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　2020年の干支は「庚子（かのえ・ね）」です。「庚子」の表す
意味は、新たな芽吹きと繁栄の始まりであり未来への大いな
る可能性を感じます。つまりは、新しいことを始めると上手
くいく、大吉であると示しています。「子」は種子が土中で発
芽したまさにその瞬間を意味し、生命のスタートであり、繁
栄や発展を意味します。古代中国では立派な男性に対する敬
称にも使われ、孔子、老子、荘子など優れた哲学者によく用
いられるなど、「子」の文字には「賢い・聡い」という意味も
内包されています。
　2020年は東京で2回目のオリンピックが開催され、日本に
とって大きな節目となります。オリンピック・パラリンピッ
クによる経済効果を考えるとよい方向に進むことを期待し
ます。
　昨年2019年を振り返り大きなニュースがありました。「平
成」に変わる新しい元号が4月1日、「令和」に決まり、新しい
時代の幕が開きました。4月30日天皇陛下が退位され、30年
余りの平成時代が幕を下ろしました。5月1日に皇太子殿下
が第126代天皇として即位され元号も変わりました。今回は、
明治以降で初めての退位に伴う改元です。その他減らない温
室効果ガスによる気候変動。海洋プラごみ削減に向けた行動
計画の策定。大阪府の百舌鳥・古市古墳群を世界文化遺産に
認定。消費税の税率が10月1日より10％に引き上げ。ノーベ
ル化学賞がリチウムイオン電池（充電して繰り返し使える）
を開発した吉野彰さんに贈られました。
　スポーツ界においては、大坂なおみ選手が全豪テニスⅤ4
大大会を連続で制し、世界ランキング1位。女子ゴルフでは
メジャー、AIG全英女子オープンで渋野日向子選手が初出場
で初優勝。第9回ラグビー・ワールドカップ日本大会で、ブ
レイブ・ブロッサムズ（勇敢な桜の戦士）こと日本代表がア
ジア勢初の世界8強入りを果たし、日本国民に勇気と感動を
与え日本中が盛り上がりました。加えて日本国民が一体とな
り「ONE TEAM」という取り組みが日本中を巻き込み流行
語大賞にも選ばれました。
　今年2020年は、東京オリンピックを経済再生の転機にし、
平成デフレからの脱却につながる公共投資に期待されます。
一方2020年問題がさまざまな業界に影響を及ぼすとされて
おり、日本の経済にも影響を与えかねません。　

　2020年問題が抱える内容でリスクの代表例として出生数
が多い団塊ジュニア世代による高齢化の問題。さらに農村部
を中心に人口減少が進み、地方で空き家の増加が懸念。IT業
界は特に人材不足。AI（人工知能）による失業。大学受験は
センター試験が廃止され、大学入学共通テストに変わる。
2020年からの教育改革により新しい学習指導要領が小、中、
高と順番に実施されるという教育界にとっては大きな変化の
時を迎えています。学園では日頃からしっかりと情報収集を
行い、問題が起こる前に対策を講じていきたいと考えます。
　時代は激しく動き、世界は大きく変わっていきます。次世
代の高速通信「5G」が国内で商用サービス開始、その後20年、
30年後を見ていくと、2020年は自動運転「レベル3」の車が増
加。2025年には団塊世代が75歳以上になる。また完全自動運
転「レベル4」の車が市販される見込みです。その後2026年に
は「空飛ぶクルマ」の販売、2050年には宇宙エレベーターが
完成するという話題も聞こえてきます。2027年頃には中央
新幹線が開業し品川―名古屋間が約40分に、2037年頃には
リニア中央新幹線が大阪まで開通。東京―大阪間が約１時間
と時代は刻々と変化します。
　また近年、世界の至るところで猛暑などの異常気象や天候
不順となり、地球の温暖化により自然のリズムに乱れが生じ
ている感じがします。自然災害では特に風水害に注意を払い
たいものです。昨年は大変な風雨災害がありましたが、本年
度も十分気を付け、予防・対策に取り組みましょう。
　柏木学園は今日まで如何なる環境の中にあっても常に未
来に希望を持ち、他者の痛みが解る、そして現代社会の多様
な価値観に対応でき且つ創造力と判断力に富んだ人間教育
をしてまいりました。
　昨今の私学を取り巻く状況はご承知のとおり少子高齢化、
国際化、情報化が急速に進み、教育環境は大きな変化を余儀
なくされております。本学園はこのような時代の変化にも柔
軟に対応し、質の高い教育を推進し、未来を担う若者の育成
に努めて参る所存でございます。
　2020年が皆様にとりまして喜びと幸せに満ち溢れた年と
なりますよう、心からお祈り申し上げますとともに、学園へ
の更なるご支援ご協力を賜りますよう宜しくお願いいたし
ます。

柏木学園高等学校
修学旅行 研修旅行

柏木実業専門学校
生徒会選挙

大和商業高等専修学校
おもちつき
都筑ヶ丘幼稚園
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新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます
今年一年が素晴らしい年となりますよう心からお祈り申し上げます今年一年が素晴らしい年となりますよう心からお祈り申し上げます

令和2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

1/8    始業式

PTA運営委員会

1/9 平常授業開始

1/11 体験入学⑨

1/14-16 推薦入試願書受付

1/16-21 卒業試験

1/18  推薦入試④

1/24 生徒集会

1/27-30 一般入試願書受付

1/31 入試準備（3限まで）

2/1    一般入試

2/2    全経所得税法能力検定

2/8 秘書技能検定

2/13 PTA運営委員会

2/18-21 期末試験

2/20 防犯ボランティア⑥

2/25  日本語ワープロ検定

文書デザイン検定

パソコンスピード認定試験

2/26 情報処理技能検定

プレゼンテーション作成検定

2/28 卒業生を送る会

3/6 卒業式

3/13 入学者説明会

3/16 防災訓練②

3/19 介護職員初任者研修修了式

3/24 大掃除

3/25 修了式

学　園　本　部
1/7 職員仕事始め
3/2 高等学校卒業式
3/6 専門学校・大和商業卒業式
3/14 幼稚園卒園式
3/27 役員会

1/6    月謝引き落とし日
1/7    始業式・獅子舞
1/8    お楽しみ会・懇談会
1/9    役員会
1/10　ケータリング（年長）
1/14　バザー収益しゃぼん玉ショー
1/15　令和2年度体験保育・在園児休園
1/17　地域開放ヨガ
1/20　誕生日会（1月）・避難訓練
1/21　クッキング保育（年長）
1/22　令和2年度いちご組・たんぽぽ組教材渡し
1/25　幼稚園教育研究大会
1/27　地域開放ストレッチ
1/28　スマイルクラブ
1/30　豆まき
2/2    作品展
2/3    月謝引き落とし日・作品展振替休日
2/4    役員会
2/6    お店屋さんごっこ
2/7    スマイルクラブ

本部役員さんによる演奏会
2/10-14 個人面談・午前保育
2/17   予算総会・避難訓練
2/18   誕生日会（2月）
2/19   令和2年度1日入園及び教材渡し

在園児休園
2/20   ダディー＆マミー
2/21   クッキング保育（年少）
2/25   観劇会
2/27   クッキング保育（年中）
3/2    月謝引き落とし日・誕生日会（3月）
3/3    ひな祭り会・避難訓練
3/9    卒園式予行
3/10　お別れ会
3/11　懇談会（年長）
3/12　お別れ遠足
3/13　午前保育
3/14　卒園式・謝恩会
3/16   令和2年度進級園児月謝引き落とし日
3/18　懇談会（年中・年少）
3/19　修了式・午前保育
3/23-24 いちご組・たんぽぽ組体験保育

