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－ 地球温暖化が止まらない。－
古来、人類は言葉を使い、火をおこし、文字を発明し、文明を築いた。
そして、文明は緑を食いつぶした。今や地球各地の砂漠化は進み、地球
温暖化が止まらない。
かつて、サハラ砂漠は緑で覆われ、遊牧民たちは家畜とともに草を求
めて生活をしていた。さらにエジプト・メソポタミア・インダス・黄河
という四大文明が成立した。まだ緑が多かった時代であったが、農耕が
始まり食糧生産が増加するとともに人類が増え、木々を倒し農地が拡大
した。共同体を形成し生活を安定させた人々は、村を作りさらに国を成
立させ、富の配分をめぐり戦争に明け暮れ、
さらに緑が失われていった。
文明が起こった場所の緑は着実になくなった。ギリシャのアクロポリ
スの丘（パルテノン神殿）に代表されるように地中海沿岸は荒々しい岩
に覆われ、木材が入手困難になり、ローマでは多くの建造物が石造りと
なっていった。
さらに産業革命における製鉄業発展とともに、鉄鉱石の還元材として
の木炭の需要が増加し、ついには北西ヨーロッパの森林も減少させてし
まった。
振り返ってアジア地域を見てみると、古代文明発生の一つ、中国では、
世界一の人口を抱え、緑の地を砂漠に変えてきた。最近日本でも「黄砂」
という言葉が日常会話にも上るようになったほど一般的である。北京の
北西部～西部にかけて分布するゴビ砂漠から飛来する「砂漠の砂」で
ある。
日本では、かつて、九州に飛来していてニュースにもなっていたが、
最近では神奈川県～関東一円にもその被害が広がっている。
東シナ海を挟み中国奥地からの「黄砂」が日本でも認識されるほど、
多くの「砂」が地球上を舞っていることになる。
このような中国のゴビ砂漠で荒廃した土地を、私財を投げ出し、多く
の人々の協力を得て、砂漠に植林をして豊かな農地に変えた日本人がいた。
水のない砂漠に木を植える、遠山先生は鳥取大学農学部の先生だった
ので、鳥取砂丘での農業研究の成果を生かし、なんと73歳の時、中国に
渡り、ゴビ砂漠の一部クブチ砂漠に葛（くず）を植えた。しかし、家畜
によって苗木は食い尽くされた。次にポプラに目を付け、ポリマー（紙
おむつ吸水材）に水を含ませ、植林の穴にポプラと一緒に埋めた。見事
成功し、中国ゴビ砂漠（クブチ砂漠）に緑が蘇った。「やればできる。
やらなければできない。続けさえすればいつかは成功する」このような
信念で、現地のひとから慕われた。時の国家主席「江沢民」が遠山正瑛
を訪問しその努力を称賛した。その時、遠山は作業着のままであった。

大和商業高等専修学校

校長

杉嵜

忠久

後に遠山の功績を称えて「スコップを持った銅像」が建てられた。この
時、中国で、生前に銅像が建てられたのは「毛沢東」と「遠山正瑛」の
二人であった。2003年アジアのノーベル賞といわれる「ラモン・マグサ
イサイ賞」が授与された。翌年、2004年97歳で天寿を全うした。
中国内モンゴル自治区恩格貝には、遠山正瑛の偉業を忘れないよう「
遠山正瑛記念館」が建てられている。2005年鳥取砂丘に「遠山正瑛記念
資料館」も建てられた。そして、長男の遠山柾雄もまた、1989年からザ
ンビアで植林事業を始めた。このように「地球の温暖化を止める偉業」
を成し遂げた日本人がいたことを忘れずにいてほしい。次に続く人間に
期待したい。
令和元年5月末、日本列島は全国各地で「猛暑日」を記録し、北海道佐
呂間町では5月の観測史上初めて、最高気温39.5度超えを記録した。また、
この時期に体育祭・運動会を実施した学校では、日射病を心配する事態
になっており、実施時期をめぐりワイドショーでも大きな話題となって
いた。また、暴風雨・竜巻（突風）・土砂崩れ・火山・地震、など、平
成から続く自然災害は令和の時代に入ってもさらに激しさを増して、ま
さしく地球規模災害の多発が人類を不安に駆り立てている。
次に気候だけに焦点を当ててみると、地球は長い時代、温暖化・寒冷
化を繰り返してきた。地質時代でみると、第四紀（300万年前～）には、
4～10万年周期で氷河期と間氷期（温暖化）が繰り返されてきた。2万年
前最終氷期には海面は今より120m低下しており、ユーラシア大陸とアメ
リカ大陸は陸続きであった。その後、約1万年前氷河期が終わり今に続く
温暖期に入った。6000年前縄文海進期と呼ばれる時代には、今より海面
は3～5m高かったが、その後再び寒冷化が進み砂漠化が進んだ。このよ
うに地球は大小を問わず温暖化と寒冷化を繰り返しながら、動植物の生
存にも大きな影響を及ぼしてきた。
そして、現代、急速に進む温暖化は、これまで経験をしなかった地球
に、想定外の変化が襲いかかっている。
21世紀に入っても、残念ながら気温上昇は続いている。止まることを
知らずに・・・。「地球の温暖化が止まらない」
これまでの気候変動であるなら、そろそろ寒冷期が再来し、地球が冷
えて正常な地球に戻るはずだが、残念ながら、18世紀から19世紀初めに
かけての産業革命における工業化、そして、20世紀のエネルギー革命が
追い打ちをかけた結果、さらに「ヒートアップ」し続ける地球。
「遠山正瑛先生」の地道な努力を見習い、我々も「できること」から
地球温暖化を止める努力をしなければと強く思う。

