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卓球部関東大会出場 柏木学園高等学校 World Harmony Festa 柏木実業専門学校

体育祭 大和商業高等専修学校 プール開き 都筑ヶ丘幼稚園

　　　　　　　　　　　　　　大和商業高等専修学校　校長　萩野谷　洋一～テクノロジーと人間の進化～
　7月は24節気で言うところの小暑に当たります。この時期は梅雨
明けも近くなり、湿っぽさの中にも夏の熱気が感じられるようにな
ります。海や山に出かけるのにもいい季節です。そして新型コロナ
ウイルス感染症との闘いの長いトンネルを抜け、のびのびと心と体
を解放する日を心待ちにするのは、多くの人の思いでもあります。
　しかし、その高いハードルを越える前に、人間の文明社会の過去
と未来を見つめることも必要ではないかと思います。
　最近目にした本を紹介したいと思います。文中には、読者に対し
て､次のような質問があります。「人類がスペースコロニーに移住す
るとしたら、日本の文化遺産の中から、何を持っていきたいと思い
ますか？」という内容です。
　人類は20世紀を通じて、生産性の爆発的な向上を達成したと言
われています。しかし、その向上した生産性によって生み出された
ものは、必ずしも私たちが未来の人類に対して、譲り渡していきた
いと思えるようなものではない、ということです。
　まず、労働力について確認すれば、江戸時代と比較すれば現在
は4倍となっています。労働時間は2倍となっています。消費エネル
ギーという点については、石油資源消費量ゼロに対して現代は一人
当り年10キロカロリーの消費があります。江戸時代が完全な循環
型のサスティナブル社会であったのに対して、現在は地球温暖化が
のっぴきならない問題として眼前に迫っています。
　このように考えていくと、これまで教科書等で学んでいた『生産
性の向上』というのは、一体何だったのか？
　膨大な人的資源を投入し、鉱物や石油などの資源を掘り尽くして
生み出した『生産物』の多くについて、今を生き抜く私たちは、それ
らを子孫に対して、ぜひとも残していくべきだとは考えにくいという

ことです。
　子孫に対して残さなくてもいいモノ、私たちの代で処分してし
まっていいモノ、つまり、『ゴミ』ということです。これまで莫大な労
働量と資源を投入して生み出したモノです。
　現在、テクノロジーの進化はいよいよその勢いを高めており、モノを
生み出す『生産性』は、今後も高まっていくことになるのでしょう。
　ここで問題になるのは、それを使う人間の側の『ヒューマニティ
（人間性）』が進化していないという点です。このような状況が続
けば、私たちは、より高い『生産性』でもって『壮大なゴミ』を生み
出し続けることになるでしょう。
　何が問題なのでしょうか。今までと同様の問題解決の見つけ方、
つまり「これがダメだからアレに変えよう」という、『オルタナティブ
（二者択一）』な考え方が問題なのではということです。この考え
方は大変安易で手軽ではありますが、それでは問題の根本を解決
できません。
　現在、国境を越えて人やモノ、情報が動くようになり、世界はいっ
そう小さく感じられるようになったとも言われています。そして、こ
れから先は、機械と人との境界が見えづらくなり、いっそうボーダレ
スな社会（インターネットなどを通して世界中とつながることができ
る社会）になっていくと言われています。
　物事を解決するにしても、例えばAI（人工知能）ができるような
『正解を出す力』よりは、『問題を発見して提案する力』が必要と
言われています。
　これからの未来社会、このボーダレスな社会で生き抜くには、ま
ず人任せ・機械任せになりすぎず、しなやかにアップデートして行
かねばと思います。

令和 3 年令和3年7月 ～ 9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

学　園　本　部

6/1- 職員健康診断
9/1 教職員意向調査
9/下旬 役員会

研修センター

6/29-7/2 1学期期末試験
7/1 求人票解禁日
7/2 瀬谷中学校説明会
7/5 試験予備日
7/6 試験返却日
7/7 相談日
7/8 南希望が丘中学校説明会
7/13 次年度履修ガイダンス
 学期末補習対象者発表
 進路行事（2年）
7/14 相談日・学力テスト（3年）
 御所実中学校説明会
7/15 進路行事（1年）
7/16 終業式・大掃除（2限）
 町田第三中学校説明会
7/19 夏期講習第１期（～ 23日）
 企業訪問開始
 1学期学期末補習（～ 27日）
 上和田中学校説明会
7/21 相談日
7/26 夏期講習第2期（～ 30日）
7/27 学費引き落とし
7/28 相談日
7/30 オープンスクール
8/10-13 学校閉鎖期間
8/16-18 国内留学体験研修（校内実施）
8/26 始業式・漢字コンクール（2限）
8/27 学力試験（1・2年）
 3年授業開始・学費引き落とし
8/28 実用数学技能検定（任意）
8/30-9/2 午前授業
9/1 防災訓練（4限）
9/2 文化祭準備
9/3-4 文化祭
9/6 通常授業開始
9/8 次年度科目履修用紙提出締切
 体育祭（準備）（３年）
 相談日
9/9 体育祭（１・２年）
9/10 体育祭（予備日）
9/15 相談日
9/24 文化祭振替休日
9/27 学費引き落とし
9/29 相談日

6/28-7/2 スポーツ週間
7/3 全経文書処理能力検定
7/4 JLPT日本語能力試験
7/11 全経簿記能力検定
7/14-20 前期試験
7/15-20 午後追試験
7/17 全経社会人常識マナー検定 Japan Basic
 全経電卓計算能力検定
7/18 全経簿記電卓競技大会支部予選会
 （オンライン）
7/21 夏季終業式
7/24 全経コンピュータ会計能力検定
7/29-30 仕事のまなび場
8/2 第3回オープンキャンパス
8/3-4 夏休み特別講座
8/30 講義開始・防災訓練
9/5 全経簿記電卓競技大会全国大会
 （オンライン）
9/11 第4回オープンキャンパス
9/21-22 紅葉祭準備　
9/23 紅葉祭
9/25 全経社会人常識マナー検定
9/26 全経BANTO認定試験

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
7/2 （求職者支援訓練）５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
7/13 （求職者支援訓練）５月生
 医科医療事務検定試験
7/30 （求職者支援訓練）５月生
 調剤事務検定試験
8/5 （県委託訓練）７月生
 職業人講話
 西迫会計事務所
8/11 （求職者支援訓練）５月生
 介護事務検定試験
8/12 （求職者支援訓練）５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
8/27 （県委託訓練）７月生
 医科医療事務検定試験
8/31 （県委託訓練）７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
9/1 （県委託訓練）９月生　入校式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科
9/6 （求職者支援訓練）６月生　修了式
 パソコンスキルアップ基礎科
9/15 （県委託訓練）７月生
 調剤事務検定試験
9/28 （県委託訓練）７月生
 介護事務検定試験
9/29 （県委託訓練）７月生　修了式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科

