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柏木学園高等学校

家庭訪問（連携校入学許可証授与）大和商業高等専修学校

－ 学びの姿を求めて －
今年、創立74年目を迎えた柏木学園の新入生、新入園児の皆
さん、ご入学、ご入園おめでとうございます。そして、皆さん
を支えてこられたご家族や関係者の皆様にも心よりお祝いを申
し上げます。
これからの新しい学校生活は皆さんの未来を築く大切な日々
となります。ここで出会った先生や仲間たちから得る学びが、
豊かな知識や人格形成につながることを期待しています。
今春の入学式と入園式は、時間短縮や人数制限をする中で
行いました。例年とは異なる様子に戸惑いを覚えた人もいたで
しょうが、新型コロナウイルス感染の防止対策をとらざるを得
ませんでした。新学期早々から続いている休校措置もその取組
の一環となります。
昨年末に発生した新型コロナウイルスの感染拡大は一向に収
まりません。4月下旬には世界の感染者が320万人に迫り、死者
も23万人に達する勢いです。
日本でも緊急事態宣言が全国に広げられる中で感染者が1万4
千人を超えました。これだけ科学や医学が発達した現代でも、
0.1ミクロン（髪の毛の800分の1）のウイルスを制御できないこ
とに、人間の知恵が万能でないことを思い知らされます。
目に見えないウイルスを押さえる治療薬やワクチンがない現
状では、個々人で感染防止に努め、健康管理を心がけるしかあ
りません。つまり、危機管理能力や自己を統御する力が試され
ているといえます。

新入生誓いの言葉

柏木実業専門学校

入 園 式

都筑ヶ丘幼稚園

柏木実業専門学校

校長

桐野輝久

いま皆さんは学びの中にいるのです。新型コロナウイルスは
寄生主を探しています。凶悪なウイルスを絶つには、寄せ付け
ない生活が求められます。できるだけ人との接触を避け、手洗い
の励行とマスクの着用は欠かせません。感染防止には、外界と
遮断することが大切なのです。
誰もがこの困難さと戦っています。ただ視点を変えてみると、
時間に追われてできなかったこと、例えば英単語を覚えたり、
数学の問題をじっくりと解いてみたり、ぶ厚い本を読んだりと、
思う存分時間を使うことができます。困難に出会った時は、自
分自身を変えるチャンスなのです。
90年前、東北地方の生活苦にあえぐ農民を助けるため、自身
の病気を顧みることなく献身的に生きた詩人、宮沢賢治はこの
ように書き残しています。
これからの本統の勉強はねえ／テニスをしながら商売の先生
から義理で教わることではないんだ／きみのやうにさ／吹雪や
わづかな仕事のひまで／泣きながら／からだに刻んで行く勉強
が／まもなくぐんぐん強い芽を噴いて／どこまでのびるかわか
らない／それがこれからのあたらしい学問のはじまりなんだ／
ぢゃさようなら／雲からも風からも／透明なエネルギーが／そ
のこどもにそゝぎくだれ 「稲作挿話」
賢治が教えるように、自発的に学びを深めていく手法を、今
こそ得ることができるチャンスではないでしょうか。

入学式

～保健室からのお知らせ～

4月7日（火）に入学式が挙行さ
れ、331名の新入生を迎えた。
新入生代表として1年B組小椋
愛美が誓いの言葉を述べた。今年
は新型コロナウイルスの影響で「3
密」を避けるため、生徒、教職員の
みの参列とし、生徒同士の間隔を
空けながら式が行われた。一日も早く高校生としての自覚を
持ち、有意義な3年間を送って欲しい。

マスクを寄贈していただきました
新型コロナウイルスの影響で
マスクの入手が困難な中、本校
に3-J保護者の上野様と、本学園
に一般社団法人青少年育成支援
大和の心様からマスクが寄贈さ
れた。

寄贈者

ICTを活用した学校活動

寄贈内容

上野様（3-J保護者）

手作りマスク（約100枚）
ハンドジェル（10本分）

一般社団法人
青少年育成支援大和の心 様

手作りマスク
多数いただきました。

新任職員の紹介
山本 健司郎先生
国語科 1学年副担任
一昨年は教育実習でお世話になり、今
年からは''先生''として一緒に同じ時間を
過ごせることが楽しみです。どうぞよ
ろしくお願い致します！
大川 忠春先生
理科 実験助手
教育に携わって早三十数年。少しでも
皆さんのサポートをしたいとガンガン
頑張ります。どうぞ宜しくお願いします。

