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　本年は辛丑（かのと　うし）で、十二支では丑年となります。
丑は植物の芽がまだ種の中で眠る状態で、物事を始めることで
伸びやすくなる一年となります。牛は古くから酪農や農業で人
間を助けてくれた大切な動物でした。大変な農作業を最後まで
手伝ってくれる働きぶりから、丑年は「我慢(耐える)」、「これか
ら発展する前触れ（目が出る）」というような年になると言われ
ています。堅実な努力を重ねることは難しいですが、目標に向
かって頑張れる2021年にしたいですね。前回の辛丑年である60
年前の1961年は、日本では小児まひ（ポリオ）が流行しワクチン
を旧ソ連やカナダから緊急輸入した年であり、海外では東西ド
イツの間にベルリンの壁が出現した年でした。
　昨年2020年を振り返り大きなニュースがありました。日本の
スーパーコンピューター「富岳」が世界一に。将棋の高校生棋士、
藤井聡太さん（18）が7月に棋聖、8月に王位の2冠を最年少記録
で獲得。香港の1国2制度が崩壊の危機。夏の九州、各地に被害を
もたらした大雨から一転、41．1度という記録的猛暑。7年9か月
ぶりに安倍晋三氏から菅義偉氏に首相交代。波乱のアメリカ大
統領選。新型コロナウイルス大流行。東京オリンピック・パラ
リンピックの延期等です。
　中国武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の感染
が世界中に広がっています。未曾有の大変革を迎えた2020年。
新型コロナウイルスの蔓延により、私たちの生活は大きく変わ
ることを余儀なくされました。古代ローマの歴史家が残した言
葉で「歴史は繰り返す」とあります。約100年前に世界中で大流
行したスペイン風邪に続いて、昨年新型コロナウイルスが世界
中で猛威を振るい続けてきた恐怖は計り知れません。日本では
2月のクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号内の集団感染。3
月以降は一気に蔓延、そこで政府は4月7日に七都府県、16日に
は全国に緊急事態宣言を発令。5月25日に解除。学校は6月から
徐々に再開校し時差通学の対応と対面型の授業を再開、改めて
対面型授業の重要性を再認識しました。そしてICTを活用した
オンライン授業の活用においてもITの授業の必要性を再確認
したものであります。また、この49日間は前代未聞の外出自粛
要請や都道府県をまたいだ移動の自粛要請、事業所では在宅勤
務、時差出勤などで三密を回避する対応がとられました。これ
でテレワークが一気に普及し日常生活が著しく変化しました。
コロナ対策により社会に変革の波が起きましたが、経済損失か
らの復調は厳しく、各業種により復調には3～ 5年の期間が必
要とも言われています。
　新型コロナウイルスの大流行により多くの人命が失われ、現在
も世界中で感染症の病気と戦っている真っただ中にあります。
新型コロナウイルスの感染は、人の対面を制限し、同時にもの
の動きを抑制しました。その結果、物流が制限されグローバル

戦略を展開する産業に多大な損害を与えています。とりわけ人
の移動が制限されたことによる交通機関・宿泊施設への影響は
長引きそうです。
　その影響は今年も各所で尾を引くでしょう。先の見えない不
安の中、今年は新型コロナウイルスの新治療法（有効なワクチ
ンと治療法）の開発など少しづつ明るい展望が見え始め、重い
空気も徐々に晴れてくれるでしょう。
　新型コロナ危機後に世界経済の激変が予測される中、世の中
の動きに振り回されないよう、一人一人が自分の生き方や価値
観をもう一度見直し、心の安定を図る必要があります。
　本年2021年はかつて経験したことのない混乱の中で、待望の
東京オリンピック・パラリンピックが開催される予定です。予
断を許しませんが、幾多の混乱を乗り越えて世界中から大勢の
人が訪れ、ボランティア活動が活発化する年となります。いざ
開催となれば、メダル獲得への熱い戦いが連日展開され人々の
心に勇気と感動を与えてくれることでしょう。また、東日本大
震災の発生から十年目を迎える被災地では、「復興五輪」をス
ローガンに、野球やサッカーなどの競技が行われます。自然豊
かな観光地、工芸品や特産品を国内外にアピールするチャンス
となり、本格的な復活に向けて歩み進めることでしょう。
　自然災害はいつどこで起こるかわかりません。自分の住む地
域は大丈夫だと油断せず、普段からしっかり備えておきましょ
う。「今、何をすべきか」考えましょう。
　健康への関心が例年以上に高まる傾向です。「自分の身は自分
で守る」と自覚する人が増え、免疫力アップのために食生活を
工夫したり、ウォーキング等スポーツを始めたりする人が多く
なることでしょう。
　新しい生活様式として、一人一人の基本的感染対策として、
ソーシャルディスタンス（社会的・身体的距離）の確保・マス
クの着用・手洗いがあげられ、日常生活を営む上での基本的生
活習慣としては、検温・手洗いうがい・手指消毒・咳エチケット・
換気・三密（密閉、密集、密接）の回避です。
　人類は有史以来、さまざまなウイルスや感染症との闘いを続
けて参りました。現在の感染症との闘いがどうなっていくのか、
現時点では全く予測がつきませんが、人類はその都度、苦難を
乗り越えてまいりましたし、今回もそうなると信じています。
乗り越えた先の未来に一層の飛躍をするために、この状況をさ
まざまな事柄を見直すチャンスと捉え、学園としましても前向
きに活躍していく所存ですので、皆様方には引き続きご理解と
ご協力をお願いいたします。
　2021年が皆様にとりまして喜びと幸せに満ち溢れた素晴らし
い年になりますよう心からお祈り申し上げます。

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
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令和3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

1/12 介護職員初任者研修

1/14 介護職員初任者研修

1/16 学校説明会⑩

1/18 推薦入試願書受付④（～ 21日）

1/19 卒業試験（～ 22日）・介護職員初任者研修

1/21 介護職員初任者研修

1/23 推薦入試④

1/25 学び場Ｊｒ（渋谷中）

1/26 介護職員初任者研修・学び場Ｊｒ（大住中）

1/28 介護職員初任者研修

2/1 一般入試願書受付（～ 4日）

2/2 介護職員初任者研修

2/4 介護職員初任者研修・学び場Ｊｒ（土沢中）
 ＰＴＡ運営委員会

2/6 一般入試

2/7 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定

2/8 学び場Ｊｒ（長後中）

2/15 検定特別授業（～ 19日）

2/21 全経簿記能力検定

2/22 期末テスト（～ 3/1日）

 ワープロ・デザイン・スピード・

 情報処理・プレゼン検定（～ 3/1日）

2/23 中学2年生対象説明会①

2/26 卒業生を送る会

2/27 全経電卓計算能力検定

2/28 日商簿記検定

3/1 二次募集願書受付（～ 8日）

3/2 追再試日・介護職員初任者研修

3/3 追再試日・成績処理日

3/4 介護職員初任者研修・二次募集①

3/8 学期末補習（～ 10日）

3/9 介護職員初任者研修・二次募集②

3/12 卒業式

3/13 中学2年生対象説明会②

3/16 介護職員初任者研修

3/17 介護職員初任者研修

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
3/1 高等学校卒業式
3/12 専門学校・大和商業卒業式
3/13 幼稚園卒園式
3/26 役員会

1/4 月謝引き落とし日
 預かり保育開始
1/7 始業式・獅子舞
1/12 バザー収益シャボン玉ショー
1/13 お楽しみ会・懇談会（年長）
1/18 誕生日会（1月）
1/19 父母の会OGによる演奏会
1/20 令和3年度体験保育・在園児休園
1/23 幼稚園教育研究大会
1/26 スマイルクラブ
1/27 令和3年度2歳児教室
 たんぽぽ組教材渡し
2/1 月謝引き落とし日
2/2 豆まき（予定）
2/5 午前保育
2/7 作品展
2/8 作品展振替休日
2/9 誕生日会（2月）
2/12 お店屋さんごっこ（予定）
2/16-19 個人面談・午前保育
2/22 バザー収益シャボン玉ショー （予備日）
2/24 令和3年度一日入園及び教材渡し
 在園児休園
3/1 月謝引き落とし日・誕生日会（3月）
3/2 ひなまつり会・避難訓練
3/8 卒園式予行
3/9 お別れ会
3/10 懇談会（年長）
3/11 お別れ遠足（予定）
3/12 午前保育
3/13 卒園式・謝恩会
3/15 令和3年度進級園児月謝引き落とし日
3/16 スマイルクラブ
3/17 懇談会（年中・年少）
3/19 修了式・午前保育

研修センター

1/8 始業式
1/12 基礎力診断テスト（1・2年スタ情），
 実力診断テスト（2年アド），3年授業開始
1/13 1・2年授業開始　相談日
1/14 後援会役員会
1/16 大学入学共通テスト①1日目
1/17 大学入学共通テスト①2日目
1/19 3年期末試験日程発表
1/20 相談日
1/21 40分授業　入試準備
1/22 推薦入試
 生徒自宅学習日
1/23 実用英語技能検定（1・2年アド＋希望者）
1/26-29 3年生期末試験
1/27 学費引落し（3か月分）
 相談日
1/28 漢字検定（任意）
1/30 大学入学共通テスト②1日目
 総合学力（1年アド）スタ・情任意
1/31 大学入学共通テスト②2日目
2/1 試験予備日（3年）
2/2 試験返却（3年）
2/3 相談日
2/9 一般入試準備　
 大掃除（３・４限）
2/10 一般入試A
 生徒自宅学習日
2/11 一般入試A
2/12 一般入試B　推薦学力検査　
 生徒自宅学習日
2/13 大学入試共通テスト特例追試1日目
 共通テスト対策（2年アド）スタ・情任意
2/14 大学入試共通テスト特例追試２日目
2/15 学期末補習対象者発表（3年）
2/16 学期末補習期間（3年）（～ 21日）
2/17 相談日
2/18 後援会役員会
2/19 防災用品配布（3年）
2/22 期末試験日程発表（１・２年）
2/24 相談日
2/26 卒業式準備
2/28 日商簿記検定
3/1 卒業式
3/2-5 1・2年期末試験
3/3 相談日
3/8 試験予備日（1・2年）
3/9 試験返却（1・2年）
3/10 相談日
3/13 合格者説明会(AM)  アドバンス学力検査(PM)
3/15 学期末補習対象者発表（1・2年）
3/16 学期末補習期間（～ 22日）
3/17 相談日
3/18 進路行事（1年）　後援会役員会
3/19 進路行事（2年）
3/23 大掃除
3/24 修了式・LHR（2限）