研修センター

1/7    新年挨拶式

1/8    始業式

1/9    学力試験（1・2年）

1/15 校外清掃

1/16-17 推薦入試願書受付

1/18-19 センター試験

1/22 推薦入試

1/24 実用英語技能検定試験
（アドバンス、希望者）

1/25 学力試験（1年）

1/27-31 学期末試験開始（3年）

1/29-30 一般願書受付

2/3 職員会議

2/7 一般入試準備

2/8-9 校舎立ち入り禁止

2/10 一般入試A（筆記試験）

推薦学力検査（午後）

2/11 一般入試A（面接試験）

2/12 一般入試B

一般入試A（合格発表）

2/15 学力試験（2年）

2/16 漢字能力検定試験（任意）

2/17-21 学期末補習期間（3年）

2/19 相談日

2/23 日商簿記検定試験

2/27-3/4 学期末試験（1・2年）

3/2 卒業証書授与式
二次入学試験願書受付

3/3 二次入学試験・合格発表

3/11 相談日

3/12 学期末補習対象者発表

3/18 相談日

3/24 修了式

1/6    （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

1/9-15 （県委託訓練）11月生　介護実習
サンホーム鶴間/和喜園/
ハッピーデイズ高座渋谷/ラヴィーレ高座渋谷

1/21   （県委託訓練）11月生　調剤事務検定試験
1/28   （県委託訓練）1月生　職業人講話

西迫会計事務所
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

2/21   （求職者支援訓練）2月生　入校式
医療・調剤・介護事務PC科
オフィスワークPC基礎科

（県委託訓練）1月生　職業人講話
株式会社アスモ介護サービス
社会福祉法人緑樹会

2/28   （県委託訓練）1月生　医科医療事務検定試験
3/6    （求職者支援訓練）2月生　職業人講話

株式会社ソラスト
3/9-12 （県委託訓練）1月生　介護実習
3/12  （求職者支援訓練）３月生　入校式

医療・調剤・介護事務ＰＣ科、
介護職員養成（初任者研修）科 

3/18   （求職者支援訓練）2月生　職業人講話
佐々木行政書士事務所

（県委託訓練）1月生　調剤事務検定試験
3/26   （求職者支援訓練）３月生　職業人講話

医療法人社団総生会
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

○学園本部：高村・金久保　　　○柏木高校：本田・矢崎　 　○大和商業：天野・足立・岩城・高橋・内藤・吉田・榎本
○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

1/8    講義開始
1/11  第7回オープンキャンパス
1/18   全経社会人常識マナー検定
1/21-27 進級・卒業試験
1/25  全経計算実務能力検定
1/26  産能大科目修得試験
1/28-30 午後追試験
1/28-2/21 検定授業週間
2/1    全経文書処理能力検定
2/2    全経所得税法・法人税法・消費税法能力検定
2/3    再試験者発表
2/5    午後再試験
2/7    第3期推薦・一般入試
2/12   特別試験者発表
2/14   短大大学併修説明会
2/16   全経簿記能力検定
2/22   全経電卓計算能力検定
2/23   日商簿記検定
2/25-3/17  進路活動週間
3/6    第4期推薦・一般入試
        卒業式
3/18   第5期推薦・一般入試
3/18   修了式



　12月9日（月）に大和市消防本
部において行われた普通救命講
習に本校の運動部、文化部の部
員を中心に生徒 と 教 員 が 参 加
し た。心 肺 蘇生やＡＥＤなどに
ついて講義形式の説明を受けた
後、訓練用の人形を使って実技

の講習に取り組んだ。終了後には生徒、教員共に講習修
了証をいただき、いざという時の救命活動に積極的に参
加する自信を得た。

普通救命講習

　11月20日（水）に生徒会役員選挙立会演説会および投票
が行われた。今年度も大和市選挙管理委員会の協力を得
て、実際の大和市議会議員選挙や大和市長選挙に使用さ
れる記入台、投票ボックスを借用して、本物の選挙を模
して投票が行われた。また、大和市の選挙管理委員会事
務局長が来校し選挙の仕組み、投票の大切さをご講義い
ただいた。
　投票の結果、新年度の生徒会役員が、以下のように決
定した。

生徒会役員選挙

　12月13日（金）に芸術鑑賞会が実施された。相模女子大
学グリーンホールにてルロット・サロン・オーケストラ
による「オペラ座の道化師」
を鑑賞した。当日は共演者
と生徒が共に一体となり、
楽団から本校生徒の観覧態
度にお褒めの言葉をいただ
いた。

芸術鑑賞会

　11月5日（火）～ 8日（金）に 長 崎 へ3泊4日 修 学 旅 行 に
行ってきた。今年は新たに民泊と平和学習をテーマとし
て風土と文化について、地域の人と語らい学んだ。長崎
の平和公園では平和祈念像の前で献花をして平和を祈
り、また、ペーロンのクラス対抗戦も白熱しながらも楽
しんで体験してきた。

2学年修学旅行 野球部大和交流戦優勝
　10月13日（日）～ 11月23日（土・祝）にかけて第26回大
和市内高等学校交流戦が大和スタジアムで行われた。本
校野球部は大和高校、大和東・相模原中等高校、大和西
高校、大和南高校と対戦し、全勝で見事優勝を果たした。
記念の優勝旗が本校1号館1階に飾られている。

軽音楽部大会報告
　12月8日（日）、日本工学院専門学校蒲田校の片柳ホー
ルで第5回高校、中学校軽音楽系クラブコンテスト「We 
are Sneaker Ages関東大会」が開催され、本校は予選会
で優秀校賞を受賞してグランプリ大会に出場した。全員
共通してやり切った感があり、1年生は来年に向けて意欲
を燃やした。
演奏曲：世界は恋に落ちている

第3～6回学校説明会

神奈川県高等学校文化連盟主催
高等学校総合文化祭
第56回高等学校書道展
特　選　　米山俊也（3-B）
　　　　　張　韋嘉（3-B）

短歌書道部活動報告

会　長　後藤　海都 （2-G）
副会長　市川　颯人 （1- I ）
副会長　長谷川智也（1-E）
会　計　谷口　　陸 （1-E）
書　記　山川　陽菜 （1-B）

会　長　後藤　海都 （2-G）

副会長　市川　颯人 （1- I ）

副会長　長谷川智也（1-E）

会　計　谷口　　陸 （1-E）

書　記　山川　陽菜 （1-B）

　11月16日（土）、11月23日（土・祝）、11月30日（土）、12月7日(土）
に柏木学園高等学校学校説明会を開催し、今年度の学校説明会
日程をすべて終了した。どの回も参加中学生・保護者で総合体
育館が一杯となる充実した説明会となった。第1回から第6回ま
で大勢の方にご参加いただき、盛況を博した。

ボーカル
3F 八町　真由
3H 菅　　　雅
ギター 
3F 小林　拓実
1E 今野　莉緒
パーカッション
1k 堀江　慧葉
ドラム 
3C 不破左緒梨

ベース 
1D 金子　愛弥
コーラス
3F 大舘しのみ
1G 石川　　苺
キーボード
1k 森中　悠菜

神奈川県高等学校バドミントン新人大会
祝！県大会出場

北相西地区予選
男 子 団 体   ３位 
女 子 団 体   ４位 
男 子 ダ ブ ル ス  北野（2-C）・安藤（2-H）ペア ４位 
女 子 ダ ブ ル ス  田澤（2-A）・森（2-H）ペア ６位 
男子シングルス 松本　凪（2-F） ３位
女子シングルス 田澤未陽（2-A） ２位

バドミントン部大会報告

サンタバス

　10月の終わり頃から、この日の為に一生懸命練
習してきました。たくさんのお客さんを前に舞台
に立った子ども達は緊張しつつも、とても堂々と
していました！！
　保護者の皆様、たくさんの温かい拍手とご声援
をありがとうございました。

　折り紙を組み合わせて
楽しく製作をしました！
お母さん達も夢中で取り
組んでいただき、親子で
楽しむ姿が見られました☆

11月25日（月）

12月1日（日）お遊戯会

　前日にもち米を洗う作業から
始まり、当日はクラスみんなで力
を合わせておもちをつきました。
きなこ・あんこ・のりしょうゆ
に味つけられたおもちはとても
おいしく格別でした♥温かい豚
汁もたくさん食べてお腹いっぱ
いになりました。

地域開放事業

　　12月3日（火）、あわてんぼう
のサンタクロースが、幼稚園にやっ
てきました。この日からしばらく

バスを運転してくれたサンタさん。「Good 
morning!」「Good bye!」とドキドキしながら
もサンタさんに声を掛ける子ども達の姿はとて
もかわいかったです♥

12月10日（火）
　ある日、幼稚園にサンタさんからの手紙が届
きました。それはサンタさんが幼稚園に来てく
れるという内容でした。その事を知った子ども
達は大喜びで、当日を心待ちにしていました。
当日は一緒に写真を撮ったり、プレゼントをも
らったり、終始目を輝かせていました。

クリスマス会

「ユニット折り紙製作」

　幼稚園に鬼がやってきます！
お面と升を作成し、元気な声で「鬼は外！福
は内！」子ども達は準備万端です！

1月30日（木）豆まき

　各クラス様々なお店が元気よく開店しま
す！オリジナルの財布を首から下げ楽しくお
買い物をします♪

2月6日（木）お店やさんごっこ

12月5日（木）おもちつき

年 少 年 中 年 長

　今年もバザー収益によるしゃぼん玉ショーを行
います。どんなしゃぼん玉が見ることができるの
か、子ども達も今から楽しみにしています。保護
者の皆様のご協力の元、還元ショーが行えること
に、感謝いたします。

