12月  7日（土）・
  1月11日（土）　いずれも９時半開始 ご参加お待ちしております

体験入学のお知らせ

　４月５日（金）桜が満開の青空の下、平成31年度の入
学式が行われました。生徒達は、期待と不安など様々な
思いで入学式に臨んでいたことでしょう。これからは、
勉強に部活、委員会、検定試験など友人と励まし合いな
がら、充実した学校生活を送って下さい。
　また、４月９日（火）には対面式・新入生歓迎会が行
われ、各部活動のPR動画をみて入部したい部活を考え
たり、生徒会主催のビンゴ大会では大盛り上がりで楽し
んでいる様子が見受けられました。

大学・短期大学　9名
専修大学・高千穂大学・文教大学・横浜商科大学・横浜美
術大学・産業技術短期大学校　他
専門学校　19名
柏木実業専門学校・アルファ医療福祉専門学校・大原簿記
医療秘書公務員専門学校町田校・大原簿記情報ビジネス専
門学校横浜校・国際総合ビューティカレッジ・新横浜歯科
技工士専門学校・専門学校日本動物21・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・
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校・バンタ
ンゲームアカデミー・横浜デジタルアーツ専門学校・横浜
リゾート＆スポーツ専門学校　他
就職　28名
自衛隊・ＡＬＳＯＫ神奈川（株）・医療法人社団昌栄会相模
大野病院・介護老人保健施設なでしこの里リハビリひらつ
か・（株）ＡＲＭ‘Ｓ「アームス在宅支援センター」・（株）栄和
産業・（株）カジノヤ・（株）山紀・株式会社セキノ興産神奈
川店・（株）日本ライフデザイン有料老人ホームベルビルガー
デン・（株）ユニカフェ神奈川総合工場・（株）山勝・佐川印
刷株式会社厚木工場・社会福祉法人智泉会はあとぴあ・東
京ガス横浜中央エネルギー株式会社・東京マルチファスナー

（株）・図南鍛工株式会社・保安道路企画株式会社・（株）和
工業・（株）ビック・ライズ・自営　他

昨年度の進路状況報告

新任の先生紹介萩野谷副校長先生着任の挨拶
　本年度、大和市の公立
中学校から大和商業高等
専修学校の副校長として
着任しました。柏木学園
の建学の精神「社会に役立
つ（貢献）人材の育成」を
柱に、生徒たちの学園生
活がより充実したものに
なるように、校長先生を
支え教職員と共に努力し
ていきたいと思います。
　柏木照明学園長は大和商業高等専修学校の基礎力を
国際性、未来性、社会性の醸成とのお考えを我々に示
しています。この言葉を大切に、実学を尊びつつ、常
に新しいものにチャレンジする自ら活動できる若者の
育成を目指すためにも、学校運営の中核を担っていき
たいと考えております。どうぞよろしくお願いします。

オリエンテーション
　１学年は４月11日（木）～ 12日（金）にさがみ湖リ
ゾートプレジャーフォレストでキャンプ。２学年は
12日（金）に修学旅行の班別行動練習を兼ねて羽田
空港と野毛山動物園へ。３学年は東京ディズニー
シーへ行き、友人や先生と交流を深めることができ
ました。５月22日（水）の体育祭も盛り上げていき
たいと思います。

谷村　利恵先生（国語）
 　昨年度まで柏木学園高校で講師をし
ておりましたが、この４月からこちらで
も教鞭を執ることになりました。新しい
環境で、初心に返ってがんばりたいと思
います。よろしくお願いします。

佐藤　恵子先生（家庭科）
 　家事の外部化が進む中、コロッケを
芋から作る人、できあがったものを買っ
てくる人、食生活も多様です。授業は物
を作る技術にかたよらず、自分にあった
ものを選べる知識、人の中で自分を活か
せる力を身につけられるようにしたいと
考えています。

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
Ｔ Ｅ Ｌ：０４６－２６１－０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

【平成31年度　入学式を挙行】
　４月５日（金）に平成31年度入学
式を本校舎４階アリーナにて挙行し
ました。
　新入生143名は、一同神妙な面
持ちで入学式に臨み、桐野校長よ
り入学が許可されました。
　新入生代表として、医療情報学
科１年の佐野雄哉（大和商業高等専修学校出身　表紙に写真
有）が誓いの言葉を、在校生代表として情報ビジネス科２年の
THAPA NIRJANA（ネパール NILS出身）が歓迎の言葉を述
べました。

＜新入生の言葉＞
○医療情報学科　塚本 菜々子（鹿島学園高等学校　大和キャンパス 出身）

　オープンキャンパスに参加した際、アットホ
ームで温かい雰囲気や、少人数制、先生方
が優しく丁寧に教えてくださる所に魅力を
感じ、この学校を選びました。勉強は苦手で
すがたくさん勉強して資格を多くとりたいで
す。