1/4 （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
1/12 （県委託訓練）1月生　職業人講話
 西迫会計事務所
1/13 （求職者支援訓練）10月生　修了式
 パソコンスキルアップ基礎科
1/19 （県委託訓練）11月生
 調剤事務検定試験
1/28 （県委託訓練）11月生
 介護事務検定試験
1/29 （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
2/17 （求職者支援訓練）2月生　入校式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 パソコンスキルアップ基礎科
2/24 （求職者支援訓練）2月生　職業人講話
 株式会社エクシオジャパン
2/25 （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 
3/1 （県委託訓練）1月生
 医科医療事務検定試験
3/2 （求職者支援訓練）2月生　職業人講話
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
3/11 （求職者支援訓練）3月生　入校式
3/17 （求職者支援訓練）2月生　職業人講話
 医療法人社団総生会
3/18 （県委託訓練）1月生
 調剤事務検定試験
3/24 （求職者支援訓練）2月生　職業人講話
 株式会社ソラスト
3/29 （県委託訓練）1月生
 介護事務検定試験
3/30 （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

1/8 講義開始
1/16 全経社会人常識マナー検定
1/17 全経BANTO認定試験
1/19 調剤事務検定試験
1/19-25 進級・卒業試験
1/23 全経計算実務能力検定
 第7回オープンキャンパス
1/26-28 午後追試
1/26-2/26 検定授業週間
1/27 医科医療事務検定試験
1/28 介護事務検定試験
1/31 産能大会場型科目修得試験
2/1 再試験者発表
2/3 午後再試験
2/5 第３期推薦・一般入試
2/6 全経文書処理能力検定
2/7 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定
2/10 特別試験者発表
2/14 サービス接遇検定
2/21 全経簿記能力検定
2/26 短大大学併修説明会
2/27 全経電卓計算能力検定
2/28 日商簿記検定
3/1-3/22 進路活動週間
3/5 第４期一般入試
3/12 卒業式
3/13 全経社会人常識マナー検定（JapaneBasic）
3/22 修了式、第５期一般入試

○学園本部：金久保・清水　　○柏木高校：本田・川津　　○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



　近隣住民の高梨様より傘のご寄付がありました。生徒が急な降
雨時に使用できるよう、生徒昇降口に置き傘として配置する予定
です。また、いつもマスク・アルコールを寄付していただいてい
る3J保護者上野様から再びマスク、ハンドソープ、アルコールジェ
ルのご寄付がありました。冬の季節、コロナウイルスだけでなく
様々な感染症の流行に備え、活用させていきたいと思います。

傘・アルコールの寄付

　12月11日（金）に総合体育館及
び教室において約40の大学や専
門学校から講師を招いたりWEB
をつなげたりし進路説明会が行
われました。生徒達は希望する
進路の分野に分かれ、実際の現
場の声を聴きながら真剣に将来
を考えていました。

2学年 分野別進路ガイダンス

　11月6日（金）に 藤 沢 市 立
高 倉 中 学 校 の2年 生35名 が
高校見学で本校を訪れまし
た。メモリアルホールで説
明を受けた後、授業を見学
し、昼食をとるなど、高校
生活を一部体験しました。
この経験が来年の志望校選択の一助になればと思います。

学校見学に来校

　11月11日(水)に生徒会役員選挙立会演説および投票が行われま
した。今年度は新型コロナウイルス感染防止の観点から、教室に
おいて、放送による立会演説を聞き、その後Classiによる投票と
なりました。

　投票の結果、新年度の生徒会役員が、以下のように決定しました。

生徒会役員選挙

　本校1年生は水曜5時間目のLHR
の時間にクラスごとで通学路の清掃
を行っています。この日は1年F組の
担当でしたが、交通安全に気を付け
ながら、一時間、一生懸命清掃活動
に従事しました。校外清掃によって
少しでも母校と地域を大切にする気
持ちを養えたらと考えています。

校外清掃

部活動活動報告

会　長　長谷川智也 （2 年）
副会長　市川　颯人 （2 年）
副会長　星　　陽向（1 年）
書　記　山川　陽菜（2 年）
会　計　下里　榛那（1 年）

　本校は今年度から岡山大学研
究室と提携し、1.2年生の朝学習
と し て マ イ ク ロ ス テ ッ プ ス タ
ディを取り入れています。英単
語を見流すだけで学習効果が表
れ、定 期 的 に 生 徒 の 習 熟 度 が
フィードバックされるシステムです。ビッグデータを活用したど
こでもできる学習を取り入れることで、自主的な学習を効率的に
進められます。「かしわぎみるだけメソッド」略して「かしみるメ
ソッド」と名付け、親しみをもって毎日学習しています。

かしみるメソッド

ICTを利用した発表
　11月25日（水）４Fメモリアル
ホールにてICT教育を利用し
た授業が行われました。生徒
に各県のPRをする課題を与
え、相互に発表しあいました。
発表はどれもわかりやすい工
夫が凝らされており、力のこ
もった発表となりました。

〇硬式野球部
・第27回大和市内高等学校交流大会
　第1戦（10/3）10-3大和西
　第2戦（10/11）33-3大和東
　第3戦（11/7）10-6大和
　第4戦（11/23）23－7大和南　全勝優勝　　　
〇バドミントン部
・10/18神奈川県高等学校バドミントン新人大会北相地区予選
 男子シングルス　河野（1-L）6位 　金澤（2-L）7位　　
 女子シングルス　藤辺（1-I）7位　　 3名県大会出場
・10/24神奈川県高等学校バドミントン新人大会北相地区予選 
 男子ダブルス　三澤（2-K）、河野（1-L）ペア優勝　　
 春口（2-F）、村越（2-L）ペア4位　　共に県大会出場
・11/1神奈川県高等学校バドミントン
 新 人 大 会 北 相 地 区 予 選 
 男子団体　優勝　　県大会出場
・11/15神奈川県高等学校バドミントン
 新人戦神奈川県大会
 男子団体　県ベスト１６
〇男子バレーボール部
・11/23北相地区高等学校バレーボール冬季大会
　決勝トーナメント1回戦 2-1 城山　2回戦 2-0 光明相模原
 ブロック優勝　　地区ベスト4
〇女子バレーボール部
・11/23北相地区高等学校バレーボール大会
 決勝トーナメント　1回戦 2-1 中央農業　2回戦 0-2 相原
 シード決定戦 0-2 光明相模原　地区16シードを獲得
〇テニス部
・11/22神奈川県高等学校新人テニス大会　
 男子ダブルス　財満（2-G）・飯野（1-B）ペア
 1回戦 6-0、　2回戦 7-6、　3回戦6-0　ブロック優勝
〇卓球部
・神奈川県高等学校卓球新人大会
 11/8女子シングルス　八幡（2-G）7位
 11/14女子学校対抗　ベスト16
・11/21、11/22京都・神奈川対抗戦
 八幡（2-G）が出場。
 （京都ベスト16と神奈川ベスト16による対抗戦）
〇女子バスケットボール部
・神奈川県高等学校バスケットボール新人大会北支部予選会
 11/14　2回戦　70-43 横浜萃陵
 11/15　3回戦　60-77 相模田名
 11/22 敗者復活戦　68-88 厚木北
○サッカー部
・11/22高円宮杯JFA U18サッカーリーグ2020
 神奈川K4リーグDグループ　　4-0（3-0)向の岡工業
○短歌書道部
・WEBで行われた第44回全国高校総合

文化祭・高知大会に神奈川県代表と
して11名参加。

・11/15神奈川高文連総合文化祭
 第21回吟詠剣詩舞発表会参加。

　今年度は、新型コロナウイルス感染予防対策と
して密を避ける為、平日4日間に分けての開催とな
りました。
　10月半ばからこの日の為に一生懸命練習に取り
組んできた子ども達。一人ひとりが輝く、素敵な本
番となりました。
　当日、お父さん お母さんを前に緊張しつつも
堂々と舞台に立ち、自分で決めた役を最後まで演
じ切る姿はとても立派でした！
　保護者の皆様、沢山の温かい拍手をありがとう
ございました。

お 遊 戯 会

サンタバス
　12月1日(火)、サンタクロースが幼稚園に
やってきました。この時期をみんなとても楽
しみにしていました。バスに乗り込む子ども
達は、びっくりした顔でサンタさんをじーっ
と見て照れたりと大喜びで、とても可愛かっ
たです。

クリスマス会
　子ども達の大好きなサンタさんが幼稚園に遊び
に来てくれました。サンタさんからの手紙をもらっ
てから、この日をとても楽しみにしていた子ども
達。当日は、サンタさんへ質問をしたり、一緒に写
真を撮り、プレゼントをもらい、子ども達は終始大
喜びでした。

