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三 送 会 柏木学園高等学校 病 院 実 習 柏木実業専門学校

一般入試 大和商業高等専修学校 お店屋さんごっこ 都筑ヶ丘幼稚園

柏木学園高等学校　校長　坂本　司令和年度初めての卒業式
　柏木学園の柏木実業専門学校、大和商業高等専修学校、都筑ヶ
丘幼稚園、柏木学園高等学校それぞれの学校の卒業・卒園され
る皆さん、おめでとうございます。
　今年度は年度の途中、5 月 1 日より平成から令和へと新しい
天皇陛下をお迎えし、元号が変わりました。
　卒業・卒園する皆さんは令和年度初めての卒業生・卒園生に
なります。令和初の卒業おめでとうございます。
　今年度はいろいろなことがありました。
　皇太子徳仁親王陛下が第 126 代天皇陛下に即位され新しい令
和の時代が発足されました。
　また、旭化成の名誉フェロー吉野彰さんがノーベル化学賞を
日本人 27 人目の受賞をされました。
　そしてスポーツではゴルフの渋野日向子選手が全英女子オー
プンで日本人 2 人目の海外メジャーで優勝することができまし
た。
　アジア初のラグビーワールドカップを日本で開催し、予選を
1 位で通過し、「ONE TEAM」（ワンチーム）のスローガンで、
日本中を沸かせ初のベスト 8 入りをしました。
　このような嬉しいことがあった一方、台風の被害や沖縄首里
城の火災、今年に入ってコロナウイルスの問題で日本中が不安
を感じながら帰国した人たちを見守っているなど、心配なこと
や悲しいことや残念なこともありました。

　そして高校生にとっての大きな出来事は大学入試改革に伴
う、英語 4 技能に関する外部検定試験の導入についての問題、
来年度から始まる大学入試共通テスト試験について記述式問題
実施に関してのことなど、重要な報道が部省から発表されまし
た。
　今年卒業する皆さんには影響は少ないとは思いますが、令和
元年度報道された高校生にとって大切な報道だと思いますの
で、しっかりと情報を把握しておいた方がよいと思います。
　そして、今年 2020 年は東京オリンピックの年です。
　たくさんの競技で代表選手が決まってきていますが、昨年 2
月に病気のため出場を断念し治療に専念していた池江璃花子選
手が、1 年間の療養を終え、今年 2 月からトレーニングを再開
したという記事を読みました。
　皆さんと同年代の池江璃花子選手が白血病を克服し、闘病生
活を送り、心の強さ、常に前向きな考え方で次のオリンピック
を目指して頑張っていくというニュースを見て感動しました。
　皆さんもこれからの生活で、体調を崩したり困難に直面する
ことがあると思いますが諦めず自分を信じて真正面から取り組
んで力強く自らの手で切り開いていってほしいと思います。
　令和元年度初めての卒業生の皆さんの今後の活躍を期待しま
す！！

令和 2 年令和2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 大和商業高等専修学校 都筑ケ丘幼稚園

3/2 復習授業（1・2年）

3/5 卒業式予行練習

3/6 卒業式

3/11 校外進路ガイダンス

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

3/23 大掃除

3/25 修了式

4/6 始業式

4/6-10 クラス写真撮影・個人写真

4/8 入学式

4/9 対面式・新入生歓迎会・尿検査

4/10 教科書販売・時間割発表

4/13 平常授業開始

4/14 健康診断・尿検査

4/15 委員会の日

4/16 PTA監査・PTA運営委員会

4/20-25 あいさつ週間

4/21 進路ガイダンス（2・3年）・尿検査

4/23 歯科検診

5/6 オープンキャンパス

5/7-31 三者面談開始

5/8 尿再検査

5/11 オープンキャンパス代休

5/13 委員会の日

5/16 全経電卓計算能力検定

5/26-29 中間テスト

5/28 PTA総会

5/31 全経簿記能力検定

学　園　本　部

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
4/1 辞令交付式
4/5 幼稚園入園式
4/7 高等学校入学式
4/8 専門学校・大和商業入学式
5/中旬 現況調査
5/26 監事監査
5/28 役員会

3/2 誕生日会（3月）
 月謝引き落とし日（次年度教材費含む）
3/3 ひなまつり会・避難訓練
3/9 卒園式予行練習
3/10 お別れ会
3/11 懇談会（年長）・掃除
3/12 お別れ遠足（年長）
3/13 午前保育
3/14 卒園式
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 令和2年度いちご組体験保育・たんぽぽ組体験保育
3/24 令和2年度ぶどう組体験保育・たんぽぽ組体験保育
4/1 令和2年度新入園児月謝引き落とし日
4/5 入園式
4/7 始業式・午前保育
4/8 懇談会（年長）・午前保育
4/9 懇談会（年少）・午前保育
4/10 懇談会（年中）・午前保育
4/13 いちご組・ぶどう組入園式・午前保育
4/14 進級写真（年長）・午前保育
4/15 午前保育・研修「救命救急法」
4/16 進級写真（年中）・一日保育開始
4/20 対面式・役員会
4/21 誕生日会（4月）
4/24 研修「食物アレルギー」
5/1 月謝引き落とし日
5/11 内科検診
5/12 役員会
5/13 面談日
5/18 内科検診
5/19 総会・避難訓練
5/21 クッキング保育（年長）
5/23 親児の会
5/25 お楽しみ会・夕涼み実行委員会
5/26 誕生日会（5月）
5/29 遠足

3/6 第4期推薦・一般入試

3/6 卒業式

3/13 入学者説明会

3/16 第5期推薦・一般入試

3/18 修了式

4/8 入学式

4/9 始業式・対面式

4/9-10 オリエンテーション

4/13 健康診断（終日）

4/14 講義開始

4/19 産能大科目修得試験

4/21 進路フェスタ

5/16 全経電卓計算能力検定

5/23 第1回オープンキャンパス

5/31 全経簿記能力検定

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
 ひまわりの郷/わかたけ青葉/
 ロゼホームつきみ野/しょうじゅの里大和
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
4/10 （求職者支援訓練）3月生　職業人講話
 株式会社ソラスト
4/16 （求職者支援訓練）2月生　医科医療事務検定試験
4/17 （求職者支援訓練）2月生　職業人講話
 医療法人社団　総生会
4/21 （求職者支援訓練）3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 
5/11 （求職者支援訓練）2月生　調剤事務検定試験
5/19 （求職者支援訓練）2月生　介護事務検定試験
 （求職者支援訓練）3月生　医科医療事務検定試験
5/20 （求職者支援訓練）2月生　修了式
 医療・調剤・介護事務PC科
 オフィスワークPC基礎科
5/20-22 （求職者支援訓練）3月生　介護実習

研修センター

2/27-3/4 期末試験（1・2年）

3/2 卒業証書授与式

3/5 試験予備日・相談日

3/6 試験返却 　　

3/11-12 学年進路行事（1・2年）

3/11 相談日

3/13-19 学期末補習期間

3/13 合格者説明会

3/24 修了式

3/25 生徒春季休業開始

4/6 始業式

4/7 入学式
 生徒自宅学習（2・3年）

4/7 健康診断（1年）

4/10 基礎力診断試験（2・3年）　

4/13 学力試験

4/14 授業開始　　　　

4/17 宿泊研修事前指導（1年5限）

4/21 尿検査

4/22-23 宿泊研修（1年）

4/22 相談日

4/23 社会見学（2・3年）
 後援会役員会

5/7-31 進路面談開始（3年）

5/8 生徒総会・相談日

5/9 後援会総会・役員会

5/13 生徒総会

5/19-22 中間試験

5/27 相談日

○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



　卒業式が3月2日（月）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　優奏
学校長賞 深尾　直杜
日本私立中学高等学校連合会長賞 好村　　空
高校生新聞社賞 宮路　恒紀
柏木学園高等学校後援会長賞 品田　真央
 3年間皆勤者　令和2年2月19日現在

白尾　紗良　　廣兼　知樹　　山内　一真　　石倉　史花
杉山　大陽　　中村　優奏　　盛屋　希美　　米山　俊也
佐藤　綜汰　　佐藤　侑芽　　松﨑　　琉　　大舘しのみ
橋本　麗香　　宮路　恒紀　　松本　愛海　　森貞　　瞬
飯泉　椋裕　　石田　直也　　井田　　隼　　圓谷涼太朗