1月14日（火）

　短い時間でしたが、歌や先生の出し物など、
クリスマスにまつわる楽しい時間を過ごしました。
　サンタさんからプレゼントをもらい、始めは
緊張していた様子だった子ども達も、みんなと
ても嬉しそうでした♪

12月11日（水）

　新年を迎え、今年も幼稚園
に獅子舞がやってきまし
た！少しドキドキしながら
も、獅子に頭を噛んでもら
い、2020年の無病息災を祈
願しました☆

未就園児クリスマス会

杉 山 兄 弟 による

しゃぼん玉ショー



生徒会選挙 やまと産業フェア

書道展特賞受賞

1学年校内進路ガイダンス
　12 月 6 日（金）に１学年を対象に校内で進
路ガイダンスを開催しました。今回の進路ガ
イダンスは大学や専門学校で行う、体験型の
授業を実施してもらいました。調理系の学校
ではエクレアを作ったり、動物系の学校では
トリミングの体験、情報系の学校ではゲーム
を通してプログラムの仕組みを学ぶなどの中
から生徒たちは自分が選んだ授業を受講しま
した。今回のガイダンスで卒業後の進路や、
将来やりたいことを
見つけ、今後の高校
生活ですべきことは
何かを考え、充実し
た学校生活を送って
くれることと思いま
す。

PTA研修会
　11 月 14 日（木）に本校 PTA の研修会を開
催しました。今回はドライフラワーを専用の
オイルにつけた中に書を入れた新感覚インテ
リア雑貨「ハーバリウム書」の作成講座を本
校にて行いました。参加していただいた PTA
の皆さんは慣れない作業でしたが、素敵な作
品を作ることがで
き、とても楽しい体
験となりました。ご
参加いただいた PTA
の皆さん、ありがと
うございました。

　令和二年度の生徒会新役員を決めるための
選挙が 11 月 8 日（金）に行われました。今年
度も大和市選挙管理委員会に協力していただ
き、実際に国政選挙で使用されている投票箱
等を借りて実施することができました。在校
生の中にも選挙権がある生徒もおり、より身
近に感じ、今回の生徒会選挙を通してルール
やマナーを学び、今後の政治に自分の意見を
反映させるような投票をしてくれることを期
待しています。
　新生徒会役員として選出されたのは、以下
の通りです。

会　長　 畠山　果也　
副会長　 坂口　洸陽
　　　　 樋口　涼太
書　記　 石井　秀汰
会　計　 久保　文櫻

　11 月 9 日（土）～ 10 日（日）に大和商工
会議所等にてやまと産業フェアが開催され、
本校の生徒が２つのブースにボランティアで
参加しました。会場では輪投げやはたらくク
ルマの乗車体験、市販されているアイスの歴
史や工場の様子の説明、アイスの配布等のサ
ポートをしました。このフェアに参加したこ
とで、大和市内の企業に触れることができた
とともに、多くの方と接することができ、貴
重な体験をする機会がもてました。これから
も様々なボランティア活動に参加し、多くの
経験を積んでほしいです。

　12 月 4 日（水）～ 8 日（日）に横浜市民ギャ
ラリーにて第 56 回高等学校書道展が開催され
ました。本校からは 3 年生が作成した作品を
出品しました。その結果、以下の２名が特選
を受賞することができました。これに続き、
来年度も多くの生徒が熱心に作品を作成し、
より多くの生徒が受賞できることを期待して
います。

第 56 回高等学校書道展　特選受賞者
３年 C 組　　野路　夏鈴
３年 C 組　　小林　宏美

【神奈川県委託訓練9月生修了式】
　11月29日（金）に委託訓練

「即戦力」3コースの修了式が
行われました。3カ月間の学
びを終え、受講生の清々しい
笑顔がみられる修了式となり
ました。また、修了式では各
クラスより謝辞をいただき、
訓練の思い出と再就職先での
意欲を伝えていただきまし
た。活躍を期待しています。

【求職者支援訓練実施に伴う打ち合わせ】
　11月28日（木）に独立行政
法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構神奈川支部　求職者
支援課　相談役の天辰　敏郎
様、求職者支援課長　柿崎　
耕様が研修センターに来校
し、訓練実施に関する打ち合
わせをしました。訓練運営に
関する現状もお話いただき、貴重な時間となりました。

【社会福祉会計簿記（12月1日（日）施行）認定試験対策講座開催】
　10月と11月の2回にわたり社会福祉会計簿記初級、中級コー
スの認定試験対策講座を実施しました。講座には社会福祉法人
で勤務されている方もおり、皆さん熱心に受講されていました。
12月1日には研修センターにて認定試験も実施されました。

【就職近況報告】
就職先　大和市立病院
木村　明日香さん　医療調剤介護事務・ＰＣ科

（令和元年9月）修了生　
　「勉強は想像していたよりも難しかったですが、
医療事務管理士の資格まで取得することができま
した。希望していた医療機関での勤務を精一杯頑
張ります。」

就職先　株式会社成上グループ　のぞみ介護　
岩松　正彦さん　介護職員初任者研修科

（平成28年11月）修了生
　「訪問介護の仕事に携わり、やりがいを感じて
います。また、ガイドヘルパーの資格も取得し、
通院やお出かけの付き添いもしています。これか
らも一歩一歩頑張ります。」

【研修旅行に行ってきました】
　11月8日（金）に箱根方面に研修旅行に
行ってきました。
　箱根恩賜公園では天候にも恵まれ、冠雪
の美しい富士山を拝むことができました。
　三島スカイウォークでは日本一長い歩

行 者 専 用 吊
橋ということもあり、ハラハラしなが
ら吊橋を渡っている学生が多くいまし
た。また、桃源台港から出港する海賊船
に乗船し、留学生の中には初めて船に乗
る学生もおり、各々写真を撮りながら
研修旅行を楽しんでいたようです。

【日本語スピーチ・カラオケコンテストを開催しました】
　12月5日（木）に4階アリーナにて令和元年度校内日本語スピーチ・
カラオケコンテストを開催しました。
　第1部の日本語スピーチの部では、情報ビジネス科の留学生9名
が登壇し、日本での経験や自分自身の夢など様々なテーマでのス
ピーチを披露しました。第2部のカラオケの部では、国籍問わず12
組の学生たちが自慢の歌声を披露して、会場は大いに盛り上がりまし
た。
　多くの参加者の中から金賞・銀賞・銅賞の栄冠を勝ち取ったのは
以下の学生です。
　また、神奈川県専修学校各種学校協会が主催する留学生カラオケ
コンテスト（12月17日開催）・留学生スピーチコンテスト（1月29日
開催）へ出場する学生のプレ実演も行い
ました。
　スピーチコンテスト金賞
情報ビジネス科1年A組 
B O D I Y A B A D U G E  I R E S H A  
SANJEEWANI JAYASURIYA（スリラン
カ・みやび国際学院出身）
タイトル『スリランカ人の私が心配する
日本の未来』
　スピーチコンテスト銀賞
情報ビジネス科１年D組　BHANDARI SUMAN（ネパール・相模
国際学院出身）タイトル『結婚について』
　スピーチコンテスト銅賞
情報ビジネス科１年A組　BHANDARI SHIVA（ネパール・専門学
校アリス学園出身）タイトル『夢』

　カラオケコンテスト金賞
情報ビジネス科1年A組 
TRIEU THI KHANH LINH

（ベトナム・LIBERTY小田原日本語学
校出身）曲目『桜色舞うころ』
　カラオケコンテスト銀賞
医 療 情 報 学 科 １ 年　髙 橋　伊 万 里

（日々輝学園高等学校神奈川校出身）曲
目『MINORITY』

　カラオケコンテスト銅賞
情報ビジネス科１年D組　LIMBU BIGYAN（ネパール・現代外語
学院出身）曲目『ひまわりの約束』

【上級救急救命講習会に参加】
　11月26日（火）医療情報学科1年生全
員が大和市消防本部で開催された上級
救命救急講習会に参加し、修了証を取
得しました。

【介護実習・企業実習へ行ってきました】
　後期がスタートした10月から11月にかけて介護実習・企業実習
へ行ってきました。講義やデモンストレーションが行われ、就職す
るにあたって身につけておくべき知識や能力、心構えについて学び
ました。