　新年を迎え、今年も1月7日
(木)始業式に獅子舞がやってき
ました！ 2021年も無病息災で
友達皆が元気に過ごせるように
お願いしました☆

Happy New Year

習字体験 12月10日(木)
　　  17日(木)

12月9日(水)

未就園児クリスマス会
　近くで見る大きなサンタさんに、少し驚いてし
まう子もいましたが、歌を歌ったり、先生の出し物
を見て、みんなで楽しい時間を過ごすことができ
ました。プレゼントももらい、最後はニコニコで嬉
しそうでした。

12月16日(水)12月15日(火)

１部 12月3日(木) 2部　12月4日(金)
３部 12月7日(月) ４部　12月8日(火)

年少 年中 年長

「食物アレルギーとエピペン研修会」
　例年、4月に実施していた研
修会ですが、新型コロナウイ
ルスの影響で今年度は12月の
実施となりました。ご参加い
ただきありがとうございまし
た。アレルギーを持つ子ども
への対応の仕方やエピペンの使い方等を学ぶこと
が出来ました。

　集中力の学習と日本の伝
統に触れる為、書道の体験
をしました。大きな文字を
書くことと墨の匂いも体験
できました！

　今年もバザー収益による、杉山兄弟のシャボン
玉ショーを行います。色々な形や大きさに変化す
るシャボン玉に、子ども達は目を輝かせることで
しょう。バザーにご協力いただき、ありがとうござ
いました。

地域開放事業

年 長 組

シャボン玉ショー
　1月12日(火)【予備日 2月22日 （月）】

冬期預かり保育
● 12月21日（月）～12月28日（月）
● 1月4日（月）～1月6日（水）



生徒会選挙
　令和3年度の生徒会新役員を決めるための選挙が
11月12日（木）に行われました。今年度の生徒会選
挙は新型コロナウイルス感染予防のため、演説は
校内放送にて行いましたが、立候補者たちも緊張
感をもって演説することができたと感じました。
投票は例年と同様に大和市選挙管理委員会に協力
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。生徒た
ちも今回の生徒会選挙を通して、選挙のルールや
マナーなどを学び、これからの日本の政治に真剣
に向き合った投票をしてくれることを期待してい
ます。
なお、新生徒会役員として選出されたのは以下の
通りとなりました。

電卓検定７段に合格
　10月に行われた電卓検定
において7段に合格する快
挙を達成しました。日々の
努力を怠らず、練習に励ん
だ結果だと思います。おめ
でとうございます。
〇全国経理教育協会　電卓計算能力検定
　7段合格　　室伏　音平（3年A組）

部活動大会結果報告
卓球部
〇男子学校対抗
 ・県高等学校定通秋季卓球大会　準優勝
〇男子シングルス
 中里　勇士郎（2年C組）
 ・県高等学校定通秋季卓球大会　第4位
 ・県高等学校卓球新人大会　ベスト32
バドミントン部
〇女子団体戦
 ・県高等学校定通ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会　第3位
陸上競技部
〇県高等学校定通陸上競技記録会
 髙田　愛花（1年B組）
 ・女子100ｍ・200ｍ　　第1位
 相川　茉美（1年C組）
 ・女子400ｍ・800ｍ　　第1位
 吉野　麟（1年A組）
 ・男子砲丸投    第3位　　　
 會田　叶門（1年C組）
 ・男子走幅跳    第3位
バレーボール部
〇北相地区高等学校定通バレーボール大会 第3位

２学年進路ガイダンス

書道コンクール入賞
　今年度の3年生は書道
の授業で作成した作品を
神奈川県高等学校教育書
道コンクールへ応募しま
した。今回も数多くの出
品がありましたが、その
中で見事本校の生徒が奨
励賞に輝きました。入賞
おめでとうございました。

〇神奈川県高等学校教育書道コンクール
　奨励賞　　久保　文櫻（3年B組）

会　長　 石井　秀汰　
副会長　 山岸　巧馬
　　　　 相川　茉美
書　記　 金澤　　陽

入試情報

　各部活動では新型コロナウイルスの影響に細心
の注意を払った練習、大会が行われており、普段と
は少し違った雰囲気の中での活動となっておりま
す。その中でも結果を残している選手の皆さん、お
疲れさまでした。今後の活躍にも期待しています。

以上が今年度の入試予定となります。ご希望の方は
本校までご連絡をお待ちしております。

　12月11日（金）に2学年が校内での進路ガイダン
スを行いました。今回のガイダンスでは大学や専門
学校の先生に来校していただき、各分野、学校での
模擬授業を行ってもらいました。今回の模擬授業を
通して、自分がイメージしていた授業とのずれを確
認し、後悔のない進路選択をしてほしいと考えてい
ます。また、就職希望者は採用試験時の注意点や印
象に残った受験生などの話を聞き、今のうちから面
接などの対策に役立ててほしいです。

■ 1月16日（土）　学校説明会
■ 1月23日（土）　推薦入試
■ 2月23日（火・祝）・3月13日（土）
　中学2年生対象説明会（要予約）

【神奈川県立保土ケ谷高校へ留学生を派遣しました】
　11月27日（金）、神奈川県立保土ケ谷高等学校の国際交流

教育の一環で、本校学生を特別
講師として派遣しました。今年
度は２カ国（ネパール・ベトナ
ム）9名の学生が参加しました。
学生はそれぞれの出身国の紹介
を各クラスで行い、PowerPoint
を使用したプレゼンテーション
や事前に準備した資料を用いて
の説明、民族衣装の試着など、
趣向を凝らした授業を展開して
いました。

【経理実務コンクールを開催しました】　
　12月15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。今
年度はコロナウイルス感染拡大
防止の対策を十分にとった上で
の実施となりました。
　成績優秀者には12月25日（金）
の冬休み前最後のホームルーム
で各クラス担任から表彰を行い
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。

【第6回オープンキャンパスを開催】
　12月22日（火）に第6回オープンキャンパスを開催しました。
来年度の進路に向けて3年生だけでなく2年生からもご参加
頂きました。
　第7回オープンキャンパスは1月23日（土）の開催となり
ます。お申込は、本ページ左下の入試相談係まで。

【専各協会主催第31回外国人留学生スピーチコンテストに出場します】
　1月26日（火）に神奈川県立青少年センターホールで開催
される、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C組の刘　忠志（中国、早稲田EDU日本語学
校横浜校出身）と情報ビジネス科1年D組のTIMALSINA 
KASINATH（ネパール、埼玉日本語学校出身）が参加します。
　各学生、大会に向けて日々、練習等に励み、準備を行って
おります。皆さま、応援よろしくお願いいたします。

【求職者支援訓練10月生入校式、
 神奈川県委託訓練11月生入校式、9月生修了式】

　求職者支援訓練　パソコンス
キルアップ基礎科10月生入校
式が10月14日（水）、神奈川県
委託訓練　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11月生
入校式が11月2日（月）、9月生
修了式が11月30日（月）に行わ

れました。それぞれが新しいスタートとなりました。
【求職者支援訓練、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、訓練分野ごとに活躍
されている職業人による講話授業、就職支
援としての企業説明会を実施しています。

（職業人講話）NPO法人都筑区民交流協会　岩井未知男先生
株式会社エクシオジャパン　常務取締役　小出直樹先生
西迫会計事務所　所長　西迫一郎先生
株式会社ｱｽﾓ介護ｻｰﾋﾞｽ、社会福祉法人緑樹会

（企業説明会）社会福祉法人中心会、株式会社アイシマ、
株式会社エクシオジャパン、株式会社やまねメディカル、
SOMPOケア株式会社、パナソニックエイジフリー株式会社、
横浜田園都市病院、株式会社ソラスト、
株式会社ニチイ学館、株式会社日本教育クリエイト

【サービスガイドライン適合事業所リーフレットの公開】
　研修センターは職業訓練サービスを提供する民間教育訓
練機関として、継続した職業訓練の質の向上に取り組む為

「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定（厚生労働省
事業）」制度を申請し、神奈川県では唯一、認定取得をしています。
　この度、公的職業訓練等受講者へむけ、より効果的なスキ
ルアップを目指してもらうことを目的とした、ガイドライン
適合事業所認定（認定事業所一覧）のリーフレットが公開さ
れました。

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

オープンキャンパス参加申込受付中
　1月23日（土）実施の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。

岩井未知男先生

小出直樹先生
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　11月27日（金）、神奈川県立保土ケ谷高等学校の国際交流

教育の一環で、本校学生を特別
講師として派遣しました。今年
度は２カ国（ネパール・ベトナ
ム）9名の学生が参加しました。
学生はそれぞれの出身国の紹介
を各クラスで行い、PowerPoint
を使用したプレゼンテーション
や事前に準備した資料を用いて
の説明、民族衣装の試着など、
趣向を凝らした授業を展開して
いました。

【経理実務コンクールを開催しました】　
　12月15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。今
年度はコロナウイルス感染拡大
防止の対策を十分にとった上で
の実施となりました。
　成績優秀者には12月25日（金）
の冬休み前最後のホームルーム
で各クラス担任から表彰を行い
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。

【第6回オープンキャンパスを開催】
　12月22日（火）に第6回オープンキャンパスを開催しました。
来年度の進路に向けて3年生だけでなく2年生からもご参加
頂きました。
　第7回オープンキャンパスは1月23日（土）の開催となり
ます。お申込は、本ページ左下の入試相談係まで。

【専各協会主催第31回外国人留学生スピーチコンテストに出場します】
　1月26日（火）に神奈川県立青少年センターホールで開催
される、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C組の刘　忠志（中国、早稲田EDU日本語学
校横浜校出身）と情報ビジネス科1年D組のTIMALSINA 
KASINATH（ネパール、埼玉日本語学校出身）が参加します。
　各学生、大会に向けて日々、練習等に励み、準備を行って
おります。皆さま、応援よろしくお願いいたします。