○情報ビジネス科　橋本 聖音（生蘭高等専修学校 出身）
　私は将来税理士になりたいと考えており、
簿記や税法等を学ぶ為、この学科に入学し
ました。この学校では沢山の検定に臨む機
会があり、今後社会で必要となってくる外国
の方との交流等、色々な経験ができる事も
魅力を感じました。夢を実現させるために頑
張ります。

○経営経理研究科　ルマゲ フェルナンド ヴィリアンヌエバー（グレッグ外語専門学校 出身）
　学校説明会に参加し、この学校はビジネ
スに関する検定試験を沢山受けられること
を聞きました。私は沢山資格を取って日本で
就職したいです。日本のアニメや漫画など
が大好きで、将来それに関係のある会社を

作りたいと思っており、この学校に入ることは私の将来の夢に近づ
くと感じたため入学を決めました。

【着任教職員の紹介】
江口　優子先生（医療情報学科１年担任）
　本年度から柏木実業専門学校に着任しま
した江口優子と申します。
　いろんなことにチャレンジすることの楽しさを
共感し、共に成長していきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。

荒井　伸定先生（情報ビジネス科１年Ｄ組担任）
　みなさんの検定受験が成功するように頑張
りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

クアット　ティ　タイン　ヒエン先生（留学生担当）
　私は本校の情報ビジネス科を卒業し、4月より
職員として就職いたしました。学生生活で学ん
だ経験を活かして、学生のサポートができるよう
頑張ります。どうぞよろしくお願いします。

第１回オープンキャンパス　参加申込受付中
　5月25日（土）実施の第1回オープンキャンパスの参加申
込を受け付けております。また、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。

【神奈川県委託訓練1月生修了式、求職者支援訓練４月生入校式】
　３月29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1月生修了式、４月
16日（火）に求職者支援訓練 医療・
調剤・介護事務ＰＣ科、介護職員
養成（初任者研修）科４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。

【神奈川県委託訓練「即戦力」７月生コース説明・見学会実施】
　４月24日、５月８日、５月10日の３日間にわたり、神奈川県委託訓

練７月生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
者研修科のコース説明・学校見学会
が実施されました。
　 次回コース説明・学校見学会
　　 開催日　委託訓練９月生

簿記パソコン事務科、医療調剤介護事務・ＰＣ科、介護職員
初任者研修科ともに６月19日、６月27日、７月４日

【就職近況報告】
医療調剤介護事務・ＰＣ科（委託訓練）　
忍足 初実さん（平成30年９月修了生）
　　　　　 　就職先　大和市立病院
　訓練修了後、外来受付業務を担当し
ています。ずっと目標としていた医療従事
者になれた事がとても嬉しく、やりがいを
持って取り組めています。また、学校で勉
強した事が日々 活かされていると実感しています。

【着任教職員の紹介】
武藤　光恵先生（研修センター）
　医療事務、情報処理を担当させていた
だきます。沢山の受講生との出会いを楽し
みながら、しっかりとサポートできるように頑
張ります。よろしくお願いいたします。

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

〕〔
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リゾート＆スポーツ専門学校　他
就職　28名
自衛隊・ＡＬＳＯＫ神奈川（株）・医療法人社団昌栄会相模
大野病院・介護老人保健施設なでしこの里リハビリひらつ
か・（株）ＡＲＭ‘Ｓ「アームス在宅支援センター」・（株）栄和
産業・（株）カジノヤ・（株）山紀・株式会社セキノ興産神奈
川店・（株）日本ライフデザイン有料老人ホームベルビルガー
デン・（株）ユニカフェ神奈川総合工場・（株）山勝・佐川印
刷株式会社厚木工場・社会福祉法人智泉会はあとぴあ・東
京ガス横浜中央エネルギー株式会社・東京マルチファスナー

（株）・図南鍛工株式会社・保安道路企画株式会社・（株）和
工業・（株）ビック・ライズ・自営　他

昨年度の進路状況報告

新任の先生紹介萩野谷副校長先生着任の挨拶
　本年度、大和市の公立
中学校から大和商業高等
専修学校の副校長として
着任しました。柏木学園
の建学の精神「社会に役立
つ（貢献）人材の育成」を
柱に、生徒たちの学園生
活がより充実したものに
なるように、校長先生を
支え教職員と共に努力し
ていきたいと思います。
　柏木照明学園長は大和商業高等専修学校の基礎力を
国際性、未来性、社会性の醸成とのお考えを我々に示
しています。この言葉を大切に、実学を尊びつつ、常
に新しいものにチャレンジする自ら活動できる若者の
育成を目指すためにも、学校運営の中核を担っていき
たいと考えております。どうぞよろしくお願いします。

