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令和3年9月 ～ 11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

9/1 始業式・防災訓練

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

9/11 ミニ学校説明会

9/16 就職試験解禁

9/22 紅葉祭準備日

9/23 紅葉祭＆オープンスクール

9/27 紅葉祭振替休日

10/1 衣替え

推薦入試願書受付（～ 1月19日）

10/2 学校説明会③

10/6 委員会の日

10/12 中間試験（～ 15日）

10/13 1年生エイズ・性感染症予防講演会

10/15 1年生進路ガイダンス

10/16 推薦入試①・全経電卓計算能力検定

10/30 学校説明会④

10/31 全経税務会計検定

11/4 委員会の日

11/6 推薦入試②

11/11 学び場ジュニア（麻溝台中学校）

PTA運営委員会

11/13 学校説明会⑤・秘書技能検定

11/20 学校説明会⑥

11/22 検定特別授業（～ 26日）

11/27 学校説明会⑦

11/28 全経簿記能力検定

学　園　本　部

9/1 教職員意向調査
10/中旬 役員会
11/3  湘南そろばん塚顕彰会

9/1 始業式・総合避難訓練・午前保育
9/2 役員会
9/6 運動会実行委員会
9/7 ちびっこ運動会
9/9 運動会園内予行
9/13 誕生日会（9月）
9/14 令和4年度入園説明会
9/15 懇談会
9/16 運動会園外予行①
9/17 運動会園外予行②
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
9/25 学生見学会
10/1 午前保育
10/2 運動会
10/3 運動会予備日
10/5 誕生日会（10月）・衣替え
10/7 ケータリング（年長）（予定）
10/8 午前保育
10/11 避難訓練
10/12 スマイルクラブ
10/15 令和4年度願書配布・説明会
10/16 運動会予備日
10/17 運動会予備日
10/18 お遊戯会実行委員会
10/21 優先入園整理券配布
10/25 芋掘り
10/27 懇談会
10/29 午前保育
11/1 令和4年度入園願書受付
11/5 令和4年度プレ保育願書受付
11/8 役員会・避難訓練
11/9 誕生日会（11月）
11/12 令和4年度2歳児教室願書受付
11/15 お遊戯会予行1部
11/16 お遊戯会予行2部
11/18 お遊戯会予行3部
11/19 お遊戯会予行4部
11/24 おたのしみ会
11/26 役員会
11/27 親児の会（予定）
11/29 地域開放　製作
11/30 スマイルクラブ

研修センター

9/2 文化祭準備

9/3 文化祭（1日目）　

9/4 文化祭（2日目）
中学生向け部活動発表会

9/8 午前3年体育祭・相談日

9/9 午前2年体育祭・午後1年体育祭

9/10 体育祭予備日

9/15・22 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

10/1 実用英語技能検定
（1・2年アド・2年スタ情＋希望者）

10/5 2学期中間試験日程発表

10/6 相談日

10/12-15 2学期中間試験

10/13 相談日

10/14 後援会役員会・ふれあいパトロール

10/16 第1回学校説明会

10/20 相談日

10/23 実力診断テスト
（1・2年アドバンス その他コースは任意）

10/25-28 修学旅行

10/27 相談日・学費引き落とし

10/29 芸術鑑賞会（グリーンホール）

11/3 第2回学校説明会

11/5 日本漢字能力検定（任意）

11/10 生徒会選挙（4・5限）・相談日

11/11 公開授業・保護者会・
後援会役員会・ふれあいパトロール

11/14 第3回学校説明会

11/17 相談日

11/20 第4回学校説明会

11/24 相談日

11/27 第5回学校説明会

11/29 学費引き落とし

11/30-12/3 2学期期末試験

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　
9/25 全経社会人常識マナー検定
9/26 全経BANTO認定試験
10/1 入学願書受付開始
10/2 全経計算実務能力検定
10/16 全経電卓計算能力検定
10/22 第1期推薦・一般入試試験日
10/30 第5回オープンキャンパス
10/31 全経所得税法・法人税法・