【求職者支援訓練10月生入校式、
 神奈川県委託訓練11月生入校式、9月生修了式】

　求職者支援訓練　パソコンス
キルアップ基礎科10月生入校
式が10月14日（水）、神奈川県
委託訓練　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11月生
入校式が11月2日（月）、9月生
修了式が11月30日（月）に行わ

れました。それぞれが新しいスタートとなりました。
【求職者支援訓練、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、訓練分野ごとに活躍
されている職業人による講話授業、就職支
援としての企業説明会を実施しています。

（職業人講話）NPO法人都筑区民交流協会　岩井未知男先生
株式会社エクシオジャパン　常務取締役　小出直樹先生
西迫会計事務所　所長　西迫一郎先生
株式会社ｱｽﾓ介護ｻｰﾋﾞｽ、社会福祉法人緑樹会

（企業説明会）社会福祉法人中心会、株式会社アイシマ、
株式会社エクシオジャパン、株式会社やまねメディカル、
SOMPOケア株式会社、パナソニックエイジフリー株式会社、
横浜田園都市病院、株式会社ソラスト、
株式会社ニチイ学館、株式会社日本教育クリエイト

【サービスガイドライン適合事業所リーフレットの公開】
　研修センターは職業訓練サービスを提供する民間教育訓
練機関として、継続した職業訓練の質の向上に取り組む為

「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定（厚生労働省
事業）」制度を申請し、神奈川県では唯一、認定取得をしています。
　この度、公的職業訓練等受講者へむけ、より効果的なスキ
ルアップを目指してもらうことを目的とした、ガイドライン
適合事業所認定（認定事業所一覧）のリーフレットが公開さ
れました。

【就職近況報告】
就職先　社会福祉法人愛成会　ヴィラ愛成
　川　元貴さん　
　　介護職員養成（初任者研修）科（求職者訓練）
　　　　　　　　   （令和2年6月）修了生

「小規模多機能型居宅介護事業所で勤務して
います。仕事にも少しずつ慣れデイサービ
スや訪問介護業務などにも携わり毎日忙しいですが、成長
できるよう頑張ります。」

就職先　株式会社ニチレイフレッシュプロセス
　遠藤　美穂さん　
　　簿記パソコン事務科（神奈川県委託訓練）
　　　　　　　　    （令和2年9月）修了生

「柏木学園で学ぶことが出来たおかげで、初
めての事務職にキャリアチェンジすること
ができました。今は研修中ですが１日も早
く会社に役立つ存在を目指し努力します。」

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

オープンキャンパス参加申込受付中
　1月23日（土）実施の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。

岩井未知男先生

小出直樹先生



　近隣住民の高梨様より傘のご寄付がありました。生徒が急な降
雨時に使用できるよう、生徒昇降口に置き傘として配置する予定
です。また、いつもマスク・アルコールを寄付していただいてい
る3J保護者上野様から再びマスク、ハンドソープ、アルコールジェ
ルのご寄付がありました。冬の季節、コロナウイルスだけでなく
様々な感染症の流行に備え、活用させていきたいと思います。

傘・アルコールの寄付

　12月11日（金）に総合体育館及
び教室において約40の大学や専
門学校から講師を招いたりWEB
をつなげたりし進路説明会が行
われました。生徒達は希望する
進路の分野に分かれ、実際の現
場の声を聴きながら真剣に将来
を考えていました。

2学年 分野別進路ガイダンス

　11月6日（金）に 藤 沢 市 立
高 倉 中 学 校 の2年 生35名 が
高校見学で本校を訪れまし
た。メモリアルホールで説
明を受けた後、授業を見学
し、昼食をとるなど、高校
生活を一部体験しました。
この経験が来年の志望校選択の一助になればと思います。

学校見学に来校

　11月11日(水)に生徒会役員選挙立会演説および投票が行われま
した。今年度は新型コロナウイルス感染防止の観点から、教室に
おいて、放送による立会演説を聞き、その後Classiによる投票と
なりました。

　投票の結果、新年度の生徒会役員が、以下のように決定しました。

生徒会役員選挙

　本校1年生は水曜5時間目のLHR
の時間にクラスごとで通学路の清掃
を行っています。この日は1年F組の
担当でしたが、交通安全に気を付け
ながら、一時間、一生懸命清掃活動
に従事しました。校外清掃によって
少しでも母校と地域を大切にする気
持ちを養えたらと考えています。

校外清掃

部活動活動報告

会　長　長谷川智也 （2 年）
副会長　市川　颯人 （2 年）
副会長　星　　陽向（1 年）
書　記　山川　陽菜（2 年）
会　計　下里　榛那（1 年）

　本校は今年度から岡山大学研
究室と提携し、1.2年生の朝学習
と し て マ イ ク ロ ス テ ッ プ ス タ
ディを取り入れています。英単
語を見流すだけで学習効果が表
れ、定 期 的 に 生 徒 の 習 熟 度 が
フィードバックされるシステムです。ビッグデータを活用したど
こでもできる学習を取り入れることで、自主的な学習を効率的に
進められます。「かしわぎみるだけメソッド」略して「かしみるメ
ソッド」と名付け、親しみをもって毎日学習しています。

かしみるメソッド

ICTを利用した発表
　11月25日（水）４Fメモリアル
ホールにてICT教育を利用し
た授業が行われました。生徒
に各県のPRをする課題を与
え、相互に発表しあいました。
発表はどれもわかりやすい工
夫が凝らされており、力のこ
もった発表となりました。

〇硬式野球部
・第27回大和市内高等学校交流大会
　第1戦（10/3）10-3大和西
　第2戦（10/11）33-3大和東
　第3戦（11/7）10-6大和
　第4戦（11/23）23－7大和南　全勝優勝　　　
〇バドミントン部
・10/18神奈川県高等学校バドミントン新人大会北相地区予選
 男子シングルス　河野（1-L）6位 　金澤（2-L）7位　　
 女子シングルス　藤辺（1-I）7位　　 3名県大会出場
・10/24神奈川県高等学校バドミントン新人大会北相地区予選 
 男子ダブルス　三澤（2-K）、河野（1-L）ペア優勝　　
 春口（2-F）、村越（2-L）ペア4位　　共に県大会出場
・11/1神奈川県高等学校バドミントン
 新 人 大 会 北 相 地 区 予 選 
 男子団体　優勝　　県大会出場
・11/15神奈川県高等学校バドミントン
 新人戦神奈川県大会
 男子団体　県ベスト１６
〇男子バレーボール部
・11/23北相地区高等学校バレーボール冬季大会
　決勝トーナメント1回戦 2-1 城山　2回戦 2-0 光明相模原
 ブロック優勝　　地区ベスト4
〇女子バレーボール部
・11/23北相地区高等学校バレーボール大会
 決勝トーナメント　1回戦 2-1 中央農業　2回戦 0-2 相原
 シード決定戦 0-2 光明相模原　地区16シードを獲得
〇テニス部
・11/22神奈川県高等学校新人テニス大会　
 男子ダブルス　財満（2-G）・飯野（1-B）ペア
 1回戦 6-0、　2回戦 7-6、　3回戦6-0　ブロック優勝
〇卓球部
・神奈川県高等学校卓球新人大会
 11/8女子シングルス　八幡（2-G）7位
 11/14女子学校対抗　ベスト16
・11/21、11/22京都・神奈川対抗戦
 八幡（2-G）が出場。
 （京都ベスト16と神奈川ベスト16による対抗戦）
〇女子バスケットボール部
・神奈川県高等学校バスケットボール新人大会北支部予選会
 11/14　2回戦　70-43 横浜萃陵
 11/15　3回戦　60-77 相模田名
 11/22 敗者復活戦　68-88 厚木北
○サッカー部
・11/22高円宮杯JFA U18サッカーリーグ2020
 神奈川K4リーグDグループ　　4-0（3-0)向の岡工業
○短歌書道部
・WEBで行われた第44回全国高校総合

文化祭・高知大会に神奈川県代表と
して11名参加。

・11/15神奈川高文連総合文化祭
 第21回吟詠剣詩舞発表会参加。

　今年度は、新型コロナウイルス感染予防対策と
して密を避ける為、平日4日間に分けての開催とな
りました。
　10月半ばからこの日の為に一生懸命練習に取り
組んできた子ども達。一人ひとりが輝く、素敵な本
番となりました。
　当日、お父さん お母さんを前に緊張しつつも
堂々と舞台に立ち、自分で決めた役を最後まで演
じ切る姿はとても立派でした！
　保護者の皆様、沢山の温かい拍手をありがとう
ございました。

お 遊 戯 会

サンタバス
　12月1日(火)、サンタクロースが幼稚園に
やってきました。この時期をみんなとても楽
しみにしていました。バスに乗り込む子ども
達は、びっくりした顔でサンタさんをじーっ
と見て照れたりと大喜びで、とても可愛かっ
たです。

クリスマス会
　子ども達の大好きなサンタさんが幼稚園に遊び
に来てくれました。サンタさんからの手紙をもらっ
てから、この日をとても楽しみにしていた子ども
達。当日は、サンタさんへ質問をしたり、一緒に写
真を撮り、プレゼントをもらい、子ども達は終始大
喜びでした。

　新年を迎え、今年も1月7日
(木)始業式に獅子舞がやってき
ました！ 2021年も無病息災で
友達皆が元気に過ごせるように
お願いしました☆

Happy New Year

習字体験 12月10日(木)
　　  17日(木)

12月9日(水)