オリエンテーション
　１学年は４月11日（木）～ 12日（金）にさがみ湖リ
ゾートプレジャーフォレストでキャンプ。２学年は
12日（金）に修学旅行の班別行動練習を兼ねて羽田
空港と野毛山動物園へ。３学年は東京ディズニー
シーへ行き、友人や先生と交流を深めることができ
ました。５月22日（水）の体育祭も盛り上げていき
たいと思います。

谷村　利恵先生（国語）
 　昨年度まで柏木学園高校で講師をし
ておりましたが、この４月からこちらで
も教鞭を執ることになりました。新しい
環境で、初心に返ってがんばりたいと思
います。よろしくお願いします。

佐藤　恵子先生（家庭科）
 　家事の外部化が進む中、コロッケを
芋から作る人、できあがったものを買っ
てくる人、食生活も多様です。授業は物
を作る技術にかたよらず、自分にあった
ものを選べる知識、人の中で自分を活か
せる力を身につけられるようにしたいと
考えています。

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
Ｔ Ｅ Ｌ：０４６－２６１－０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

【平成31年度　入学式を挙行】
　４月５日（金）に平成31年度入学
式を本校舎４階アリーナにて挙行し
ました。
　新入生143名は、一同神妙な面
持ちで入学式に臨み、桐野校長よ
り入学が許可されました。
　新入生代表として、医療情報学
科１年の佐野雄哉（大和商業高等専修学校出身　表紙に写真
有）が誓いの言葉を、在校生代表として情報ビジネス科２年の
THAPA NIRJANA（ネパール NILS出身）が歓迎の言葉を述
べました。

＜新入生の言葉＞
○医療情報学科　塚本 菜々子（鹿島学園高等学校　大和キャンパス 出身）

　オープンキャンパスに参加した際、アットホ
ームで温かい雰囲気や、少人数制、先生方
が優しく丁寧に教えてくださる所に魅力を
感じ、この学校を選びました。勉強は苦手で
すがたくさん勉強して資格を多くとりたいで
す。

○情報ビジネス科　橋本 聖音（生蘭高等専修学校 出身）
　私は将来税理士になりたいと考えており、
簿記や税法等を学ぶ為、この学科に入学し
ました。この学校では沢山の検定に臨む機
会があり、今後社会で必要となってくる外国
の方との交流等、色々な経験ができる事も
魅力を感じました。夢を実現させるために頑
張ります。

○経営経理研究科　ルマゲ フェルナンド ヴィリアンヌエバー（グレッグ外語専門学校 出身）
　学校説明会に参加し、この学校はビジネ
スに関する検定試験を沢山受けられること
を聞きました。私は沢山資格を取って日本で
就職したいです。日本のアニメや漫画など
が大好きで、将来それに関係のある会社を

作りたいと思っており、この学校に入ることは私の将来の夢に近づ
くと感じたため入学を決めました。

【着任教職員の紹介】
江口　優子先生（医療情報学科１年担任）
　本年度から柏木実業専門学校に着任しま
した江口優子と申します。
　いろんなことにチャレンジすることの楽しさを
共感し、共に成長していきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。

荒井　伸定先生（情報ビジネス科１年Ｄ組担任）
　みなさんの検定受験が成功するように頑張
りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

クアット　ティ　タイン　ヒエン先生（留学生担当）
　私は本校の情報ビジネス科を卒業し、4月より
職員として就職いたしました。学生生活で学ん
だ経験を活かして、学生のサポートができるよう
頑張ります。どうぞよろしくお願いします。

第１回オープンキャンパス　参加申込受付中
　5月25日（土）実施の第1回オープンキャンパスの参加申
込を受け付けております。また、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。

【神奈川県委託訓練1月生修了式、求職者支援訓練４月生入校式】
　３月29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1月生修了式、４月
16日（火）に求職者支援訓練 医療・
調剤・介護事務ＰＣ科、介護職員
養成（初任者研修）科４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。

【神奈川県委託訓練「即戦力」７月生コース説明・見学会実施】
　４月24日、５月８日、５月10日の３日間にわたり、神奈川県委託訓

練７月生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
者研修科のコース説明・学校見学会
が実施されました。
　 次回コース説明・学校見学会
　　 開催日　委託訓練９月生

簿記パソコン事務科、医療調剤介護事務・ＰＣ科、介護職員
初任者研修科ともに６月19日、６月27日、７月４日

【就職近況報告】
医療調剤介護事務・ＰＣ科（委託訓練）　
忍足 初実さん（平成30年９月修了生）
　　　　　 　就職先　大和市立病院
　訓練修了後、外来受付業務を担当し
ています。ずっと目標としていた医療従事
者になれた事がとても嬉しく、やりがいを
持って取り組めています。また、学校で勉
強した事が日々 活かされていると実感しています。