 3年間精勤者　令和2年2月19日現在
藤井　貴弘　　大村　健人　　小川　侑悟　　金子　颯馬
佐藤　歩美　　張　　韋嘉　　野口　雄斗　　山本　　杏
山本ナオミ　　青山虎太郎　　松田　章矢　　井上　隆成
鈴野　史織　　堀　　駿太　　成瀬　史都　　東良　紗里
山下寿希也　　及川　颯汰　　小林　拓実　　清水　健太
平原　佑弥　　三浦　　翔　　山下　貴史　　折茂　　慎
相原　佑哉　　佐藤　拓直　　田中　広平　　松葉　駿平
金澤　一馬　　熊谷　　遼　　栗原　唯聡　　黒澤　尚輝
佐藤　航平　　白石　和也　　畑農　眞輝　　松永　璃久
矢巻　篤宣　　好村　　空　　米山　隼人　　　　　　　

祝 卒業 －卒業生各賞受賞者－

　12月26日（木）、海老名市にある老人ホーム「サンライズヴ
ィラさがみ野」に慰問演奏をおこなった。本来軽音楽部はロッ
クをバンド演奏し、各種大会で上位入賞することを目的として
いるが、5月に「大和市民まつり」でギターオーケストラを披
露したことから、今回の慰問演奏につながった。当日は「放課
後の音楽室」「情熱大陸」をは
じめ、数曲のクラシックギター
によるオーケストラ演奏を披露
し、入居者の方々と楽しいひと
時を過ごした。

令和元年度　北相地区高等学校バスケットボール冬季大会
男子ブロック第2位

第41回全国高等学校柔道選手権大会　神奈川県予選
男子個人の部　81kg級
第5位
　中川　龍一　（2-H）
ベスト16
　朝比奈聖二　（1-K）

亜細亜大学 2名
有明医療大学 1名
桜美林大学 4名
大阪国際大学 1名
大妻女子大学 1名
嘉悦大学 1名
神奈川大学 4名
神奈川工科大学 3名
関東学院大学 3名
国士舘大学 2名
駒澤大学 1名
相模女子大学 1名
産業能率大学 1名
松蔭大学 3名
城西国際大学 1名
湘南鎌倉医療大学 1名
湘南工科大学 4名
高千穂大学 2名
宝塚大学 1名
多摩大学 3名
玉川大学 2名
鶴見大学 7名
帝京大学 4名
帝京科学大学 1名

桐蔭横浜大学 4 名
東海大学 3 名
東京医療学院大学 2 名
東京医療保健大学 3 名
東京工芸大学 1 名
東京純心大学 1 名
東京都市大学 1 名
東京農業大学 1 名
東京福祉大学 1 名
東京富士大学 1 名
東洋大学 2 名
東洋学園大学 1 名
二松學舍大学 2 名
日本大学 7 名
日本文化大学 1 名
文教大学 3 名
明星大学 2 名
ヤマザキ動物看護大学 1 名
横浜商科大学 3 名
横浜創英大学 1 名
立正大学 2 名
ルーテル学院大学 1 名
和光大学 18 名
Iowa Wesleyan University 1 名

49 校　計 117 名

第9回YAMATOデザインコンペ優秀賞受賞！！

軽音楽部演奏会開催！

　1月26日（日）にWinter Concertを開催した。今年は初の試み
として、寸劇やMCを入れて笑わせるなどして、ご来場いただいた
お客様から好評をいただいた。今度は来たる3月22日（日）に
第8回定期演奏会を開催する予定です。今回は昨年コンクール
で演奏した曲からディズニーメ
ドレーや流行りのJ-pop まで多彩
な曲を披露する予定で、一人で
も多くのお客様に楽しんでもら
いたい。

日にち…3月22日（日）
場　所…柏木学園4Fメモリアルホール
開　場…14：00  開演：14：30　入場無料です。

　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 G 組　三澤健琉が優秀賞を
獲得した。
　他にも 6 名の生徒の作品が一次審査通
過を果たした。

吹奏楽部演奏会開催！

短歌書道部活動報告
神奈川県高等学校総合文化祭 
吟詠剣詩舞部門　教育長賞（団体受賞）
『静御前』（詩舞）
米山　俊也（3-B）　大村　健人（3-B）　野口　雄斗（3-B）
片瀬　雄斗（3-B）　小宮山颯風（3-B）　阿部由香里（3-B）
山本ナオミ（3-B）　下川原慎吾（2-E）　八ツ橋遥海（1-D）

『茶の歌』（書道吟）　『雨ニモマケズ』（朗詠）
浜谷マリヤム（1-B） 　富井　　茜（3-B）
中島　実佑（1-C）
篠原　美佳（1-K）

高文連総合文化祭総合閉会式アトラクション出場
表現部門優秀団体として、詩舞『日本を愛す』（８分）を披露した

米山　俊也（3-B）　野口　雄斗（3-B）　阿部由香里（3-B）
山本ナオミ（3-B）　下川原慎吾（2-E）
原　　慎吾（2-E）　中島　実佑（1-C）
八ツ橋遥海（1-D）

相模女子大学第10回　書初め展（一般公募部門）
推薦賞　阿部由香里（3-B）
特　選　米山　俊也（3-B） 浜谷マリヤム（1-B）

祝！バスケットボール部

祝！柔道部

進路報告－大学合格状況－

～バザー収益金還元～ 1月14日（火）

　本部役員の皆様、バザー実行委員の皆様のご協力のお
かげで、今年もテレビ等で大活躍の杉山兄弟が来園して
くれました。普段はなかなか見る事の出来ない大きい
シャボン玉や様々な形のシャボン玉に大興奮の子ども達
でした！

　各学年で作ったおひなさまを紹介し、先生達による出
し物を観て、楽しく過ごしました。保育室ではひなあら
れのおやつでお祝いしました！

3月3日（火）

＜年少＞
1年皆勤…7名
精勤………7名

＜年中＞
2年皆勤…6名
1年皆勤…13名
精勤………18名

卒園児……102名
3年皆勤…4名
2年皆勤…4名
1年皆勤…17名

精勤……………13名
親子二代卒園…2名
園児3人卒園…5名

卒 園 お め で と う ！卒 園 お め で と う ！

進 級 お め で と う ！進 級 お め で と う ！

　今年も幼稚園に鬼がやって来ました。
　鬼の登場に「おには～そと！ふくは～うち！」と
元気な子ども達の声が響きわたりました。各学年
製作したお面をつけ、マスを持ち無事に鬼退治を
することが出来ました。当日は、沢山の未就園児の
方々も参加してくれました。

1月30日（木）

　寒い中、沢山の方にお越しいただき、ありがとうござ
いました。入園、進級した子ども達が1年間取り組んで
きた絵画や製作物を飾りました。ホールの工作コーナー
も大盛況でした。先生達のコーンスープやポン菓子も大
好評でした。子ども達の成長を感じられる1日となりま
した。

作 品 展作 品 展 2月2日（日）

　「いらっしゃいませ～」と元気な掛け声が響き
わたった1日。各クラスこの日の為に一生懸命、
品物を作ってきました。お客さんの子ども達は上
手にお買い物が出来て、楽しい1日となりまし
た！未就園児の方も沢山来園してくれました。

お店やさんごっこお店やさんごっこ
2月6日（木）

　本部役員の皆様が子ども達の為に、子どもに大人気の
歌をプレゼントしてくれました。色々な楽器での演奏や
歌をうたっていただき、楽しい1日になりました。

演 奏 会演 奏 会
2月7日（金）



○学園長賞　　二瓶　　俊
○学校長賞　　田口　阿脩

○東京都産業教育振興会 会長賞
遠藤　優斗

○高瀬賞　　　村山　菜穂
○全国経理教育協会賞

廣木　一輝
○全国高等専修学校協会 会長賞

八鍬　颯人

○全国高等専修学校協会
　スポーツ奨励賞

東　　瑠佳
○NPO高等専修教育支援

協会賞
深迫　天耶

○神奈川県専修学校各種
　学校協会 会長賞

井上　瑞希
○職業教育・キャリア教育
　財団学習者表彰

星　　太平

卒業生各賞受賞者

○全国経理教育協会検定表彰 ・簿記 二瓶　　俊　・電卓計算 遠藤　優斗　・所 得 税 法 平田　和雅
 ・法人税法 廣木　一輝　・消費税法 角田　智哉　・コンピュータ会計  相田　周輝　