未就園児クリスマス会
　近くで見る大きなサンタさんに、少し驚いてし
まう子もいましたが、歌を歌ったり、先生の出し物
を見て、みんなで楽しい時間を過ごすことができ
ました。プレゼントももらい、最後はニコニコで嬉
しそうでした。

12月16日(水)12月15日(火)

１部 12月3日(木) 2部　12月4日(金)
３部 12月7日(月) ４部　12月8日(火)

年少 年中 年長

「食物アレルギーとエピペン研修会」
　例年、4月に実施していた研
修会ですが、新型コロナウイ
ルスの影響で今年度は12月の
実施となりました。ご参加い
ただきありがとうございまし
た。アレルギーを持つ子ども
への対応の仕方やエピペンの使い方等を学ぶこと
が出来ました。

　集中力の学習と日本の伝
統に触れる為、書道の体験
をしました。大きな文字を
書くことと墨の匂いも体験
できました！

　今年もバザー収益による、杉山兄弟のシャボン
玉ショーを行います。色々な形や大きさに変化す
るシャボン玉に、子ども達は目を輝かせることで
しょう。バザーにご協力いただき、ありがとうござ
いました。

地域開放事業

年 長 組

シャボン玉ショー
　1月12日(火)【予備日 2月22日 （月）】

冬期預かり保育
● 12月21日（月）～12月28日（月）
● 1月4日（月）～1月6日（水）



　昨年中は後援会活動にご理解とご支援をいただきありがとうご
ざいます。みなさまと共に新年を迎えることが出来たことを心よ
り感謝申し上げます。今年度も残りわずかとなりました。3年生の
みなさん、例年になく辛く厳しい状況のなかでの進路活動にとて
も苦労したことと思います。逆境こそ高い経験値と思えるにはま
だ若いみなさんですが、この経験は必ず未来に繋がると信じ、晴
れやかな気持ちで卒業の日を迎えてください。1年生のみなさん、
思い描いていたような学校生活が出来ず、最初は友人を作ること
も難しかったと思います。しかし、そんな中でも日々の学校生活、
部活動や委員会などを通じて少しずつ交遊関係も広がったことで
しょう。もうすぐ2年生、新入生の先輩として、素敵なお手本となっ
てください。2年生のみなさん、昨年とはガラリと変わってしまっ
た学校生活に戸惑ったことと思います。そんな中でも日々の努力
と励み、培った経験はとても尊いものとなり、進級への大きな1歩

となります。来年度の進路活動への不安は大きいと思いますが、
みなさんなら着実に目標に向かい歩む力があります。臆せず歩み
続けてください。そして、後輩を引っ張っていく力強い先輩となっ
てください。
　私たち後援会は今後も惜しまず力添えをしていきたいと思いま
す。今年度の活動は順風満帆とはほど遠いものではありましたが、
手を取り合って苦難を乗り越えてきた絆は確かなものとなりまし
た。来年度は新しい風を受け、さらに活動に励んでいけるよう今
年度を全うしたいと思います。これからも後援会への活動にご理
解とご支援をよろしくお願いします。
　みなさまが健やかで明るい1年となりますように。

後援会会長　坂本　綾

柏木学園高等学校後援会謹んで新春のご挨拶申し上げます

　昨年の始めから新型コロナウイルスが世界中に蔓延し、２年目の
今年も続くと思われます。オリンピックも１年延期され今年開催さ
れる予定です。昨年は人類にはままならないことが、たくさんある
ことを、身をもって体験させられました。古代中国の思想家、老子
は「無用の用」という言葉を残しました。「無用」とは不要、役に立た
ないという意味で、「用」とは必要、役に立つという意味です。「一見
すると役に立たないように思えるものが、実は大いに役に立つこと
がある」ということを表しています。本田技研工業の創始者・本田
宗一郎さんは、社員に対して、いつもこう言っていました。「休憩時
間は仕事の話をなるべくしないで、お茶でも飲んで、一服するよう
に、休日は仕事のことを完全に忘れ、思いっ切りリフレッシュする
ように、これも無用の用！」仕事ばかりしていると、頭が固くなり、

よいアイデアも湧かなくなります。人間関係においても、思いやり
や優しさが薄れてしまいます。そういうとき、休息することで、気
分転換を図れば、心にゆとりができて頭が柔軟になり、いいアイデ
アが生まれます。他人を思いやる余裕が持てるようになって、人間
関係も良くなります。仕事一点張りの人は「無用の用」を大事にし、

「一服する時間」を持つように心がけるといいのです。これがチャン
スを引き寄せる栄養分となるからです。私たちも日常生活を変えざ
るを得ません。しかし、いつかは正常な日常に戻ることでしょう。
その間、焦ることなく、丑年の牛のように、じっくりと勉学に励ん
で辛抱強く、時を待つのが今年ではないでしょうか？　　　　　　

　　　　　　　　　　　　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新年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。
　皆様には、幸多き新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。旧年
中は保護者の皆様にはPTA活動にご理解ご協力をいただき、また
大変お世話になりまして誠にありがとうございました。
　昨年は新型コロナウイルスの影響で卒業式や入学式などの多く
の行事が中止や延期になり、身の回りのみならず社会全体が新型コ
ロナウイルスによって振り回された一年でした。
　このような不安な状況の中でも高校生活を楽しく有意義に送れ
るようにと生徒、保護者の皆様、学校全体で協力し合い10月14日、
無事に体育祭を終えることが出来ました。残念ながら文化祭は開催
を断念する形となってしまいましたが、何年か後にソーシャルディ

スタンスを守り例年とは少し違う面白い体育祭を経験したと思い
出話になるのではないでしょうか。
　保護者の皆様も多数ご観覧頂きありがとうございました。
　さて、松の内も過ぎ寒気ことのほか厳しく感じられ、まだ来ぬ春
が待ち遠しく感じられます。
　1、2年生には楽しい高校生活を送れるよう、3年生には残り少な
い学校生活が良い思い出になるように微力ではございますが尽力
して参りたいと思いますので、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。

　PTA役員代表　吉村　真琴

大和商業高等専修学校ＰＴＡ新年を迎えて

　昨年中は、父母の会の活動にご支援とご協力をいただき、ありが
とうございました。
　昨年12月の1 ～ 2週目には、平日の保育時間4日間にわたり、お
遊戯会が開催されました。
　子ども達は、運動会後から先生方のご指導のもと、毎日練習に取
り組み、当日はリボンやネクタイ等、キラキラした衣装に身を包み、
素晴らしい演技と歌声をホール中に響かせてくれました。コロナ禍
で、各ご家庭からお一人の観覧となりましたが、和やかな雰囲気の
中で演技を披露できたことは、子ども達にとって素敵な思い出となっ
たのではないでしょうか。
　また、12月15日は、子ども達が心待ちにしていたサンタさんが園
にやって来て、大賑わいな1日となりました。

　2学期中の行事では、たくさんの準備やご指導くださった先生方、
ご協力をいただいた保護者の皆様に、心より御礼申し上げます。
　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。残り少ない園生活の中でクラスの絆を
さらに深め、たくさんの思い出を作ってほしいと願っております。
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
ますが、先生方と一緒に子ども達の気持ちに寄り添いながら見守っ
ていきたいと思います。
　皆様にとりまして、本年が素晴らしい1年となりますようお祈り
申し上げます。

父母の会会長　中山　智恵子

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。）
全国経理教育協会主催　消費税法能力検定

（令和2年10月25日施行）
〈2級〉丸山百合子　一木　　亘
〈3級〉遠藤　美穂　森　裕美子　加藤　惠子

本田　恵理　関戸　加代　八木　瑞季
錦郡亜矢子　田所　稔代　小西　美穂
吉永みゆき　小山　秀美　飯島加代子
小山可那子　浅野　美幸　馬場　陽子
広瀬　法子　石黒美記子　井上　令子
佐藤　幸子　永友　　穂　渡邉　里抄
小原　玲子　服部なみ子　白石　雅徳
福田祐加子　井上　敬之　大石　　麗
長谷川梨乃　石橋　千春　加藤　知佳
川山　亜希　新谷　香苗　平田　清美
那和　恵子

日本医療報酬調査会主催　医科医療事務検定

（令和2年10月28日施行）
〈3級〉青山恵理子　足立　優子　安藤　由香

今田　沙希　志賀真由美　庄司　孝文
鈴木　香織　鈴木　華子　竹林真由美
張　　小艶　圡谷　佑衣　鳴海　麗子
西村　春美　浜中　聡子　松野久実子
三森　麻衣　村上　　彩　諸岡　麻衣
矢沢　美樹　山田　由加　涌井　優子

全国経理教育協会主催　文書処理能力検定

（令和2年11月7日施行）
〈3級（表計算）〉

山口　祐奈　野路　夏鈴　藤坂　妃生
峯　　綾菜　三好　泰雅　角田　智哉
北郷　拓哉　小西　七総　小林　莉子
石川　　心　白石　和也　平川　雄也
小林　莉久　KHADKA JIT BAHADUR
G.A.HASHINI MADUMALI
KAFLE MUNA DEVI　KARKI SABITA
THAPA TIK BAHADUR　THAPA HASTA BAHADUR 
BENADICT DILUNIKA CHATHURANGANI
LAMA SASHILA　VU THI THU HANG 
VU TIEN BACH　NGUYEN THI LANH 
HOANG KIM TU　LE THI HONG MINH 
NGUYEN THI PHUONG　NGUYEN LY NA 
SHERPA PASANG　TANDUKAR YOGENDRA
TRUONG THI NGOAN　TIMALSINA KASINATH 
DOAN THI NHU TRANG　BHATTARAI BHAWANA 
PHAM THI THUY　PHAM THI HONG HANH
LAMA SUWASH　TRUONG VAN THANH