【着任教職員の紹介】
武藤　光恵先生（研修センター）
　医療事務、情報処理を担当させていた
だきます。沢山の受講生との出会いを楽し
みながら、しっかりとサポートできるように頑
張ります。よろしくお願いいたします。

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

〕〔



入 学 式
　4 月 8 日（月）に入学式が挙
行され、368 名の新入生を迎え
た。新入生代表として 1 年 C 組
中島　実佑が誓いの言葉を、在
校生代表として生徒会長　土志
田　侑舞が歓迎の言葉を読み上
げた。本校の一員として、一日
も早く学校生活に溶け込んでも
らいたい。

宿泊研修
　４月 22 日（月）から 23 日

（火）にかけ 1 学年の宿泊研
修を山梨県南都留郡富士河口
湖町で実施した。
　これから始まる学校生活の
中で、自主性を育て、また集
団行動の基本や校歌の練習な
ど高校生活に大切な様々な課
題に取り組んだ。また、河口湖散策なども実施しクラスの
親睦を深めることができた。

社会見学
　４月 23 日（火）に２学年がディズ
ニーシーで、３学年がディズニーラ
ンドで社会見学を行った。新しいク
ラスの仲間と親睦
を深めるため、共
にアトラクション
を回り楽しい 1 日
を過ごした。

短歌書道部活動報告
　大和市民活動センターにおいて長年にわたり、ボランティ
ア活動を支援してきた櫻井貞代さんがスタッフをお辞めに
なりました。本校の短歌書道部も大変お世話になり、顧問
の濱谷美代子先生からのお礼メッセージが大和市民活動セ
ンター広報誌「あの手この手」2019 年４月号に掲載されま
した。

演劇部活動報告
　３月 10 日（日）に大和市市民交流拠点ポラリスにて行わ
れた演劇イベント「第１回ポラりん村の芝居小屋」に出演し、
好評を博した。また、このイベントの設営や運営には、ボ
ランティアスタッフとして本校
生徒４名が参加した。３月 28
日（木）に相模原市青少年学習
センターにて行われた第 41 回
神奈川県北相地区高等学校春季
演劇発表会において、優秀賞を
受賞した。

表彰式３月 16 日（土）
○短歌の部
　最優秀賞　阿部 由香里（３ - Ｂ ）
　優 秀 賞   遠藤 加津樹（卒業生）

大和市さくら文芸祭

高校総体開会式
4 月 20 日（土）に、県立体育センター
スポーツアリーナにて、第 57 回神奈
川県高校総体開会式が行われた。今
年は 181 校総勢 833 名が参加し、各
校ごとに趣向を凝らした入場行進を
した。本校からは、ワンダーフォー
ゲル部の生徒 3 名が参列した｡

軽音楽部活動報告
　『春の「普門ライブ」開催』３月 23 日（土）、24 日（日）に、20
校 60 バンドが演奏し、保護者や
見学・応援の生徒を含めると約
500 人が参加する、過去最大の合
同ライブとなった。今回のライブ
は「タウンニュース３月号及び４
月号」に掲載されています。また

「軽音楽マガジン DIGIRECO,JR
４月号」にも掲載されています。

新 任 職 員 の 紹 介

保健養護
小野 ちづる

 大　　学
麻布大学、亜細亜大学、桜美林大学、大妻女子大学、神奈
川大学、神奈川工科大学、関東学院大学、杏林大学、国士
舘大学、駒澤大学、相模女子大学、大正大学、高千穂大学、
拓殖大学、玉川大学、鶴見大学、帝京大学、帝京科学大学、
桐蔭横浜大学、東海大学、東京医療学院大学、東洋大学、
二松學舍大学、日本体育大学、日本大学、文教大学、明星
大学、目白大学、横浜商科大学、立正大学　など
 専門学校
柏木実業専門学校、神奈川県立産業技術短期大学校、
東京交短期大学、Medicine Hat College（海外短大）
など
 就　　職
日本郵便㈱、日立オートモティブシステムズ㈱、パナ
ソニックSSサービス㈱、㈱セントメディア　ほか

昨年度の主な進路状況

　今年で５年目を迎えるカナダグローバル研修は、念願
である姉妹校候補が決定した。昨年までのビクトリアか
ら カ ナ ダ 人 憧 れ の 街「ケ ロ ウ ナ」に 場 所 を 移 し、

「IMMACULATA CATHOLIC REGIONAL HIGH 
SCHOOL」（姉妹校予定校）の全面協力により、毎日現地
高校へ通学し、英語を学び、高校生と触れ合うことがで
きるプログラムである。生徒にとってこの研修は、必ず
プラスになります。多くの参加を期待しています。