［実習先］
社会福祉法人相模翔優会

特別養護老人ホーム　ル・リアンふかみ
（医療情報学科1年・2年）

株式会社横浜銀行大和支店
（情報ビジネス科1年B組）

野村證券株式会社横浜支店
（情報ビジネス科1年C組）

初級講師　秋山先生 中級講師　石井先生

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

今年度最終のオープンキャンパス
参加申込受付中

　1月11日（土）実施の第7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。
　詳細については下記までお問い合わせください。

情報ビジネス科1年A組 
BODIYABADUGE IRESHA

SANJEEWANI JAYASURIYA

情報ビジネス科1年A組 
TRIEU THI KHANH LINH



生徒会選挙 やまと産業フェア

書道展特賞受賞

1学年校内進路ガイダンス
　12 月 6 日（金）に１学年を対象に校内で進
路ガイダンスを開催しました。今回の進路ガ
イダンスは大学や専門学校で行う、体験型の
授業を実施してもらいました。調理系の学校
ではエクレアを作ったり、動物系の学校では
トリミングの体験、情報系の学校ではゲーム
を通してプログラムの仕組みを学ぶなどの中
から生徒たちは自分が選んだ授業を受講しま
した。今回のガイダンスで卒業後の進路や、
将来やりたいことを
見つけ、今後の高校
生活ですべきことは
何かを考え、充実し
た学校生活を送って
くれることと思いま
す。

PTA研修会
　11 月 14 日（木）に本校 PTA の研修会を開
催しました。今回はドライフラワーを専用の
オイルにつけた中に書を入れた新感覚インテ
リア雑貨「ハーバリウム書」の作成講座を本
校にて行いました。参加していただいた PTA
の皆さんは慣れない作業でしたが、素敵な作
品を作ることがで
き、とても楽しい体
験となりました。ご
参加いただいた PTA
の皆さん、ありがと
うございました。

　令和二年度の生徒会新役員を決めるための
選挙が 11 月 8 日（金）に行われました。今年
度も大和市選挙管理委員会に協力していただ
き、実際に国政選挙で使用されている投票箱
等を借りて実施することができました。在校
生の中にも選挙権がある生徒もおり、より身
近に感じ、今回の生徒会選挙を通してルール
やマナーを学び、今後の政治に自分の意見を
反映させるような投票をしてくれることを期
待しています。
　新生徒会役員として選出されたのは、以下
の通りです。

会　長　 畠山　果也　
副会長　 坂口　洸陽
　　　　 樋口　涼太
書　記　 石井　秀汰
会　計　 久保　文櫻

　11 月 9 日（土）～ 10 日（日）に大和商工
会議所等にてやまと産業フェアが開催され、
本校の生徒が２つのブースにボランティアで
参加しました。会場では輪投げやはたらくク
ルマの乗車体験、市販されているアイスの歴
史や工場の様子の説明、アイスの配布等のサ
ポートをしました。このフェアに参加したこ
とで、大和市内の企業に触れることができた
とともに、多くの方と接することができ、貴
重な体験をする機会がもてました。これから
も様々なボランティア活動に参加し、多くの
経験を積んでほしいです。

　12 月 4 日（水）～ 8 日（日）に横浜市民ギャ
ラリーにて第 56 回高等学校書道展が開催され
ました。本校からは 3 年生が作成した作品を
出品しました。その結果、以下の２名が特選
を受賞することができました。これに続き、
来年度も多くの生徒が熱心に作品を作成し、
より多くの生徒が受賞できることを期待して
います。

第 56 回高等学校書道展　特選受賞者
３年 C 組　　野路　夏鈴
３年 C 組　　小林　宏美

【神奈川県委託訓練9月生修了式】
　11月29日（金）に委託訓練

「即戦力」3コースの修了式が
行われました。3カ月間の学
びを終え、受講生の清々しい
笑顔がみられる修了式となり
ました。また、修了式では各
クラスより謝辞をいただき、
訓練の思い出と再就職先での
意欲を伝えていただきまし
た。活躍を期待しています。

【求職者支援訓練実施に伴う打ち合わせ】
　11月28日（木）に独立行政
法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構神奈川支部　求職者
支援課　相談役の天辰　敏郎
様、求職者支援課長　柿崎　
耕様が研修センターに来校
し、訓練実施に関する打ち合
わせをしました。訓練運営に
関する現状もお話いただき、貴重な時間となりました。

【社会福祉会計簿記（12月1日（日）施行）認定試験対策講座開催】
　10月と11月の2回にわたり社会福祉会計簿記初級、中級コー
スの認定試験対策講座を実施しました。講座には社会福祉法人
で勤務されている方もおり、皆さん熱心に受講されていました。
12月1日には研修センターにて認定試験も実施されました。

【就職近況報告】
就職先　大和市立病院
木村　明日香さん　医療調剤介護事務・ＰＣ科

（令和元年9月）修了生　
　「勉強は想像していたよりも難しかったですが、
医療事務管理士の資格まで取得することができま
した。希望していた医療機関での勤務を精一杯頑
張ります。」

就職先　株式会社成上グループ　のぞみ介護　
岩松　正彦さん　介護職員初任者研修科

（平成28年11月）修了生
　「訪問介護の仕事に携わり、やりがいを感じて
います。また、ガイドヘルパーの資格も取得し、
通院やお出かけの付き添いもしています。これか
らも一歩一歩頑張ります。」

【研修旅行に行ってきました】
　11月8日（金）に箱根方面に研修旅行に
行ってきました。
　箱根恩賜公園では天候にも恵まれ、冠雪
の美しい富士山を拝むことができました。
　三島スカイウォークでは日本一長い歩

行 者 専 用 吊
橋ということもあり、ハラハラしなが
ら吊橋を渡っている学生が多くいまし
た。また、桃源台港から出港する海賊船
に乗船し、留学生の中には初めて船に乗
る学生もおり、各々写真を撮りながら
研修旅行を楽しんでいたようです。

【日本語スピーチ・カラオケコンテストを開催しました】
　12月5日（木）に4階アリーナにて令和元年度校内日本語スピーチ・
カラオケコンテストを開催しました。
　第1部の日本語スピーチの部では、情報ビジネス科の留学生9名
が登壇し、日本での経験や自分自身の夢など様々なテーマでのス
ピーチを披露しました。第2部のカラオケの部では、国籍問わず12
組の学生たちが自慢の歌声を披露して、会場は大いに盛り上がりまし
た。
　多くの参加者の中から金賞・銀賞・銅賞の栄冠を勝ち取ったのは
以下の学生です。
　また、神奈川県専修学校各種学校協会が主催する留学生カラオケ
コンテスト（12月17日開催）・留学生スピーチコンテスト（1月29日
開催）へ出場する学生のプレ実演も行い
ました。
　スピーチコンテスト金賞
情報ビジネス科1年A組 
B O D I Y A B A D U G E  I R E S H A  
SANJEEWANI JAYASURIYA（スリラン
カ・みやび国際学院出身）
タイトル『スリランカ人の私が心配する
日本の未来』
　スピーチコンテスト銀賞
情報ビジネス科１年D組　BHANDARI SUMAN（ネパール・相模
国際学院出身）タイトル『結婚について』
　スピーチコンテスト銅賞
情報ビジネス科１年A組　BHANDARI SHIVA（ネパール・専門学
校アリス学園出身）タイトル『夢』

　カラオケコンテスト金賞
情報ビジネス科1年A組 
TRIEU THI KHANH LINH

（ベトナム・LIBERTY小田原日本語学
校出身）曲目『桜色舞うころ』
　カラオケコンテスト銀賞
医 療 情 報 学 科 １ 年　髙 橋　伊 万 里

（日々輝学園高等学校神奈川校出身）曲
目『MINORITY』

　カラオケコンテスト銅賞
情報ビジネス科１年D組　LIMBU BIGYAN（ネパール・現代外語
学院出身）曲目『ひまわりの約束』

【上級救急救命講習会に参加】
　11月26日（火）医療情報学科1年生全
員が大和市消防本部で開催された上級
救命救急講習会に参加し、修了証を取
得しました。

【介護実習・企業実習へ行ってきました】
　後期がスタートした10月から11月にかけて介護実習・企業実習
へ行ってきました。講義やデモンストレーションが行われ、就職す
るにあたって身につけておくべき知識や能力、心構えについて学び
ました。