体育祭

野球部・神奈川大会

６月７日（金）の体育祭当日午後からあいにくの雨模様になり
６月７日（金）
・13 日（木）の２日間に分けて体育祭を実施した。
「こ
の 体 育 祭 お も し 令 和」の ス
ローガンの下、本校グラウン
ドにおいて今年は、赤・青・
黄色の 3 組による色別対抗戦
の 形 で、大 縄 跳 び、ム カ デ、
玉入れ、騎馬戦、障害物競走
等の競技で争った。また、応
援団の趣向を凝らした応援が
体育祭に彩りを添えた。結果
は、以下の通り。

総合優勝

赤組

後援会バス研修旅行
５月 25 日（土）に本校の後援会主催のバス研修旅行が行われた。
今年は、保護者・教員 60 名が参加し、貸切バスで豊洲市場・東
京方面を訪れた。まず豊洲市場を見学し、昼食は第一ホテル東京
で臨場感たっぷりのライブキッチンのランチバイキング。午後は
アトリエ創藝館では扇子や提灯に江戸文字を描き下町の情緒を体
験した。アトリエアミーチ、からくり屏風制作、などのものづく
り体験を経て、羽田空港国際線ターミナルでショッピングをしな
がら保護者と教員が親睦を深める良い機会となった。

今年度の全国高等学校野球選手権神奈川大会の抽選会が６月９日
（日）に行われた。参加校は 189 校で、本校野球部の第 1 試合は７月
11 日（木）11：00 より大和スタジアムにおいて、新羽高校と対戦す
ることが決定した。

部活動報告
軽音楽部

５月11日（土）、引地台公園野外音楽堂にて第42回大和市民ま
つりが開催された。今回は３年、２年、１年の選抜合計24名が出
場し、曲目は「放課後の音楽室」
「オブラディオブラダ」で、会場の
たくさんの市民からは、あたたかい声援や拍手をいただいた。天
候にも恵まれ、出場しなかった部員も一体となってセッティング
等の支援をし、とても有意義な一日となった。
神奈川バンドシップ2019（神奈川県、専門学校横浜ミュージック
スクール主催） かなチャンTV賞受賞
柏木学園高等学校軽音楽部

八町 真由（３－Ｆ）（ボーカル）
大舘しのみ（３－Ｆ）（ベース・コーラス）
小林 拓実（３－Ｆ）（ギター）
不破佐緒梨（３－Ｃ）（ドラム・コーラス）

卓球部

令和元年県総体兼全国総体県予選（インターハイ予選）県大会
ベスト８ 卓球女子団体
関東高校卓球大会神奈川県予選会 県大会
団体戦 ６
位 女子卓球部
団体戦 ベスト16 男 子 卓 球 部
女子ダブルス戦 ベスト16 鈴木聖来（3年）
佐藤愛莉
（2年）
ペア

高文連生徒委員会役員（短歌書道部）
神奈川県高等学校文化連盟生徒委員会において、
中嶋 心（２－Ｃ）
、
吉田 七葉（２－Ｈ）の両名が、７月 27 日（土）～８月１日（木）
に実施される第 43 回全国高等学校総合文化祭佐賀総文 2019 の準
備に携わっている。
今年度の県内高等学校の文化部をまとめる生徒委員長として頑
張ってもらいたい。