カナダグローバル体験研修参加者募集中

１年
齋藤　周作
国語 学年付き

３年
茅原田 祥明
国語 学年付き

２年
福田　佳穂
英語 学年付き

　今年も素敵な遊具をいただき
ました。
　感謝の気持ちでいっぱいで
す。大切に使用させていただき
ます。
　ありがとうございました。

　入園おめでとうございます。大きな制服に身を包み
とても可愛らしい姿でドキドキしながら登園してきま
した。
　子ども達が安心して過ごせるよう、幼稚園とご家庭
との連携を密にとり楽しく過ごしていきたいと思いま
す。

　新しい生活が始まり二週間が経ちました。そして子ども達が待
ちにまったお弁当や給食が始まり毎
日賑やかな声が響き渡り笑顔でいっ
ぱいです。
　たくさん食べて元気いっぱいに過
ごし、製作活動や正課指導に取り組
んでいます。

　令和元年永年勤続表彰において、海野先生、赤岩先生、澁
谷先生、北畠先生がこれまでの実績を讃えられ表彰されるこ
とになりました。おめでとうございます。

　長いようであっという間に過ぎていった
10年間。たくさんの方々の笑顔に囲まれ、
関わった全ての人に感謝の気持ちでいっぱ
いです。
　今後も園児や保護者の方の支えになれる
ように頑張りますので宜しくお願いします。

　子ども達と同じ
目線に立ち様々な
事を経験し笑顔で
楽しく自分自身が
成長できるよう過
ごしたいと思いま
すので宜しくお願
いします。

4月8日（月）

　新しい一年の始まりです。ピカピカのバッチを胸に
わくわく、ドキドキしていたことでしょう。色々なこ
とに挑戦し、それぞれの成長を楽しみに素敵な一年に
していきたいと思います。

4月17日（水）

　平成31年度4月より2歳児教室が始まりました。
　4月は親子一緒に登園し、18日（木）よりお弁当がス
タートしました。
　22日（月）からは子ど
もだけでの保育が始ま
り、元気な声と可愛い笑
顔が溢れています。

2歳児教室
　　いちご組が始まりました

うさぎ組副担任
柏木由妃

ひよこ組副担任
井上莉緒

ほし組担任
山﨑玲奈

年中学年付
向山茉里子

りす組副担任
藤井美月うさぎ組副担任

柏木由妃

ひよこ組副担任
井上莉緒

ほし組担任
山﨑玲奈

年中学年付
向山茉里子

りす組副担任
藤井美月

海野　優 先生（全学年付）

10年表彰

　今回、10年表彰を迎えることができたの
も、日頃より多くの方々に支えて頂いてい
るお陰です。本当にどうもありがとうござ
います。
　これからも子ども一人ひとりに寄り添い
ながら、笑顔で楽しい幼稚園生活を送って
もらえるよう努めていきますので、今後と
もどうぞ宜しくお願い致します。

澁谷由美子 先生（たんぽぽ組担任）

10年表彰

10年表彰

5年表彰

　子ども達の笑顔と保護者の方、同僚に支
えながら10年表彰を迎えることができま
した。
　新しい出会いがあり別れもある、この職
場で沢山の方に関わることで私自身も大き
く成長させてもらいました。今後も更なる
成長を目指し頑張っていきます。

赤岩美郷 先生（全学年付）

　あっという間の5年間、これだけあっと
いう間だったのも多くの方々に支えて頂き
楽しく過ごせたからだと思っています。今
後も保護者の方々や先生方と共に子どもの
成長を見守っていきたいと思っていますの
で宜しくお願い致します。

　幼稚園に設置されているAEDの使用方
法の確認やケガの対応、緊急時の連絡の
仕方などを職員で共通理解することがで
きました。
　焦らず対応できるよう取り組みたいと
思います。

北畠優子 先生（年長　にじ組担任）

○救命救急法○

4月26日（金）

　近年増えている食物アレルギーについ
て詳しくお話を聞きました。
　保護者の方々にもご参加いただきエピ
ペンの体験もしました。

○食物アレルギー○
〈みなと赤十字病院〉

4月6日（土）

横浜市幼稚園協会 横浜文化体育館にて
6月26日（水）



　桜の花びらが舞う中、４月８日に入学式を迎えました。１
年生の皆さん、そして保護者の皆様ご入学おめでとうござ
います。また、二年生、三年生の皆さん、ご進級おめでとう
ございます。新年度を迎え一ヶ月が経ちましたが、新しい
生活に慣れてきた頃でしょうか。勉強や部活動、行事を通
して仲間との絆を深め、楽しく有意義な学園生活を送って
ください。
　入学式の日に一年生の保護者の皆様のご協力の下、各ク
ラスより役員の選出をさせていただきました。たくさんの