［実習先］
社会福祉法人相模翔優会

特別養護老人ホーム　ル・リアンふかみ
（医療情報学科1年・2年）

株式会社横浜銀行大和支店
（情報ビジネス科1年B組）

野村證券株式会社横浜支店
（情報ビジネス科1年C組）

初級講師　秋山先生 中級講師　石井先生

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

今年度最終のオープンキャンパス
参加申込受付中

　1月11日（土）実施の第7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。
　詳細については下記までお問い合わせください。

情報ビジネス科1年A組 
BODIYABADUGE IRESHA

SANJEEWANI JAYASURIYA

情報ビジネス科1年A組 
TRIEU THI KHANH LINH



　12月9日（月）に大和市消防本
部において行われた普通救命講
習に本校の運動部、文化部の部
員を中心に生徒 と 教 員 が 参 加
し た。心 肺 蘇生やＡＥＤなどに
ついて講義形式の説明を受けた
後、訓練用の人形を使って実技

の講習に取り組んだ。終了後には生徒、教員共に講習修
了証をいただき、いざという時の救命活動に積極的に参
加する自信を得た。

普通救命講習

　11月20日（水）に生徒会役員選挙立会演説会および投票
が行われた。今年度も大和市選挙管理委員会の協力を得
て、実際の大和市議会議員選挙や大和市長選挙に使用さ
れる記入台、投票ボックスを借用して、本物の選挙を模
して投票が行われた。また、大和市の選挙管理委員会事
務局長が来校し選挙の仕組み、投票の大切さをご講義い
ただいた。
　投票の結果、新年度の生徒会役員が、以下のように決
定した。

生徒会役員選挙

　12月13日（金）に芸術鑑賞会が実施された。相模女子大
学グリーンホールにてルロット・サロン・オーケストラ
による「オペラ座の道化師」
を鑑賞した。当日は共演者
と生徒が共に一体となり、
楽団から本校生徒の観覧態
度にお褒めの言葉をいただ
いた。

芸術鑑賞会

　11月5日（火）～ 8日（金）に 長 崎 へ3泊4日 修 学 旅 行 に
行ってきた。今年は新たに民泊と平和学習をテーマとし
て風土と文化について、地域の人と語らい学んだ。長崎
の平和公園では平和祈念像の前で献花をして平和を祈
り、また、ペーロンのクラス対抗戦も白熱しながらも楽
しんで体験してきた。

2学年修学旅行 野球部大和交流戦優勝
　10月13日（日）～ 11月23日（土・祝）にかけて第26回大
和市内高等学校交流戦が大和スタジアムで行われた。本
校野球部は大和高校、大和東・相模原中等高校、大和西
高校、大和南高校と対戦し、全勝で見事優勝を果たした。
記念の優勝旗が本校1号館1階に飾られている。

軽音楽部大会報告
　12月8日（日）、日本工学院専門学校蒲田校の片柳ホー
ルで第5回高校、中学校軽音楽系クラブコンテスト「We 
are Sneaker Ages関東大会」が開催され、本校は予選会
で優秀校賞を受賞してグランプリ大会に出場した。全員
共通してやり切った感があり、1年生は来年に向けて意欲
を燃やした。
演奏曲：世界は恋に落ちている

第3～6回学校説明会

神奈川県高等学校文化連盟主催
高等学校総合文化祭
第56回高等学校書道展
特　選　　米山俊也（3-B）
　　　　　張　韋嘉（3-B）

短歌書道部活動報告

会　長　後藤　海都 （2-G）
副会長　市川　颯人 （1- I ）
副会長　長谷川智也（1-E）
会　計　谷口　　陸 （1-E）
書　記　山川　陽菜 （1-B）

会　長　後藤　海都 （2-G）

副会長　市川　颯人 （1- I ）

副会長　長谷川智也（1-E）

会　計　谷口　　陸 （1-E）

書　記　山川　陽菜 （1-B）

　11月16日（土）、11月23日（土・祝）、11月30日（土）、12月7日(土）
に柏木学園高等学校学校説明会を開催し、今年度の学校説明会
日程をすべて終了した。どの回も参加中学生・保護者で総合体
育館が一杯となる充実した説明会となった。第1回から第6回ま
で大勢の方にご参加いただき、盛況を博した。

ボーカル
3F 八町　真由
3H 菅　　　雅
ギター 
3F 小林　拓実
1E 今野　莉緒
パーカッション
1k 堀江　慧葉
ドラム 
3C 不破左緒梨

ベース 
1D 金子　愛弥
コーラス
3F 大舘しのみ
1G 石川　　苺
キーボード
1k 森中　悠菜

神奈川県高等学校バドミントン新人大会
祝！県大会出場

北相西地区予選
男 子 団 体   ３位 
女 子 団 体   ４位 
男 子 ダ ブ ル ス  北野（2-C）・安藤（2-H）ペア ４位 
女 子 ダ ブ ル ス  田澤（2-A）・森（2-H）ペア ６位 
男子シングルス 松本　凪（2-F） ３位
女子シングルス 田澤未陽（2-A） ２位

バドミントン部大会報告

サンタバス

　10月の終わり頃から、この日の為に一生懸命練
習してきました。たくさんのお客さんを前に舞台
に立った子ども達は緊張しつつも、とても堂々と
していました！！
　保護者の皆様、たくさんの温かい拍手とご声援
をありがとうございました。

　折り紙を組み合わせて
楽しく製作をしました！
お母さん達も夢中で取り
組んでいただき、親子で
楽しむ姿が見られました☆

11月25日（月）

12月1日（日）お遊戯会

　前日にもち米を洗う作業から
始まり、当日はクラスみんなで力
を合わせておもちをつきました。
きなこ・あんこ・のりしょうゆ
に味つけられたおもちはとても
おいしく格別でした♥温かい豚
汁もたくさん食べてお腹いっぱ
いになりました。

地域開放事業

　　12月3日（火）、あわてんぼう
のサンタクロースが、幼稚園にやっ
てきました。この日からしばらく

バスを運転してくれたサンタさん。「Good 
morning!」「Good bye!」とドキドキしながら
もサンタさんに声を掛ける子ども達の姿はとて
もかわいかったです♥

12月10日（火）
　ある日、幼稚園にサンタさんからの手紙が届
きました。それはサンタさんが幼稚園に来てく
れるという内容でした。その事を知った子ども
達は大喜びで、当日を心待ちにしていました。
当日は一緒に写真を撮ったり、プレゼントをも
らったり、終始目を輝かせていました。

クリスマス会

「ユニット折り紙製作」

　幼稚園に鬼がやってきます！
お面と升を作成し、元気な声で「鬼は外！福
は内！」子ども達は準備万端です！

1月30日（木）豆まき

　各クラス様々なお店が元気よく開店しま
す！オリジナルの財布を首から下げ楽しくお
買い物をします♪

2月6日（木）お店やさんごっこ

12月5日（木）おもちつき

年 少 年 中 年 長

　今年もバザー収益によるしゃぼん玉ショーを行
います。どんなしゃぼん玉が見ることができるの
か、子ども達も今から楽しみにしています。保護
者の皆様のご協力の元、還元ショーが行えること
に、感謝いたします。

1月14日（火）

　短い時間でしたが、歌や先生の出し物など、
クリスマスにまつわる楽しい時間を過ごしました。
　サンタさんからプレゼントをもらい、始めは
緊張していた様子だった子ども達も、みんなと
ても嬉しそうでした♪

12月11日（水）

　新年を迎え、今年も幼稚園
に獅子舞がやってきまし
た！少しドキドキしながら
も、獅子に頭を噛んでもら
い、2020年の無病息災を祈
願しました☆

未就園児クリスマス会

杉 山 兄 弟 による

しゃぼん玉ショー



　会員の皆さまには、昨年中はご支援・ご協力をいただき
ありがとうございました。令和初めての年明けとなり、3
年生はあと2 ヶ月足らずで卒業ですね。人生の大きな分岐
点として、それぞれが違う道を歩んでいくことになりま
す。最後まで気を抜かずしっかりと勉強をし、友達との大
切な思い出作りをし、高校生活に悔いが残らないように過
ごしてください。
　2年生、1年生もそれぞれ一つ上の学年になり、学びに部活
と仲間との時間を大切にし、より充実した学園生活を送っ

てくれることと思います。
　保護者の皆さまにおかれましては、厳しい寒さが続きま
すので健康には十分ご留意いただき、また今年一年が幸多
き年でありますようお祈り申し上げます。
　本年も役員一同力を合わせて子どもたちをサポートし
ていけるよう努力してまいりますので、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新春のご挨拶