大学

昨年度の主な進路状況

亜細亜大学
大阪国際大学
神奈川大学
国士舘大学
相模女子大学
城西国際大学
高千穂大学
多摩大学
帝京科学大学
桐蔭横浜大学
東京工芸大学
東京純心大学
東京農業大学
東洋大学
日本大学
文教大学
横浜商科大学
立教大学
EmporiaStateUniversity

【本校における新型コロナウイルス感染症対策】
臨時休校中に、生徒の皆さんの健康状態を把握する
ため、ICTを活用した健康調査を開始した。毎日の回答
結果は全職員で共有し、様子に応じて家庭連絡を行う
ことで休校中の皆さんの状態を確認することができて
いる。
また、長引く休校は戸惑いや不安やストレスを感じ
る要因となることから、5/13（水）より松岡由樹子カウ
ンセラーによるカウンセリング（相談）を再開した。対
象は本校生徒・保護者。予約の希望、問い合わせは学校
まで。
※相談日は基本的に毎週水曜日12:30～16:30に受け付け
ています。詳しくは担任または保健室まで。

足利大学
大妻女子大学
神奈川工科大学
駒澤大学
産業能率大学
湘南鎌倉医療大学
宝塚大学
鶴見大学
帝京平成大学
東海大学
東京医療保健大学
東京女子体育大学
東京福祉大学
東洋学園大学
日本体育大学
明星大学
横浜創英大学
ルーテル学院大学
IowaWesleyanUniversity

専門学校 柏木実業専門学校 他56校

桜美林大学
嘉悦大学
関東学院大学
サイバー大学
松蔭大学
湘南工科大学
玉川大学
帝京大学
田園調布学園大学
東京有明医療大学
東京医療学院大学
東京都市大学
東京富士大学
二松學舍大学
日本文化大学
ヤマザキ動物看護大学
立正大学
和光大学

新型コロナウイルスの影響に
より休校が続く中、ICTを活用
しながら学級や教科に対して生
徒とコミュニケーションを取っ
ている。
生徒の状況を知る手段の一つ
として、ビデオ会議用アプリZoomを使い、各クラスでSHR
を実施した。今後も休校が続くかぎり週2回程度実施する予
定である。
また、ClassiやMetaMojiを使って各教科から課題を配信し、
課題をチェックしながら双方向にやり取りしている。
また、陸上部でもオンライン部活動を実施し、外出自粛が
続く中、体力や技術の向上を目指した。

各学年主任からの挨拶
1学年主任 三浦 弘義 先生
新型コロナウイルス渦で学年主任という責任のある立場に
就くことになり、身が引き締まる思いです。1学年はベテラ
ンの先生から新任の先生まで多様な顔ぶれの学年団です。教
員同士の連携を図りながら生徒と真正面から向き合える学年
を目指します。1年生の皆さんとは入学式でしか顔を合わせ
ていないのが非常に残念です。一日も早く勉強や部活動を一
緒に取り組み、充実した高校生活を送って欲しいと願ってい
ます。またiPadを利用したICT教育も積極的に取り入れ、1学
年全員がICTのエキスパートになれるよう一緒に頑張ってい
きましょう。最後に、保護者の皆様、少しでもご不明なこと、
ご心配なことがありましたら、学年までご連絡をいただける
と幸いです。学年団が全力でサポートいたします。
2学年主任 渡邉 弘二 先生
新年度を迎え、クラス替え後、生徒たちの顔も見られない
ままのスタートになってしまいました。2学年は、高校生活
に慣れ、中弛みを指摘される学年といわれることも多くある
ことから、緊張感をもって学校生活を送れるよう指導してい
きたいと思います。
また、iPad導入初年度の学年として、昨年度の利用課題も
含め対応していきたいです。学年教員団一体となって、新入
生の手本になるような学年にしたいと思っております。
3学年主任 齋藤 稔 先生
いよいよ、最終学年がスタートしました。今年度はみなさ
んにとって人生を左右する進路決定の年となります。何事も
スタートが肝心です。自分の進路実現の為には進路希望を早
期に具体化させ、情報を収集し、対策を講じるなど、実際に
行動してください。我々３学年教員は、みなさんの進路実現
のために惜しみなく応援をしますが、あくまでも主体はみな
さん自身です。努力を惜しまず、諦めず、自分の進路を自分
の力で切り開いていってください。現在の社会情勢は、進路
決定を目前にした生徒にとって大変困難な状況にあります。
保護者の皆様もお子様の良き相談役となり、共に進路につい
て考えていただきたく、お願い申し上げます。