全国高総文祭・佐賀大会出場者
米山 俊也
阿部由香里
山下 紗季

（３－Ｂ）
（３－Ｂ）
（２－Ｅ）

張 韋 嘉
下川原慎吾

（３－Ｂ）
（２－Ｅ）

保健講話・進路行事のお知らせ
７月８日（月）１・２時間目に薬物乱用防止教室という演題
で２年生対象の保健講話が行われた。
また、７月16日（火）には1年生の保健講話が行われる。ま
た、７月17日（水）からは１・２年生対象の履修ガイダンス、
７月18日（木）には校外学習進路行事（羽田→大学見学）を予
定している。
13日（土）は３年生対象の「進路ガイダンス」が行われる。
進学と就職に分けて、大学の志望理由を中心にこれから迎え
る進路活動に向けて勉強する、就職、求人票の見方を講師を
迎えて実りのあるガイダンスを開催する。

来年度入試情報

職員 Ｉ Ｃ Ｔ 研 修

７月15日（祝）神奈川全私学展
（パシフィコCDアネックスホール）
７月26日（金）オープンスクール（本校）
８月 6日（火）県央東地区公私合同説明相談会
（大和芸術文化ホール）
８月 7日（水）県央西地区公私合同説明相談会
（神奈川工科大学）
８月 8日（木）相模原地区公私合同説明相談会
（麻布大学付属高校）
８月 8日（木）横浜中地区公私合同説明相談会
（明治学院大学横浜キャンパス）

7 月 3 日（水）に視聴覚室にて企業を招いてＩＣＴ研修が行わ
れた。iPad を使用して、授業等でより活用できる内容を学んだ。
グループワークを中心に keynote や imovie 等を利用して職員の
親睦も深めつつ楽しく、また未来のＩＣＴにおいて役立つスキル
を身に付ける研修となった。

８月16日（金）～ 23日（金）に実施されるカナダグロー
バル研修の事前学習が進んでいます！安全に楽しく行っ
てきます！

公開授業
６月 15 日（土）に、本校の公開授業が行われた。日頃、なか
なか目にする機会のない授業風景を参観するために、多数の保護
者が来校した。次回の公開授業は、11 月 14 日（木）に実施予定
である。

柏木実業専門学校

研修センター

【令和元年度 第１回・第２回オープンキャンパスを開催】
５月２５日
（土）
に令和元年度第１回オープンキャンパス、
６月２９日
（土）
に第２回オープンキャンパスを開催しました。各回１００名を超える
高校生並びに留学生の皆さまにご参加頂き
ました。
第３回オープンキャンパスは７月２９日
（月）
の開催となります。お申込は、本ページ右下
の入学相談係まで。

【求職者支援訓練５月生入校式、神奈川県委託訓練７月生入校式】
５月1 5日（ 水 ）に求 職 者 支 援 訓 練
医療・調剤・介護事務ＰＣ科の入校式、
７月１日
（月）
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入校
式が行われました。初日は緊張した様子
でしたが、
早期再就職の目標にむけ取り
組みます。

【大和西高等学校に本校留学生を派遣しました】
大和西高等学校の国際理解教育の一環として、
4月25日
（木）
に大
和西高等学校2年生の生徒が、
英語が堪能な外国人の方を対象に、
英語でみなとみらい周辺の観光案内をするというプログラムに本校留
学生へ参加の依頼があり、16名の留
学生が一日派遣されました。
このプログ
ラムへの参加は昨年度に次いで３年目
となりますが、
留学生にとっては、
日本の
高校生たちと話す機会は多くなく、今
回の経験は大きな刺激となりました。

【求職者支援訓練 職業人講話・企業説明会】
研修センターでは職業人による講話を授業に取り入れています。
〔職業人講話〕
５月、
６月実施
佐々木行政書士事務所 所 長 佐々木新一先生（経理分野）
株式会社ソラスト 横浜支社 支社長 村野 瑞樹先生（医療分野）
医療法人社団聖仁会栄聖仁会病院 事務長代行 石田
仁先生（医療分野）
株式会社アスモ介護サービス 人事課 岡本 光義先生（介護分野）
社会福祉法人緑樹会 ラペ瀬谷 施設長 滝本
智先生（介護分野）
〔企業説明会〕社会福祉法人山中福祉会
【求職者支援