令和元年度　３学年　進路状況 （令和2年２月現在）

大和商業グラウンド

柏木実業専門学校
湘央医学技術専門学校
横浜システム工学院専門学校
大原簿記医療秘書公務員専門学校　その他

専門学校（22名） 就 職（21名）

　12月20日（金）に柏木学園総合体育館・グラウンドで、スポー
ツ文化デーが行われました。今年度の競技内容はドッジボー
ル・フットサル・百人一首でした。球技の試合では、声を掛け
合いながら真剣に取り組み、百人一首では、和歌を暗記しクラ
スの力になろうと競技に臨んだ生徒等、仲間意識・団結力が
一層高まった一日でした。

　柏木学園高等学校の隣に大和商業専用のグラウンドができ
ました。今後は、体育館のみでなく、グラウンドも使用し部活
の練習を行うことが可能です。練習の場が多くなり、機会も増
えることで、今後の体育系の部活動の更なる発展と成果が期
待できます。

スポーツ文化デー

株式会社レッドバロン・いすゞライネックス株式会社
株式会社IJTT・株式会社三興・株式会社タナカ
サントリービバレッジサービス株式会社
保安道路企画株式会社・社会福祉法人秀峰会　その他

横浜商科大学（商学部 商学科・商学部 経営情報学科・商学部 観光マネジメント学科）
和光大学（経済経営学部 経営学科・経済経営学部 経済学科・現代人間学部 人間科学科）　
東京福祉大学（社会福祉学部 社会福祉学科・教育学部 教育学科）高千穂大学（商学部 商学科）

大 学（13名）

　卒業生・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。この3
年間で学んだことや友人との思
い出、楽しかったことや辛かっ
たこと、その全てが財産です。
この大和商業での生活で得たも
のが、皆さんのバックボーンと
なり、将来を支えてくれるはず
です。だから自信を持って次の
ステージに進んでください。皆
さんならどんな困難にも立ち向
かえる勇気があるはずです。今
後のご活躍を楽しみにしており
ます。

（学年主任　福島　靖宏）

　3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。先輩の皆さんは、優しく楽しく接してくだ
さり、僕は生徒会や部活、私生活でもいろいろなことを学ばせていただきました。先輩たちが
卒業することによって、私たちが最高学年になります。先輩が作り上げたもの、引き継いでき
たものを、私達の代でさらに良いものにすることを約束します。そしていつか先輩たちが卒業
生として学校を訪れたときに、今よりも進化した大和商業を見せることができるよう頑張りま
す。先輩たちは、これから新天地でそれぞれの生活が始まりますが、この学校での生活以上に
充実した日々を送れるよう頑張ってください。先輩のこれからのご活躍を心から願っています。

（在校生代表　畠山　果也）

　3年前、入学式の際に抱いていた新生活への期待と不安を再び胸に、私達は卒業を迎えます。
入学当初、検定なんて本当にとることができるのかと不安に思っていた私達ですが、先生方の
手厚いご指導のおかげで、今ではたくさんの検定を取得することができました。また、日常生活
でも私たちを大変気にかけてくださり、1年生の頃はやる気のなかった私も含めた他の生徒も
今では前向きに生活し、自分の進みたい道を進むことができています。最後まで見放すことな
く私たちを指導してくださった先生方には、感謝の念しかありません。辛く、苦しい思い出もあ
りますが、それ以上にこの学校での3年間は楽しいものでした。この学校で得た思い出は、かけ
がえのない宝物です。

（卒業生代表　久保田　梨花）

令和2年3月6日（金）大和商業大和商業 令和元年度卒業式令和元年度卒業式
【神奈川県委託訓練11月生修了式、１月生入校式】

　1月6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1月生3コースの入校式、1月31
日（金）に11月生の修了式が行われ
ました。修了式では修了証の授与と
併せ、各クラスの代表より謝辞をい
ただきました。皆さんの前向きな取り
組みと活躍を期待しています。

【神奈川労働局による職業訓練のヒアリングおよび授業視察】
　1月29日（水）に神奈川労働局職業安定部訓練室 室長の吉岡恵子
様、室長補佐 久能明子様が研修センターに来校し、本校で実施して
いる職業訓練に関するヒアリング並びに授業視察が行われ、訓練運営
や就職支援について、ご意見をいただく貴重な時間となりました。また、
受講生が真剣に取り組む授業の様子も見ていただきました。

【神奈川県委託訓練　職業人講話・企業説明会】
　研修センターでは訓練科に関連する分野の職業人による職業人講話
や、学校内にて企業説明会を実施し、受講生の就職を支援しています。
[職業人講話] 西迫会計事務所所長 西迫一郎先生（経理分野）

[企業説明会]
パーソルテンプスタッフ株式会社 厚木オフィス
株式会社ソラスト 横浜支社 神奈川支社
株式会社日本教育クリエイト 横浜支社
株式会社ニチイ学館 藤沢支社
社会福法人中心会、社会福祉法人山中福祉会、
社会福祉法人誠幸会、医療法人若葉会、株式会社アイシマ
医療法人社団かもめ成人疾病予防会

【就職近況報告】
就職先　株式会社神奈中アカウンティングサービス
寅尾 萌恵さん 簿記パソコン事務科（令和元年9月）修了生
　「訓練受講をきっかけとし、事務職で新たなスター
トをきりました。覚えること、学ぶことが多くて大変な
時もありますが、目標をもって取り組むことができ、頑
張っています。職業訓練にて学ぶ機会をいただけ
たことに感謝しています。」

就職先　社会福祉法人慈恵会
特別養護老人ホーム　座間苑

牟田 賢二さん 介護職員初任者研修科（平成31年3月）修了生
　「訓練受講前より介護施設でボランティアをして
いましたが、介護職員初任者研修の資格を取得し、
介護職として就職することができました。ご利用者様
に寄り添い、とても充実した日々 を過ごしています。こ
れからも頑張ります。」

研修センター柏木実業専門学校
【令和元年度　卒業生各賞受賞者】

◆
全
国
経
理
教
育
協
会
検
定
表
彰

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

【経理実務コンクールを開催しました】
　12月17日（火）に経理実務コンクールを開催しました。本校の
伝統あるコンクールで、これまで培ってきた知識・技術を全学生
が遺憾なく発揮しました。成績
優秀者には12月24日（火）の冬
季終業式で表彰を行いました。
これをきっかけとして、今後の勉
学や自己研鑽に活かしてもらい
たいものです。

【専各協会主催第31回外国人留学生スピーチコンテストで入賞】
　1月29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
Ａ組のPANGYANI BISHAL（ネ
パール、ISIランゲージスクール出身）
と情 報ビジネス 科 1 年Ｂ組 の
VUONG VAN LONG（ベトナム、

早稲田EDU日本語学校横浜校出身）が参加しました。
　PANGYANI BISHALは『諦めない心』をテーマに、母の教
えから、頑張ることの大切さをスピーチし、見事「NHK横浜放
送局長賞」を受賞しました。
　VUONG VAN LONGは『笑顔
の力』をテーマに、笑顔が持つ素晴
らしい力をスピーチしました。
　また、本校の情報ビジネス科1年生
総出でコンテストの応援に参加し、
会場を盛り上げました。　　

【病院実習に行ってきました】
　2月10日（月）～2月21日（金）まで医療情報学科1年生が病院
に実習へ行ってきました。実際の現場に立つことで卒業後の進
路を意識する良い機会となりました。

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。

◆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 経営経理研究科 2年
◆神奈川県専修学校
　各種学校協会 会長賞 医療情報学科 2年

◆全国経理教育協会賞

医療情報学科 2年

情報ビジネス科２年

経営経理研究科２年

簿　　　　　記 医療情報学科２年

計　算　実　務 経営経理研究科２年

消　費　税　法 経営経理研究科２年

所　得　税　法 経営経理研究科２年

社会人常識マナー 情報ビジネス科２年

文　書　処　理 情報ビジネス科１年

電　卓　計　算 経営経理研究科２年

コンピュータ会計 情報ビジネス科２年
パソコン授業の視察 介護実技授業の視察

岸野　亜紀

TRAN NGOC THANH NAM

HOANG NHAN KIEN

清水　桃葉

海山　　楓

SUNAR SUJAN

VU THI PHUONG

清水　桃葉

VU THI PHUONG

姚　　婷婷

BASNET ASHOK

杉山　聖直

橋本　聖音

HOANG NHAN KIEN

NEPAL MILAN

西迫一郎先生



○学園長賞　　二瓶　　俊
○学校長賞　　田口　阿脩

○東京都産業教育振興会 会長賞
遠藤　優斗

○高瀬賞　　　村山　菜穂
○全国経理教育協会賞

廣木　一輝
○全国高等専修学校協会 会長賞

八鍬　颯人

○全国高等専修学校協会
　スポーツ奨励賞

東　　瑠佳
○NPO高等専修教育支援

協会賞
深迫　天耶

○神奈川県専修学校各種
　学校協会 会長賞

井上　瑞希
○職業教育・キャリア教育
　財団学習者表彰

星　　太平

卒業生各賞受賞者
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柏木実業専門学校
湘央医学技術専門学校
横浜システム工学院専門学校
大原簿記医療秘書公務員専門学校　その他