　昨年5月1日に平成から令和の時代に入り、即位の礼もつ
つがなく終わり令和での初の正月を迎えました。万葉集で
書かれた「初春令月にして、気よく風和らぎ」の如き年にな
ることを期待したいものです。
　昨年は温暖化による自然災害が世界中で起こっています
が、特 に日本 国 内 でも数 多くの 災 害 が 発 生しまし た。
COP25で発表された2019年度で一番損害を被った国の一番
目に日本があげられています。今年こそ災害のない年であ
りたいと願っています。
　昨年から日本で引きずっている課題が、米中の貿易摩擦、

日韓関係の悪化による経済への影響です。これが解消され
ない限り、日本の景気は良くならないのではと考えていま
す。7月24日から始まる東京オリンピックも無事成功するこ
とを願う次第です。留学生の皆様も遠く離れた母国から日
本に勉強にきて、大変ご苦労されていることと思いますが、
自分で描いた夢の実現のために日々努力を続けて下さい。
今年も皆さんが健康で充実した素晴らしい年であることを
祈っております。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　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令和の初正月を迎えて

　今年はいよいよ東京でオリンピックが開催されます。
　昨年ラグビーワールドカップでは「にわかファン」という
言葉が流行するほど、それまで興味を持っていなかった人
たちが難しいラグビーのルールを覚え、参加国の国歌を覚
えて熱唱し、開催国として他の国々から賞賛の言葉を頂き
ました。オリンピック・パラリンピックでも多種多様な競
技に興味を持って学び、応援し、日本だけでなく他の参加
国の皆さんとも一つになって盛り上がる事でしょう。

　さて、３学期は短い期間の中で検定や研修が多く、また
進学・就職・進級後に向けての準備もしないといけません。
まずは自分から興味を持って取り掛かってみませんか？ノ
ルマだから…ではなく、バージョンアップした自分を想像
して楽しみながら気分を盛り上げてみましょう。 周りは皆
さんの努力と活躍を応援する大人たちでいっぱいですよ。

PTA役員代表　中村　伴子

大和商業高等専修学校ＰＴＡ令和２年の幕が上がりました

　昨年中、父母の会の皆様におかれましては大変お世話に
なりありがとうございました。
　本年もよろしくお願い致します。
　昨年12月は2学期の総まとめ、園の行事もたくさん行わ
れました。
　運動会の終わりから先生と共に練習を頑張ってきた「お
遊戯会」が12月1日に行われました。いつもの制服や赤ズボ
ンではなく、キラキラした洋服やリボンにネクタイ、役にな
りきった衣装に身を包み、素晴らしい演技や歌声をホール
に響かせてくれました。
　たくさんの人の前で演技ができた自信は、かけがえのな
い財産となって子ども達の心に残ることでしょう。
　子ども達が首を長くして待っていた「おもちつき」が12月
5日に行われました。晴天に恵まれ、ヨイショの掛け声とと
もにたくさんの＜おもち＞がつき上がりました。みんなの
美味しいの言葉と共に賑やかな1日となりました。
　12月10日には幼稚園にサンタさんが来てくれて、子ども

達が大喜びな1日となりました。沢山の準備をしてくださっ
た先生方、来園していただいた、たくさんのサンタさんあり
がとうございました。
　3学期が始まり、年長さんは卒園に向けて、年中・年少さ
んは進級に向けて動き始めました。新しい生活への期待が
膨らむ一方、淋しさや不安も出てくると思います。そんな子
ども達の気持ちに寄り添いながら、先生方は温かく指導し
てくださいます。
　このクラスで過ごすあと少しの期間、1年間過ごしてきたク
ラスの絆をさらに深めていって欲しいです。
　父母の会と致しましても、子ども達を優しく見守り、支え
ていきたいと思っております。
　皆様にとりましても、来年が素晴らしい1年となりますよ
うお祈り申し上げます。

父母の会会長　玉村　和美

都筑ヶ丘幼稚園父母の会明けましておめでとうございます

各種検定合格者（太字は満点合格者です。）

【柏木学園高等学校】
日本情報処理検定協会 情報処理技能検定（表計算）

（令和元年10月20日施行）

〈3級〉相澤　那南　赤羽　優依　上田　茉奈
内田　唯月　加藤　　葵　川井　美月
柳　　蕗優　渡辺ひなた

日本情報処理検定協会　文書デザイン検定
（令和元年10月13日施行）

〈1級〉山中　俊輔
〈2級〉吉田　七菜
〈3級〉鎌田優綺乃　藤原　光姫　相澤　那南

赤羽　優依　田中　　凜　渡辺ひなた
中上　裕輝　中嶋　　心　服部　未空
本田　優花　近藤　由基

日本英語検定協会　実用英語技能検定
（令和元年11月15日施行）

〈準2級〉浜谷マリヤム　中島　実佑　丸谷沙矢香
〈3級〉石塚　瑞姫　大場翔太郎　加藤　　平

笛田　祐貴　石井　瑛大　⻆田　ゆめ
沼野　未歩　中島　実佑　柳瀬　遥香
星野　彩花　新井　茉夕　髙田　玲奈
北里　玲雄　齋藤　叶葵　山本　龍生
石上　亮

日本漢字能力検定協会　日本漢字能力検定
（令和元年7月4日施行）

〈準2級〉岩田果沙音　及川　颯汰　宮坂　　心
〈3級〉入内嶋　悠　萱島　京香　喜好　慧実

小城　彩美　関口　園佳　常盤　樹生
中島　実佑
  

【柏木実業専門学校】
全国経理教育協会主催　消費税法能力検定

（令和元年10月27日施行）

〈2級〉李　　小紅
〈3級〉青柳　裕也　石井総一郎　橋本　聖音

赤崎　亜美　加藤満寿美　寅尾　萌恵
仁木　香織　清水　宏子　髙堰　淳希
佐和　聖美　伊藤　　翔　細田　愛美
鳴海ひとみ　旗持詠美子　髙橋紗也香
伊藤　直樹　稲葉夕紀子　野田　穂高
斎藤　靖代　鈴木　佑記　片岡　　彰
赤鹿　浩子　藤田　佳苗　村上　祐子
平塚　郁子　石崎　慶子　久家　貴子
須藤　智子　田中カスミ　村田　裕子
鈴木由貴子　佐々木詩織　原　　敬裕
北山　啓司　小林恵美子　須藤　早苗
新田由美子　千田眞規子　河野　　舞
関根　里美　孫　　辰偉　鄭　　　坤
董　　聯傑　劉　　義超　劉　　存華
ARYAL RENUKA　QUACH THI LY
NGUYEN VAN TUAN　NGUYEN THI THU PHUONG 
GURUNG PRATIMA　SUNAR SUJAN
THAPA NIRJANA　TRAN NGOC THANH NAM 
TRAN VAN TRUNG　NEPAL MILAN
BHUJEL GANESH BAHADUR　LE THI NHU QUYNH 
ATHBANDANAGE THILINI DILUMIKA
GALLAGE KAVINDU MADUSHANKA 
KHUAT THI QUYNH　NGUYEN THI YEN 
NGUYEN TUNG LAM　K C ANJU 
SAPKOTA GOVINDA　SIGDEL THAKUR
SHRESTHA HARIRAM　SHRESTHA RABITA 
DHAKAL NIRMALA　DHAKAL RAMU 
DAHAL PRAJWAL　TAMANG TENJING 
TANGLAMI SUMINA　TRAN NGOC TUAN 
NEUPANE DEVI　HA THI TU ANH
BADDAGAMAGE ANSINI DEVINDI

BARDEWA NIRMAL　BAN DIPENDRA 
PHAM VAN TUYEN　MAGAR DAMBAR
MANANAGE CHATHURA FERNANDO 
LIYANADURA ISHAN SHANAKA SILVA 
LIYANADURA SHASHIKA CHATHURANGA 
REGMI LAXMI　VU THI HAI TRANG
VU SON TUNG　CAO VIET CHIEN 
GURUNG BARSHA　GURUNG RABIN 
SARU PAMPHA DEVI　CHAUDHARY URUSHA 
TIWARI KRISHNA HARI　BASNET ANITA 
LAMA SAGUN　LAMA MAHESH
LAMA MAYA　RIJAL SAPANA 
ALE SHIMA　GOTAME RAM KRISHNA 
SILWAL SAMJHANA　SHRESTHA AMBIKA 
THAPA MIRA CHAUDHARY BIKASH 
TULADHAR PRATIMA　B.W.DULAJ SHANILKA RANASINGHE
BHATTARAI SHIVA　YONJAN CHHIRING 
RANABHAT DIPENDRA
LANKA HEWAGE SUMEDA VIKUM UDAYASIRI
W.A.ASANKA WIDURA WICKRAMAARACHCHI
GURUNG ANTIMA　SHAH RENUKA 
TUMBAHAMPHE MINA　NAGARKOTI SANJIB 
BASNYAT SHIVA BAHADUR
LUMAGUE FERNAND VILLANUEVA 
ADHIKARI RABINDRA　VU THI PHUONG 
GHIMIRE DINESH　GURUNG RITA
KUNWAR RAJAN　SARU DEJAN 
SHRESTHA SUJATA　NEUPANE GANGA 
BASNET ASHOK