方に手を挙げていただきまして大変感謝しております。早
速、4月25日に第１回定例会が行われ、顔合わせを行いまし
た。5月11日の総会にて承認を頂きました後、新メンバーで
の活動が開始いたします。
　本年度も多くの皆様のご意見・ご協力をいただき後援会
を盛り上げていければと思いますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

後援会会長　　長峰　睦美

柏木学園高等学校後援会ご入学ご進級おめでとうございます

　アメリカ大リーグのシアトルマリナーズのイチロー選
手が３月45歳で現役引退しました。イチロー選手が「50
歳迄プレー」を目標に大きな故障もなく45歳までプレー
を続けられたのは徹底した準備のおかげでした。一日４
回ストレッチを繰り返し、やわらかい体と健康を保ち、
「絶えず体と心の準備をしており、一番大切なことは、試
合前に完璧な準備をすること」と語っています。引退表
明時の記者会見で、「貫いたもの」を問われ、「野球のこと
を愛したこと、これは変わる事がなかった」と語った。妥
協なく、技を探求し、ケガを防ぐ意味でも自己管理を徹
底する。自分の限界をはかりながら、それを少しずつ超
えることを心掛けたという。遠い先の目標よりも、毎日

の成果を積み重ねることを大切にしてきたのだと思い
ます。鍛錬を重ねる求道者のような姿が多くの人を魅了
しました。
　政府はイチロー選手に国民栄誉賞の授与を提案しま
したが、固辞されました。これまで２回ほど提案された
が断ってきています。
　スポーツ選手に限らず、当学園の卒業生、学生の方々
にも言えることで、現状の仕事、勉学に対し、少しづつ
でも、日々壁を破り、成長して行く事を心掛けて下さい。
　

教育交流会会長　田部井　信夫

柏木実業専門学校教育交流会野球を愛したイチロー選手

　『2019年4月、大和商業に新入生、在校生徒の皆さんが
集まってきました。春のはじまり、そして入学、進級とな
る「おめでたい月」です。皆さんの周囲は「風がやわらか
に」、街に咲いている花はほのかに香りを漂わせていま
す。西に見える丹沢の山々に雲がかり、鳥が飛び回って
いる様子は、なんとも平和な雰囲気です。そんな中、大和
商業の生徒たちは、校舎のいたるところで思うままに友
達同士、心を通いあわせながら笑顔ですごしています。』
　「令和」の出典先の文章をさらに本校風にアレンジする
と、このようになるのではないでしょうか。もちろん、学
校ですから勉強もしなければならないです。そして、社
会で独り立ちをする準備もしなければなりません。

　そのためには、協力して働く力、言葉を交わしながら
相手の考え方を理解する力、自分で率先して物事に取り
組む力が必要とされます。それを身につける途中で、腹
の立つこと、辛いことも中にはあると思います。しかし、
先生方や友達と共に乗り越え、成長していける空気がこ
こにはあると思います。そんな皆さんをPTA一同応援し
ていきたいと思います。
　最後になりましたが、保護者の皆様方、先生方におか
れましては、生徒たちの支援のため、何卒ご協力を賜り
たくお願い申し上げます。

PTA役員代表　　村澤　裕一

大和商業高等専修学校ＰＴＡご入学、進級おめでとうございます

　木々の緑も心躍る季節となりました。
　新入園の皆さんは初めての集団生活、そして在園時の
皆さんはクラス替えで不安もあると思いますが、園長先
生を始め、諸先生方が子どもたちを優しく見守り、時に
は厳しく指導してくださいます。
　日々の生活はもちろん、季節を感じながらの沢山の行
事を通して、子どもたちは様々な経験をし、学び、成長し
ていきます。
　５月から元号が『令和』に改まりました。
　新たな時代を予感させるこの年に、父母の会会長を務

めさせていただくことになりました。
　これまで積み上げてきたものを次の世代に引き継ぐべ
く、微力ではございますが、保護者の皆様のご理解、ご協
力を得ながら、子どもたちが楽しく園生活を送れるよう
に活動してまいります。
　１年間、どうぞよろしくお願い致します。

父母の会会長　玉村　和美

都筑ヶ丘幼稚園父母の会ご入園・ご進級おめでとうございます
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１学年 宿泊研修 柏木学園高等学校 新入生誓いの言葉 柏木実業専門学校