【春季清掃活動】
5月から6月にかけて校外清掃活動を行いました。
地
域への貢献のため、清掃活動を実施する度に、袋い
っぱいにゴミを集めました。
【検定上位級に本校学生が合格しました】
5月18日
（土）施行の第142回全経電卓計算能力検定において、
情報ビジネス科2年のDHAKAL RAMU（ネパール・東洋国際文化
アカデミー出身）
、
BATEHENE WEDARALALAGE DULAJ
SHANILKA RANASINGHE
（スリランカ・横浜国際教育学院出身）
が１級に合格、経営経理研究科2年のHOANG NHAN KIEN
（ベトナム・本校情報ビジネス科、翰林日本語学院出身）が段位に挑
戦し、
見事三段に合格を果たしました。
また、
5月26日
（日）施行の第194回全経簿記能力検定において、
医
療情報学科2年の清水桃葉（日々輝学園高等学校出身）
が1級原価
計算・工業簿記に合格を果たしました。
さらに、
経営経理研究科2年のHOANG NHAN KIEN
（同上 表
紙に写真有）
が１級商業簿記・会計学に合格し、
昨年取得した1級原
価計算・工業簿記の合格を踏まえ１級の正式合格となり、
毎年2月に日
本経理実務士会が認定する
「経理実務士」の認定要件が整いまし
た。
これは、
ベトナム人学生では本校初の快挙となります！
今後行われる全経主催の各種検定も、
2年生のみならず、
1年生か
らの申し込みも多数あり、多くの学生が検定試験合格を目指し日々勉
学に励んでいます。
今後の学生の活躍にご期待ください！

簿記講習会のご案内

第１５３回日本商工会議所主催簿記検定の施行直前まで公開夜
間簿記講習会を開催致します。本学園の学生及び関係者は、本校
事務室で申し込むと会員料金で受講することができます。
期 間 ８月２２日
（木）
～１１月１４日
（木）
全２４回
時 間 １８
：
００～２０
：
１５
会 場 大和商工会議所 会議室
受講料 ２級 一般３１,０００円 会員１９,０００円
３級 一般２５,０００円 会員１４,０００円
講 師 ２級 柏木実業専門学校 講 師 原田 政樹
３級 柏木実業専門学校 講 師 宇野 隆之
申込締切 ８月２０日
（火）
※定員になり次第募集終了

※各級教材費として、上記受講料の他に４,０００円程度必要となります。
（受講級により異なります）

問合先

大和商工会議所 事務局
（担当：金子）
TEL ０４６－２６３－９１１２
ホームページ
（http://www.yamatocci.or.jp）

訓練実施施設見学会】

７月４日
（木）
にハローワーク
の職業訓練担当者を対象と
した実施施設説明会が行わ
れました。
説明会には県内8カ
所のハローワーク職員様と訓
練の委託元である独立行政

法人高齢・障害・求職者支
援機構神奈川支部のご担
当者が参加されました。訓
練カリキュラムの説明や訓
練の実施状況・実績など取
り組みの説明のほか、現在
学んでいる受講生の授業の様子を見学していただきました。
研修センターでは、公的職業訓練に関する職業訓練サービスガイド
ライン適合事業所認定を取得しています。
【就職近況報告】
介護職員初任者研修科
（委託訓練）
加藤 香織さん
（平成31年3月修了生）
就職先 医療法人社団 総生会
総生会 ロイヤルホーム
「医療法人が母体となる介護付有料老
人ホームにて勤務をしています。介護職は
初めての就職となりますが、
職員の皆さんに声をかけていただき頑張って
います。訓練での勉強も活かし、
これからもっと成長できるよう努力を続け
ていきたいです。」

介護職員初任者研修科
（委託訓練）
上岡 俊郎さん
（平成30年1月修了生）
就職先 株式会社泉心会メディカルサービス
「訓練修了後、
実務者研修を経て、
住宅型有料
老人ホームにて勤務することになりました。次の目
標である介護福祉士を目指し、
更なる活躍をしたいと考えています。」

第３回オープンキャンパス 参加申込受付中
７月 29 日（月）実施の第３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。第３回は 2020 年度より開講予定の情報実践
（ドローン）科目の体験授業を行います。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。

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

体育祭

部活動大会結果報告

５月22日
（水）柏木学園グラウンドにて体育祭が
実施されました。天候に恵まれ、すべての種目を
無事に行うことができました。毎年恒例にもなって
いる各クラスのオリジナリティ溢れるクラスTシャツ
は今年も好評でした。
このクラスTシャツは、
９月の
文化祭の際にも着用し、
人気投票も行います。