〈3級（ワープロ）〉
山口　祐奈　野路　夏鈴　藤坂　妃生
峯　　綾菜　三好　泰雅　角田　智哉
北郷　拓哉　小林　莉子　石川　　心
白石　和也　伊藤　純一  

 
日本商工会議所主催　簿記検定

（令和2年11月15日施行）
〈2級〉丸山百合子
〈3級〉加藤　恵子　本田　恵理　森　裕美子

平田　清美　広瀬　法子　新谷　香苗
服部なみ子　吉永みゆき　加藤　知佳
田所　稔代　小山可那子　井上　敬之
長谷川梨乃　石橋　千春　石黒美記子
永友　　穂　井上　令子
THAPALIYA SABINA
DANGAL PHATTEA PRASAD
LUMAGUE FERNAND VILLANUEVA

 
神奈川県　介護職員初任者研修

（令和2年11月30日修了）
新垣　清美　池田　春美　大久保美代子
君島　宏幸　桑島　七重　小林　　杏
髙木以寸美　高桑　利江　高下恵津子
谷向ユミ子　中島　正典　永富　千尋
永野　　綾　中丸　幸子　永見　美根
西尾　陽子　野口　宏子　野村　公二
長谷川大輔　羽鳥　勝也　藤田　　博
松岡貴保子　横川　　仁 

【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2年10月17日施行）
〈7段〉室伏音平
〈1級〉大谷　麗湖　大庭　一颯　坂元　晴美

根津　恭弥
〈2級〉亀井　美奈　渡久地アミ　千葉　美桜
〈3級〉西部　拓海
〈4級〉伊藤　柑太　大竹　崇太　大山　心暖　

久米　優斗　髙麗　咲月　齋藤　蒼憂
佐藤　　栄　高田　優人　田代　凰雅
塚田　涼斗　松土　慶太　三島　帝哉
吉村　胡香　石井　綾奈　大久保龍一
清水　祇希　下條　健弥　津﨑　優美
平田　夏輝　前田　圭吾　村田　朋輝
茂木　慶介　森田　　駿　吉田　真朔
相川　茉実　石田　優紅　小野寺智輝
小村　晃雅　沓澤　昴暉　島貫　　尋
寺川　雄人　花岡　　翼　廣濱　悠太
松島　凜和　和田　康平

全国経理教育協会主催　所得税法能力検定

（令和2年10月25日施行）
〈3級〉大庭　一颯　方　　吉慶　五味さやか

市之瀬敦也　近藤　幸生　鈴木　拓斗
金丸　　烈　清水　拓也　竹内　周平
董　　黎鍇　石井　秀汰　坂元　晴美
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2年10月25日施行）
〈3級〉舩木　　祥　岩崎朱唯斗　岩本幸之慎

廣田　勇海　髙階　智成　室伏　音平
川崎　　尊　沢田　力颯　田中　啓斗
前田　一誠　増子　芽依　水島　果南
後藤　雅也　木下　渓登　小林　大幹
佐野　渚月　中村麻佑子　平尾　岳登
久保　文櫻　駒井　凪斗　南葉　　歩
稗田　陽太　廣部　康汰

全国経理教育協会主催　簿記能力検定

（令和2年11月22日施行）
〈1級（工業簿記・原価計算）〉

川崎　　尊　中村麻佑子
〈2級〉髙階　智成　中村　昂汰　前田　一誠

水島　果南　栗原　麻彩　力武　　楓

廣部　康汰　工藤　　匠　福田慎之介
内田　大輔　大庭　一颯　髙栁　美咲
手戸　亮志　方　　吉慶　上舘　柚奈
坪田　靖明　池田　志翔　市之瀬敦也
近藤　幸生　塚田乃絵留　山田　大知
清水　拓也　竹内　周平　董　　黎鍇
山岸　巧馬　古谷田　空　坂元　晴美
田中　大揮　千葉　美桜　西部　拓海
二本木玲奈　根津　恭弥

〈基礎簿記会計〉
伊藤　柑太　内田　　嶺　大竹　崇太
大野ケビン　大山　心暖　齋藤　蒼憂
佐藤　　栄　高田　優人　田代　凰雅
塚田　涼斗　松土　慶太　吉野　　麟
吉村　胡香　石井　綾奈　榎本勘次郎
大久保龍一　大山　力生　齊藤　　蓮
東雲　愛美　清水　祇希　下條　健弥
髙田　愛花　津﨑　優美　平田　夏輝
平本　竜朗　前田　圭吾　村田　朋輝
茂木　慶介　森田　　駿　吉田　真朔
渡邉　有紀　相川　茉実　會田　叶門
石田　優紅　小野寺智輝　小村　晃雅
沓澤　昴暉　島貫　　尋　寺川　雄人
西村　亮祐　二宮　啓太　花岡　　翼
馬場内一輝　廣濱　悠太　松尾奈那子
松崎　碧流　松島　凜和　吉澤　陽菜
和田　康平

日本情報処理検定協会主催　日本語ワープロ検定

（令和2年10月11日施行）
〈1級〉平尾　岳登
〈2級〉工藤　　匠　市之瀬敦也　五味さやか

塚田乃絵留　山田　大知　齋藤　蒼憂
石田　優紅　松島　凜和

〈準2級〉田代　凰雅
〈3級〉亀井　美奈　サイリトゥパ　アンジェロ

中里勇士郎　石塚　正輝　久米　優斗
石井　綾奈　東雲　愛美　平田　夏輝
相川　茉実　小村　晃雅　島貫　　尋
寺川　雄人　馬場内一輝

〈4級〉大野ケビン　大山　心暖　髙麗　咲月
齊野　亜唯　佐藤　　栄　田盛　詩音
塚田　涼斗　中川　将太　三島　帝哉
吉野　　麟　吉村　胡香　石井　綾奈
榎本勘次郎　大山　力生　齊藤　　蓮
清水　祇希　下條　健弥　髙田　愛花
西園　弘陸　平本　竜朗　茂木　慶介
會田　叶門　小野寺智輝　木村　　司
沓澤　昂暉　中根　陽翔　西村　亮祐
平野　裕人　廣濱　悠太　松尾奈那子
松崎　碧流

日本情報処理検定協会主催　情報処理技能検定

（令和2年10月11日施行）
〈1級〉岩崎朱唯斗
〈2級〉金澤　　陽　亀井　美奈　工藤　　匠

髙橋　和幸　福田慎之介　明智　慧大
池田　志翔　市之瀬敦也　大庭　一颯
小松　喬介　五味さやか　近藤　幸生
鈴木　拓斗　塚田乃絵留　手戸　亮志
方　　吉慶　山田　大知　石井　秀汰
井上　小夏　金丸　　列　清水　拓也
竹内　周平　西部　拓海　二本木怜奈
根津　恭弥　樋口　涼太　山岸　巧馬

〈準2級〉石澤　瑞貴　内田　大輔　江口　優佑
亀井　貴美　小松　皓介　箭川　歩嵐
渡邉　大翔　大津　力也　齊藤　翔馬
髙栁　美咲　渡久地アミ　藤井　美祈
石井瑛二郎　古谷田　空　サイリトゥパ　アンジェロ
坂元　晴美　田中　大揮　千葉　美桜
董　　黎鍇　山田　美優

〈3級〉飯塚　健斗　齊藤　怜士　羽生　祥太
水野明日香　安田　　結　齊藤　優心
尾関真生樹　田村　龍樹　相川　茉実
小村　晃雅　松島　凜和　和田　康平

〈4級〉池田　　駿　石塚　正輝　磯部　悠斗
伊藤　柑太　内田　　嶺　大竹　崇太
大野ケビン　大山　心暖　久米　優斗
髙麗　咲月　齋藤　蒼憂　齊野　亜唯
佐藤　　栄　髙田　優人　田代　凰雅
田盛　詩音　塚田　涼斗　成瀬　優斗
松田　　創　松土　慶太　三島　帝哉
吉野　　麟　吉村　胡香　石井　綾奈
石川　拓実　榎本勘次郎　大久保龍一
大山　力生　古賀　　希　齊藤　　蓮
東雲　愛美　清水　祇希　下條　健弥
髙田　愛花　津﨑　優美　西園　弘陸
平田　夏輝　平本　竜朗　前田　圭吾
村田　朋輝　茂木　慶介　森田　　駿
吉田　真朔　渡邉　有紀　會田　叶門
遠藤　雅義　小野寺智輝　沓澤　昂暉
島貫　　尋　寺川　雄人　中根　陽翔
西村　亮祐　二宮　啓太　花岡　　翼
馬場内一輝　平野　裕人　廣濱　悠太
松尾奈那子　松崎　碧流　吉澤　陽菜

日本情報処理検定協会主催　文書デザイン検定

（令和2年10月11日施行）
〈1級〉室伏　音平　久保　文櫻

日本情報処理検定協会主催　プレゼンテーション作成検定

（令和2年10月11日施行）
〈1級〉武岡　洸樹　田中　啓斗　前田　一誠

増子　芽依　水島　果南　大槻　宥貴　
中村　昂汰　畠山　果也　大谷　麗湖
坂口　洸陽　駒井　凪斗　郡山　隆人
吉川　遥希　小林　大幹　廣部　康汰
佐野　渚月　後藤　雅也

〈2級〉沢田　力颯　高階　智成
〈3級〉廣田　勇海

日本情報処理検定協会主催　パソコンスピード検定

（令和2年10月11日施行）
〈1級〉松島　凜和
〈3級〉大谷　麗湖　和田　凌大
〈4級〉栗原　麻彩
〈5級〉磯部　悠斗　伊藤　柑太　内田　　嶺

大竹　崇太　高田　優人　松田　　創
松土　慶太　石川　拓実　大久保龍一
古賀　　希　下條　健弥　津﨑　優美
村田　朋輝　森田　　駿　渡邉　有紀
遠藤　雅義　二宮　啓太　花岡　　翼
吉澤　陽菜　和田　康平