消費税法・相続税法能力検定
11/6 全経文書処理能力検定
11/7 サービス接遇検定
11/12 経理実務コンクール
11/14 秘書技能検定
11/19 第2期推薦・一般入試試験日
11/21 日商簿記統一試験・

ビジネス実務マナー検定
11/28 全経簿記能力検定

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

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）9月生　職業人講話
ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
（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

10/22 （県委託訓練）9月生
医科医療事務検定試験

10/26 （県委託訓練）9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

11/1 （県委託訓練）11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

11/17 （県委託訓練）9月生
調剤事務検定試験

11/29 （県委託訓練）9月生
介護事務検定試験

11/30 （県委託訓練）9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月13日と15日に2学年と1学年を対象に、次年度の選
択科目履修登録についてのガイダンスが行われました。
1学年には来年度以降の文系・理系を決める大切な選択と
なるため、コースに分かれ、詳細な説明がなされました。
2学年は文系・理系に分かれ、各教室や総合体育館で教科
担当から科目概要の説明がなされました。夏休みに熟考の上
で記載・提出された履修申し込み用紙をもとに、10月末を
目途に担任による面談で次年度の履修科目を決定します。

進路行事
　6月16日に3学年対象の志望理由書講座、7月13日に2
学年対象の夏休み中の進路活動についての講演、7月15
日に1学年対象の文理選択と進路についての講演が行
われました。各講演とも外部から講師を招き、進路活動
に必要な心構えや実際に活動するときに必要なノウハ
ウを学びました。生徒たちはメモをとりながら真剣に
耳を傾けており、希望進路の実現の一助になったこと
と思います。

吹奏楽部　銀賞受賞

次年度履修ガイダンス

　新型コロナウイルス
の感染予防と熱中症予
防の観点から7月16日
の1学期終業式と8月
26日の2学期始業式は
各教室で行われまし
た。校長と生徒指導担当者からの話に加え、養護教諭か
ら新型コロナウイルス禍での生活について話があり、生
徒たちは真剣な様子で聞いていました。

終業式・始業式

野球部　大会報告

・当日は個別相談もあわせて実施いたします。
・予約制となります。ご予約は下記の本校ホーム
ページまたは電話番号よりお願いします。
ホームページ：https://www.kashiwagi.ac.jp/
電話番号：046－260－9011
　上記日程については新型コロナウイルス感染拡大等に
より変更となる場合があります。本校ホームページに
てご確認ください。

学校説明会のお知らせ
10月16日（土）　第１回　9：30～12：00
11月３日（祝）　第２回　9：30～12：00
11月14日（日）　第３回　9：30～12：00
11月20日（土）　第４回　9：30～12：00
11月27日（土）　第５回　9：30～12：00
12月４日（土）　第６回　9：30～12：00

　7月28日に厚木市文
化会館で開催された第
22回県央吹奏楽コン
クールに本校吹奏楽部
が出場しました。磯崎
敦博作曲の「糸の色　
銀の風」を、特に曲の
場面展開に工夫を凝らして演奏し、演奏が終わると客席
から大きな拍手を受けました。結果は見事に銀賞でした。

オープンスクール
　7月30日に中学生対象
のオープンスクールを行
いました。全体での学校
説明の後、プログラミン
グ講座、書道講座、理科
実験講座、アウトドア講
座、かしみるメソッド講
座と、5つの講座を開催
し、参加者は様々な体験をしました。
　猛暑の中、366組720名の参加をいただきました。

小学生対象　理科実験教室
　7月27日～29日に本校を
会場として小学生対象の夏
休み理科実験教室を行いま
した。地域に開かれた学校
を目指して開催し、大和市
の小学生を中心に約70組が
参加しました。低学年、中学
年、高学年と内容を分け、理
科教員を中心に、理科の楽
しさを伝えられる実験を展開しました。参加者は目を輝
かせながら実験に参加していました。

　第103回全国高校野球選手権
神奈川大会において、本校は7
月11日、相模原市立相模原球
場（サーティーフォー相模原
球場） での1回戦に出場しまし
た。伊勢原高校相手に8－1で
快勝し、続く7月14日、藤沢八
部球場での2回戦に進出しまし
た。 投打で奮闘しましたが藤
嶺藤沢高校相手に1－10で悔し
くも敗退しました。今回の大
会は新型コロナウイルスの影響で、応援団や吹奏楽のな
い大会でしたが、保護者、教員、在校生、卒業生などが、
球場を訪れて観戦しました。大勢の思いを胸に、選手た
ちは力の限り戦いました。