専門学校（22名） 就 職（21名）

　12月20日（金）に柏木学園総合体育館・グラウンドで、スポー
ツ文化デーが行われました。今年度の競技内容はドッジボー
ル・フットサル・百人一首でした。球技の試合では、声を掛け
合いながら真剣に取り組み、百人一首では、和歌を暗記しクラ
スの力になろうと競技に臨んだ生徒等、仲間意識・団結力が
一層高まった一日でした。

　柏木学園高等学校の隣に大和商業専用のグラウンドができ
ました。今後は、体育館のみでなく、グラウンドも使用し部活
の練習を行うことが可能です。練習の場が多くなり、機会も増
えることで、今後の体育系の部活動の更なる発展と成果が期
待できます。

スポーツ文化デー

株式会社レッドバロン・いすゞライネックス株式会社
株式会社IJTT・株式会社三興・株式会社タナカ
サントリービバレッジサービス株式会社
保安道路企画株式会社・社会福祉法人秀峰会　その他

横浜商科大学（商学部 商学科・商学部 経営情報学科・商学部 観光マネジメント学科）
和光大学（経済経営学部 経営学科・経済経営学部 経済学科・現代人間学部 人間科学科）　
東京福祉大学（社会福祉学部 社会福祉学科・教育学部 教育学科）高千穂大学（商学部 商学科）

大 学（13名）

　卒業生・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。この3
年間で学んだことや友人との思
い出、楽しかったことや辛かっ
たこと、その全てが財産です。
この大和商業での生活で得たも
のが、皆さんのバックボーンと
なり、将来を支えてくれるはず
です。だから自信を持って次の
ステージに進んでください。皆
さんならどんな困難にも立ち向
かえる勇気があるはずです。今
後のご活躍を楽しみにしており
ます。

（学年主任　福島　靖宏）

　3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。先輩の皆さんは、優しく楽しく接してくだ
さり、僕は生徒会や部活、私生活でもいろいろなことを学ばせていただきました。先輩たちが
卒業することによって、私たちが最高学年になります。先輩が作り上げたもの、引き継いでき
たものを、私達の代でさらに良いものにすることを約束します。そしていつか先輩たちが卒業
生として学校を訪れたときに、今よりも進化した大和商業を見せることができるよう頑張りま
す。先輩たちは、これから新天地でそれぞれの生活が始まりますが、この学校での生活以上に
充実した日々を送れるよう頑張ってください。先輩のこれからのご活躍を心から願っています。

（在校生代表　畠山　果也）

　3年前、入学式の際に抱いていた新生活への期待と不安を再び胸に、私達は卒業を迎えます。
入学当初、検定なんて本当にとることができるのかと不安に思っていた私達ですが、先生方の
手厚いご指導のおかげで、今ではたくさんの検定を取得することができました。また、日常生活
でも私たちを大変気にかけてくださり、1年生の頃はやる気のなかった私も含めた他の生徒も
今では前向きに生活し、自分の進みたい道を進むことができています。最後まで見放すことな
く私たちを指導してくださった先生方には、感謝の念しかありません。辛く、苦しい思い出もあ
りますが、それ以上にこの学校での3年間は楽しいものでした。この学校で得た思い出は、かけ
がえのない宝物です。

（卒業生代表　久保田　梨花）

令和2年3月6日（金）大和商業大和商業 令和元年度卒業式令和元年度卒業式
【神奈川県委託訓練11月生修了式、１月生入校式】

　1月6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1月生3コースの入校式、1月31
日（金）に11月生の修了式が行われ
ました。修了式では修了証の授与と
併せ、各クラスの代表より謝辞をい
ただきました。皆さんの前向きな取り
組みと活躍を期待しています。

【神奈川労働局による職業訓練のヒアリングおよび授業視察】
　1月29日（水）に神奈川労働局職業安定部訓練室 室長の吉岡恵子
様、室長補佐 久能明子様が研修センターに来校し、本校で実施して
いる職業訓練に関するヒアリング並びに授業視察が行われ、訓練運営
や就職支援について、ご意見をいただく貴重な時間となりました。また、
受講生が真剣に取り組む授業の様子も見ていただきました。

【神奈川県委託訓練　職業人講話・企業説明会】
　研修センターでは訓練科に関連する分野の職業人による職業人講話
や、学校内にて企業説明会を実施し、受講生の就職を支援しています。
[職業人講話] 西迫会計事務所所長 西迫一郎先生（経理分野）

[企業説明会]
パーソルテンプスタッフ株式会社 厚木オフィス
株式会社ソラスト 横浜支社 神奈川支社
株式会社日本教育クリエイト 横浜支社
株式会社ニチイ学館 藤沢支社
社会福法人中心会、社会福祉法人山中福祉会、
社会福祉法人誠幸会、医療法人若葉会、株式会社アイシマ
医療法人社団かもめ成人疾病予防会

【就職近況報告】
就職先　株式会社神奈中アカウンティングサービス
寅尾 萌恵さん 簿記パソコン事務科（令和元年9月）修了生
　「訓練受講をきっかけとし、事務職で新たなスター
トをきりました。覚えること、学ぶことが多くて大変な
時もありますが、目標をもって取り組むことができ、頑
張っています。職業訓練にて学ぶ機会をいただけ
たことに感謝しています。」

就職先　社会福祉法人慈恵会
特別養護老人ホーム　座間苑

牟田 賢二さん 介護職員初任者研修科（平成31年3月）修了生
　「訓練受講前より介護施設でボランティアをして
いましたが、介護職員初任者研修の資格を取得し、
介護職として就職することができました。ご利用者様
に寄り添い、とても充実した日々 を過ごしています。こ
れからも頑張ります。」

研修センター柏木実業専門学校
【令和元年度　卒業生各賞受賞者】

◆
全
国
経
理
教
育
協
会
検
定
表
彰

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

【経理実務コンクールを開催しました】
　12月17日（火）に経理実務コンクールを開催しました。本校の
伝統あるコンクールで、これまで培ってきた知識・技術を全学生
が遺憾なく発揮しました。成績
優秀者には12月24日（火）の冬
季終業式で表彰を行いました。
これをきっかけとして、今後の勉
学や自己研鑽に活かしてもらい
たいものです。

【専各協会主催第31回外国人留学生スピーチコンテストで入賞】
　1月29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
Ａ組のPANGYANI BISHAL（ネ
パール、ISIランゲージスクール出身）
と情 報ビジネス 科 1 年Ｂ組 の
VUONG VAN LONG（ベトナム、

早稲田EDU日本語学校横浜校出身）が参加しました。
　PANGYANI BISHALは『諦めない心』をテーマに、母の教
えから、頑張ることの大切さをスピーチし、見事「NHK横浜放
送局長賞」を受賞しました。
　VUONG VAN LONGは『笑顔
の力』をテーマに、笑顔が持つ素晴
らしい力をスピーチしました。
　また、本校の情報ビジネス科1年生
総出でコンテストの応援に参加し、
会場を盛り上げました。　　

【病院実習に行ってきました】
　2月10日（月）～2月21日（金）まで医療情報学科1年生が病院
に実習へ行ってきました。実際の現場に立つことで卒業後の進
路を意識する良い機会となりました。

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。

◆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 経営経理研究科 2年
◆神奈川県専修学校
　各種学校協会 会長賞 医療情報学科 2年