柏木実業専門学校
【令和2年度 入学式を挙行】

研修センター
【求職者支援訓練3月生入校式、神奈川県委託訓練1月生修了式】

4月8日
（水）に令和2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162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年の野路夏鈴（大和商業
高等専修学校出身

表紙の写真）
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BODIYABADUGE IRESHA
SANJEEWANI JAYASURIYA（スリランカ みやび国際学院
出身）
が歓迎の言葉を読み上げました。
＜新入生の言葉＞
○医療情報学科

藤坂妃生

（大和商業高等専修学校出身）
私は将来医療事務員になりたいと
考えており、
そのための資格、知識を得
るためこの学校に入学しました。優しく

3月12日
（木）に、求職者支援訓練 医療・調剤・介護事務ＰＣ科、
介護職員初任者研修科の入校式、3月31日（火）に神奈川県委託訓
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月生の修了式が行われました。受講生はそれ
ぞれの目標にむけ取り組み、活躍されることを期待しています。
【求職者支援訓練 職業人講話授業】
求職者支援訓練2月生、3月生を対象とした職業人講話授業が実
施されました。各訓練科には、その分野の職業人による講話授業を
組み込んでおり、受講生の希望する再就職の現場を知る為のカリキュ
ラムとなります。皆さんとても熱心に受講されていました。
医療法人社団総生会 地域医療支援部長 佐々木 英也先生（医療分野）
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）
佐々木行政書士事務所 所長 佐々木 新一先生 （ＰＣ基礎分野）
株式会社アスモ介護サービス、社会福祉法人緑樹会
（介護分野）

丁寧に教えてくださる先生方の元で資
格を多く取得するため、勉強がとても
苦手なのですが頑張ります。
○情報ビジネス科

山口祐奈

医療法人社団総生会 佐々木英也先生

（日本航空高等学校出身）
短大・大学併修制度や、少人数
制で授業を受けられるところが自分
に合っていると思い、
この学校を選
びました。元々取得している検定は、今より上の級を取得できるよう
頑張り、
他の検定や資格も挑戦していきたいです。
○経営経理研究科

杉山聖直

（柏木実業専門学校出身）
私が柏木実業専門学校に入ろうと
思ったのは、大和商業高等専修学校
で簿記などの資格を取得し、経理等に
興味が出てきました。卒業し、情報ビジ
ネス科で学び、資格も色々取得していく
過程でさらなるスキルアップを図りたいと思いました。将来の夢の
為に、大学併修や上級資格の取得など、
さらなる高みを目指して
チャレンジしたいと思います。
【着任教職員の紹介】
乾

好太郎先生
簿記会計・情報処理・電卓を担当さ

せて頂きます。学生の皆さんが沢山検
定試験を合格できるよう頑張ります。

株式会社ソラスト 村野瑞樹先生

【就職近況報告】
就職先 聖マリアンナ医科大学病院
金川 友美さん
医療調剤介護事務・ＰＣ科
（令和2年3月）修了生
「４月よりメディカルコーディネーター（医師事務作
業補助員）
として勤務しています。日々忙しくしておりますが、訓練で
学んだ医療用語なども耳にする為、勉強してよかったです。これから
も勉強を続けながら頑張ります。」
就職先

株式会社アイシマ
グループホームちゃんと
櫻井 秀行さん
介護職員初任者研修科
（令和2年3月）修了生
「訓練受講前は介護職員として仕事をしていけるか
不安が大きかったですが、グループホームで採用となり、スタートするこ
とができました。食事作りなどまだ不慣れなこともありますが、ご利用者
様と過ごす時間を大切にしていきたいです。これからも頑張ります。
」