入 学 式 大和商業高等専修学校 入 園 式 4月6日（土） 都筑ヶ丘幼稚園

柏木実業専門学校　校長　桐野輝久－ 新しい時代の幕開けにあたって －
　新天皇陛下の御即位に伴い、元号が「平成」から「令和」へ
と改められました。
　新たな「令和」の時代が、多くの幸いを私たち国民にもたら
してくれることを願います。
　近代国家日本が誕生してからの 150 年あまり、我が国は「明
治」「大正」「昭和」「平成」の四つの時代を経てきました。こ
れからの「令和」の時代は、私たちにとってどのような時代に
なるのでしょうか。
　新しい時代の幕開けにふさわしいスポーツのビッグイベント
が二つあります。一つは今年 9 月に開催されるラグビーワール
ドカップ、そして二つ目は来年 7 月の東京五輪・パラリンピッ
ク大会です。二つの大会は、日本を世界にアピールする絶好の
機会となるでしょう。
　日本を訪れる外国人旅行客は年々増え、平成 25 年に 1,000
万人、昨年は 3,000 万人を突破しました。来年には 4,000 万人
を超えるとの予想もあります。これら訪日旅行客がもたらす直
接的な経済効果だけではなく、二つの大会を通じて、日本文化
や日本製品の優秀さなど、日本の素晴らしさが海外に波及する
ことでしょう。経済的に長引く停滞期からの脱却にもつながる
との期待が持てます。
　私たちの生活面ではどうなるのでしょうか。少子高齢化が一
段と進み、生産年齢人口の減少が深刻さを増している現在、働

き方も大きく変化していきます。女性の社会進出や高齢者の就
労促進など一億総活躍社会の実現を目指す改革が進められ、さ
らに改正入管法の施行で介護や宿泊業など14業種への外国人材
の活用が図られるようになりました。
　ここで考えなくてはならないのが非正規労働者数です。平成
元年の 800 万人が現在では 2,100 万人を超えて全雇用者の 4 割
近くを占め、低賃金や不安定な雇用形態など雇用格差が大きな
課題となっています。
　私たち個人の解決策としては、単に労働力不足の数合わせに
終わらず、新しい発想で新たな価値を産み出して社会を発展さ
せる人材になることです。
　将棋界の若手のホープ藤井聡太が「棋才 平成の歩」の席上
でこう述べています。
　「人間と一度も対局せず棋士になる方が出てくるのではない
かと思います。」
　人間のみの思考回路だけではなく、人工知能と深く関わり合
うことで未来を切り開く若者が現れるだろうと予想したのです。
　AI 技術の進歩、情報社会を大きく書き換える 5G の登場、
猛烈なスピードで世界が変化する中で、一人ひとりの選択が鍵
となります。近い将来、AI 技術が人間の知能を超えるとされ
る今、私たちは時代に取り残されない生き方を求めなくてはい
けないでしょう。

令和元年 5月 ～ 7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

5/5　オープンキャンパス（授業参観）
5/5-31 三者面談開始（3年）
5/6　通常授業
5/7　 防犯ボランティア参加希望予定説明会
5/9　尿検査
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

母校訪問
5/26  全経簿記能力検定
5/28-31  中間試験
5/29  命の講演会
5/30  PTA総会
5/31  防犯ボランティア①
6/2　英語検定
6/5　委員会の日
6/9　創立記念日

日商簿記検定
6/10-13  あいさつ週間
6/10-14  研究授業
6/15  秘書技能検定
6/19  前期スクーリング
6/20-21 5月5日・6日のオープンキャンパス等代休
6/28  生徒集会
7/1-4  期末テスト
7/5　追再試日

PTA研修旅行
7/8-12  検定特別授業
7/10  委員会活動の日
7/11  保護者会
7/12  全国大会・全関東壮行会
7/14  全経簿記能力検定
7/15  専修学校展

全経簿記電卓珠算競技大会
7/16  年前期スクーリング（1・3年）

日本語ワープロ・文章デザイン検定
パソコンスピード認定試験

7/17  情報処理技能検定表計算
プレゼンテーション作成検定

7/18  大掃除
7/19  終業式

防犯ボランティア②
7/20  全経電卓計算能力検定
7/22-24  全国高等専修学校体育大会
7/27  体験入学①

全経コンピュータ会計能力検定

学　園　本　部
5/24 現況調査
5/28 監事監査
5/30 役員会
6/9 創立記念日

5/7　  月謝引落日・役員会
5/13　内科検診
5/14　園外保育（年長組）
5/15　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　誕生日会（5月）
5/31　遠足
6/1　  就職フェア
6/3　  衣替え・月謝引落日・誕生日会（6月）