◆全国経理教育協会賞

医療情報学科 2年

情報ビジネス科２年

経営経理研究科２年

簿　　　　　記 医療情報学科２年

計　算　実　務 経営経理研究科２年

消　費　税　法 経営経理研究科２年

所　得　税　法 経営経理研究科２年

社会人常識マナー 情報ビジネス科２年

文　書　処　理 情報ビジネス科１年

電　卓　計　算 経営経理研究科２年

コンピュータ会計 情報ビジネス科２年
パソコン授業の視察 介護実技授業の視察

岸野　亜紀

TRAN NGOC THANH NAM

HOANG NHAN KIEN

清水　桃葉

海山　　楓

SUNAR SUJAN

VU THI PHUONG

清水　桃葉

VU THI PHUONG

姚　　婷婷

BASNET ASHOK

杉山　聖直

橋本　聖音

HOANG NHAN KIEN

NEPAL MILAN

西迫一郎先生



　卒業式が3月2日（月）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　優奏
学校長賞 深尾　直杜
日本私立中学高等学校連合会長賞 好村　　空
高校生新聞社賞 宮路　恒紀
柏木学園高等学校後援会長賞 品田　真央
 3年間皆勤者　令和2年2月19日現在

白尾　紗良　　廣兼　知樹　　山内　一真　　石倉　史花
杉山　大陽　　中村　優奏　　盛屋　希美　　米山　俊也
佐藤　綜汰　　佐藤　侑芽　　松﨑　　琉　　大舘しのみ
橋本　麗香　　宮路　恒紀　　松本　愛海　　森貞　　瞬
飯泉　椋裕　　石田　直也　　井田　　隼　　圓谷涼太朗

 3年間精勤者　令和2年2月19日現在
藤井　貴弘　　大村　健人　　小川　侑悟　　金子　颯馬
佐藤　歩美　　張　　韋嘉　　野口　雄斗　　山本　　杏
山本ナオミ　　青山虎太郎　　松田　章矢　　井上　隆成
鈴野　史織　　堀　　駿太　　成瀬　史都　　東良　紗里
山下寿希也　　及川　颯汰　　小林　拓実　　清水　健太
平原　佑弥　　三浦　　翔　　山下　貴史　　折茂　　慎
相原　佑哉　　佐藤　拓直　　田中　広平　　松葉　駿平
金澤　一馬　　熊谷　　遼　　栗原　唯聡　　黒澤　尚輝
佐藤　航平　　白石　和也　　畑農　眞輝　　松永　璃久
矢巻　篤宣　　好村　　空　　米山　隼人　　　　　　　

祝 卒業 －卒業生各賞受賞者－

　12月26日（木）、海老名市にある老人ホーム「サンライズヴ
ィラさがみ野」に慰問演奏をおこなった。本来軽音楽部はロッ
クをバンド演奏し、各種大会で上位入賞することを目的として
いるが、5月に「大和市民まつり」でギターオーケストラを披
露したことから、今回の慰問演奏につながった。当日は「放課
後の音楽室」「情熱大陸」をは
じめ、数曲のクラシックギター
によるオーケストラ演奏を披露
し、入居者の方々と楽しいひと
時を過ごした。

令和元年度　北相地区高等学校バスケットボール冬季大会
男子ブロック第2位

第41回全国高等学校柔道選手権大会　神奈川県予選
男子個人の部　81kg級
第5位
　中川　龍一　（2-H）
ベスト16
　朝比奈聖二　（1-K）

亜細亜大学 2名
有明医療大学 1名
桜美林大学 4名
大阪国際大学 1名
大妻女子大学 1名
嘉悦大学 1名
神奈川大学 4名
神奈川工科大学 3名
関東学院大学 3名
国士舘大学 2名
駒澤大学 1名
相模女子大学 1名
産業能率大学 1名
松蔭大学 3名
城西国際大学 1名
湘南鎌倉医療大学 1名
湘南工科大学 4名
高千穂大学 2名
宝塚大学 1名
多摩大学 3名
玉川大学 2名
鶴見大学 7名
帝京大学 4名
帝京科学大学 1名

桐蔭横浜大学 4 名
東海大学 3 名
東京医療学院大学 2 名
東京医療保健大学 3 名
東京工芸大学 1 名
東京純心大学 1 名
東京都市大学 1 名
東京農業大学 1 名
東京福祉大学 1 名
東京富士大学 1 名
東洋大学 2 名
東洋学園大学 1 名
二松學舍大学 2 名
日本大学 7 名
日本文化大学 1 名
文教大学 3 名
明星大学 2 名
ヤマザキ動物看護大学 1 名
横浜商科大学 3 名
横浜創英大学 1 名
立正大学 2 名
ルーテル学院大学 1 名
和光大学 18 名
Iowa Wesleyan University 1 名

49 校　計 117 名

第9回YAMATOデザインコンペ優秀賞受賞！！

軽音楽部演奏会開催！

　1月26日（日）にWinter Concertを開催した。今年は初の試み
として、寸劇やMCを入れて笑わせるなどして、ご来場いただいた
お客様から好評をいただいた。今度は来たる3月22日（日）に
第8回定期演奏会を開催する予定です。今回は昨年コンクール
で演奏した曲からディズニーメ
ドレーや流行りのJ-pop まで多彩
な曲を披露する予定で、一人で
も多くのお客様に楽しんでもら
いたい。

日にち…3月22日（日）
場　所…柏木学園4Fメモリアルホール
開　場…14：00  開演：14：30　入場無料です。

　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 G 組　三澤健琉が優秀賞を
獲得した。
　他にも 6 名の生徒の作品が一次審査通
過を果たした。

吹奏楽部演奏会開催！

短歌書道部活動報告
神奈川県高等学校総合文化祭 
吟詠剣詩舞部門　教育長賞（団体受賞）
『静御前』（詩舞）
米山　俊也（3-B）　大村　健人（3-B）　野口　雄斗（3-B）
片瀬　雄斗（3-B）　小宮山颯風（3-B）　阿部由香里（3-B）
山本ナオミ（3-B）　下川原慎吾（2-E）　八ツ橋遥海（1-D）

『茶の歌』（書道吟）　『雨ニモマケズ』（朗詠）
浜谷マリヤム（1-B） 　富井　　茜（3-B）
中島　実佑（1-C）
篠原　美佳（1-K）

高文連総合文化祭総合閉会式アトラクション出場
表現部門優秀団体として、詩舞『日本を愛す』（８分）を披露した

米山　俊也（3-B）　野口　雄斗（3-B）　阿部由香里（3-B）
山本ナオミ（3-B）　下川原慎吾（2-E）
原　　慎吾（2-E）　中島　実佑（1-C）
八ツ橋遥海（1-D）

相模女子大学第10回　書初め展（一般公募部門）
推薦賞　阿部由香里（3-B）
特　選　米山　俊也（3-B） 浜谷マリヤム（1-B）

祝！バスケットボール部

祝！柔道部

進路報告－大学合格状況－

～バザー収益金還元～ 1月14日（火）

　本部役員の皆様、バザー実行委員の皆様のご協力のお
かげで、今年もテレビ等で大活躍の杉山兄弟が来園して
くれました。普段はなかなか見る事の出来ない大きい
シャボン玉や様々な形のシャボン玉に大興奮の子ども達
でした！

　各学年で作ったおひなさまを紹介し、先生達による出
し物を観て、楽しく過ごしました。保育室ではひなあら
れのおやつでお祝いしました！

3月3日（火）

＜年少＞
1年皆勤…7名
精勤………7名

＜年中＞
2年皆勤…6名
1年皆勤…13名
精勤………18名

卒園児……102名
3年皆勤…4名
2年皆勤…4名
1年皆勤…17名

精勤……………13名
親子二代卒園…2名
園児3人卒園…5名

卒 園 お め で と う ！卒 園 お め で と う ！

進 級 お め で と う ！進 級 お め で と う ！

　今年も幼稚園に鬼がやって来ました。
　鬼の登場に「おには～そと！ふくは～うち！」と
元気な子ども達の声が響きわたりました。各学年
製作したお面をつけ、マスを持ち無事に鬼退治を
することが出来ました。当日は、沢山の未就園児の
方々も参加してくれました。

1月30日（木）

　寒い中、沢山の方にお越しいただき、ありがとうござ
いました。入園、進級した子ども達が1年間取り組んで
きた絵画や製作物を飾りました。ホールの工作コーナー
も大盛況でした。先生達のコーンスープやポン菓子も大
好評でした。子ども達の成長を感じられる1日となりま
した。

作 品 展作 品 展 2月2日（日）

　「いらっしゃいませ～」と元気な掛け声が響き
わたった1日。各クラスこの日の為に一生懸命、
品物を作ってきました。お客さんの子ども達は上
手にお買い物が出来て、楽しい1日となりまし
た！未就園児の方も沢山来園してくれました。