＜願書配布＞ 10月15日（金）より
  平 日　午前9時～午後4時

＜入園説明会＞10月15日（金）
  午 前10時より

＜願書受付及び入園テスト＞
11月1日（月）午前8時より
園内見学も随時行っています！
感染予防対策に取り組んでいます。
電話：045-941-2023

令和4年度 園児募集
9月  7日（火） ちびっこ運動会
9月14日（火） 令和4年度入園説明会
9月22日（水） 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
10月  2日（土） 運動会（川和小学校校庭にて）
10月12日（火） スマイルクラブ
10月15日（金） 令和4年度　願書配布・説明会 
10月21日（木）  令和4年度優先入園整理券配布
10月25日（月） 芋掘り
11月  1日（月） 令和4年度入園願書受付

ホームページ
からも予約可

今後の予定

　入園見学説明会が行われ多くの方に出席し
ていただきました。
　当日は園舎内の見学や入園説明がありまし
た。在園児の歌の披露や
親子体操の時間もあり、
幼稚園の雰囲気を体感し
ていただきました。

第1回 入園見学説明会令和
4年度

7月6日（火）

　ホールにて先生達の七夕の出し物を見た
り、各保育室では保護者の方に短冊へお願い
事を書いていただき、星つなぎやアイスの飾り
を作り、素敵な笹飾りが
出来ました。幼稚園での
思い出がまた1つ増えま
した。皆様のお願い事も
叶うといいですね…。

七夕親子製作 7月7日（水）

　天候にも恵まれ、幼稚園にはかわいい浴衣や
甚平を着た子ども達が笑顔で
集まりました。手には手作りう
ちわを持ち元気一杯に盆踊り
をしました。ヨーヨーを選び
ゲームコーナーでは景品も
もらい大喜び
でした。
　思い出に残
る「夏祭り」と
なりました。

夏祭り 7月20日（火）

　子ども達が楽しみにしていた体験保育。八景
島シーパラダイスへ行き、イルカショーや色々
な海の生き物を見ました。幼稚園に戻ってきて
からのお楽しみ会ではマリオのキャラクターに
変身した先生達の出し物を見たり、年長の先生
達のスポーツ大会の応援をみんなでしました。
夜はカレーを食べたり、花火やキャンプファイ
ヤーを見て特別な一日となりました。

年長組 体験保育 7月26日（月）

　2学期を迎えました。ホールで園長先生の話
を聞きました。夏休みの思
い出話を沢山聞かせてくれ、
久しぶりの幼稚園に元気一
杯な子ども達の声が響きま
した。

始業式 9月1日（水）

　大規模な地震・火災の発生を想定し、幼稚園で総
合避難訓練を行いました。避難場所である川和高
校にも歩いて行き、横断歩道では
しっかりと手を挙げて渡る姿も
見られました。訓練を通して災害
発生時の行動を再確認できました。

総 合 避 難 訓 練 　9月1日（水）

　8月25日（水）に予定していた同窓会ですが、
新型コロナウイルス感染拡大に伴い緊急事態
宣言が9月12日（日）まで延長されたことによ
り安全を考え、来年に延期という形になりまし
た。1年生になった子ども達に会えないのは残
念ですが、来年さらに大きくなった子ども達に
会える日を楽しみにしています。

令和2年度同窓会
未就園児



　7月1日より、求人票が開示となりました。これを受けて、就
職希望の生徒たちは本格的な進路活動の開始となります。進学
希望の生徒においても、オンラインなどでのオープンキャンパ
スが開催されていますので、着々と準備を進めています。また、
２・３年生を対象とした校内進路ガイダンスも実施しました。
夏休み中には、就職・進学希望どちらの生徒も参加できる面接
練習を行いました。