7/6 令和4年度入園見学説明会

7/7 未就園児七夕親子製作

7/13 避難訓練・スマイルクラブ②
 たんぽぽ組体験保育

7/15 たんぽぽ組体験保育

7/19 終業式

7/20 夏祭り

7/26-27 お泊り保育（予定）

8/23-27 夏期保育

8/24 スマイルクラブ③

8/25 令和2年度同窓会

8/26 たんぽぽ組体験保育

9/1 始業式・総合避難訓練

9/2 役員会（予定）

9/3 バザー実行委員会

9/4 子育て講演会

9/6 運動会実行委員会

9/7 ちびっこ運動会

9/8 懇談会

9/9 運動会園内予行

9/10 地域開放事業ヨガ②（予定）

9/13 誕生日会（9月）

9/14 令和4年度入園説明会

9/17 運動会園外予行

9/22 令和4年度たんぽぽ組説明会
 令和4年度2歳児教室説明会

9/24 運動会園外予行予備日

9/25 学生見学会

9/30 バザー実行委員会

○学園本部：金久保・清水　　○柏木高校：本田・川津　　○大和商業：小笠原・岩城
○柏木実業：伊藤（史）・座間・荒井・小澤　　○幼 稚 園：髙田・笠井・水野・八木

7/1 求人票解禁・就職決起会
 期末試験（～ 7/2）
 仕事の学び場Jr（高浜中）
 中学進路説明会
 （横浜都岡中・相模原大沢中）
7/2 ３年進路ガイダンス
7/5 追再試日
7/6 2年進路ガイダンス
 中学進路説明会
 （座間南中・座間東中）
 検定特別授業（～ 7/9）
7/7 仕事の学び場Jr（赤羽根中）
7/11 全経簿記能力検定
7/12 テスト返却
 日本語ワープロ検定試験
 文書デザイン検定試験
 プレゼンテーション作成検定試験
7/13 復習授業（～ 7/15）
7/15 3年面接練習会
7/16 大掃除・委員会の日
 情報処理技能検定試験
 文章入力スピード認定試験
7/17 学びリンク説明会
 （町田市文化交流センター）
 全経電卓計算能力検定
7/18 全経簿記電卓競技大会支部予選会
 （オンライン）
7/19 中学進路説明会（上和田中）
 自宅学習日
7/20 １学期終業式・保護者会
 全国大会壮行会
7/21 夏休み（～ 8/31）
7/26 夏期講習（～ 7/30）
 （漢字検定・英単語・計算）
8/6 学校説明会②
8/19 神専各中学教諭対象説明会
 （厚木総合専門学校）
8/20 神専各中学教諭対象説明会
 （相鉄岩崎学園ビル）
8/21 神専各保護者中学生対象説明会
 （厚木総合専門学校）
8/25 全国高等専修学校体育大会（～ 8/26）
 （富士北麓公園・富士河口湖町町民体育館）
8/28 神専各保護者中学生対象説明会
 （専門学校国際新堀芸術学院）
8/29 学びリンク説明会（パシフィコ横浜）
9/1 始業式・防災訓練
9/2 平常授業開始・PTA運営委員会
9/4 神専各保護者中学生対象説明会
 （相鉄岩崎学園ビル）
9/5 全経簿記電卓競技大会全国大会
 （オンライン）
9/8 委員会の日
9/16 就職試験解禁
9/21 紅葉祭準備日
9/22 紅葉祭準備日
9/23 紅葉祭（オープンスクール）
9/24 紅葉祭振替休日



　5月8日（土）に本校におい
て後援会の新旧役員会が行
われました。新役員の選出
とあいさつのあと、これか
らの行事やイベントの扱い
について話し合い、役割分
担を決め、進めていくこと
になりました。また、後援会総会については、新型コロナウ
イルスの感染が拡大している状況に鑑みて書面で実施する
こととし、保護者への資料配付や配送の準備などを行いま
した。

　3号館2階の校長室前廊下には校長先生から生徒の皆さん
へのメッセージ（手書き！）が張られています。日々更新さ
れていますので毎日楽しみにしている生徒も多いようです。
過去のものは場所を変え、生徒ホール前に張られています。
足を運んでみてはいかがでしょうか。

校長先生からのメッセージ

　5月31日（月）から2週間または3週間に渡って、4名の教
育実習生が、本校で教育実習を行いました。

【卓球部】
・令和3年度県総体兼全国総体県予選会
5/15女子ダブルス4回戦
柏木学園（八幡さん・江下さんペア）
0-3横浜隼人
※結果　県ベスト16
5/16女子シングルス6回戦
柏木学園（八幡さん）2-3横浜隼人
・5/22神奈川県高校総体卓球競技の部兼全国高校総体卓球
競技の部神奈川県予選会　順位決定リーグ
柏木学園（八幡さん）
第1戦　1-3横浜隼人、第2戦　1-3横浜隼人、
第3戦　3-2横浜隼人
1勝2敗で第7位（インターハイの出場ならず）
・第63回関東高等学校卓球大会
6/5女子シングルス1回戦
柏木学園（八幡さん）1-3明秀日立高校
・令和3年度　県総体兼全国総体県予選
6/13女子学校対抗  2回戦 3-0 横須賀高校
 3回戦 3-0 小田原高校
 4回戦 3-0 日本大学高校
 5回戦 1-3 横浜創英高校
（二大会連続ベスト8となりました。）
【バドミントン部】
・5/8インターハイ神奈川県予選　男子学校対抗戦
1回戦　シード、2回戦　3-0追浜、3回戦　3-0住吉
※結果　県ベスト32
・5/9インターハイ予選　女子学校対抗戦
1回戦　シード、2回戦　3-0住吉、3回戦　2-3相模女子
・5/16総体予選男子ダブルス　県大会
柏木学園（三澤さん・河野さんペア）
1回戦　2-0 保土ヶ谷、2回戦　0-2湘南台
※結果　県ベスト32
・5/23インターハイ予選　神奈川県大会　シングルス
（男子） 上野さん（3年）1回戦　0-2 法政二
（女子） 石井さん（1年）1回戦　2-0県立菅、
　　　 2回戦　2-0横浜創英、3回戦　0-2弥栄
※結果　県ベスト16
【男子バスケットボール部】
・5/9全国高校総体北支部予選　85-59瀬谷西
・5/15全国高校総体北支部予選
ブロック決勝　63-66綾瀬
【男子バレーボール部】
・5/8関東大会神奈川県予選会
1回戦　1-2向の岡工業
【テニス部】
・5/9令和3年度神奈川県高等学校テニス大会男子団体戦　
1回戦　シード、2回戦　3-0岸根、
3回戦　0-3桐光学園
【女子バスケットボール部】
・5/8全国高校総体北支部予選　
1回戦　69-89横浜隼人

　生徒たちは、自分と年齢の近い
実習生に親近感を抱き、進路に関
するアドバイスを受けるなど、積
極的に話しかけていました。
　実習を終えた片岡さんは、「非常
に緊張した2週間でした。この経験を自分の宝として今後も頑
張っていきたいです」と感想を述べていました。学校全体がい
つもと違うフレッシュな雰囲気に包まれた3週間でした。

教育実習

　昨年度手作りマスクを多
数いただいた卒業生の保護
者上野様から、この度再び、
夏用マスク100枚以上と不織
布マスクをいただきました。
まだまだ予断を許さない状況の中、校内での感染防止に大
いに役立てたいと考えています。ありがとうございました。

マスクの寄贈

後援会新旧役員会

部活動の活躍

職員研修

矢野　太晴さん
（本校卒業生）

伊勢　正貴さん

塩谷　由香さん
（本校卒業生）
片岡　輝良々さん
（本校卒業生）

名前 教科

地理歴史

地理歴史

家庭

情報

１E

３F

２C

１J

クラス

　5月20日（木）ICT機器の基本
的な使用方法を身につけるととも
に、iPadの効率的使用での業務
軽減を目的に、職員研修が行われ
ました。当日は全体研修の後、
グ ル ー プ ワ ー ク が 行 わ れ、
googledriveの便利機能やgoogleformでの小テストの作成の
仕方などを学びました。

　7月26日（月）、27日（火）に年長組お泊まり
保育を行います。今年度は園外保育に行き、キャ
ンプファイヤーをしたり、
お楽しみ会も行います。
先生や子ども達と夏
の思い出を作りたい
と思います。

　年少組は5月28日（金）北八朔公園、年中組は6
月25日（金）ズーラシア、年長組は6月8日（火）
こどもの国へ行きました。クラスの友だちや先生
と楽しく過ごしました。

園外保育に

　行きました！

園外保育に

　行きました！

　今年も幼稚園に「蚕」がやってきました。小さい
蚕が桑の葉を食べ、どん
どん大きくなっていく様
子を、子どもたちも嬉し
そうに見ていました。
　出来上がったマユは鈴
にして持ち帰ります。

蚕が

やってきました

虫歯予防集会虫歯予防集会
6月3日（木）

保育参観日保育参観日

　学年ごと分散してホールに集まり、先生が
作った出し物のDVDを観ました。
　歯の磨き方を確認し、
早速クラスでも実践！こ
れから幼稚園でも歯磨き
を自分で行っていきたい
と思います。