お店やさんごっこお店やさんごっこ
2月6日（木）

　本部役員の皆様が子ども達の為に、子どもに大人気の
歌をプレゼントしてくれました。色々な楽器での演奏や
歌をうたっていただき、楽しい1日になりました。

演 奏 会演 奏 会
2月7日（金）



　 風が暖かくなり、日ごと春めいてまいりました。会員の
皆様には、日頃より大変お世話になっております。早いも
のであっという間に1年が経ち、令和元年度も終わりを告
げようとしています。1年間後援会活動へのご理解、ご協
力ありがとうございました。
　 3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。柏木学
園で過ごした3年間は、長い人生においては、たったの3年
間かもしれません。しかし、高校生時代という人生の中の
とても大切な時期を過ごした3年間でもあったと思いま
す。友達とともに笑い、泣き、悩み、勉強に部活動、文化祭
に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は、良き思い出として心に刻まれてい
ることでしょう。
　保護者の皆様、お子様のご卒業おめでとうございます。
身体的にも精神的にも大きく成長した姿を、嬉しいよう
な、それでいて少し寂しいような思いでご覧になっている
のではないでしょうか。子ども達が大きく成長して巣立っ
て行けるのは、苦しい時も嬉しい時もいつも傍で見守り、
支えてくれた保護者の皆様あってのことだと思います。大
変お疲れ様でした。

後援会会長　長峰　睦美

柏木学園高等学校後援会ご卒業おめでとうございます 

　卒業おめでとうございます。今年は東京オリンピックが
ありますが、ここにきて、新型のコロナウイルスが蔓延し、
世の中が落ち着かない状態ですが、自分のペースを守って、
4月以降の就職先や進学先等に備え、体調の管理、2年間勉
強をした知識を活かすために、これからの目標を立てるこ
とが大事だと思います。
　「明日ありと思う心の仇桜　夜半に嵐の吹かぬものかは」
　鎌倉時代の僧、親鸞の句ですが、桜の花が明日もまだ咲き
誇っているだろうと思っていると、夜半に嵐が吹いて花が
散ってしまうかもしれない。花見は「思い立ったが吉日」と
いうことですが、今はグローバル化の時代と言われ、国際秩

序が流動化しており、価値観の多様化や世界経済の減速に
よるパイの奪い合いがあり、社会の合意を得るのがどんど
ん難しくなってきています。各国が急速な技術革新を進め
る中、日本の地位低下が指摘されてもいます。そんな不安
定な社会情勢の中、卒業を迎えた皆さんは今が次のステッ
プへの決断の時です。自分に力を付け、自信をもってより高
い人生の目標を達成するためのスタートの時です。素晴ら
しい未来を切望しております。

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次のステップへの決断の時

　卒業生の皆様、保護者の皆様、ご卒業おめでとうござい
ます。学校生活を支えてくださった先生方、ありがとうござ
います。
　私もドキドキしながら迎えた入学式からあっという間の
3年間でしたが、少しずつ子離れをしていることに気付かさ
れた３年間でもありました。
　一番記憶に残っているのは、お手伝いできた紅葉祭です。
揚げパンにきな粉や砂糖をまぶしたり、ポテトフライ、ナ
ゲットを作ったりと学年の壁を越えて協力して行えたPTA
役員の楽しい思い出です。卒業生の皆さんも紅葉祭の揚げ
パンは大和商業の思い出の一つになっているのではないで
しょうか。
　卒業生の皆さんは4月より、それぞれ新たな道を進んでい
くこととなります。

　大和商業に入学した時と同じように、ドキドキと不安が
再度訪れますが、そのドキドキと不安も味方につけ、進ん
でいってください。
　味方につける方法は大和商業の3年間で校長先生をはじ
め、たくさんの先生方に見守られて学んでいます。自信を
もって進んでください。
　今年度のPTA活動も残りわずかとなりました。5月の総
会までもう少しお手伝いさせてください。
　大和商業に関わるすべての皆様に感謝致します。ありが
とうございました。
　今後ともPTA活動にご理解、ご協力をお願い致します。

ＰＴＡ役員代表　阿川　雅美

大和商業高等専修学校ＰＴＡ卒　業

　やわらかな日差しが心地よく、木々も芽吹き始め、日ごと
春の訪れが感じられる季節になりました。
　卒園・進級おめでとうございます。
　年長の皆さんは小学生、年中・年少の皆さんは一つお兄さ
んお姉さんになりますね。
　3年前に入園した頃は、親として見えない生活への不安も
あり、お手洗へ行けたのか、お弁当をちゃんと食べたのか「で
きないこと」に目が行きがちでした。
　しかし今ではそんな心配より「できること」が増え、親と離
れた時間でも生活できる「自信」が見えてきました。
　「できないこと」が「できるようになった」喜びは何よりも
自分自身の成長への「自信」につながります。都筑ヶ丘幼稚
園で学んだこの「自信」は、子ども達にとって未来への希望と
なることでしょう。この「自信」を育んでくださったのは、園
長先生をはじめ、先生方の熱心なご指導の賜物だと、深く感
謝しております。

　保護者の皆様におかれましては、クラス役員をはじめ、各
行事の実行委員を務めていただき、ありがとうございました。
近年はお仕事をされている方も増え、負担に感じることも
あったかと思います。それでも皆さんが各行事に参加してく
ださったことに感謝し、保護者全員で園の行事を支えること
ができるのも、都筑ヶ丘幼稚園の良さだなと感じました。
　また、今年度様々な行事で支えてくださった先生方、本部
役員として共に過ごした仲間達には、感謝の気持ちでいっぱ
いです。父母会室で真剣に話し合い、沢山笑い合った日々は、
私にとってかけがえのない宝物となりました。
　沢山の出会いに感謝致します。
　皆様1年間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　玉村　和美

都筑ヶ丘幼稚園父母の会沢山の出会いに感謝

【柏木学園高等学校】
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）
〈3級（商簿）〉
木村　奏斗　齋藤　乃依　三宅　もあ
石上　　亮　内田　虎鉄　小杉　康平　
和田　聖司

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12月5日施行）

石上　　亮　河嶋　怜央　齋藤　乃依
三宅　もあ　相澤　那南　上田　茉奈
加藤　　葵　柳　　蕗優　大場　　遥

日本情報処理検定協会　文書デザイン検定
（令和元年11月29日施行）

野本　芽生　丸谷沙矢香　秦　　以織
藤田　弘宗　松原　晟斗　鈴木　遥翔
中村　美紅　林　小ノ葉　川村崚太朗

【柏木実業専門学校】
日本医療報酬調査会　調剤事務検定

（令和元年11月19日施行）
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　萩原　知子　橋本　明美
平野　路子　福田　明子　馬嶋　　恵
八木　杏理　米倉　敏子  

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）

〈1級（商簿・会計学）〉
清水　桃葉

〈2級（商簿）〉
GURUNG SEEMA　VUONG DINH THI THAM
KC SUBASH　陳家杭　NGUYEN KHAC VU
THAPALIYA SABINA　DANGAL PHATTEA PRASAD
TRAN NGOC THANH NAM　DANG DUY ANH

〈2級（工簿）〉
NGUYEN VAN TUAN　TAMANG TENJING
CAO VIET CHIEN　TIWARI KRISHNA HARI
RIJAL SAPANA　劉存華
S.M.A.SAHAN MALINTHA MANCHANAYAKA
CHAUDHARY BIKASH

〈3級（商簿）〉
伊藤　純一　NGUYEN THI DOAN 
S.A.D. SHASTHRI DISSANAYAKE
BHANDARI SHIVA　ACHARYA BIMAL
VU THI THU PHUONG　VUONG VAN LONG
NGO THI TUONG VA　BASNET SHANKAR
BAM HARENDRA　NGUYEN THI QUYNH NHU
KHANAL PRAKASH　SHRESTHA ASHMITA
TAMANG SHARMILA　LE QUANG THANH

日本医療報酬調査会　介護事務検定
（令和元年11月28日施行）

阿久津孝一　猪飼　尚子　伊藤　直子
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
戦場真由子　髙橋かほる　塚越麻衣子
照沼　好美　萩原　知子　橋本　明美
平野　路子　福田　明子　馬嶋　　恵
八木　杏理　米倉　敏子　兼松　晴美
川内　美奈　末吉　拓人　竹尻　明子
中野たまき

全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定
（令和元年12月7日施行）

〈1級〉
TAMANG MAMATA

〈2級〉
VO THI BICH　TAMANG PRAMU　TRAN THI THU TRANG
BHANDARI SHIVA　THAPA SMRITI
RAI SAAJAN　NGUYEN THI HONG DIEM
SHRESTHA SUMAN　DAU THI HUYEN TRANG
THAPA ALINA　BUDHATHOKI ASMITA
MAGAR RITA KUMARI
ATHBANDANAGE THILINI DILUMIKA