第2回オープンキャンパス 参加申込受付中

6 月 27 日（土）実施の第 2 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。

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
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「入学式」が新型コロナウイルス
の影響で急遽中止となり、代わ
りに5月7日
（木）
より実施された
校長と各担任による家庭訪問
により、
「入学許可証」の授受が
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大和商業での高校生活のスタ
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大和商業では、新型コロナウイルスの
感染予防対策をして、介護職員初任者
研修の授業を実施しました。資格の為
に、皆真剣な表情で受講していました。
また、今回 5 月 8 日（金）に、1 年
生の石田有紅さん
のお母様から、教
員用に手作りマスクが 93 枚寄付されました。
本当にありがとうございました。

新任職員紹介

頂いたマスク

今年、新たに３人の先生が大和商業に加わりました。早く顔と名前が一致するようにしておきましょう。
鈴木 勇也先生（商業科担当）
お茶の産地、静岡県掛川市出身です。神奈川県に住み始めて今年で７年目になりますが、遠州弁（方言）が
出ることがまだあります。例えば「～だら」は「～でしょ」という意味です。
「現金って資産の勘定科目だら？」
といった確認や、
「現金の増加だから借方に仕訳だら」といった推量に使います。他にも様々な遠州弁がありま
すので、興味があれば聞きに来てください。
丸山 惠里加先生（芸術科書道担当）
風薫る爽やかな季節になりましたね。今年度より、書道Iを担当することになりました。校長先生が高校時
代の部活動の顧問であったという縁がありまして、この学校で教授できる事とても嬉しく思います。書のな
かでも専門は刻字と言って木に文字（篆書）を平のみと槌を使って彫り込み、金箔を貼って作品を作ります。
木との出会いは一期一会、節目との遭遇で作品が変化していく面白さ、それは生徒との出会いと一緒だと思
います。生徒との色んな対峙を楽しみにし、この一年間、指導にあたらせて頂きます。宜しくお願い致しま
す
柳谷 清一先生（国語科担当）
はじめまして、三年生の現代文を担当する柳谷と申します。一日も早く皆さんにお会いし、楽しく授業で
きる日がくることを心待ちにしています。はじめて教壇に立ってから、もう何十年もの月日が流れてきたの
ですが、嫌いな文学作品と嫌いな生徒がいなかった。これだけが長い教員生活の中で、たった一つ自慢でき
ることです。
「勉強する」
「暗記する」ではなく、
「考える」
「感じる」を目指すつもりですので、一年間よろしくお
願いします。

昨年度の検定実績報告
日商簿記
全経簿記
電
卓

2級
2級
5段
2級
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所得税法
3級
消費税法
3級
秘
書
2級
実用英語
準2級
ワープロ
準1級
3級
文書デザイン 1級
パソコンスピード 1級
表計算
1級
準2級
プレゼンテーション 1級
4級

1名
61名
2名
44名
27名
26名
24名
1名
1名
1名
40名
25名
1名
3名
33名
25名
16名

3級
3級
4段
3級

9名
62名
2名
61名

3級

8名

2級
4級
2級
2級
準1級
3級
2級

9名
23名
39名
1名
5名
48名
22名

4級
1級
4級

昨年度の進路状況報告
70名
18名
67名

準2級 33名
3級
4級
2級
4級
3級

21名
1名
22名
12名
53名

【進学】39 名（56％）
（大学・短大 13 名）
横浜商科大学、和光大学、東京福祉大学、高千穂大学、他
（専門学校 26 名）
柏木実業専門学校、大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校、
日本工学院専門学校、横浜システム工学院専門学校、
町田・デザイン専門学校、アルファ医療福祉専門学校、
湘央医学技術専門学校、横浜調理師専門学校
町田美容専門学校、横浜こども専門学校、他
【就職】29 名（41％）
㈱IJTT、いすゞライネックス㈱、㈱太平洋ゴルフサービス
㈱藤沢事業所、オーパック㈱、保安道路企画㈱、㈱宝建材
図南鍛工㈱、サントリービバレッジサービス㈱、㈱三興
㈱中川製作所、マルシン空調㈱、東和グラビア印刷㈱、
㈱栄和産業、大宮糧食工業㈱、羽田空港サービス㈱、
㈱タナカ、㈱レッドバロン、社会福祉法人秀峰会、他
（公務員 1名）
一般曹候補生（海上）
（卒業生 70名）