　幼稚園にお父さん、お母さんが来て一緒に触れ
合い遊びをしたり、プレゼントを渡しました。子
どもたちも特別な保育に嬉しそうな様子でした。

・令和4年度園児募集に向けて5月24日（月）より
園見学を開始しています。

・7月6日（火）に見学説明会、9月14日（火）に
入園説明会を行います。園舎内の見学や在園児
の出し物、親子体操を予定しております。

・7月20日（火）に夏祭りを実施します。
・9月7日（火）にちびっこ（未就園児）運動会を
開催いたします。

・9月22日（水）に令和4年度プレ保育たんぽぽ組
説明会、2歳児教室説明会を行います。

6月12日（土）

　いよいよ子どもたちが
楽しみにしていたプール
遊びが始まりました。安
全面に配慮しながら、元
気いっぱい楽しく過ごし
ていきたいと思います。

プール開きプール開き

6月11日（金）

待ちに
待ちに

待った！
待った！

コロナウイルスの影響で幼稚園にてお祝いしました。
6月

おめでとうございます。

お知らせお知らせ

永年勤続表彰永年勤続表彰
横浜市幼稚園協会

―MENU―
カレー、ご飯、唐揚げ、
ツナブロッコリー、フ
ライドポテト、はちみ
つレモンゼリー

　小学校の給食に向けて、自分たちで配
膳を行いました。小学校への期待がます
ます大きくなった子どもたちでした。

年長組ケータリング年長組ケータリング
6月7日（月）

　7月20日（火）に夏祭りを行いま
す。やぐらを立て子ども達と盆踊り
を踊ったりゲームを行う予定です。

（5月19日（水）生まれ）



　4月20日（火）にパシフィコ横浜にて、進路
ガイダンスが開催されました。本校からは、2・3
学年が参加し、希望のブースを回りました。
各ブースでは皆、将来の進路を考え真剣な表
情で担当者の話を聞いていました。

　5月29日（土）より、多くの運動部で全国高等学校定時制
通信制体育大会の予選会が実施されました。結果は以下の
通りです。
【全国高等学校定時制通信制体育大会 神奈川県予選会】
・陸上競技  男子走高跳 上野　風我 2位
 男子走幅跳 曾田　叶門 4位
  遠藤　雅義 5位
 男子砲丸投 吉野　　麟 5位
 女子100ｍ 髙田　愛花 1位
  井上　早紀 2位
 女子200ｍ 髙田　愛花 1位
  井上　早紀 2位
・バドミントン 男子個人 池田　　駿 9位
 女子個人 松下　紗妃 4位
・卓　　　球 男子団体  3位
 男子個人 中里　勇士郎 7位
  茂木　慶介 15位
・剣　　　道 男子個人 須釜　龍雅 ベスト11
  寺川　雄人 13位
  植木　優人 14位
 女子個人 安田　　結 3位
・野　　　球 ベスト4
・バスケットボール ベスト8
・サッカー  ベスト8

進路ガイダンス 部活動大会結果報告

　4月30日（金）に本校の
体育館で、3学年対象の
進路説明会が実施されま
した。今後の進路活動の
進め方等が話され、生徒
も保護者も真剣に耳を傾けていました。

進路説明会

　5月19日（水）柏木学園グラウンドにて体育
祭が実施されました。途中で天候が崩れ、予
定していた綱引きを行うことができませんで
したが、生徒達はクラスでデザインしたTシ
ャツを着て、クラスの仲間達と心を一つに力
を合わせ、生き生きとした表情でそれぞれの
競技にのぞんでいました。
優勝：1年A組　　準優勝：1年C組

体育祭

PTA総会

進路情報

入試情報
・オープンスクール（紅葉祭）（予約不要）
　9月23日（木・祝）大和商業高等専修学校
・第2回学校説明会（要予約）
　8月6日（金）9：30 ～大和商業高等専修学校
・通信制サポート校合同相談会
　7月17日（土）町田市文化交流センター
　8月29日（日）パシフィコ横浜

　5月27日（木）体育館に
てPTA総会が実施され
ました。総会では、役員
より前年度のPTA活動・
決算報告や、今年度の活動
計画・予算等について話がされました。天候
が悪い中、多くの方にご参加いただきました。
ありがとうございました。

【全国高等専修学校体育大会】
　8月25日（水）・26日（木）には、山梨県にて全国高等専
修学校体育大会が開催される予定です。生徒達の日頃の
練習の成果がでるよう、温かく見守っていただくようお
願い致します。

　3学年の進路活動が本格化してきました。7月1日（木）
より求人票が公開されるようになり、9月16日（木）には就職
試験も始まります。
＜今後の進路行事＞
　7月1日（木）就職決起会
・進路ガイダンス
　7月2日（金）3学年対象
　（進路選択のための学校や会社の比較等）
　7月6日（火）2学年対象
　（大学や専門学校の体験型のガイダンス）

【全国高等学校定時制通信制体育大会全国大会出場チーム及び個人】
・陸上競技 女子100ｍ 髙田　愛花・井上　早紀
 　　  200ｍ 髙田　愛花・井上　早紀 
 男子走高跳 上野　風我
・バドミントン     男子団体 池田　　駿
 女子団体・個人 松下　紗妃
・剣　　道  男子団体 須釜　龍雅・寺川　雄人・植木　優人
 女子団体・個人 安田　　結

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
ＴＥＬ：０４６－２６１－０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

【令和３年度　第１回・第２回オープンキャンパスを開催】
　５月２２日（土）に令和３年度第１回オープンキャンパス、６月２６
日（土）に第２回オープンキャンパスを開催しました。近隣の高校生

並びに留学生の皆さまにご参加頂
き、学校説明や模擬授業体験などを
行いました。
　第３回オープンキャンパスは８月２
日（月）の開催となります。お申込は、
本ページ右下の入試相談係まで。

【オンラインオープンキャンパスを実施しています】
　今年度よりzoomを利用したオンラインオープンキャンパスを実施
しております。コロナ禍で学校へ出向くのが難しい状況の中、多数
のご予約をいただいております。
　普段のオープンキャンパスとは違い、参加者一人ひとりとコミュニ
ケーションを取りながら説明をすることができ、分かりやすいとのご
好評をいただいております。
　オンラインオープンキャンパスは、平日随時実施しております。
ご予約は本校ホームページのお問い合わせフォームよりご予約くだ
さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【春季清掃活動】
　今年度は大和市清掃の日が感染
防止のため中止となりましたが、本校
では５月から６月にかけて校外清掃
活動を実施しました。地域貢献の清
掃活動に参加した学生は袋いっぱ
いにゴミを集めていました。

【World Harmony Festaに本校学生が参加しました】
　５月23日（日）に大和シリウス芸術文化大ホールで行われた『
公益社団法人青少年育成支援　大和の心』主催のWorld 
Harmony Festaに本校の留学生が参加しました。『オリンピック
記念　世界の国歌と和文化　振り袖ファッションショー』という題目

で、母国の民族衣装の披露や日本の
振り袖姿を披露し、会場は大いに盛り
上がりました。初めて振り袖を着た留
学生はとても喜んでいました。
　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　
【検定上位級に本校学生が合格しました。】
　５月３０日（日）施行の第２０２回全経簿記能力検定において、経
営経理研究科１年、産業能率大学併修３年生の石井総一郎（柏
木実業専門学校情報ビジネス科出身）が１級商業簿記・会計学に
合格を果たしました。昨年取得した１級原価計算・工業簿記の合
格と合わせ１級の正式合格となり、毎年２月に日本経理実務士会
が認定する「経理実務士」の認定要件が整いました。
　今後行われる各種検定も、２年生の
みならず、１年生からの申し込みも多数
あり、多くの学生が検定試験合格を目指
し日々 勉学に励んでいます。
　今後の学生の活躍にご期待ください！