〈3級〉
KAYASTHA SAMJHANA　SUNUWAR DIL RAJ
TRAN THANH TUNG　B.B.I.S. JAYASURIYA
TRAN QUOC LONG　SITAULA ANITA
DHAKAL PAUDEL NIRMALA　TAMANG SHARMILA
BASNET SHANKAR　RANABHAT LAXMI
HOANG DINH NAM　LUMAGUE FERNAND VILLANUEVA

全国経理教育協会主催　コンピュータ会計能力検定
（令和元年12月14日施行）

〈3級〉
原　　敬裕　北山　啓司　関口　優佳
小野　千笑　渡邉　幸子　山﨑由李江
小野　志穗　大迫　那奈　伊藤　陽子
石田　　明　古川　幸子　泉　　貴子
山森　美樹　劉　　存華　NGUYEN VAN TUAN
NGUYEN VAN KHA　SUNAR SUJAN
TRAN THI HOA　TRAN VAN TRUNG

〈初級〉
劉 義超　BHUJEL GANESH BAHADUR
ATHBANDANAGE THILINI DILUMIKA
K C ANJU　BARDEWA NIRMAL
KARKI TEK BAHADUR　NGUYEN THAI SON
GURUNG BARSHA　GURUNG RABIN
CHAUDHARY URUSHA　TIWARI KRISHNA HARI
BASNET ANITA　RIJAL SAPANA　ALE SHIMA
W.G.CHANAKA SANDAKELUM.W
S.M.A.SAHAN MALINTHA MANCHANAYAKA
THAPA MIRA　TRIPATHI TIWARI SUSHMITA
B.W.DULAJ SHANILKA RANASINGHE
POKHAREL SUNITA　LANKA HEWAGE 
SUMEDA VIKUM UDAYASIRI

日本医療報酬調査会　医科医療事務検定
（令和元年12月23日施行）

〈3級〉
井上美恵子　入江　明恵　榎本　千恵
大垣　里菜　岡田　　桃　岡安　　望
加藤あゆみ　北澤　優美　久德　美奈
久原　亜記　小谷　優香　古谷田典子
佐々木弘美　佐藤　好美　嶋田　　梓
関谷　優香　但木　芳菜　福地喜久美
保科　貴恵　星野　彩香　三上　陽子
森　亜里沙　森口友美子　山崎かえで
山下　　梓　渡部　凪沙

神奈川県　介護職員初任者研修
（令和2年1月31日修了）

上野　裕司　風間　稻洋　小花　康之
櫻井　秀行　杉浦　知佳　筒井　健太
武蔵　幸枝　吉崎　克弘　吉田　勢子

【大和商業高等専修学校】
日本情報処理検定協会　文書デザイン検定

（令和元年12月1日施行）
〈1級〉
池田　知也　砂川　天心　八鍬　颯人
相田　周輝　相原　瑞稀　井田　雅士
角田　智哉　久保田梨花　佐野　健太
平田　和雅　廣木　一輝　深迫　天耶
藤坂　妃生　村山　菜穂　遠藤　優斗
木村　颯太　田口　阿脩　結城　明良
平尾　岳登　小林　莉友　中村麻祐子

〈2級〉
岩崎朱唯斗　岩本幸之進　川崎　　尊
駒井　凪斗　齊藤　龍平　佐野　渚月
髙階　智成　高橋　瑚百　前田　一誠
増子　芽依　水島　果南　室伏　音平
大谷　麗湖　後藤　雅也　小林　大幹
沢田　力颯　武岡　洸樹　田中　啓斗
稗田　陽太　船木　　祥　力武　　楓
廣部　康汰　青木　幸恵　大槻　宥貴
郭　　城茂　吉川　遥希　久保　文櫻
栗原　麻彩　郡山　隆人　今野　有浩
坂口　洸陽　中村　昂汰　畠山　果也
細田洸大郎

〈3級〉
井山　輝政　栗本　憲二　廣田　勇海
植松　　凛　平沼　　翼　齊藤　大也

日本情報処理検定協会　日本語ワープロ検定
（令和元年12月1日施行）

〈3級〉
井上　小夏　大庭　一颯　金丸　　烈
工藤　　匠　清水　拓也　高橋　和幸
髙栁　美咲　竹内　周平　方　　吉慶
明智　慧大　石井　秀汰　金澤　　陽
亀井　貴美　五味さやか　齊藤　翔馬
齋籐　仁覇　坂元　晴美　樋口　涼太
藤井　美祈　池田　志翔　石井瑛二郎
石澤　瑞貴　市之瀬敦也　内田　大輔
川又　優希　小松　喬介　近藤　幸生
鈴木　拓斗　塚田乃絵留　二本木玲奈
根津　恭弥　松下　紗妃　山田　大知

〈4級〉
長田　穂香　亀井　美奈　齊藤　大葵
九十九海斗　手戸　亮志　董　　黎鍇
中里勇士郎　フィン　ヤーティン　安田　　結
植木　優人　サイリトゥハ゜ アンシ ェ゙ロ　田中　大揮
坪田　靖明　西部　拓海　福田慎之介
碇　　涼佑　梅木　　優　大津　力也
永谷　年正　山口和泉美

日本情報処理検定協会 プレゼンテーション作成検定
（令和元年12月1日施行）

〈2級〉
内田　佑輝　野路　夏鈴

〈3級〉
井上　小夏　江口　優佑　大庭　一颯
金丸　　烈　亀井　美奈　工藤　　匠
小松　皓介　齊藤　大葵　清水　拓也
高橋　和幸　髙栁　美咲　竹内　周平
九十九海斗　手戸　亮志　董　　黎鍇
中里勇士郎　方　　吉慶　箭川　歩嵐
山岸　巧馬　山田　美優　渡邉　大翔
明智　慧大　石井　秀汰　植木　優人
金澤　　陽　亀井　貴美　五味さやか
齋藤　仁覇　坂元　晴美　千葉　美桜
樋口　涼太　藤井　美祈　本間　　凜
池田　志翔　石井瑛二郎　石澤　瑞貴
市之瀬敦也　内田　大輔　小松　喬介
近藤　幸生　坂本　玲勇　鈴木　拓斗
塚田乃絵留　二本木玲奈　根津　恭弥
松下　紗妃　山田　大知　落合　　藍
齊藤　翔馬

〈4級〉
長田　穂香　安田　　結　尾関真生樹
古谷田　空　サイリトゥパ　アンジェロ　田中　大揮
西部　拓海　林　　哲平　福田慎之介
梅木　　優　大津　力也　川又　優希
齊藤　優心　渡久地アミ　水野明日香
山口和泉美

全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定
（令和元年12月7日施行）

〈2級〉
井上　小夏　金丸　　烈　工藤　　匠
小松　皓介　清水　拓也　石井　秀汰
五味さやか　齊藤　翔馬　坂元　晴美
藤井　美祈　池田　志翔　近藤　幸生
鈴木　拓斗　塚田乃絵留　根津　恭弥
松下　紗妃　山田　大知

〈3級〉
江口　優佑　髙栁　美咲　竹内　周平
董　　黎鍇　方　　吉慶　植木　優人
亀井　貴美　古谷田　空　齋藤　仁覇
サイリトゥパ　アンジェロ　田中　大揮　大津　力也
小松　喬介　二本木玲奈

〈4級〉
安田　　結　田村　龍樹　福田慎之介
齊藤　優心　山口和泉美

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12月8日施行）

〈1級〉
深迫　天耶　曹　　雪強　平尾　岳登

〈2級〉
岩崎朱唯斗　岩本幸之慎　川崎　　尊
駒井　凪斗　高階　智成　増子　芽依
室伏　音平

〈準2級〉
廣部　康汰

日本情報処理検定協会　パソコンスピード認定（日本語）
（令和元年12月8日施行）

〈2級〉
明智　慧大

全国経理教育協会主催　コンピュータ会計能力検定
（令和元年12月14日施行）

〈初級〉
岩本幸之慎　木下　渓登　栗本　憲二
佐野　渚月　廣田　勇海　齋藤　龍平
髙階　智成　平尾　岳登　室伏　音平
川崎　　尊　駒井　凪斗　前田　一誠
増子　芽依　水島　果南　後藤　雅也
小林　大幹　小林　莉友　武岡　洸樹
中村麻佑子　舩木　　祥　大谷　麗湖
平沼　　翼　力武　　楓　沢田　力颯
田中　啓斗　南葉　　歩　稗田　陽太