全国経理教育協会主催　所得税法能力検定
（令和元年10月27日施行）

〈3級〉KUNWAR RAJAN　BASNET ASHOK 
     

日本医療報酬調査会　医科医療事務検定
（令和元年10月30日施行）

〈3級〉阿久津孝一　猪飼　尚子　伊藤　直子 
遠藤　鈴枝　菊田　昭子　木村　彩乃 
工藤小百合　西海石郁子　斎藤優美子 
坂本美代子　坂本　陽子　櫻井　淳未 
戦場真由子　髙橋かほる　塚越麻衣子
照沼　好美　豊泉　　妙　萩原　知子 
橋本　明美　平野　路子　福田　明子 
馬嶋　　恵　三島　奈々　八木　杏理 

全国経理教育協会主催　文書処理能力検定
（令和元年11月2日施行）

〈3級（ワープロ）〉
塚本菜々子　福井　由美　海山　　楓

〈3級（表計算）〉
青柳　裕也　大堀　広翔　塚本菜々子 
福井　由美　VO THI BICH
NGUYEN THI KHANH VY
NGUYEN THI DOAN　NGUYEN THI MINH NGOC 
SARU MAGAR HEM RAJ
S.A.D. SHASTHRI DISSANAYAKE
TRAN THANH TUNG　TRAN THI THU TRANG 
TRIEU THI KHANH LINH
BHANDARI SHIVA　PHAM VAN NGA
VUONG DINH THI THAM　BUI VAN MANH 
VUONG VAN LONG　NGUYEN THI HONG DIEM 
NGO THI TUONG VA　SHRESTHA SUMAN 
THAPALIYA SABINA　TAMANG MAMATA 
DAU THI HUYEN TRANG　RANABHAT LAXMI
BHUJEL KRITIBHA　BUDHATHOKI ASMITA 
MAGAR RITA KUMARI　TANGLAMI SUMINA 
BARDEWA NIRMAL　NGUYEN THAI SON 
GURUNG RABIN　TIWARI KRISHNA HARI  

日本商工会議所主催　簿記検定
（令和元年11月17日施行）

〈2級〉伊藤　　寛　髙橋紗也香　斎藤　靖代 
北山　啓司　清水　宏子　橋本　聖音 

鈴木　佑記   
〈3級〉伊藤　　寛　朴　　淳華　金泉　理奈 

髙橋紗也香　斎藤　靖代　北山　啓司 
海山　　楓　河野　　舞　小林恵美子 
加藤満寿美　清水　宏子　稲葉夕紀子 
須藤　智子　千田眞規子 

神奈川県　介護職員初任者研修
（令和元年11月29日修了）

加藤　隆紀　兼松　晴美　川内　美奈
末吉　拓人　竹尻　明子　都築　絹恵
栃内　潤一　中野たまき　　　　　　

【大和商業高等専修学校】
全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定

（令和元年10月19日施行）

〈3級〉井上　小夏　大庭　一颯　金丸　　烈
工藤　　匠　小松　皓介　清水　拓也
高橋　和幸　九十九海斗　山岸　巧馬
金澤　　陽　五味さやか　齋藤　翔馬
坂本　晴美　樋口　涼太　新井　美祈
池田　志翔　石澤　瑞貴　市之瀬敦也
近藤　幸生　鈴木　拓斗　塚田乃絵留
永谷　年正　根津　恭弥　松下　紗妃
山田　大和

〈4級〉江口　優佑　亀井　美奈　齋藤　大葵
髙栁　美咲　竹内　周平　董　　黎鍇
渡邉　大翔　植木　優人　尾関真生樹
亀井　貴美　田中　大揮　千葉　美桜
碇　　涼佑　大津　力也　加倉井　央
坂本　玲勇　二本木玲奈

全国経理教育協会主催　消費税法能力検定
　（令和元年10月27日施行）

〈3級〉岡村　隼希　中島　映月　三好　泰雅
井上　瑞希　清水なな子　八鍬　颯人
山田　裕一　阿川　怜正　藤田　達郎
四方　涼介　石川雄一郎　大貫　治人
砂川　天心　山﨑　裕賀　藤坂　妃生
曹　　雪強　平田　和雅　廣木　一輝
真坂　颯多　村山　菜穂　久保田梨花
深迫　天耶　角田　智哉　佐藤　　柊

実務技能検定協会　秘書技能検定
（令和元年11月9日施行）

〈2級〉平田　和雅
〈3級〉久保田梨花　佐藤　　柊　小柴　未来

砂川　天心　田口　阿脩　二瓶　　俊
星　　太平　結城　明良

日本商工会議所　簿記検定
（令和元年11月17日施行）

〈3級〉深迫　天耶、久保　文櫻、細田洸大郎

全国経理教育協会主催　簿記能力検定
（令和元年11月24日施行）

〈2級（商業）〉池田　知也　室伏　音平　川崎　　尊
増子　芽依　小林　莉友　沢田　力颯
久保　文櫻

〈2級（工業）〉鈴木　伶音　中島　映月　佐竹　直気
落合　　藍　金井　雄人　久保田梨花
砂坪　将大　箕輪　正人

〈3級（商業）〉石井　秀汰　五味さやか　坂元　晴美
藤井　美祈
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　2020年の干支は「庚子（かのえ・ね）」です。「庚子」の表す
意味は、新たな芽吹きと繁栄の始まりであり未来への大いな
る可能性を感じます。つまりは、新しいことを始めると上手
くいく、大吉であると示しています。「子」は種子が土中で発
芽したまさにその瞬間を意味し、生命のスタートであり、繁
栄や発展を意味します。古代中国では立派な男性に対する敬
称にも使われ、孔子、老子、荘子など優れた哲学者によく用
いられるなど、「子」の文字には「賢い・聡い」という意味も
内包されています。
　2020年は東京で2回目のオリンピックが開催され、日本に
とって大きな節目となります。オリンピック・パラリンピッ
クによる経済効果を考えるとよい方向に進むことを期待し
ます。
　昨年2019年を振り返り大きなニュースがありました。「平
成」に変わる新しい元号が4月1日、「令和」に決まり、新しい
時代の幕が開きました。4月30日天皇陛下が退位され、30年
余りの平成時代が幕を下ろしました。5月1日に皇太子殿下
が第126代天皇として即位され元号も変わりました。今回は、
明治以降で初めての退位に伴う改元です。その他減らない温
室効果ガスによる気候変動。海洋プラごみ削減に向けた行動
計画の策定。大阪府の百舌鳥・古市古墳群を世界文化遺産に
認定。消費税の税率が10月1日より10％に引き上げ。ノーベ
ル化学賞がリチウムイオン電池（充電して繰り返し使える）
を開発した吉野彰さんに贈られました。
　スポーツ界においては、大坂なおみ選手が全豪テニスⅤ4
大大会を連続で制し、世界ランキング1位。女子ゴルフでは
メジャー、AIG全英女子オープンで渋野日向子選手が初出場
で初優勝。第9回ラグビー・ワールドカップ日本大会で、ブ
レイブ・ブロッサムズ（勇敢な桜の戦士）こと日本代表がア
ジア勢初の世界8強入りを果たし、日本国民に勇気と感動を
与え日本中が盛り上がりました。加えて日本国民が一体とな
り「ONE TEAM」という取り組みが日本中を巻き込み流行
語大賞にも選ばれました。
　今年2020年は、東京オリンピックを経済再生の転機にし、
平成デフレからの脱却につながる公共投資に期待されます。
一方2020年問題がさまざまな業界に影響を及ぼすとされて
おり、日本の経済にも影響を与えかねません。　