６月１日（土）に、陸上部とバドミントン部
において全国高等学校定時制通信制体育大会
神奈川県予選会が行われました。また、他の
部活動においても、神奈川県高等専修学校体
育大会や北相地区定通高校球技大会等も行わ
れました。結果は下記の通りとなります。

優 勝 ３年A組
準優勝 ３年C 組

命の講演会
５月29日
（水）
１年生を対象に、神奈川被害者
支援センターの講師の方をお招きし、
「命の大
切さを学ぶ教室」を実施しました。
自分の命も、
他人の命も大切にしなくてはいけないと考える
ことが出来た有意義な時間となりました。

防犯ボランティア
本 年 度も大 和 警 察
署と連 携した「 防 犯ボ
ランティア」を実 施しま
す。
６月７日
（ 金 ）には、
委 嘱 式 が 行 わ れまし
た。今 後は、大 和 駅 前
にて自転車の盗難防止の呼びかけ等の活動を
していく予定です。

進路からお知らせ
３年生の進路活動が本格化してきました。
７月１日より求人票が公開開始となりました。進
路の今後の予定です。
７月12日（金）身だしなみ講習会 本校体育館
７月16日（火）進学説明会 新都市ホール
７月23日（火）高校生就職フェア パシフィコ横浜
７月26日（金）就活フェア 東京都産業貿易センター
この他にも校内において説明会や講習会を
開催予定です。また、夏休み期間中には面接
練習等も実施いたします。
7月22日（月）か ら24日（水）に は、山 梨
県にて全国高等専修学校体育大会が開催
されます。応援、よろしくお願い致します。

陸上部
ShonanBMWスタジアム平塚にて大会が行
われました。女子砲丸投げで３年の東瑠佳が
優勝し、大会３連覇を果たしました。他にも
２年青木幸恵が女子400ｍで優勝、800ｍで２
位、３ 年 平 田 和 雅 が 男 子800ｍで ３ 位 と い う
成績を収めました。この３名は、８月９日～
12日に駒沢オリンピック公園陸上競技場で開
催される全国大会の出場権を獲得しました。
バドミントン部
横 須 賀 総 合 高 校 に て 大 会 が 行 わ れ ま し た。
初戦敗退してしまった部員や、２回戦、３回
戦まで勝ち進んだ部員とさまざまでしたが、
一人ひとりが全力でプレーすることが出来ま
した。女子個人では、２年力武楓がベスト16
まで勝ち進み、翌週８日（土）に同場所におい
て 順 位 決 定 戦 が 行 わ れ、結 果 は11位 で し た。
８月15日～ 18日に小田原アリーナにて行われ
る、全 国 大 会 出 場 メ ン バ ー に 神 奈 川 県 団 体
チームの代表として選出されました。
【神奈川県高等専修学校体育大会】
卓 球 個
人 １年 中里勇二郎
卓 球 男子団体
野 球
バスケットボール 男子の部
サッカー

優 勝
２ 位
準優勝
準優勝
４ 位

【北相地区定通高校球技大会】
卓 球 個
人 １年 中里勇二郎
サッカー
バスケットボール
バドミントン
３年 三國
２年 武岡・力武
１年 松下

優 勝
４ 位
４ 位
ベスト８
ベスト８
ベスト８

【神奈川県高等学校定時制通信制春季剣道大会】
女子団体
優 勝
男子団体
３ 位
女子個人
３年 野路夏鈴
３ 位
３年 野路夏鈴
全国大会Ａチームメンバー入り

２年 栗原麻彩

全国大会Ｂチームメンバー入り

【大和市総合スポーツ選手権柔道大会】
３年 曹 雪 強
優
一般無段の部

勝

5月25日（土）

親子一緒に幼稚園で楽しく休日を過ごそうと、た
くさんの方々に参加していただきました。
今回はかまどで飯盒炊攀
したカレーライスとフルー
チェを作りました。たくさ
んの方々と交流を持つこと
もでき、大いに
盛り上がり
ました。

5 月 22 日（水）生まれの蚕。最
初は 1 ミリほどの大きさで葉っ
ぱ の 間 を 探 す の も 大 変 で し た。
子ども達と一緒に桑の葉をあげ
ながらお世話をし、元気に成長
していく姿を見守りました。改
めて生き物の命の大切さを感じ
ることが出来ました。