学 校 説明 会 の お 知 ら せ
8 月 8 日 （土）・8 月 2 2 日（土）・10月31日（土）・11月7日（土）・11月14日（土）・11月21日（土）・11月28日（土）
12月5日（土）・12月12日（土）・1月 16日 （土）・2月23日（祝･火）・3 月1 3 日（土）
※どの説明会も9時半開始です。ご参加お待ちしています。

4月5日（日）
入園おめでとうござい
ま す。ド キ ド キ、ワ ク ワ
クしながら登園して来る子どもたちの姿が見られま
した。

入園式

永年勤続表彰

栁 寿乃先生 15年
（教務主任）
多くの方に支えら
れ、丸15年勤めること
ができました。毎年た
くさんの子どもたちや
保護者の方々の笑顔と
出逢い、一緒に過ごし
た日々は私にとって大
切な宝物です。
これからもこの仕事に
誇りを持ち、子どもた
ちや保護者の支えにな
れるよう頑張りますの
でよろしくお願いいた
します。

4月7日（火）
学 年 が1つ 上 が り、お 姉
さんお兄さんになった子ど
もたち。これから色々なことに挑戦し、成長出来る1
年にしていきたいと思います。

始業式

令和2年永年勤続表彰において、栁先生、熊谷先生、西山先生、笠井先生、
武山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。

熊谷 悠可先生 5年 西山 実花先生 5年 笠井 絵里花先生 5年
（年少うさぎ組担任） （年中ひまわり組担任） （年少りす組担任）
気 が 付 け ば、5年 が
あっという間に過ぎて
いきました。子どもた
ちの笑顔やたくさんの
方々に支えていただい
たお陰です。今後も子
どもたちに寄り添いな
がら、楽しい園生活を
サ ポートできればと
思っていますのでよろ
しくお願いいたします。

こ う し て5年 表 彰 を
いただけるのも、日頃
より子どもたちや保護
者 の 皆 様、先 生 方 等、
多くの方に支えても
ら っ て い る お 陰 で す。
本当にありがとうござ
います。今後も子ども
たちの成長を見守り私
自身が皆様の支えとな
れるよう頑張っていき
たいと思いますのでよ
ろしくお願いいたしま
す。

あっという間に過ぎ
て い っ た5年 間。思 い
返すと子どもたちの可
愛い笑顔に囲まれ先生
方、保護者の皆様の支
えがあり、この表彰を
受けることが出来まし
た。今後も子どもたち
が楽しい園生活を送れ
るよう、保護者の皆様
とも協力して、私自身
も大きく成長していき
たいと思っていますの
で、よろしくお願いい
たします。

武山 杏香先生 5年
（たんぽぽ組担任）
多くの方々に支えて
い た だ き5年 表 彰 を 迎
えることができまし
た。本当にありがとう
ございます。これから
も園生活が楽しいと
思ってもらえるように
子どもたちの成長を見
守っていきたいと思い
ますのでよろしくお願
いいたします。

新しい先生が入りました！
坂本 加苗先生
（年中学年付）
子どもたちに笑顔で寄
り添い、楽しい思い出
を一緒に作りたいと思
います。

子どもたちを優しく見
守り笑顔いっぱいの
日々を過ごしていきた
いと思います。よろし
くお願いいたします。

高橋 和美先生
（年少くま組副担任）

青木 咲乃先生
（年少りす組副担任）

子どもたちといっぱい
遊び笑って成長できた
らいいなと思っていま
す。よろしくお願いい
たします。

笑顔いっぱいで子ども
たちと共に成長できる
1年にしたいと思いま
す。よろしくお願いい
たします。

香山 紘子先生
（全学年付）
笑顔で子どもたちの成
長のサポートをしてい
きたいと思います。よ
ろしくお願いいたしま
す。

田中 啓右先生
（バス1号車）
子どもたちと沢山関わ
り安全運転で頑張りま
す。よろしくお願いい
たします。

髙橋 和華先生
（年少うさぎ組副担任）
子どもたちと一緒に沢
山思い出を作りたいと
思います。よろしくお
願いいたします。

渡邊 晃子先生
（ぶどう組担任）
元気いっぱいの子ども
たちと一緒に成長出来
る一年にしていきたい
と思います。よろしく
お願いいたします。

井上 勇二先生
（バス3号車）
安全運転を心がけ、頑
張っていきたいと思い
ます。よろしくお願い
いたします。

新型コロナウイルスへの感染拡大防止のため、職員、子どもたちに多くの方々からマスクをたくさんいただきました。
今後も子どもたちと手洗い、うがい、消毒など予防しながら大切に使わせていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
株式会社 テクノクラフト 様／株式会社 J’ SHA プロデューサー 谷脇 有香 様／厚生労働省 様／横浜市幼稚園協会 様／ Kao ビオレ 様／イトマンスイミングスクール 様