進路活動開始／校内進路ガイダンス

　連携校である科学技術学園高等
学校で生活体験発表大会が行われ、
本校の代表として２年の相川茉実
さんが応募し、優秀賞をいただきま
した。

生活体験発表大会

　今年度の学校説明会が始まりました。第１回目の６月19日には
多くの中学生と保護者の方々にご参加いただきました。今年度は
今までになく早い時期から学校説明会を開始致しました。本校の
概要や入試説明、在校生トーク、体験授業、施設見学、個別相談な
ど盛りだくさんの内容になっています。今後の日程は以下の通り
となりますので、本校へ進学をお考えの皆様の参加を是非お待ち
しています。

入試関連情報／学校説明会開始

自動車整備体験 ドローン体験

　8月25・26日の2日間にわたり全国高等専修学校体育大会が山
梨県にある富士北麓公園と町民体育館にて開催されました。昨年
度は新型コロナウイルス感染拡大の影響から、実施されない種目
もありましたが、今年度は野球・バレーボール・バスケットボール・
バドミントン・卓球・フットサル・陸上競技・スポーツウエルネ
ス吹矢・自転車競技の全種目において試合が行われました。結果
は以下の通りとなります。
≪団体競技≫
優　勝 バレーボール男子
 　（３年近藤、２年田代・下條・清水・大山、１年伊藤）
 バドミントン男子
 　（２年榎本・池田・松土・西村・平田）
 バドミントン女子
 　（３年松下、１年青木・佐々木）
 軟式野球
 　（３年小松喬・小松晧・長田・福田・山岸、
 　２年大竹・沓澤、１年山口・内藤・中嶋）
 卓球男子
 　（３年田中・中里・齋藤、２年茂木・石塚）
 フットサル
 　（３年石井・田村・大津・手戸・石澤・齊藤、
 　２年中川、１年ニコラス・佐藤）
準優勝 バスケットボール男子
 　（３年本間・齊藤、２年二宮・小野寺・中根、１年染谷）
 自転車競技男子
 　（３年尾関・田中、２年久米、１年阿部・増田・亀井）
三　位 スポーツウエルネス吹矢
 　（３年五味・山岸・福田・石井）
≪個人競技≫
優　勝 バドミントン男子（２年池田）
 卓球男子（３年中里）
 陸上競技男子４×100mリレー
 　（３年山田、２年遠藤、２年會田、１年江波戸）
 走り幅跳び男子（2年會田）
 走り幅跳び女子（1年井上）
 砲丸投げ男子（２年吉野）
 100m女子（1年井上）
準優勝 バドミントン男子（２年松土）
 陸上競技女子400ｍ（２年髙田）　
三　位 バドミントン女子（３年松下）
 卓球男子（１年藤井）
 走り幅跳び男子（２年遠藤）
 100m男子（２年會田）・100m女子（２年髙田）

全国高等専修学校体育大会

　６月より地区予選がおこなわれていた定時制通信制の大会にお
いて、バドミントン部と剣道部と陸上部の部員が全国大会メン
バーとして選出され、出場しました。結果は以下の通りとなります。
【剣道】　8月3日　　会場：ロートアリーナ奈良
＜結果＞
　県代表者（３年安田・植木、２年寺川、１年須釜）
　男子団体Aチーム優勝（１年須釜）

全国高等学校定時制通信制体育大会

　７月18日に全関東簿記電卓競
技大会が開催されました。今年
度は新型コロナウイルス感染症
予防の為にリモートでの大会実
施となりました。結果は簿記及
び電卓において、９月５日に実
施される全国大会への出場が決
定しました。

全経簿記電卓競技大会全国大会

１０月０２日（土）／１０月３０日（土）／１１月１３日（土）
１１月２０日（土）／１１月２７日（土）／１２月０４日（土）
１２月１１日（土）／１月1５日（土）

学校説明会 ＜要予約＞9：00受付　9：30開始

９月２３日（木・祝）オープンスクール＆文化祭 ＜予約不要＞

学校見学 ＜要予約＞一日一組限定の個別対応

ミニ学校説明会 ＜要予約＞9：00受付　9：30開始
9月11日（土）学校説明・校舎見学・個別相談

【バドミントン】　８月15 ～ 18日　会場：小田原アリーナ
＜結果＞
　県代表者（３年松下・２年池田）
　女子Aチーム準優勝（３年松下）
【陸上】　８月21 ～ 24日　会場：駒沢オリンピック公園
＜結果＞
　100m女子８位入賞・200m女子７位入賞（１年井上）
　100m女子準決勝進出（２年髙田）