第３回オープンキャンパス　参加申込受付中
　８/２（月）実施の第３回オープンキャンパスの参加申込を受け
付けております。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。

【求職者支援訓練2月生、3月生修了式、5月生、6月生入校式】
　求職者支援訓練　医療・調剤・介護事
務PC科、介護職員養成（初任者研修）科
5月生の入校式が5月13日（木）、パソコンス
キルアップ基礎科、医療・調剤・介護事務
PC科2月生の修了式が5月14日（金）、パソ
コンスキルアップ基礎科6月生の入校式が
6月7日（月）、医療・調剤・介護事務PC科、
介護職員養成（初任者研修）科3月生の修了式が6月10日（木）に行なわれま
した。職業訓練の受講が再就職へ繋がるものとなるよう期待しています。

【ハローワーク大和から職業訓練の視察（所長、上席指導官、相談員）】
　5月25日（火）に、ハローワーク大和 所長の佐々木暢様、職業相談部門上
席職業指導官の松本
朋子様、職業相談部
門職業相談員の竹田
綾子様の3名が来校さ
れ、求職者支援訓練3
月生、5月生の4コース
を視察されました。各
教室、実技室にて受
講生の学ぶ様子を直
に視察され、感想もい
ただきました。そして受講生の再就職支援という同じ目標にむけ今後も連携
させていただく旨のお声掛けをいただきました。

【神奈川県委託訓練「即戦力」9月生見学会の実施】
　神奈川県委託訓練「即戦力」9月生のコース説明・学校見学会が6月中3
回にわたり実施され、皆さんより熱心な質問を多数いただきました。
〈次回、神奈川県委託訓練「即戦力」11月生見学会日程〉
　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
科ともに、8月17日（火）、8月20日（金）、8月25日（水）の開催となります。

【就職近況報告】
就職先　株式会社ソラスト　横浜支社
  （勤務先：独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院）
　星野　彩香さん　医療調剤介護事務・ＰＣ科
　 （神奈川県委託訓練）（令和2年1月）修了生　
「医療機関での勤務にもだいぶ慣れ、同じ部署で働く後輩もできました。仕事
では緊急な対応を任されたり後輩に仕事を教えたりすることも増え、身の引き
締まる思いですが頑張っています。」

就職先　株式会社アスモ介護サービス
　上野　裕司さん　介護職員初任者研修科
　  （神奈川県委託訓練）（令和2年1月）修了生
　池上　克久さん　介護職員養成（初任者研修）科
　  （求職者支援訓練）（令和2年6月）修了生
「私たちは研修センターにて、別の時期に学びましたが、同じ職場の同僚とな
り日々奮闘しています。ご利用者様のお世話や送迎など忙しい毎日ですが、
切磋琢磨しながら成長したいです。」

介護実技授業の視察風景（介護実践室）

座学授業の視察風景

介護用具を体験
している様子
（入浴実践室）

上野さん　　　　池上さん



　4月20日（火）にパシフィコ横浜にて、進路
ガイダンスが開催されました。本校からは、2・3
学年が参加し、希望のブースを回りました。
各ブースでは皆、将来の進路を考え真剣な表
情で担当者の話を聞いていました。

　5月29日（土）より、多くの運動部で全国高等学校定時制
通信制体育大会の予選会が実施されました。結果は以下の
通りです。
【全国高等学校定時制通信制体育大会 神奈川県予選会】
・陸上競技  男子走高跳 上野　風我 2位
 男子走幅跳 曾田　叶門 4位
  遠藤　雅義 5位
 男子砲丸投 吉野　　麟 5位
 女子100ｍ 髙田　愛花 1位
  井上　早紀 2位
 女子200ｍ 髙田　愛花 1位
  井上　早紀 2位
・バドミントン 男子個人 池田　　駿 9位
 女子個人 松下　紗妃 4位
・卓　　　球 男子団体  3位
 男子個人 中里　勇士郎 7位
  茂木　慶介 15位
・剣　　　道 男子個人 須釜　龍雅 ベスト11
  寺川　雄人 13位
  植木　優人 14位
 女子個人 安田　　結 3位
・野　　　球 ベスト4
・バスケットボール ベスト8
・サッカー  ベスト8

進路ガイダンス 部活動大会結果報告

　4月30日（金）に本校の
体育館で、3学年対象の
進路説明会が実施されま
した。今後の進路活動の
進め方等が話され、生徒
も保護者も真剣に耳を傾けていました。

進路説明会

　5月19日（水）柏木学園グラウンドにて体育
祭が実施されました。途中で天候が崩れ、予
定していた綱引きを行うことができませんで
したが、生徒達はクラスでデザインしたTシ
ャツを着て、クラスの仲間達と心を一つに力
を合わせ、生き生きとした表情でそれぞれの
競技にのぞんでいました。
優勝：1年A組　　準優勝：1年C組

体育祭

PTA総会

進路情報

入試情報
・オープンスクール（紅葉祭）（予約不要）
　9月23日（木・祝）大和商業高等専修学校
・第2回学校説明会（要予約）
　8月6日（金）9：30 ～大和商業高等専修学校
・通信制サポート校合同相談会
　7月17日（土）町田市文化交流センター
　8月29日（日）パシフィコ横浜

　5月27日（木）体育館に
てPTA総会が実施され
ました。総会では、役員
より前年度のPTA活動・
決算報告や、今年度の活動
計画・予算等について話がされました。天候
が悪い中、多くの方にご参加いただきました。
ありがとうございました。

【全国高等専修学校体育大会】
　8月25日（水）・26日（木）には、山梨県にて全国高等専
修学校体育大会が開催される予定です。生徒達の日頃の
練習の成果がでるよう、温かく見守っていただくようお
願い致します。

　3学年の進路活動が本格化してきました。7月1日（木）
より求人票が公開されるようになり、9月16日（木）には就職
試験も始まります。
＜今後の進路行事＞
　7月1日（木）就職決起会
・進路ガイダンス
　7月2日（金）3学年対象
　（進路選択のための学校や会社の比較等）
　7月6日（火）2学年対象
　（大学や専門学校の体験型のガイダンス）

【全国高等学校定時制通信制体育大会全国大会出場チーム及び個人】
・陸上競技 女子100ｍ 髙田　愛花・井上　早紀
 　　  200ｍ 髙田　愛花・井上　早紀 
 男子走高跳 上野　風我
・バドミントン     男子団体 池田　　駿
 女子団体・個人 松下　紗妃
・剣　　道  男子団体 須釜　龍雅・寺川　雄人・植木　優人
 女子団体・個人 安田　　結

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
ＴＥＬ：０４６－２６１－０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

【令和３年度　第１回・第２回オープンキャンパスを開催】
　５月２２日（土）に令和３年度第１回オープンキャンパス、６月２６
日（土）に第２回オープンキャンパスを開催しました。近隣の高校生

並びに留学生の皆さまにご参加頂
き、学校説明や模擬授業体験などを
行いました。
　第３回オープンキャンパスは８月２
日（月）の開催となります。お申込は、
本ページ右下の入試相談係まで。

【オンラインオープンキャンパスを実施しています】
　今年度よりzoomを利用したオンラインオープンキャンパスを実施
しております。コロナ禍で学校へ出向くのが難しい状況の中、多数
のご予約をいただいております。
　普段のオープンキャンパスとは違い、参加者一人ひとりとコミュニ
ケーションを取りながら説明をすることができ、分かりやすいとのご
好評をいただいております。
　オンラインオープンキャンパスは、平日随時実施しております。
ご予約は本校ホームページのお問い合わせフォームよりご予約くだ
さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【春季清掃活動】
　今年度は大和市清掃の日が感染
防止のため中止となりましたが、本校
では５月から６月にかけて校外清掃
活動を実施しました。地域貢献の清
掃活動に参加した学生は袋いっぱ
いにゴミを集めていました。