5月31日（金）

今年もこどもの国へ行ってきました。年少・年中組は
親子参加で、クラスや学年で集会を行い、楽しい触れ合
いの時間を過ごしました。
年長組は園児のみ参加の遠
足となり、集会やゲーム、遊具
で体を動かして過ごし、クラス
の友達との仲も深まりました。

年長組

5月23日（木）

キャベツをちぎったり、具材を包丁
で切って焼きそばを作りました。
デザートにはバナナを切ってコーン
フレークとチョコソースでおいしく出来上がりました。

年中組

6月25日（火）

ちぎったり、包丁で切った
野菜をうどんの上にのせ、ツナとマヨネーズをまぜま
した。
ゼリーは桃を切ったり、みかんをのせてトッピング！
夏ならではのメニューが完成しました。

年少組

7月5日（金）

ツナとマヨネーズをまぜたり、パンにぬってサンド
ウィッチを作りました。
デザートには、みかんゼリーをフォークでまぜてクラッ
シュ状にしてトッピング。おいしく出来上がりました。

6月26日（水）
横浜文化体育館にて表彰式が行われました。

5月16日（木）
6月13日（木）
歯科検診では緊張した表情の子ども達でしたが歯医者
さんの前では頑張って大きな口を開けて受診することが
出来ました。また6月5日（水）の虫歯予防集会では、先
生達の劇を見ながら、歯の大切さや歯磨きの仕方をしっ
かりと学びました。

6月14日（金）
毎年子ども達が楽しみにしているプール
遊びが始まりました。水遊びの約束を守り、
安全面に充分配
慮 し、水 に 親 し
みながら楽しい
時間を過ごして
いきたいと思い
ます。

おめでとうございます！

● 令和2年度園児募集に向けて5月28日（水）より、
園見学を開始しています。
● 7月9日（火）に第一回見学説明会、9月17日（火）
に第二回入園説明会を行います。
ともに10時10分受付、10時30分開始です。
園舎内の見学や在園児の出し物、親子体操も
あります。
● 7月19日（金）に夕涼み会を実施します。
模擬店もありますので、多くの方々のご来園を
お待ちしております。
● 9月10 日
（火）
に未就園児運動会を開催いたします。
● 9月25日
（水）令和 2 年度 2 歳児教室いちご組
説明会、プレ保育たんぽぽ組説明会を行います。

ごあいさつ
初夏の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこと
とお慶び申し上げます。日頃より後援会活動にご支援・ご
協力をいただきましてありがとうございます。5月の総会で
承認をいただき、新1年生の役員を迎え、新体制での後援会
が始動いたしました。
早速、5月 23日に神奈川県私学父母連合会総会に出席、
また、25日には後援会企画による日帰りバス研修旅行に
行ってまいりました。6月8日には令和初の行事となる体育

運命は自分の努力から生まれる
夏休みになると、遊ぶ事ばかり考える人が多いようで
すが、夏休みだからこそ、やれることもあるのです。普
段水泳が出来ない人でも、夏休みの間にプールに通う
と、泳ぎが達者になります。そして何よりも自分の体力
が増強される事です。風邪も引きにくくなり、勉学にも
集中することができます。また普段読みたいと思ってい
た本を休みを利用して読破することが出来ます。良書に
触れ、その中の心に残る言葉や考え方を人生の指針とす
れば、生き方が変わり、運まで開けるようになります。
良書は幸運のエネルギーに満ちています。心温まる話
や、とっておきの話を知ることで心が洗われる事もあり

体育祭を終えて
学校行事として大きなものの一つである体育祭が、５月
２２日に柏木学園総合グラウンドに於いて行われました。
前日までの大雨で開催を懸念されていた当日は、朝か
らお天気に恵まれて予定通り実施されました。全員各ク
ラス毎のオリジナルTシャツを着用し、先生方や体育祭
実行委員の生徒の声掛けのもと、競技はスムーズに行わ
れていきました。
１年生は期待と不安を抱いての高校生活で初の行事。
２年生は昨年の体験を元に余裕の姿での参加。そして３
年生は高校生活最後の体育祭。生徒は皆それぞれの思い
の中で、一生懸命に走ったり、大きな声で応援したりす
ることで、団結力も増し良い汗をかけた１日だったと思
います。