【柏木学園高等学校】
日本英語検定協会主催　実用英語技能検定

（令和2年11月13日施行）
〈2級〉モハメド　シャマス
〈準2級〉安藤彩乃心　内田　彩花　金田　嘉美

喜好　慧実　佐藤　和輝　関　　俊輔
関口　園佳　橋山　拓海　星野　紘輝
堀　　海蒼　堀越　千夏　森　　勇瑠
安岡　頌太

〈3級〉井澤　美羽　石谷　　駿　石塚えみり
岩瀬　大和　太田　　壮　太田　真海
小椋　愛美　片岡　遥歩　小松　慎也
後藤　獅生　呉屋　翔太　桜井　心夏
髙橋　直大　津嘉山ケン　堤　　倭和
中澤　　凜　中島　里紗　中野　彩音
成田　希鈴　野上　千寿　藤谷　知寛
三橋　頼樹　三留　健一　山本　　翼
横川真ノ佑　横山　翔大

日本漢字能力検定協会主催　日本漢字能力検定

（令和2年11月18日施行）
〈準2級〉小城　彩美
〈3級〉小椋　愛美　村田　雅姫　髙橋　勇貴

星野　彩花

日本情報処理検定協会主催　情報処理技能検定（表計算）

（令和2年10月11日施行）
〈初段〉水野　幸真
〈1級〉髙村　夏穂
〈準1級〉赤羽　優依　三浦　知也　齊藤　　渉

藤原　光姫
〈2級〉平山　　航　中嶋　　心　青木　一樹

奥津　瑛斗　成松　岳志　滝澤　聖悟
松本剣士朗

日本情報処理検定協会主催　文書デザイン検定

（令和2年10月11日施行）
〈1級〉水野　幸真　内田　虎鉄
〈2級〉淺倉　海音　大瀬良咲也　常盤　樹生

細谷　丈琉　松下　愛実　密田　夕理
立岡　和樹　佐藤　和輝　佐野　絢香
森屋　　衛

〈3級〉朝比奈未桜　江下　桃花　大原　銀太
落合　颯真　加藤　　颯　河嶋　直央
橘田　桜介　國近　優斗　熊谷　快士
関口拳太朗　平良　健登　鶴田　修土
冨田　一沙　宮坂　知奈　宮本　和彰
村田　雅姫　吉村　　惇　安藤彩乃心
石垣　翔哉　川端寛太郎　竹内　　優
滑川　桃花　松下　愛実　密田　夕理
山川　陽菜　石塚　瑞姫　入内嶋　悠
大場翔太郎　加藤　　平　岸田祐美佳
小城　彩美　齋藤萌々夏　佐藤　颯海
関　　俊輔　関口　園佳　武田真奈美
徳永　亜矢　中島　実佑　橋山　拓海
浜谷マリヤム　笛田　祐貴　堀　　海蒼
岩夲　怜於　植田　愛梨　上野菜乃花
内田　彩花　大井　響生　荻野　琴音
風間　心音　呉屋　翔太　佐々木美佳
杉本　成美　竹澤　麻衣　田島　心愛
⻆田　　渉　渡名喜ゆい　長沼さくら
堀池　桃樺　森　　勇瑠　荒川　舞波
齋藤　万歩　鈴木　美輝　　村侑太郎
原田　萌圭　平澤　悠飛　花井寿々菜
本野優衣菜　八幡明日香　松田　吉生
石塚えみり　金子　愛弥　星野　彩花
宮臺　采果　三橋　頼樹　相原　萌花

【柏木実業専門学校・研修センター】
日本医療報酬調査会主催　調剤事務検定

（令和2年9月15日施行）
赤池　真緒　石田絵里子　伊藤　怜子
井上　規子　内田　綾子　大和田真紀
小熊　夕子　小澤　幸法　香月　美穂
河原　玲子　北浦　雅美　久木﨑香織
葛生　絵里　工藤めぐみ　櫻庭　晴代
佐藤　範子　佐藤　理英　清水うらら
瀧澤　優香　竹山恵美子　田辺麻衣子
田畑　幸仁　徳田　桃子　富里　文子
橋本　桃果　林　　貴子　藤原しずく
牟田　裕美　吉安　香織

全国経理教育協会主催　社会人常識マナー検定

（令和2年9月26日施行）
〈3級〉遠藤　　陸　山口　祐奈 

     
日本医療報酬調査会主催　介護事務検定

（令和2年9月28日施行）
赤池　真緒　石田絵里子　伊藤　怜子
井上　規子　内田　綾子　大和田真紀
小熊　夕子　小澤　幸法　香月　美穂
河原　玲子　北浦　雅美　久木﨑香織
葛生　絵里　工藤めぐみ　櫻庭　晴代
佐藤　範子　清水うらら　瀧澤　優香
竹山恵美子　田畑　幸仁　徳田　桃子
富里　文子　橋本　桃果　林　　貴子
藤原しずく　牟田　裕美　吉安　香織
荒木　琢子　佐藤　桃子　強矢美貴子
勝藤　伸江

 
全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定

（令和2年10月17日施行）
〈1級〉THAPA ALINA
〈2級〉山口　祐奈　TANDUKAR YOGENDRA
〈3級〉瀬戸　一馬　董　　聯傑

G.A.HASHINI MADUMALI 
LAMA SASHILA　VU TIEN BACH
GURUNG KUMAR　KUNWAR PRATIKSHA 
THAPA OM BAHADUR　RAI ANJANA 
NGUYEN THI PHUONG　NGUYEN LY NA 
NGUYEN LE MINH　RAI SAPANA 
SHERPA PASANG　TAMANG DEV LAL
TANDUKAR YOGENDRA　TIMALSINA KASINATH 
BHATTARAI BHAWANA　PHAM THI THUY 
PHAM THI HONG HANH　SUBEDI SANAM 
CHAUDHARY BIKASH 

 
全国経理教育協会主催　所得税法能力検定

（令和2年10月25日施行）
〈3級〉山口　祐奈　青柳　裕也　石井総一郎 

橋本　聖音
LUMAGUE FERNAND VILLANUEVA
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　本年は辛丑（かのと　うし）で、十二支では丑年となります。
丑は植物の芽がまだ種の中で眠る状態で、物事を始めることで
伸びやすくなる一年となります。牛は古くから酪農や農業で人
間を助けてくれた大切な動物でした。大変な農作業を最後まで
手伝ってくれる働きぶりから、丑年は「我慢(耐える)」、「これか
ら発展する前触れ（目が出る）」というような年になると言われ
ています。堅実な努力を重ねることは難しいですが、目標に向
かって頑張れる2021年にしたいですね。前回の辛丑年である60
年前の1961年は、日本では小児まひ（ポリオ）が流行しワクチン
を旧ソ連やカナダから緊急輸入した年であり、海外では東西ド
イツの間にベルリンの壁が出現した年でした。
　昨年2020年を振り返り大きなニュースがありました。日本の
スーパーコンピューター「富岳」が世界一に。将棋の高校生棋士、
藤井聡太さん（18）が7月に棋聖、8月に王位の2冠を最年少記録
で獲得。香港の1国2制度が崩壊の危機。夏の九州、各地に被害を
もたらした大雨から一転、41．1度という記録的猛暑。7年9か月
ぶりに安倍晋三氏から菅義偉氏に首相交代。波乱のアメリカ大
統領選。新型コロナウイルス大流行。東京オリンピック・パラ
リンピックの延期等です。
　中国武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の感染
が世界中に広がっています。未曾有の大変革を迎えた2020年。
新型コロナウイルスの蔓延により、私たちの生活は大きく変わ
ることを余儀なくされました。古代ローマの歴史家が残した言
葉で「歴史は繰り返す」とあります。約100年前に世界中で大流
行したスペイン風邪に続いて、昨年新型コロナウイルスが世界
中で猛威を振るい続けてきた恐怖は計り知れません。日本では
2月のクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号内の集団感染。3
月以降は一気に蔓延、そこで政府は4月7日に七都府県、16日に
は全国に緊急事態宣言を発令。5月25日に解除。学校は6月から
徐々に再開校し時差通学の対応と対面型の授業を再開、改めて
対面型授業の重要性を再認識しました。そしてICTを活用した
オンライン授業の活用においてもITの授業の必要性を再確認
したものであります。また、この49日間は前代未聞の外出自粛
要請や都道府県をまたいだ移動の自粛要請、事業所では在宅勤
務、時差出勤などで三密を回避する対応がとられました。これ
でテレワークが一気に普及し日常生活が著しく変化しました。
コロナ対策により社会に変革の波が起きましたが、経済損失か
らの復調は厳しく、各業種により復調には3～ 5年の期間が必
要とも言われています。
　新型コロナウイルスの大流行により多くの人命が失われ、現在
も世界中で感染症の病気と戦っている真っただ中にあります。
新型コロナウイルスの感染は、人の対面を制限し、同時にもの
の動きを抑制しました。その結果、物流が制限されグローバル