【World Harmony Festaに本校学生が参加しました】
　５月23日（日）に大和シリウス芸術文化大ホールで行われた『
公益社団法人青少年育成支援　大和の心』主催のWorld 
Harmony Festaに本校の留学生が参加しました。『オリンピック
記念　世界の国歌と和文化　振り袖ファッションショー』という題目

で、母国の民族衣装の披露や日本の
振り袖姿を披露し、会場は大いに盛り
上がりました。初めて振り袖を着た留
学生はとても喜んでいました。
　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　
【検定上位級に本校学生が合格しました。】
　５月３０日（日）施行の第２０２回全経簿記能力検定において、経
営経理研究科１年、産業能率大学併修３年生の石井総一郎（柏
木実業専門学校情報ビジネス科出身）が１級商業簿記・会計学に
合格を果たしました。昨年取得した１級原価計算・工業簿記の合
格と合わせ１級の正式合格となり、毎年２月に日本経理実務士会
が認定する「経理実務士」の認定要件が整いました。
　今後行われる各種検定も、２年生の
みならず、１年生からの申し込みも多数
あり、多くの学生が検定試験合格を目指
し日々 勉学に励んでいます。
　今後の学生の活躍にご期待ください！

第３回オープンキャンパス　参加申込受付中
　８/２（月）実施の第３回オープンキャンパスの参加申込を受け
付けております。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。

【求職者支援訓練2月生、3月生修了式、5月生、6月生入校式】
　求職者支援訓練　医療・調剤・介護事
務PC科、介護職員養成（初任者研修）科
5月生の入校式が5月13日（木）、パソコンス
キルアップ基礎科、医療・調剤・介護事務
PC科2月生の修了式が5月14日（金）、パソ
コンスキルアップ基礎科6月生の入校式が
6月7日（月）、医療・調剤・介護事務PC科、
介護職員養成（初任者研修）科3月生の修了式が6月10日（木）に行なわれま
した。職業訓練の受講が再就職へ繋がるものとなるよう期待しています。

【ハローワーク大和から職業訓練の視察（所長、上席指導官、相談員）】
　5月25日（火）に、ハローワーク大和 所長の佐々木暢様、職業相談部門上
席職業指導官の松本
朋子様、職業相談部
門職業相談員の竹田
綾子様の3名が来校さ
れ、求職者支援訓練3
月生、5月生の4コース
を視察されました。各
教室、実技室にて受
講生の学ぶ様子を直
に視察され、感想もい
ただきました。そして受講生の再就職支援という同じ目標にむけ今後も連携
させていただく旨のお声掛けをいただきました。

【神奈川県委託訓練「即戦力」9月生見学会の実施】
　神奈川県委託訓練「即戦力」9月生のコース説明・学校見学会が6月中3
回にわたり実施され、皆さんより熱心な質問を多数いただきました。
〈次回、神奈川県委託訓練「即戦力」11月生見学会日程〉
　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
科ともに、8月17日（火）、8月20日（金）、8月25日（水）の開催となります。

【就職近況報告】
就職先　株式会社ソラスト　横浜支社
  （勤務先：独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院）
　星野　彩香さん　医療調剤介護事務・ＰＣ科
　 （神奈川県委託訓練）（令和2年1月）修了生　
「医療機関での勤務にもだいぶ慣れ、同じ部署で働く後輩もできました。仕事
では緊急な対応を任されたり後輩に仕事を教えたりすることも増え、身の引き
締まる思いですが頑張っています。」

就職先　株式会社アスモ介護サービス
　上野　裕司さん　介護職員初任者研修科
　  （神奈川県委託訓練）（令和2年1月）修了生
　池上　克久さん　介護職員養成（初任者研修）科
　  （求職者支援訓練）（令和2年6月）修了生
「私たちは研修センターにて、別の時期に学びましたが、同じ職場の同僚とな
り日々奮闘しています。ご利用者様のお世話や送迎など忙しい毎日ですが、
切磋琢磨しながら成長したいです。」

介護実技授業の視察風景（介護実践室）

座学授業の視察風景

介護用具を体験
している様子
（入浴実践室）

上野さん　　　　池上さん



　5月8日（土）に本校におい
て後援会の新旧役員会が行
われました。新役員の選出
とあいさつのあと、これか
らの行事やイベントの扱い
について話し合い、役割分
担を決め、進めていくこと
になりました。また、後援会総会については、新型コロナウ
イルスの感染が拡大している状況に鑑みて書面で実施する
こととし、保護者への資料配付や配送の準備などを行いま
した。

　3号館2階の校長室前廊下には校長先生から生徒の皆さん
へのメッセージ（手書き！）が張られています。日々更新さ
れていますので毎日楽しみにしている生徒も多いようです。
過去のものは場所を変え、生徒ホール前に張られています。
足を運んでみてはいかがでしょうか。

校長先生からのメッセージ

　5月31日（月）から2週間または3週間に渡って、4名の教
育実習生が、本校で教育実習を行いました。

【卓球部】
・令和3年度県総体兼全国総体県予選会
5/15女子ダブルス4回戦
柏木学園（八幡さん・江下さんペア）
0-3横浜隼人
※結果　県ベスト16
5/16女子シングルス6回戦
柏木学園（八幡さん）2-3横浜隼人
・5/22神奈川県高校総体卓球競技の部兼全国高校総体卓球
競技の部神奈川県予選会　順位決定リーグ
柏木学園（八幡さん）
第1戦　1-3横浜隼人、第2戦　1-3横浜隼人、
第3戦　3-2横浜隼人
1勝2敗で第7位（インターハイの出場ならず）
・第63回関東高等学校卓球大会
6/5女子シングルス1回戦
柏木学園（八幡さん）1-3明秀日立高校
・令和3年度　県総体兼全国総体県予選
6/13女子学校対抗  2回戦 3-0 横須賀高校
 3回戦 3-0 小田原高校
 4回戦 3-0 日本大学高校
 5回戦 1-3 横浜創英高校
（二大会連続ベスト8となりました。）
【バドミントン部】
・5/8インターハイ神奈川県予選　男子学校対抗戦
1回戦　シード、2回戦　3-0追浜、3回戦　3-0住吉
※結果　県ベスト32
・5/9インターハイ予選　女子学校対抗戦
1回戦　シード、2回戦　3-0住吉、3回戦　2-3相模女子
・5/16総体予選男子ダブルス　県大会
柏木学園（三澤さん・河野さんペア）
1回戦　2-0 保土ヶ谷、2回戦　0-2湘南台
※結果　県ベスト32
・5/23インターハイ予選　神奈川県大会　シングルス
（男子） 上野さん（3年）1回戦　0-2 法政二
（女子） 石井さん（1年）1回戦　2-0県立菅、
　　　 2回戦　2-0横浜創英、3回戦　0-2弥栄
※結果　県ベスト16
【男子バスケットボール部】
・5/9全国高校総体北支部予選　85-59瀬谷西
・5/15全国高校総体北支部予選
ブロック決勝　63-66綾瀬
【男子バレーボール部】
・5/8関東大会神奈川県予選会
1回戦　1-2向の岡工業
【テニス部】
・5/9令和3年度神奈川県高等学校テニス大会男子団体戦　
1回戦　シード、2回戦　3-0岸根、
3回戦　0-3桐光学園
【女子バスケットボール部】
・5/8全国高校総体北支部予選　
1回戦　69-89横浜隼人

　生徒たちは、自分と年齢の近い
実習生に親近感を抱き、進路に関
するアドバイスを受けるなど、積
極的に話しかけていました。
　実習を終えた片岡さんは、「非常
に緊張した2週間でした。この経験を自分の宝として今後も頑
張っていきたいです」と感想を述べていました。学校全体がい
つもと違うフレッシュな雰囲気に包まれた3週間でした。

教育実習

　昨年度手作りマスクを多
数いただいた卒業生の保護
者上野様から、この度再び、
夏用マスク100枚以上と不織
布マスクをいただきました。
まだまだ予断を許さない状況の中、校内での感染防止に大
いに役立てたいと考えています。ありがとうございました。