元気な声
雨上がりの木々の緑がより美しく輝く季節となりまし
た。
入園・進学から3 ヶ月が過ぎ、子ども達は幼稚園生活
に慣れてきました。
園庭では汗を流してお友達と遊ぶ姿、お部屋では真剣
に製作物に取り組む姿や、先生と元気に歌う子ども達の
姿が見られます。
この3 ヶ月間に、遠足、参観、誕生日会での歌の発表、
各クラスで「蚕」を育て、6月中旬にプール開きもあり、幼
稚園の行事は盛りだくさんです。

柏木学園高等学校後援会
祭を無事に終えることができました。
間もなく夏休みになりますが、事故のないように過ごし
ていただきたいと思います。本年度も子ども達の学校生活
の応援団として務めますので、ご支援、ご協力をよろしくお
願いいたします。

令和元年度後援会会長

長峰

睦美

柏木実業専門学校教育交流会
ます。生き方や考え方が自然に良い方向に変わるきっか
けを得る事もできます。為になる本、人生に役立つ本を
選んで熟読し、魂を浄化させたいものです。宿命は「宿
る命」なので、変えることは出来ませんが、運命は「運ぶ
命」自分の行いによって運命は変えられます。夏休みを
有意義に過ごして、自分の運命を目標に向かって邁進し
ていきましょう。やり続ける事で、願望は叶います。最
後まで諦めずにやり抜く事が大切です。
教育交流会会長

田部井

信夫

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
そしてPTA参加の種目は綱引き。各クラス対抗で行わ
れた覇者の女子生徒VS保護者の対決となり、先生・生徒・
保護者とも熱い戦いとなりました。そんな中で生徒から
保護者への応援の声はとても嬉しく感じました。
先生方、生徒の皆さん、保護者の皆さん、有難うござい
ました。
今月後半は夏休みに入りますが、体調管理に気を付け
事故の無いよう有意義に過ごして欲しいと願います。
PTA役員代表 小松 久美子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
7月にはお楽しみ「夕涼み会」が開催されます。3種類の
ゲームや、飲食物の販売、そして子ども達が一生懸命に
練習をした盆踊りもあります。
楽しい一日が過ごせるよう、先生方をはじめ、保護者
の皆様に協力していただきながら準備を進めておりま
す。
当日は皆さまお誘い合わせの上、ぜひご参加ください
ますよう、お願いいたします。
令和元年度父母の会会長 玉村 和美

令和元年 7月 ～ 9月行事予定表
柏木学園高等学校
7/1

求人票解禁

7/2-5 期末試験
7/3

相談日

7/6

学力試験（2・3年生任意）

7/7

野球開会式

7/8 薬物乱用防止教室（2年、2h）
試験予備日
7/9

答案返却

7/10 進路行事（1年3h）、相談日
7/13 高文連全国大会派遣激励会
7/15 私学展
7/16 保健講話（1年、2h）
7/17 次年度履修ガイダンス（2h）
7/18 学期末補習対象者発表、相談日
7/19 終業式、大掃除、ＬＨＲ（3h）
7/20 企業訪問開始
7/20-26 夏期講習第1期・1学期末補習期間
7/26 オープンスクール
7/27 学園同窓会総会
7/29 学費引き落とし

柏木実業専門学校
-7/10 第2期AO入試エントリー受付期間
7/6 全経文書処理能力検定
7/11-24 第3期AO入試エントリー受付期間
7/12 第2期AO入試面談日
7/13 日商販売士検定
7/14 全経簿記能力検定
7/15 全関東簿記電卓珠算競技大会
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
7/25-8/21 第4期AO入試エントリー受付期間
7/26 第3期AO入試面談日
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
7/29-31 夏休み特別講座
8/22-9/4 第5期AO入試エントリー受付期間
8/22 夜間簿記講習会開講
8/23 第4期AO入試面談日
8/25 産能大科目修得試験
9/2 講義開始・防災訓練
9/6 第5期AO入試面談日
9/14 第４回オープンキャンパス
9/27 紅葉祭
9/28 紅葉祭一般公開

研修センター

7/29-8/2 夏期講習第2期
8/6 公私合同説明会（県央東地区）
8/6-22 就職面接練習会
8/6-23 夏期講習第3期（スタンダード・情報、任意）
8/7-10 勉強合宿（アドバンス）
8/8 公私合同説明会（相模原・横浜地区）
8/9 公私合同説明会（県央西地区）
8/13-16 学校閉鎖期間
8/15-23 カナダグローバル研修
8/24 実用数学技能検定
8/26-28 体育館清掃
8/28 就職選考試験送付書類締切
8/29 始業式、後援会役員会
漢字コンクール2限
学力試験（全学年）
9/2