　2020年問題が抱える内容でリスクの代表例として出生数
が多い団塊ジュニア世代による高齢化の問題。さらに農村部
を中心に人口減少が進み、地方で空き家の増加が懸念。IT業
界は特に人材不足。AI（人工知能）による失業。大学受験は
センター試験が廃止され、大学入学共通テストに変わる。
2020年からの教育改革により新しい学習指導要領が小、中、
高と順番に実施されるという教育界にとっては大きな変化の
時を迎えています。学園では日頃からしっかりと情報収集を
行い、問題が起こる前に対策を講じていきたいと考えます。
　時代は激しく動き、世界は大きく変わっていきます。次世
代の高速通信「5G」が国内で商用サービス開始、その後20年、
30年後を見ていくと、2020年は自動運転「レベル3」の車が増
加。2025年には団塊世代が75歳以上になる。また完全自動運
転「レベル4」の車が市販される見込みです。その後2026年に
は「空飛ぶクルマ」の販売、2050年には宇宙エレベーターが
完成するという話題も聞こえてきます。2027年頃には中央
新幹線が開業し品川―名古屋間が約40分に、2037年頃には
リニア中央新幹線が大阪まで開通。東京―大阪間が約１時間
と時代は刻々と変化します。
　また近年、世界の至るところで猛暑などの異常気象や天候
不順となり、地球の温暖化により自然のリズムに乱れが生じ
ている感じがします。自然災害では特に風水害に注意を払い
たいものです。昨年は大変な風雨災害がありましたが、本年
度も十分気を付け、予防・対策に取り組みましょう。
　柏木学園は今日まで如何なる環境の中にあっても常に未
来に希望を持ち、他者の痛みが解る、そして現代社会の多様
な価値観に対応でき且つ創造力と判断力に富んだ人間教育
をしてまいりました。
　昨今の私学を取り巻く状況はご承知のとおり少子高齢化、
国際化、情報化が急速に進み、教育環境は大きな変化を余儀
なくされております。本学園はこのような時代の変化にも柔
軟に対応し、質の高い教育を推進し、未来を担う若者の育成
に努めて参る所存でございます。
　2020年が皆様にとりまして喜びと幸せに満ち溢れた年と
なりますよう、心からお祈り申し上げますとともに、学園へ
の更なるご支援ご協力を賜りますよう宜しくお願いいたし
ます。

柏木学園高等学校
修学旅行 研修旅行

柏木実業専門学校
生徒会選挙

大和商業高等専修学校
おもちつき
都筑ヶ丘幼稚園

学校法人柏木学園　理事長　柏木照正学校法人柏木学園　理事長　柏木照正

2020年（令和2年）「庚子（かのえ・ね）」2020年（令和2年）「庚子（かのえ・ね）」

新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます
今年一年が素晴らしい年となりますよう心からお祈り申し上げます今年一年が素晴らしい年となりますよう心からお祈り申し上げます

令和2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

1/8    始業式

PTA運営委員会

1/9 平常授業開始

1/11 体験入学⑨

1/14-16 推薦入試願書受付

1/16-21 卒業試験

1/18  推薦入試④

1/24 生徒集会

1/27-30 一般入試願書受付

1/31 入試準備（3限まで）

2/1    一般入試

2/2    全経所得税法能力検定

2/8 秘書技能検定

2/13 PTA運営委員会

2/18-21 期末試験

2/20 防犯ボランティア⑥

2/25  日本語ワープロ検定

文書デザイン検定

パソコンスピード認定試験

2/26 情報処理技能検定

プレゼンテーション作成検定

2/28 卒業生を送る会

3/6 卒業式

3/13 入学者説明会

3/16 防災訓練②

3/19 介護職員初任者研修修了式

3/24 大掃除

3/25 修了式

学　園　本　部
1/7 職員仕事始め
3/2 高等学校卒業式
3/6 専門学校・大和商業卒業式
3/14 幼稚園卒園式
3/27 役員会

1/6    月謝引き落とし日
1/7    始業式・獅子舞
1/8    お楽しみ会・懇談会
1/9    役員会
1/10　ケータリング（年長）
1/14　バザー収益しゃぼん玉ショー
1/15　令和2年度体験保育・在園児休園
1/17　地域開放ヨガ
1/20　誕生日会（1月）・避難訓練
1/21　クッキング保育（年長）
1/22　令和2年度いちご組・たんぽぽ組教材渡し
1/25　幼稚園教育研究大会
1/27　地域開放ストレッチ
1/28　スマイルクラブ
1/30　豆まき
2/2    作品展
2/3    月謝引き落とし日・作品展振替休日
2/4    役員会
2/6    お店屋さんごっこ
2/7    スマイルクラブ

本部役員さんによる演奏会
2/10-14 個人面談・午前保育
2/17   予算総会・避難訓練
2/18   誕生日会（2月）
2/19   令和2年度1日入園及び教材渡し

在園児休園
2/20   ダディー＆マミー
2/21   クッキング保育（年少）
2/25   観劇会
2/27   クッキング保育（年中）
3/2    月謝引き落とし日・誕生日会（3月）
3/3    ひな祭り会・避難訓練
3/9    卒園式予行
3/10　お別れ会
3/11　懇談会（年長）
3/12　お別れ遠足
3/13　午前保育
3/14　卒園式・謝恩会
3/16   令和2年度進級園児月謝引き落とし日
3/18　懇談会（年中・年少）
3/19　修了式・午前保育
3/23-24 いちご組・たんぽぽ組体験保育

研修センター

1/7    新年挨拶式

1/8    始業式

1/9    学力試験（1・2年）

1/15 校外清掃

1/16-17 推薦入試願書受付

1/18-19 センター試験

1/22 推薦入試

1/24 実用英語技能検定試験
（アドバンス、希望者）

1/25 学力試験（1年）

1/27-31 学期末試験開始（3年）

1/29-30 一般願書受付

2/3 職員会議

2/7 一般入試準備

2/8-9 校舎立ち入り禁止

2/10 一般入試A（筆記試験）

推薦学力検査（午後）

2/11 一般入試A（面接試験）

2/12 一般入試B

一般入試A（合格発表）

2/15 学力試験（2年）

2/16 漢字能力検定試験（任意）

2/17-21 学期末補習期間（3年）

2/19 相談日

2/23 日商簿記検定試験

2/27-3/4 学期末試験（1・2年）

3/2 卒業証書授与式
二次入学試験願書受付

3/3 二次入学試験・合格発表

3/11 相談日

3/12 学期末補習対象者発表

3/18 相談日

3/24 修了式

1/6    （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

1/9-15 （県委託訓練）11月生　介護実習
サンホーム鶴間/和喜園/
ハッピーデイズ高座渋谷/ラヴィーレ高座渋谷

1/21   （県委託訓練）11月生　調剤事務検定試験
1/28   （県委託訓練）1月生　職業人講話

西迫会計事務所
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

2/21   （求職者支援訓練）2月生　入校式
医療・調剤・介護事務PC科
オフィスワークPC基礎科

（県委託訓練）1月生　職業人講話
株式会社アスモ介護サービス
社会福祉法人緑樹会

2/28   （県委託訓練）1月生　医科医療事務検定試験
3/6    （求職者支援訓練）2月生　職業人講話

株式会社ソラスト
3/9-12 （県委託訓練）1月生　介護実習
3/12  （求職者支援訓練）３月生　入校式

医療・調剤・介護事務ＰＣ科、
介護職員養成（初任者研修）科 

3/18   （求職者支援訓練）2月生　職業人講話
佐々木行政書士事務所

（県委託訓練）1月生　調剤事務検定試験
3/26   （求職者支援訓練）３月生　職業人講話

医療法人社団総生会
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

○学園本部：高村・金久保　　　○柏木高校：本田・矢崎　 　○大和商業：天野・足立・岩城・高橋・内藤・吉田・榎本
○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

1/8    講義開始
1/11  第7回オープンキャンパス
1/18   全経社会人常識マナー検定
1/21-27 進級・卒業試験
1/25  全経計算実務能力検定
1/26  産能大科目修得試験
1/28-30 午後追試験
1/28-2/21 検定授業週間
2/1    全経文書処理能力検定
2/2    全経所得税法・法人税法・消費税法能力検定
2/3    再試験者発表
2/5    午後再試験
2/7    第3期推薦・一般入試
2/12   特別試験者発表
2/14   短大大学併修説明会
2/16   全経簿記能力検定
2/22   全経電卓計算能力検定
2/23   日商簿記検定
2/25-3/17  進路活動週間
3/6    第4期推薦・一般入試
        卒業式
3/18   第5期推薦・一般入試
3/18   修了式