マスクの寄贈

後援会新旧役員会

部活動の活躍

職員研修

矢野　太晴さん
（本校卒業生）

伊勢　正貴さん

塩谷　由香さん
（本校卒業生）
片岡　輝良々さん
（本校卒業生）

名前 教科

地理歴史

地理歴史

家庭

情報

１E

３F

２C

１J

クラス

　5月20日（木）ICT機器の基本
的な使用方法を身につけるととも
に、iPadの効率的使用での業務
軽減を目的に、職員研修が行われ
ました。当日は全体研修の後、
グ ル ー プ ワ ー ク が 行 わ れ、
googledriveの便利機能やgoogleformでの小テストの作成の
仕方などを学びました。

　7月26日（月）、27日（火）に年長組お泊まり
保育を行います。今年度は園外保育に行き、キャ
ンプファイヤーをしたり、
お楽しみ会も行います。
先生や子ども達と夏
の思い出を作りたい
と思います。

　年少組は5月28日（金）北八朔公園、年中組は6
月25日（金）ズーラシア、年長組は6月8日（火）
こどもの国へ行きました。クラスの友だちや先生
と楽しく過ごしました。

園外保育に

　行きました！

園外保育に

　行きました！

　今年も幼稚園に「蚕」がやってきました。小さい
蚕が桑の葉を食べ、どん
どん大きくなっていく様
子を、子どもたちも嬉し
そうに見ていました。
　出来上がったマユは鈴
にして持ち帰ります。

蚕が

やってきました

虫歯予防集会虫歯予防集会
6月3日（木）

保育参観日保育参観日

　学年ごと分散してホールに集まり、先生が
作った出し物のDVDを観ました。
　歯の磨き方を確認し、
早速クラスでも実践！こ
れから幼稚園でも歯磨き
を自分で行っていきたい
と思います。

　幼稚園にお父さん、お母さんが来て一緒に触れ
合い遊びをしたり、プレゼントを渡しました。子
どもたちも特別な保育に嬉しそうな様子でした。

・令和4年度園児募集に向けて5月24日（月）より
園見学を開始しています。

・7月6日（火）に見学説明会、9月14日（火）に
入園説明会を行います。園舎内の見学や在園児
の出し物、親子体操を予定しております。

・7月20日（火）に夏祭りを実施します。
・9月7日（火）にちびっこ（未就園児）運動会を
開催いたします。

・9月22日（水）に令和4年度プレ保育たんぽぽ組
説明会、2歳児教室説明会を行います。

6月12日（土）

　いよいよ子どもたちが
楽しみにしていたプール
遊びが始まりました。安
全面に配慮しながら、元
気いっぱい楽しく過ごし
ていきたいと思います。

プール開きプール開き

6月11日（金）

待ちに
待ちに

待った！
待った！

コロナウイルスの影響で幼稚園にてお祝いしました。
6月

おめでとうございます。

お知らせお知らせ

永年勤続表彰永年勤続表彰
横浜市幼稚園協会

―MENU―
カレー、ご飯、唐揚げ、
ツナブロッコリー、フ
ライドポテト、はちみ
つレモンゼリー

　小学校の給食に向けて、自分たちで配
膳を行いました。小学校への期待がます
ます大きくなった子どもたちでした。

年長組ケータリング年長組ケータリング
6月7日（月）

　7月20日（火）に夏祭りを行いま
す。やぐらを立て子ども達と盆踊り
を踊ったりゲームを行う予定です。

（5月19日（水）生まれ）



　日毎に、日差しも強くなり、本格的な夏の到来を肌で
感じられるようになってまいりました。
　新型コロナウイルスも変異型の増加で、未だに心配は
尽きませんが、子どもたちは感染予防の対策を行いなが
らの学校生活にも慣れ、楽しんで過ごす事ができている
ように感じています。
　蔓延防止等重点措置の適用により、昨年に続き、書面
総会という形になってしまいましたが、各議案に承認を
いただいたこと、感謝いたします。ありがとうございました。
　後援会も５月より、新体制で動き始めました。役員活
動の中心となる行事も状況に応じた開催になり、お手伝

柏木学園高等学校後援会コロナ禍での希望

柏木実業専門学校教育交流会多様性を受け入れよう

　入学・新学年になり約2ケ月が経過し、初の学校行事、
体育祭が5月19日水曜日に柏木学園総合グラウンドにて
実施されました。
　早朝から天候は雲に覆われいつ雨が降ってもおかしく
ない状況でしたが、無事に開会式が始まりました。1年生
はちょっぴり不安を抱きながらも期待に胸をふくらませ、
2年生は初のクラスオリジナルＴシャツを身につけ、3年
生は高校生活最後の体育祭となりました。
　コロナ禍で開催された為に声援は自粛され、マスク装
着での競技となり静かな運動会でした。後半には雨が降

りはじめ1部競技も省略され寂しい体育祭となりました。
しかし一生懸命競技に取り組む生徒たちの姿は団結力が
増した1日だったと思います。
　渦中に体育祭を開催出来た事は、先生方やPTA役員の
方々、保護者の皆様、そして早朝からの準備・後片付け
に携わった生徒会の皆さんの御協力で実施することがで
きた事を感謝しております。ありがとうございました。

PTA役員代表　石井　奈美江

大和商業高等専修学校ＰＴＡ『体育祭』

　七夕飾りが風に揺れて、気分も良い時期を迎えており
ます。
　進級・入園から3ヶ月が経ち、夏休みまでもう少しです。
　幼稚園の子どもたちは、もう新しい環境に慣れたよう
です。登園するとお天気のいい日は元気いっぱい園庭で
遊び、朝の会の時間になるとお歌が園舎に響き渡ります。
　時々聞こえてくる子どもたちの話声に耳を傾けると、
何して遊ぼうかと相談していたり、困っているお友達を
助けてあげようと話し合っていたり…そんな子どもたち
のお話や笑い声に私まで元気をもらっています。
　さて、夏休みを迎えるとすぐに夕涼み会が開催されま

す。今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、夏祭
りに形を変えての実施です。
　先生方は早い時期から企画を始め、感染症対策を行い
ながら笑顔あふれる1日になるようにと検討を進めてく
ださっています。
　そして、実行委員をはじめとした保護者の皆様にご協
力を頂きながら、着々と準備が進んでおります。
　今年は新しく追加されたゲームや駄菓子の販売もあり
ますので、是非、当日を楽しみにしていてくださいね。

父母の会会長　金子　織江

都筑ヶ丘幼稚園父母の会笑顔とお歌が響く園舎

いについても、まだ手探りの状態です。しかし、このような時
だからこそ、より良い形で活動ができるように役員一丸とな
り、話し合いを進めていきたいと思います。
　子どもたちもコロナ禍でいろいろな制限もある生活です
が、物事を前向きに捉え、経験を力に変えてゆけるように、未
来に向かって欲しいと切に願います。
　保護者の皆様の支えが子どもたちにとって、大きな安心に
なります。これからも子どもたちの安心のために、ご理解と
ご協力をいただきますよう、宜しくお願いいたします。

後援会会長   佐藤　佐代美

　強さとは、多様性を受け入れるか、どうかだと思いま
す。個人も組織も多様性のあるものほど強い。2019年に
行われた、ラグビーのワールドカップで、ベスト8に入っ
た日本チームはまさに多様性の固まりでした。自分とは
異なる他者を受け入れ、より別種の思考を取り入れてい
くことが、今日目指すべき多様性ではないでしょうか。
　偏見なく「いい」と自分で思ったら、どのようなもので
も貪欲に受け入れていく、そうした姿勢で生きている人
は、その懐の深さゆえに、自ずと物事にも幅広く精通し
ていくし、経験も豊富になります。自分の周囲に多様性
を持ち続けるために大切なことは、自分の世界に閉じこ
もってしまわないことではないでしょうか。自分の好き
なことだけをやって、同年代の自分と気の合う人たちだ
けとつきあう、似た者同士、気の合う仲間同士だけの付