防災訓練

9/4

相談日

9/9

次年度履修科目確認

9/11 文化祭準備（ＰＭ）
9/12 文化祭準備（ＡＭ）
9/13 文化祭（1日目）
9/14 文化祭（2日目）
9/16 文化祭振り替え休日
9/27 陸上競技会
9/30 陸上競技会予備日

○学園本部：高村・金久保

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
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
7/11（求職者支援訓練）4月生 介護事務検定試験
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
7/23（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
7/24（求職者支援訓練）5月生 医科医療事務検定試験
8/1 （県委託訓練）7月生 職業人講話
相鉄リフォーム株式会社
8/6 （県委託訓練）7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
8/13（求職者支援訓練）5月生 調剤事務検定試験
8/14（求職者支援訓練）5月生 修了式
医療・調剤・介護事務ＰＣ科
8/29（県委託訓練）7月生 医科医療事務検定試験
9/2 （県委託訓練）9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
（県委託訓練）7月生 職業人講話
西迫会計事務所
9/5-10（県委託訓練）7月生 介護実習
9/30（県委託訓練）7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

○柏木高校：本田・湯川

○柏木実業：伊藤（史）・小澤・荒井

大和商業高等専修学校
7/1

就職説明会（3年）

都筑ケ丘幼稚園
7/1

月謝引き落とし日
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 学び場ジュニア中沢中
7/3 七夕会・七夕親子製作
ワープロ、デザイン検定 7/5 クッキング保育（年少）
7/4 学び場ジュニア藤沢第一中 7/8 誕生日会（8月）
進路ガイダンス（2年）
7/9 令和2年度見学説明会
7/10 面談日・いちご組保育参観日
7/5 追再試日
PTA研修旅行
7/18 終業式・午前保育
7/19 夕涼み会
7/8 委員会の日
7/23-24 お泊り保育
7/8-12 検定特別授業
7/25-26 お泊り保育予備日
7/9 プレゼン検定（2級）
7/30- 都筑区幼稚園パネル展（都筑区役所）
7/10 復習授業
7/31 H25年度同窓会
情報処理検定
8/1 月謝引き落とし日
進路ガイダンス（1年）
8/3 就職フェア（そごう9F）
7/11 全国大会壮行会
8/5 子育て講演会（都筑公会堂）
保護者会
学び場ジュニア東野中
8/13-16 預かり保育なし
8/22 自由夏期保育・午前保育
7/12 進路ガイダンス（3年）
8/23 自由夏期保育
7/14 全経簿記能力検定
H30年度同窓会
7/15 全関東簿記電卓珠算競技大会
午前保育
専修学校展
8/26 夏期保育
スマイルクラブ③
7/16 スクーリング（1・3年）
午前保育
修学旅行事前学習（2年）
8/27-28 夏期保育・午前保育
7/16-17 復習授業
9/2 月謝引き落とし日・始業式
7/18 大掃除
総合避難訓練
午前保育
エイズ講演会（1年）
9/3
役員会
7/19 終業式
9/4 懇談会
防犯ボランティア
9/5 バザー実行委員会
7/20 電卓検定
9/6 運動会実行委員会
7/22-24 全国高等専修学校体育大会
9/9 誕生日会（9月）
7/27 体験入学①
地域開放エアロビ②
全経コンピュータ会計能力検定 9/10 未就園児運動会
8/10 体験入学②
9/12 運動会園内予行
9/13 地域開放ヨガ
8/24 体験入学③
9/1 全国簿記電卓競技大会兼国際電卓大会 9/17 令和2年度入園説明会
9/20 運動会園外予行
9/2 始業式
9/24 運動会園外予行予備日
防災訓練
9/25 令和2年度2歳児教室いちご組説明会
9/3 平常授業開始
令和2年度プレ保育たんぽぽ組説明会
9/4 委員会の日

7/1-4 期末テスト
7/2 学び場ジュニア善行中

9/5

PTA運営委員会

9/9-12 あいさつ週間
9/27-28 紅葉祭
9/30 紅葉祭振替休日

学

園

本

部

7/17- 職員健康診断開始
9/2
教職員意向調査
9/ 下旬 役員会

○大和商業：天野・榎本・高橋・大石・岩城・吉田・永田

○幼 稚 園：栁・海野・熊谷・増永・北畠・稲井・加納・石橋・井上・藤井