マスク・アルコール
消毒のお礼

新年度を迎えて
1年生のみなさん、保護者の皆様、ご入学おめでとうご
ざいます。また、2年生3年生のみなさん、ご進級おめで
とうございます。
今年度は例年とは違い、新型コロナウイルスの世界的
大流行による緊急事態宣言発令のなかで新年度を迎える
事となりました。まずは医療に従事されている方々、私
たちの生活を守るため働いている方々に心より深く感謝
し、お礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうご

プラス思考で考える習慣を
新入生の皆さんは、今年に限って、新型コロナウイルス
の影響で大変とまどって居られる事と思いますが、パン
デミックなので地球上の人々が落ち着いて行動が出来る
までは終わらないのではないでしょうか。これは人類全
体に与えられた試練だと思います。政府は4月7日に7都
府県に緊急事態宣言を発令し、人々の行動を自粛し、必
要最小限の企業を除いて、休業要請を行いました。学校
も全て自宅待機の状態です。在校生の皆さんも志をもっ
て、入学したのに、まさかの休校では、足元をすくわれた
感じですが、自宅で有意義に過ごして下さい。
今年の経済状況は最悪の年になるでしょう。倒産や、
失業者が多数増えてくると思われますが、皆さんは学生

『希望、努力、我慢』
「新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
」
「在校生の皆さん、進級おめでとうございます。
」
新型コロナウイルスの感染拡大にあたり、何をどうし
たら良いのかわからず、何処のご家庭でも、困惑する日々
を過ごされている事でしょう。
皆さんの、少しの努力と我慢で、学園生活、人間関係、
何事もいい方向に向かうと信じています。
いま、新入生の皆さんは、ワクワク希望に胸を膨らま

ご入園・ご進級おめでとうございます
新緑の香りが日に日に感じられる季節になりました。
ご入園・ご進級おめでとうございます。
新入園の皆様は初めての集団生活、在園児の皆様は新し
いクラスに馴染めるか、ご心配等がある事と思いますが、
園長先生をはじめ先生方が、子どもたち一人ひとりを見
守り、優しく指導してくださいますのでご安心ください。
いよいよ令和二年度がスタートしましたが、新型コロ
ナウイルスの感染拡大は留まることを知らず、国内国外
問わず大変厳しい状況が続いております。予定されてい

柏木学園高等学校後援会
ざいます。
後援会も新年度を迎え、1年生の保護者の皆様のご協
力のもと新たなメンバーを選出させていただきました。
皆様のご意見・ご協力をいただき、例年以上に後援会
の活動を盛り上げていきたいと思います。よろしくお願
いします。
後援会会長

坂本 綾

柏木実業専門学校教育交流会
なので向こう2年間勉学に励んで、多くの資格や知識を
身につけることに専念してください。卒業の頃には景気
も回復して来ると思います。辛いことや、大変なことが
あっても、それに負けてはいけません。勇気を持って、一
歩でも前に向かって歩いて行ってほしいのです。そして、
それを可能にするのが、いつも気持ちを前向きにしてお
くことです。つまりどんな事態に見舞われようと、いつも
物事をプラス思考で考える習慣を持つことが大切です。
頑張って下さい‼
教育交流会会長

田部井

信夫

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
せていることでしょう。
しかし、今後「こんなはずではなかった」など、壁にぶ
つかる事も多々でてくるでしょう。
そんな時はまず、どうしてそうなったのか、どうすれば
良いのかを考え、楽しい学園生活を過ごしていきましょう。
PTA役員代表 井山 邦子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
ます行事も規模縮小や延期が予定されますが、限られた
状況の中で子ども達の楽しい思い出づくりができるよう
に活動を進めてまいります。
子どもたちが、のびのび楽しく安心安全に園生活を送
れるよう、皆様のご理解・ご協力を賜りますようよろし
くお願いいたします。
父母の会会長 中山 智恵子