き合いにとどまってしまっていては、成長できるはずがあり
ません。集まっても似たような意見しか出ず、会話もマンネ
リ化していく一方です。
　そこにどっぷりと、はまってしまえば、世界はどんどん狭
まっていきます。そうなれば、自分自身も元気さを失ってい
きます。コロナ禍のなか、3密を避けようと言われ、制約のあ
る中ですが、デジタル社会のなかでは、色々なコミュニケー
ションの取り方があると思います。今こそ多様性を取り入れ
る絶好のチャンスです。特に留学生の皆様には苦しい時期で
すが、焦らずに、楽しい、有意義な学生生活を送ってくださる
ことを願っております。

教育交流会会長　田部井　信夫

各種検定合格者

日本医療報酬調査会主催
調剤事務検定

（令和3年4月28日施行）

安中　潤一　井上　　咲　大石　彩華

大和久慶子　小澤　雪佳　小関　篤史

後藤　綾子　齋藤　　恵　榊原　　舞

下村　里子　富田　玲菜　日野　早苗

藤川美登里　藤本　容子　星　　侑霞

堀口ひとみ　山本　裕子　吉永弥絵子

亘　　亜子

日本医療報酬調査会主催
介護事務検定

（令和3年5月13日施行）

安中　潤一　井上　　咲　大和久慶子

小澤　雪佳　小関　篤史　後藤　綾子

齋藤　　恵　榊原　　舞　渋谷明日翔

下村　里子　富田　玲菜　日野　早苗

藤川美登里　藤本　容子　堀口ひとみ

山本　裕子　吉永弥絵子　亘　　亜子

神奈川県
介護職員初任者研修
（令和3年6月10日修了）

宇留野俊一　遠田　真美　大瀧　由美

小川　法子　橘田　知之　曽根　　敦

知久　恭平　中村　朋子　堀切　純子

渡邊　啓子

全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定
（令和3年5月15日施行）

〈１級〉

VU THI THU HANG　VU TIEN BACH

NGUYEN THI PHUONG

〈２級〉

PAKHRIN DIPENDRA　MUL CHANDAN LAL

KUNWAR PRATIKSHA

W.M.HASANKA NUWAN HERATH

ALVAREZ ALPIERRE REXILON AGUILAR

THAPA MAGAR DIL KUMARI

〈３級〉

OLI PREM　NGUYEN THI LANH

SHAHI UMA　PHAN THI THE

HOANG KIM TU

NYAUPANE NABIN PRASAD

BHUJEL RABINA　RAI PRADIKSHA

DUONG VAN QUYET

全国経理教育協会主催
簿記能力検定

（令和3年5月30日施行）

〈１級商業簿記・会計学〉

石井総一郎

〈２級（商業簿記）〉

KAFLE MUNA DEVI　THAPA MAGAR SURESH

〈２級（工業簿記）〉

KHADKA JIT BAHADUR　KARKI SABITA

SAPKOTA SABINA　SOE MYINT NAING

THAPA TIK BAHADUR

TAMANG MOHAN　PAKHRIN DIPENDRA

BENADICT DILUNICA CHATHURANGANI

MAHARJAN ADEN　VU THI THU HANG

KHATRI SURESH　NGUYEN THI LANH

KUNWAR PRATIKSHA

THAPA OM BAHADUR　HOANG KIM TU

ALVAREZ ALPIERRE REXILON AGUILAR

GYAWALI SANGITA　NGUYEN THI PHUONG

NGUYEN LYNA　KAUSHAL RAMU

THAPA PURAN　NYAUPANE NABIN PRASAD 

刘忠志　THAPA MAGAR DIL KUMARI

〈３級（商業簿記）〉

小西　七総

SAPKOTA SABINA　RAI DESKU

LAMICHHANE RAJU　GHIMIRE DEEPA

DOAN THANH NGA

W.M.HASANKA NUWAN HERATH

KHADKA SANDESH

SIJALI KISHOR PRATAP

PHAM THANH MINH　RAI PRADIKSHA

KADAYAT URMILA　TIMALSENA ARUNA 

LAMA SUWASH

日本商工会議所主催
簿記検定

（令和3年6月13日施行）

〈３級〉

TRUONG THI NGOAN

【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3年5月30日施行）

〈２級（商業簿記）〉

緑川　恵愛

〈３級（商業簿記）〉

朝比奈未桜　宮坂　知奈

【大和商業高等専修学校】
全国経理教育協会主催
簿記能力検定

（令和3年5月30日施行）

〈２級（商業簿記）〉

箭川　歩嵐　尾関真生樹　江口　優佑

大津　力也

〈３級（商業簿記）〉

大久保龍一　清水　祇希　大竹　崇太

松崎　碧流　沓澤　昴暉　渡邉　有紀

前田　圭吾　島貫　　尋　下條　健弥

【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
医科医療事務検定
（令和3年4月13日施行）

安中　潤一　井上　　咲　大石　彩華

大和久慶子　小澤　雪佳　小関　篤史

後藤　綾子　齋藤　　恵　榊原　　舞

渋谷明日翔　下村　里子　富田　玲菜

日野　早苗　藤川美登里　藤本　容子

星　　侑霞　堀口ひとみ　山本　裕子

吉永弥絵子　亘　　亜子

日本医療報酬調査会主催
医科医療事務検定
（令和3年5月14日施行）

明智美弥子　浅井明日翔　浅野　眞澄

有野　瑞恵　石川　美幸　稲葉　雅子

老沼　栄一　小林　奈月　小林　恵美

髙橋由佳理　萩原　宏子　橋本穂乃香

松田　有希　丸山　静香　山口　　賢

屋良友香利
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卓球部関東大会出場 柏木学園高等学校 World Harmony Festa 柏木実業専門学校

体育祭 大和商業高等専修学校 プール開き 都筑ヶ丘幼稚園

　　　　　　　　　　　　　　大和商業高等専修学校　校長　萩野谷　洋一～テクノロジーと人間の進化～
　7月は24節気で言うところの小暑に当たります。この時期は梅雨
明けも近くなり、湿っぽさの中にも夏の熱気が感じられるようにな
ります。海や山に出かけるのにもいい季節です。そして新型コロナ
ウイルス感染症との闘いの長いトンネルを抜け、のびのびと心と体
を解放する日を心待ちにするのは、多くの人の思いでもあります。
　しかし、その高いハードルを越える前に、人間の文明社会の過去
と未来を見つめることも必要ではないかと思います。
　最近目にした本を紹介したいと思います。文中には、読者に対し
て､次のような質問があります。「人類がスペースコロニーに移住す
るとしたら、日本の文化遺産の中から、何を持っていきたいと思い
ますか？」という内容です。
　人類は20世紀を通じて、生産性の爆発的な向上を達成したと言
われています。しかし、その向上した生産性によって生み出された
ものは、必ずしも私たちが未来の人類に対して、譲り渡していきた
いと思えるようなものではない、ということです。
　まず、労働力について確認すれば、江戸時代と比較すれば現在
は4倍となっています。労働時間は2倍となっています。消費エネル
ギーという点については、石油資源消費量ゼロに対して現代は一人
当り年10キロカロリーの消費があります。江戸時代が完全な循環
型のサスティナブル社会であったのに対して、現在は地球温暖化が
のっぴきならない問題として眼前に迫っています。
　このように考えていくと、これまで教科書等で学んでいた『生産
性の向上』というのは、一体何だったのか？
　膨大な人的資源を投入し、鉱物や石油などの資源を掘り尽くして
生み出した『生産物』の多くについて、今を生き抜く私たちは、それ
らを子孫に対して、ぜひとも残していくべきだとは考えにくいという