戦略を展開する産業に多大な損害を与えています。とりわけ人
の移動が制限されたことによる交通機関・宿泊施設への影響は
長引きそうです。
　その影響は今年も各所で尾を引くでしょう。先の見えない不
安の中、今年は新型コロナウイルスの新治療法（有効なワクチ
ンと治療法）の開発など少しづつ明るい展望が見え始め、重い
空気も徐々に晴れてくれるでしょう。
　新型コロナ危機後に世界経済の激変が予測される中、世の中
の動きに振り回されないよう、一人一人が自分の生き方や価値
観をもう一度見直し、心の安定を図る必要があります。
　本年2021年はかつて経験したことのない混乱の中で、待望の
東京オリンピック・パラリンピックが開催される予定です。予
断を許しませんが、幾多の混乱を乗り越えて世界中から大勢の
人が訪れ、ボランティア活動が活発化する年となります。いざ
開催となれば、メダル獲得への熱い戦いが連日展開され人々の
心に勇気と感動を与えてくれることでしょう。また、東日本大
震災の発生から十年目を迎える被災地では、「復興五輪」をス
ローガンに、野球やサッカーなどの競技が行われます。自然豊
かな観光地、工芸品や特産品を国内外にアピールするチャンス
となり、本格的な復活に向けて歩み進めることでしょう。
　自然災害はいつどこで起こるかわかりません。自分の住む地
域は大丈夫だと油断せず、普段からしっかり備えておきましょ
う。「今、何をすべきか」考えましょう。
　健康への関心が例年以上に高まる傾向です。「自分の身は自分
で守る」と自覚する人が増え、免疫力アップのために食生活を
工夫したり、ウォーキング等スポーツを始めたりする人が多く
なることでしょう。
　新しい生活様式として、一人一人の基本的感染対策として、
ソーシャルディスタンス（社会的・身体的距離）の確保・マス
クの着用・手洗いがあげられ、日常生活を営む上での基本的生
活習慣としては、検温・手洗いうがい・手指消毒・咳エチケット・
換気・三密（密閉、密集、密接）の回避です。
　人類は有史以来、さまざまなウイルスや感染症との闘いを続
けて参りました。現在の感染症との闘いがどうなっていくのか、
現時点では全く予測がつきませんが、人類はその都度、苦難を
乗り越えてまいりましたし、今回もそうなると信じています。
乗り越えた先の未来に一層の飛躍をするために、この状況をさ
まざまな事柄を見直すチャンスと捉え、学園としましても前向
きに活躍していく所存ですので、皆様方には引き続きご理解と
ご協力をお願いいたします。
　2021年が皆様にとりまして喜びと幸せに満ち溢れた素晴らし
い年になりますよう心からお祈り申し上げます。

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

2021年（令和3年）「辛丑（かのと・うし）」2021年（令和3年）「辛丑（かのと・うし）」

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
新しい年がおだやかな一年となりますよう心よりお祈り申し上げます新しい年がおだやかな一年となりますよう心よりお祈り申し上げます

令和3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

1/12 介護職員初任者研修

1/14 介護職員初任者研修

1/16 学校説明会⑩

1/18 推薦入試願書受付④（～ 21日）

1/19 卒業試験（～ 22日）・介護職員初任者研修

1/21 介護職員初任者研修

1/23 推薦入試④

1/25 学び場Ｊｒ（渋谷中）

1/26 介護職員初任者研修・学び場Ｊｒ（大住中）

1/28 介護職員初任者研修

2/1 一般入試願書受付（～ 4日）

2/2 介護職員初任者研修

2/4 介護職員初任者研修・学び場Ｊｒ（土沢中）
 ＰＴＡ運営委員会

2/6 一般入試

2/7 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定

2/8 学び場Ｊｒ（長後中）

2/15 検定特別授業（～ 19日）

2/21 全経簿記能力検定

2/22 期末テスト（～ 3/1日）

 ワープロ・デザイン・スピード・

 情報処理・プレゼン検定（～ 3/1日）

2/23 中学2年生対象説明会①

2/26 卒業生を送る会

2/27 全経電卓計算能力検定

2/28 日商簿記検定

3/1 二次募集願書受付（～ 8日）

3/2 追再試日・介護職員初任者研修

3/3 追再試日・成績処理日

3/4 介護職員初任者研修・二次募集①

3/8 学期末補習（～ 10日）

3/9 介護職員初任者研修・二次募集②

3/12 卒業式

3/13 中学2年生対象説明会②

3/16 介護職員初任者研修

3/17 介護職員初任者研修

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
3/1 高等学校卒業式
3/12 専門学校・大和商業卒業式
3/13 幼稚園卒園式
3/26 役員会

1/4 月謝引き落とし日
 預かり保育開始
1/7 始業式・獅子舞
1/12 バザー収益シャボン玉ショー
1/13 お楽しみ会・懇談会（年長）
1/18 誕生日会（1月）
1/19 父母の会OGによる演奏会
1/20 令和3年度体験保育・在園児休園
1/23 幼稚園教育研究大会
1/26 スマイルクラブ
1/27 令和3年度2歳児教室
 たんぽぽ組教材渡し
2/1 月謝引き落とし日
2/2 豆まき（予定）
2/5 午前保育
2/7 作品展
2/8 作品展振替休日
2/9 誕生日会（2月）
2/12 お店屋さんごっこ（予定）
2/16-19 個人面談・午前保育
2/22 バザー収益シャボン玉ショー （予備日）
2/24 令和3年度一日入園及び教材渡し
 在園児休園
3/1 月謝引き落とし日・誕生日会（3月）
3/2 ひなまつり会・避難訓練
3/8 卒園式予行
3/9 お別れ会
3/10 懇談会（年長）
3/11 お別れ遠足（予定）
3/12 午前保育
3/13 卒園式・謝恩会
3/15 令和3年度進級園児月謝引き落とし日
3/16 スマイルクラブ
3/17 懇談会（年中・年少）
3/19 修了式・午前保育

研修センター

1/8 始業式
1/12 基礎力診断テスト（1・2年スタ情），
 実力診断テスト（2年アド），3年授業開始
1/13 1・2年授業開始　相談日
1/14 後援会役員会
1/16 大学入学共通テスト①1日目
1/17 大学入学共通テスト①2日目
1/19 3年期末試験日程発表
1/20 相談日
1/21 40分授業　入試準備
1/22 推薦入試
 生徒自宅学習日
1/23 実用英語技能検定（1・2年アド＋希望者）
1/26-29 3年生期末試験
1/27 学費引落し（3か月分）
 相談日
1/28 漢字検定（任意）
1/30 大学入学共通テスト②1日目
 総合学力（1年アド）スタ・情任意
1/31 大学入学共通テスト②2日目
2/1 試験予備日（3年）
2/2 試験返却（3年）
2/3 相談日
2/9 一般入試準備　
 大掃除（３・４限）
2/10 一般入試A
 生徒自宅学習日
2/11 一般入試A
2/12 一般入試B　推薦学力検査　
 生徒自宅学習日
2/13 大学入試共通テスト特例追試1日目
 共通テスト対策（2年アド）スタ・情任意
2/14 大学入試共通テスト特例追試２日目
2/15 学期末補習対象者発表（3年）
2/16 学期末補習期間（3年）（～ 21日）
2/17 相談日
2/18 後援会役員会
2/19 防災用品配布（3年）
2/22 期末試験日程発表（１・２年）
2/24 相談日
2/26 卒業式準備
2/28 日商簿記検定
3/1 卒業式
3/2-5 1・2年期末試験
3/3 相談日
3/8 試験予備日（1・2年）
3/9 試験返却（1・2年）
3/10 相談日
3/13 合格者説明会(AM)  アドバンス学力検査(PM)
3/15 学期末補習対象者発表（1・2年）
3/16 学期末補習期間（～ 22日）
3/17 相談日
3/18 進路行事（1年）　後援会役員会
3/19 進路行事（2年）
3/23 大掃除
3/24 修了式・LHR（2限）

1/4 （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
1/12 （県委託訓練）1月生　職業人講話
 西迫会計事務所
1/13 （求職者支援訓練）10月生　修了式
 パソコンスキルアップ基礎科
1/19 （県委託訓練）11月生
 調剤事務検定試験
1/28 （県委託訓練）11月生
 介護事務検定試験
1/29 （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
2/17 （求職者支援訓練）2月生　入校式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 パソコンスキルアップ基礎科
2/24 （求職者支援訓練）2月生　職業人講話
 株式会社エクシオジャパン
2/25 （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 
3/1 （県委託訓練）1月生
 医科医療事務検定試験
3/2 （求職者支援訓練）2月生　職業人講話
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
3/11 （求職者支援訓練）3月生　入校式
3/17 （求職者支援訓練）2月生　職業人講話
 医療法人社団総生会
3/18 （県委託訓練）1月生
 調剤事務検定試験
3/24 （求職者支援訓練）2月生　職業人講話
 株式会社ソラスト
3/29 （県委託訓練）1月生
 介護事務検定試験
3/30 （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

1/8 講義開始
1/16 全経社会人常識マナー検定
1/17 全経BANTO認定試験
1/19 調剤事務検定試験
1/19-25 進級・卒業試験
1/23 全経計算実務能力検定
 第7回オープンキャンパス
1/26-28 午後追試
1/26-2/26 検定授業週間
1/27 医科医療事務検定試験
1/28 介護事務検定試験
1/31 産能大会場型科目修得試験
2/1 再試験者発表
2/3 午後再試験
2/5 第３期推薦・一般入試
2/6 全経文書処理能力検定
2/7 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定
2/10 特別試験者発表
2/14 サービス接遇検定
2/21 全経簿記能力検定
2/26 短大大学併修説明会
2/27 全経電卓計算能力検定
2/28 日商簿記検定
3/1-3/22 進路活動週間
3/5 第４期一般入試
3/12 卒業式
3/13 全経社会人常識マナー検定（JapaneBasic）
3/22 修了式、第５期一般入試

○学園本部：金久保・清水　　○柏木高校：本田・川津　　○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