地域開放 エアロビ
6/4　  航空写真・スマイルクラブ①
6/5　  虫歯予防集会
6/6　  航空写真・地域開放
6/7　  遠足予備日
6/9　  創立記念日
6/10　ケータリング（年長組）・役員会
6/11　ベイスターズ野球教室
6/12　ダディー＆マミー
6/13　歯科検診
6/14　プール開き・避難訓練
6/16　参観日
6/18-21  個人面談・午前保育
6/24　夕涼み実行委員会
6/25　クッキング保育（年中組）
6/26　幼稚園大会
6/28　地域開放 ヨガ①
7/1　  月謝引落日・誕生日会（7月）

役員会
7/2　  避難訓練・スマイルクラブ②
7/3　  七夕会・七夕親子製作
7/5　  クッキング保育（年少組）
7/8　  誕生日会（8月）
7/9　  令和2年度 見学説明会
7/10　面談日
7/18　終業式・午前保育
7/19　夕涼み会
7/23-24  お泊り保育
7/25-26  お泊り保育予備日
7/30-8/5  パネル展設置

5/18  全経電卓計算能力検定
5/25  第1回オープンキャンパス
5/26  全経簿記能力検定
6/1　 全経社会人常識マナー検定
6/2　ビジネス電話実務検定
6/9　 創立記念日
　　 日商簿記検定
　　 サービス接遇実務検定
6/16  秘書技能検定
6/23  産能大科目修得試験
6/29  第2回オープンキャンパス
7/6　 全経文書処理能力検定
7/13  日商販売士検定
7/14  全経簿記能力検定
7/20  全経電卓計算能力検定
7/17-23  前期試験
7/18-24  午後追試験
7/24  夏季終業式
7/25-26  仕事のまなび場
7/27  全経コンピュータ会計能力検定
7/29  第3回オープンキャンパス

5/15  （求職者支援訓練）5月生　入校式
医療・調剤・介護事務ＰＣ科

5/29  （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
社会福祉法人　緑樹会
株式会社アスモ介護サービス

6/7　（求職者支援訓練）4月生　職業人講話
佐々木行政書士事務所

6/10  （求職者支援訓練）4月生　職業人講話
株式会社ソラスト　横浜支社

6/13  （求職者支援訓練）4月生　医科医療事務検定試験
6/18  （求職者支援訓練）4月生　職業人講話

医療法人社団聖仁会　栄聖仁会病院
6/19-21 （求職者支援訓練）4月生　介護実習

サンホーム鶴間／和喜園
7/1　（県委託訓練）7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

（求職者支援訓練）4月生　介護事務検定試験
7/8　（求職者支援訓練）5月生　職業人講話

社会福祉法人　緑樹会
株式会社アスモ介護サービス

7/10  （求職者支援訓練）5月生　職業人講話
株式会社ソラスト　横浜支社

7/12  （求職者支援訓練）4月生　調剤事務検定試験
7/13  （求職者支援訓練）4月生　修了式

オフィスワークＰＣ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

7/19-23 （求職者支援訓練）5月生　介護実習
サンホーム鶴間／和喜園

7/23  （求職者支援訓練）5月生　職業人講話
医療法人社団聖仁会　栄聖仁会病院

研修センター

5/7-31  三者面談（3年）
5/8   生徒総会・相談日
5/11 後援会総会・役員会
5/14 中間試験日程発表
5/15 衣替え・相談日
5/21-24  中間試験
5/22 相談日
5/24 母校訪問
5/25 後援会バス研修旅行
5/29 相談日
5/31 実用英語技能検定
6/1   実力診断試験（2年生）
6/2   神奈川東部私立中高フェスタ
6/5   相談日
6/6   体育祭予行演習・準備・相談日
6/7   体育祭
6/9   学園創立記念日・日商簿記検定
6/10 体育祭予備日
6/12 相談日
6/14 漢字検定（任意）
6/15 公開授業・保護者会・役員会
6/17 振替休日
6/19 就職ガイダンス・相談日
6/20 後援会役員会
6/24 期末試験日程発表
6/26 相談日
7/1-4  期末試験
7/3   相談日
7/6   学力試験（２、３年生）
7/8   試験返却
7/10 進路行事（1年）・相談日
7/11 進路行事（2年）
7/12 進路行事（3年）
7/15 私学展
7/16 次年度履修ガイダンス
7/17 指定校推薦希望者対象説明会（３年）・相談日
7/19 終業式・大掃除
7/22-8/28  夏期休業
7/22 1学期末補習期間（1・2年）（～ 7/26）・
　　　夏期講習第1期（～ 7/26）
7/26 オープンスクール
7/29 夏期講習第2期（～ 8/2）

○学園本部：高村・金久保　　　○柏木高校：本田・湯川　 　○大和商業：天野・榎本・高橋・大石・岩城・吉田・永田
○柏木実業：伊藤（史）・小澤・荒井　○幼 稚 園：栁・海野・熊谷・増永・北畠・稲井・加納・石橋・井上・藤井