全国経理教育協会主催　所得税法能力検定
（令和2年2月2日施行）

〈3級〉
岩本幸之慎　木下　渓登　栗本　憲二
佐野　渚月　髙階　智成　平尾　岳登 
室伏　音平　川崎　　尊　駒井　凪斗
前田　一誠　増子　芽依　水島　果南 
後藤　雅也　小林　大幹　武岡　洸樹 
中村麻佑子　舩木　　祥　大谷　麗湖 
平沼　　翼　力武　　楓　沢田　力颯 
髙橋　侑希　田中　啓斗　南葉　　歩 
稗田　陽太　廣部　康汰 

各種検定合格者（太字は満点合格者です。）
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三 送 会 柏木学園高等学校 病 院 実 習 柏木実業専門学校

一般入試 大和商業高等専修学校 お店屋さんごっこ 都筑ヶ丘幼稚園

柏木学園高等学校　校長　坂本　司令和年度初めての卒業式
　柏木学園の柏木実業専門学校、大和商業高等専修学校、都筑ヶ
丘幼稚園、柏木学園高等学校それぞれの学校の卒業・卒園され
る皆さん、おめでとうございます。
　今年度は年度の途中、5 月 1 日より平成から令和へと新しい
天皇陛下をお迎えし、元号が変わりました。
　卒業・卒園する皆さんは令和年度初めての卒業生・卒園生に
なります。令和初の卒業おめでとうございます。
　今年度はいろいろなことがありました。
　皇太子徳仁親王陛下が第 126 代天皇陛下に即位され新しい令
和の時代が発足されました。
　また、旭化成の名誉フェロー吉野彰さんがノーベル化学賞を
日本人 27 人目の受賞をされました。
　そしてスポーツではゴルフの渋野日向子選手が全英女子オー
プンで日本人 2 人目の海外メジャーで優勝することができまし
た。
　アジア初のラグビーワールドカップを日本で開催し、予選を
1 位で通過し、「ONE TEAM」（ワンチーム）のスローガンで、
日本中を沸かせ初のベスト 8 入りをしました。
　このような嬉しいことがあった一方、台風の被害や沖縄首里
城の火災、今年に入ってコロナウイルスの問題で日本中が不安
を感じながら帰国した人たちを見守っているなど、心配なこと
や悲しいことや残念なこともありました。

　そして高校生にとっての大きな出来事は大学入試改革に伴
う、英語 4 技能に関する外部検定試験の導入についての問題、
来年度から始まる大学入試共通テスト試験について記述式問題
実施に関してのことなど、重要な報道が部省から発表されまし
た。
　今年卒業する皆さんには影響は少ないとは思いますが、令和
元年度報道された高校生にとって大切な報道だと思いますの
で、しっかりと情報を把握しておいた方がよいと思います。
　そして、今年 2020 年は東京オリンピックの年です。
　たくさんの競技で代表選手が決まってきていますが、昨年 2
月に病気のため出場を断念し治療に専念していた池江璃花子選
手が、1 年間の療養を終え、今年 2 月からトレーニングを再開
したという記事を読みました。
　皆さんと同年代の池江璃花子選手が白血病を克服し、闘病生
活を送り、心の強さ、常に前向きな考え方で次のオリンピック
を目指して頑張っていくというニュースを見て感動しました。
　皆さんもこれからの生活で、体調を崩したり困難に直面する
ことがあると思いますが諦めず自分を信じて真正面から取り組
んで力強く自らの手で切り開いていってほしいと思います。
　令和元年度初めての卒業生の皆さんの今後の活躍を期待しま
す！！

令和 2 年令和2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 大和商業高等専修学校 都筑ケ丘幼稚園

3/2 復習授業（1・2年）

3/5 卒業式予行練習

3/6 卒業式

3/11 校外進路ガイダンス

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

3/23 大掃除

3/25 修了式

4/6 始業式

4/6-10 クラス写真撮影・個人写真

4/8 入学式

4/9 対面式・新入生歓迎会・尿検査

4/10 教科書販売・時間割発表

4/13 平常授業開始

4/14 健康診断・尿検査

4/15 委員会の日

4/16 PTA監査・PTA運営委員会

4/20-25 あいさつ週間

4/21 進路ガイダンス（2・3年）・尿検査

4/23 歯科検診

5/6 オープンキャンパス

5/7-31 三者面談開始

5/8 尿再検査

5/11 オープンキャンパス代休

5/13 委員会の日

5/16 全経電卓計算能力検定

5/26-29 中間テスト

5/28 PTA総会

5/31 全経簿記能力検定

学　園　本　部

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
4/1 辞令交付式
4/5 幼稚園入園式
4/7 高等学校入学式
4/8 専門学校・大和商業入学式
5/中旬 現況調査
5/26 監事監査
5/28 役員会

3/2 誕生日会（3月）
 月謝引き落とし日（次年度教材費含む）
3/3 ひなまつり会・避難訓練
3/9 卒園式予行練習
3/10 お別れ会
3/11 懇談会（年長）・掃除
3/12 お別れ遠足（年長）
3/13 午前保育
3/14 卒園式
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 令和2年度いちご組体験保育・たんぽぽ組体験保育
3/24 令和2年度ぶどう組体験保育・たんぽぽ組体験保育
4/1 令和2年度新入園児月謝引き落とし日
4/5 入園式
4/7 始業式・午前保育
4/8 懇談会（年長）・午前保育
4/9 懇談会（年少）・午前保育
4/10 懇談会（年中）・午前保育
4/13 いちご組・ぶどう組入園式・午前保育
4/14 進級写真（年長）・午前保育
4/15 午前保育・研修「救命救急法」
4/16 進級写真（年中）・一日保育開始
4/20 対面式・役員会
4/21 誕生日会（4月）
4/24 研修「食物アレルギー」
5/1 月謝引き落とし日
5/11 内科検診
5/12 役員会
5/13 面談日
5/18 内科検診
5/19 総会・避難訓練
5/21 クッキング保育（年長）
5/23 親児の会
5/25 お楽しみ会・夕涼み実行委員会
5/26 誕生日会（5月）
5/29 遠足

3/6 第4期推薦・一般入試

3/6 卒業式

3/13 入学者説明会

3/16 第5期推薦・一般入試

3/18 修了式

4/8 入学式

4/9 始業式・対面式

4/9-10 オリエンテーション

4/13 健康診断（終日）

4/14 講義開始

4/19 産能大科目修得試験

4/21 進路フェスタ

5/16 全経電卓計算能力検定

5/23 第1回オープンキャンパス

5/31 全経簿記能力検定

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
 ひまわりの郷/わかたけ青葉/
 ロゼホームつきみ野/しょうじゅの里大和
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
4/10 （求職者支援訓練）3月生　職業人講話
 株式会社ソラスト
4/16 （求職者支援訓練）2月生　医科医療事務検定試験
4/17 （求職者支援訓練）2月生　職業人講話
 医療法人社団　総生会
4/21 （求職者支援訓練）3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 
5/11 （求職者支援訓練）2月生　調剤事務検定試験
5/19 （求職者支援訓練）2月生　介護事務検定試験
 （求職者支援訓練）3月生　医科医療事務検定試験
5/20 （求職者支援訓練）2月生　修了式
 医療・調剤・介護事務PC科
 オフィスワークPC基礎科
5/20-22 （求職者支援訓練）3月生　介護実習

研修センター

2/27-3/4 期末試験（1・2年）

3/2 卒業証書授与式

3/5 試験予備日・相談日

3/6 試験返却 　　

3/11-12 学年進路行事（1・2年）

3/11 相談日

3/13-19 学期末補習期間

3/13 合格者説明会

3/24 修了式

3/25 生徒春季休業開始

4/6 始業式

4/7 入学式
 生徒自宅学習（2・3年）

4/7 健康診断（1年）

4/10 基礎力診断試験（2・3年）　

4/13 学力試験

4/14 授業開始　　　　

4/17 宿泊研修事前指導（1年5限）

4/21 尿検査

4/22-23 宿泊研修（1年）

4/22 相談日

4/23 社会見学（2・3年）
 後援会役員会

5/7-31 進路面談開始（3年）

5/8 生徒総会・相談日

5/9 後援会総会・役員会

5/13 生徒総会

5/19-22 中間試験

5/27 相談日

○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