令和2年 5月 ～ 7月行事予定表
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、下記の予定が変更になる場合がございます。

柏木学園高等学校
6/1
6/2

柏木実業専門学校
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

学内オリエンテーション（1年）

5/31

全経簿記能力検定

LHR（2･3年）

6/ 6

全経社会人常識マナー検定

始業式（2･3年）

大和商業高等専修学校

5/7-15 家庭訪問
新型コナウイルスの
（連携校入学許可証授与） 感染拡大防止のため
5月末日まで休園。
今後の予定も変更がある場合は
家庭訪問（2年生）
追って連絡させていただきます。

6/20-26 産能大Web型科目修得試験

6/3-4 学力テスト
6/3
6/10

相談日
相談日

6/17

相談日

6/18

後援会役員会

6/27

第２回オープンキャンパス

7/ 4

全経文書処理能力検定

7/12

全経簿記能力検定

7/18

全経社会人常識マナー検定 Japan Basic

7/25

全経コンピュータ会計能力検定

6/22-25 中間試験（3年）
自宅学習日（1･2年）
6/24

相談日

7/1

相談日

7/8

相談日

7/15

相談日

7/16

後援会役員会

7/17

実用英語技能検定
（希望者のみ）

7/27

学費引き落とし

7/27-30 期末試験
7/31

試験予備日

○学園本部：高村・金久保

6/1
5/12-29 三者面談開始

5/16

全経電卓計算能力検定

5/28

ＰＴＡ総会（書面にて）

5/31

全経簿記能力検定

全経電卓計算能力検定

7/30-31 仕事のまなび場
7/31

夏季終業式

研修センター
5/12 （求職者支援訓練）2月生
医科医療事務検定試験
5/27 （求職者支援訓練）2月生
調剤事務検定試験
5/29 （求職者支援訓練）3月生
医科医療事務検定試験
（求職者支援訓練）2月生 職業人講話
医療法人社団 総生会
（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
6/8 （求職者支援訓練）2月生
介護事務検定試験
6/9 （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
6/18 （求職者支援訓練）3月生
調剤事務検定試験
6/29 （求職者支援訓練）3月生
介護事務検定試験
6/30 （求職者支援訓練）3月生 修了式
医療･調剤･介護事務PC科
介護職員養成（初任者研修）科
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
7/20 （県委託訓練）7月生 職業人講話
西迫会計事務所

○柏木高校：本田・矢崎

都筑ケ丘幼稚園

6/1-12 分散登校

6/15

時差登下校開始

6/28

実用英語技能検定

7/6-10 検定特別授業

7/12

全経簿記能力検定

7/14

校外進路ガイダンス

7/18

全経電卓計算能力検定

7/25

全経コンピュータ会計能力検定

7/27-31 期末テスト

6/3
6/4
6/5
6/8
6/10
6/11
6/12
6/13
6/16-19
6/22
6/23
6/24
6/26
6/29
6/30
7/1
7/2
7/6
7/7
7/8
7/6
7/9
7/13
7/16
7/17
7/21-22
7/27-28
7/27-8/3

月謝引落日・衣替え・誕生日会（6月）
地域開放ストレッチ①
虫歯予防集会
歯科検診・地域開放講演会
遠足予備日
ケータリング（年長）・役員会・避難訓練
ダディー＆マミー
歯科検診
プール開き
参観日
個人面談・午前保育
夕涼み実行委員会
クッキング保育（年中）
幼稚園大会
地域開放ヨガ①
役員会（7月）
地域開放フラワーアレンジメント
スマイルクラブ①
月謝引落日・七夕会・七夕親子製作
クッキング保育（年少）
誕生日会（7月）・役員会・避難訓練
令和3年度見学説明会
バザー実行委員会
運動会実行委員会
面談日・スマイルクラブ②
誕生日会（8月）
夕涼み会
終業式・午前保育
お泊り保育
お泊り保育予備日
パネル展設置

学
5/22
5/26
5/28
6/9

園

本

部

現況調査
監事監査
役員会
創立記念日

○大和商業：天野・榎本・高橋・小笠原・岩城・吉田・内藤

○柏木実業：伊藤（史）・小澤・荒井 ○幼 稚 園：海野・水野・熊谷・笠井・髙田・田中・向山・柏木・高橋（か）・香山