ことです。
　子孫に対して残さなくてもいいモノ、私たちの代で処分してし
まっていいモノ、つまり、『ゴミ』ということです。これまで莫大な労
働量と資源を投入して生み出したモノです。
　現在、テクノロジーの進化はいよいよその勢いを高めており、モノを
生み出す『生産性』は、今後も高まっていくことになるのでしょう。
　ここで問題になるのは、それを使う人間の側の『ヒューマニティ
（人間性）』が進化していないという点です。このような状況が続
けば、私たちは、より高い『生産性』でもって『壮大なゴミ』を生み
出し続けることになるでしょう。
　何が問題なのでしょうか。今までと同様の問題解決の見つけ方、
つまり「これがダメだからアレに変えよう」という、『オルタナティブ
（二者択一）』な考え方が問題なのではということです。この考え
方は大変安易で手軽ではありますが、それでは問題の根本を解決
できません。
　現在、国境を越えて人やモノ、情報が動くようになり、世界はいっ
そう小さく感じられるようになったとも言われています。そして、こ
れから先は、機械と人との境界が見えづらくなり、いっそうボーダレ
スな社会（インターネットなどを通して世界中とつながることができ
る社会）になっていくと言われています。
　物事を解決するにしても、例えばAI（人工知能）ができるような
『正解を出す力』よりは、『問題を発見して提案する力』が必要と
言われています。
　これからの未来社会、このボーダレスな社会で生き抜くには、ま
ず人任せ・機械任せになりすぎず、しなやかにアップデートして行
かねばと思います。

令和 3 年令和3年7月 ～ 9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

学　園　本　部

6/1- 職員健康診断
9/1 教職員意向調査
9/下旬 役員会

研修センター

6/29-7/2 1学期期末試験
7/1 求人票解禁日
7/2 瀬谷中学校説明会
7/5 試験予備日
7/6 試験返却日
7/7 相談日
7/8 南希望が丘中学校説明会
7/13 次年度履修ガイダンス
 学期末補習対象者発表
 進路行事（2年）
7/14 相談日・学力テスト（3年）
 御所実中学校説明会
7/15 進路行事（1年）
7/16 終業式・大掃除（2限）
 町田第三中学校説明会
7/19 夏期講習第１期（～ 23日）
 企業訪問開始
 1学期学期末補習（～ 27日）
 上和田中学校説明会
7/21 相談日
7/26 夏期講習第2期（～ 30日）
7/27 学費引き落とし
7/28 相談日
7/30 オープンスクール
8/10-13 学校閉鎖期間
8/16-18 国内留学体験研修（校内実施）
8/26 始業式・漢字コンクール（2限）
8/27 学力試験（1・2年）
 3年授業開始・学費引き落とし
8/28 実用数学技能検定（任意）
8/30-9/2 午前授業
9/1 防災訓練（4限）
9/2 文化祭準備
9/3-4 文化祭
9/6 通常授業開始
9/8 次年度科目履修用紙提出締切
 体育祭（準備）（３年）
 相談日
9/9 体育祭（１・２年）
9/10 体育祭（予備日）
9/15 相談日
9/24 文化祭振替休日
9/27 学費引き落とし
9/29 相談日

6/28-7/2 スポーツ週間
7/3 全経文書処理能力検定
7/4 JLPT日本語能力試験
7/11 全経簿記能力検定
7/14-20 前期試験
7/15-20 午後追試験
7/17 全経社会人常識マナー検定 Japan Basic
 全経電卓計算能力検定
7/18 全経簿記電卓競技大会支部予選会
 （オンライン）
7/21 夏季終業式
7/24 全経コンピュータ会計能力検定
7/29-30 仕事のまなび場
8/2 第3回オープンキャンパス
8/3-4 夏休み特別講座
8/30 講義開始・防災訓練
9/5 全経簿記電卓競技大会全国大会
 （オンライン）
9/11 第4回オープンキャンパス
9/21-22 紅葉祭準備　
9/23 紅葉祭
9/25 全経社会人常識マナー検定
9/26 全経BANTO認定試験

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
7/2 （求職者支援訓練）５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
7/13 （求職者支援訓練）５月生
 医科医療事務検定試験
7/30 （求職者支援訓練）５月生
 調剤事務検定試験
8/5 （県委託訓練）７月生
 職業人講話
 西迫会計事務所
8/11 （求職者支援訓練）５月生
 介護事務検定試験
8/12 （求職者支援訓練）５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
8/27 （県委託訓練）７月生
 医科医療事務検定試験
8/31 （県委託訓練）７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
9/1 （県委託訓練）９月生　入校式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科
9/6 （求職者支援訓練）６月生　修了式
 パソコンスキルアップ基礎科
9/15 （県委託訓練）７月生
 調剤事務検定試験
9/28 （県委託訓練）７月生
 介護事務検定試験
9/29 （県委託訓練）７月生　修了式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科

7/6 令和4年度入園見学説明会

7/7 未就園児七夕親子製作

7/13 避難訓練・スマイルクラブ②
 たんぽぽ組体験保育

7/15 たんぽぽ組体験保育

7/19 終業式

7/20 夏祭り

7/26-27 お泊り保育（予定）

8/23-27 夏期保育

8/24 スマイルクラブ③

8/25 令和2年度同窓会

8/26 たんぽぽ組体験保育

9/1 始業式・総合避難訓練

9/2 役員会（予定）

9/3 バザー実行委員会

9/4 子育て講演会

9/6 運動会実行委員会

9/7 ちびっこ運動会

9/8 懇談会

9/9 運動会園内予行

9/10 地域開放事業ヨガ②（予定）

9/13 誕生日会（9月）

9/14 令和4年度入園説明会

9/17 運動会園外予行

9/22 令和4年度たんぽぽ組説明会
 令和4年度2歳児教室説明会

9/24 運動会園外予行予備日

9/25 学生見学会

9/30 バザー実行委員会

○学園本部：金久保・清水　　○柏木高校：本田・川津　　○大和商業：小笠原・岩城
○柏木実業：伊藤（史）・座間・荒井・小澤　　○幼 稚 園：髙田・笠井・水野・八木

7/1 求人票解禁・就職決起会
 期末試験（～ 7/2）
 仕事の学び場Jr（高浜中）
 中学進路説明会
 （横浜都岡中・相模原大沢中）
7/2 ３年進路ガイダンス
7/5 追再試日
7/6 2年進路ガイダンス
 中学進路説明会
 （座間南中・座間東中）
 検定特別授業（～ 7/9）
7/7 仕事の学び場Jr（赤羽根中）
7/11 全経簿記能力検定
7/12 テスト返却
 日本語ワープロ検定試験
 文書デザイン検定試験
 プレゼンテーション作成検定試験
7/13 復習授業（～ 7/15）
7/15 3年面接練習会
7/16 大掃除・委員会の日
 情報処理技能検定試験
 文章入力スピード認定試験
7/17 学びリンク説明会
 （町田市文化交流センター）
 全経電卓計算能力検定
7/18 全経簿記電卓競技大会支部予選会
 （オンライン）
7/19 中学進路説明会（上和田中）
 自宅学習日
7/20 １学期終業式・保護者会
 全国大会壮行会
7/21 夏休み（～ 8/31）
7/26 夏期講習（～ 7/30）
 （漢字検定・英単語・計算）
8/6 学校説明会②
8/19 神専各中学教諭対象説明会
 （厚木総合専門学校）
8/20 神専各中学教諭対象説明会
 （相鉄岩崎学園ビル）
8/21 神専各保護者中学生対象説明会
 （厚木総合専門学校）
8/25 全国高等専修学校体育大会（～ 8/26）
 （富士北麓公園・富士河口湖町町民体育館）
8/28 神専各保護者中学生対象説明会
 （専門学校国際新堀芸術学院）
8/29 学びリンク説明会（パシフィコ横浜）
9/1 始業式・防災訓練
9/2 平常授業開始・PTA運営委員会
9/4 神専各保護者中学生対象説明会
 （相鉄岩崎学園ビル）
9/5 全経簿記電卓競技大会全国大会
 （オンライン）
9/8 委員会の日
9/16 就職試験解禁
9/21 紅葉祭準備日
9/22 紅葉祭準備日
9/23 紅葉祭（オープンスクール）
9/24 紅葉祭振替休日