研修センター柏木実業専門学校

　９月11日（土）、10月30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。また、10
月１日（金）より、入学願書の受付が開始されます。
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　TEL: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
入学願書　10月1日より受付開始

【スポーツ行事を実施しました】
　6月28日（月）から7月2日（金）まで
の5日間､各クラスごとに4階アリーナ
でバレーボール・卓球を実施しました｡
普段できない運動に学生は楽しんで競
技を行っていました｡学生からは｢ま
たやりたい｣｢次は他クラスと対戦した
い｣などの声があがっていました｡

【文部科学省 外国人留学生学習奨励費受給者決定】
　令和3年度 文部科学省 外国人留学生学習奨励費受給者に､本校か
ら以下の12名が選出され､伝達式を行いました｡
◆情報ビジネス科2年生
GANEGODA APPUHAMILAGE HASHINI MADUMALI（スリランカ
国籍･横浜国際教育学院出身）
SOE MYINT NAING（ミャンマー国籍･大阪文化国際学校出身）
THAPA TIK BAHADUR（ネパール国籍･日東国際学院八王子校出身）
LAMA SASHILA（ネパール国籍･東京国際外語学院出身）
KUNWAR PRATIKSHA（ネパール国籍･翰林日本語学院出身）
SHRESTHA PRAMILA（ネパール国籍･岩谷学園テクノビジネス横浜保育
専門学校出身）
ALVAREZ ALPIERRE REXILON AGUILAR（フィリピン国籍･岩谷学園
テクノビジネス横浜保育専門学校出身）
NGUYEN LE MINH（ベトナム国籍･YMCA健康福祉専門学校出身）
KAUSHAL RAMU（ネパール国籍･LIBERTY小田原日本語学校出身）
THAPA PURAN（ネパール国籍･日本東京国
際学院出身）
SHERPA PASANG（ネパール国籍･東京ワー
ルド日本語学校出身）
TIMALSINA KASINATH（ネパール国籍･埼
玉日本語学校出身）

【ドローン野外飛行実習】
　ドローン授業履修者2年生を対象に野外飛
行実習を行いました。通常授業では飛行高度
4～ 5ｍのところ㈱小泉園様のご協力で最大
120ｍの高度まで上昇させて横浜みなとみら
い、ベイブリッジ、江の島をモニターの視界
に捉える経験をしました。
　ドローンへの関心がさらに増した有意義
な実習でした。

【“仕事のまなび場”を開催しました】
　7月29日（木）～ 30日（金）の2日間にわたり “仕事のまなび場”を開

催し､県内の高校生が参加しました｡
　企業経営を理解するためのマネージメント
ゲームの体験や､パソコン演習（PowerPointを
使用したチラシとうちわ作成）､医療事務の1つ
であるレセプト作成方法など､事務職･営業職に
必要な知識･技能についての講義を行いました｡

　第159回大和商工会議所主催　日商簿記直前講習会を開催致します｡
本学園の学生及び関係者は､会員料金で受講することができます。
期　間 10月7日（木）～ 11月18日（木）（毎週木曜全7回）
時　間 18：00 ～ 20：15
会　場 大和商工会議所　会議室
受講料 ３級　非会員10,000円　　会員7,000円
講　師 ３級　柏木実業専門学校　講　師　宇野　隆之先生
申込締切 ９月30日（木）※定員になり次第募集終了（先着20名）
　※テキスト代　約1,320円（事前に購入。詳細は受付時に説明）
問合先 大和商工会議所　事務局（担当：片山）
 TEL　046－263－9112
 ホームページ（http://www.yamatocci.or.jp）
※簿記検定試験が中止又は新型コロナウイルスの感染状況次第では､
　講習会中止の可能性がございます｡
※受講対象者は受講級の学習を終えた方です。
※本年度は、2級の直前対策講座は行いません。

【神奈川県委託訓練7月生入校式、求職者支援訓練5月生修了式】
　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7月生の入校式が7月1日（木）、
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月生の修了式が8月12
日（木）に行なわれました。受講生
はそれぞれの再就職にむけ目標をもって積極的に取り組んでい
ます。
【ハローワーク職員を対象とした求職者支援訓練実施施設見学会開催】
　7月27日（火）に、ハ
ローワークにて職業訓
練窓口を担当されてい
るハローワークご担当
者様と独立行政法人高
齢・障害・求職者雇用
支援機構神奈川支部の
訓練ご担当者様、合計
12名が来校され、求職
者支援訓練実施施設見
学会を開催しました。
　現在実施している授
業見学を通して受講生
の学ぶ様子を直に視察、また、当校が実施する就職支援・実績に
ついても知っていただく機会となり、多くのご質問や感想をいた
だきました。
［見学会ご出席者：12名］
大和ハローワークより　　3名
戸塚ハローワークより　　1名
相模原ハローワークより　2名
厚木ハローワークより　　2名
川崎北ハローワークより　1名
港北ハローワークより　　1名
求職者支援機構より　　2名

【就職近況報告】
就職先　社会福祉法人川崎市社会福祉事業団
　　　　川崎市れいんぼう川崎
　長田　輝信さん　介護職員初任者研修科
　 （神奈川県委託訓練） （令和2年9月）修了生
　「障害者の自立訓練（リハビリテーション）
を支援する事業所で勤務しています。ご利用
者様のお食事やお風呂の介助など覚える事もたくさんあります
が、やりがいをもって楽しく勤務できており、研修センターで訓練
を受講して良かったと実感しています。これからも頑張ります。」
就職先　社会福祉法人三光会
　　　　特別養護老人ホーム大野北誠心園
　新谷　武司さん　介護職員初任者研修科
　 （神奈川県委託訓練） （令和3年1月）修了生
　「初めての介護職で不安もありましたが、
研修センターで学んだ内容を思い出しながら
日々取り組んでいます。そして今後も自分自
身を成長させ、真心をもって向き合っていき
たいです。」

簿記講習会のご案内

職業訓練について説明する様子

座学授業を教室後ろから見学する様子

介護実技授業の見学（介護実践室）介護用具の体験（入浴実践室）

神奈川県委託訓練「即戦力」11月生、1月生 実施予定
詳しくは「柏木学園ホームページ」
またはTEL 046－200－6170研修センターまで



　7月1日より、求人票が開示となりました。これを受けて、就
職希望の生徒たちは本格的な進路活動の開始となります。進学
希望の生徒においても、オンラインなどでのオープンキャンパ
スが開催されていますので、着々と準備を進めています。また、
２・３年生を対象とした校内進路ガイダンスも実施しました。
夏休み中には、就職・進学希望どちらの生徒も参加できる面接
練習を行いました。

進路活動開始／校内進路ガイダンス

　連携校である科学技術学園高等
学校で生活体験発表大会が行われ、
本校の代表として２年の相川茉実
さんが応募し、優秀賞をいただきま
した。

生活体験発表大会

　今年度の学校説明会が始まりました。第１回目の６月19日には
多くの中学生と保護者の方々にご参加いただきました。今年度は
今までになく早い時期から学校説明会を開始致しました。本校の
概要や入試説明、在校生トーク、体験授業、施設見学、個別相談な
ど盛りだくさんの内容になっています。今後の日程は以下の通り
となりますので、本校へ進学をお考えの皆様の参加を是非お待ち
しています。

入試関連情報／学校説明会開始

自動車整備体験 ドローン体験

　8月25・26日の2日間にわたり全国高等専修学校体育大会が山
梨県にある富士北麓公園と町民体育館にて開催されました。昨年
度は新型コロナウイルス感染拡大の影響から、実施されない種目
もありましたが、今年度は野球・バレーボール・バスケットボール・
バドミントン・卓球・フットサル・陸上競技・スポーツウエルネ
ス吹矢・自転車競技の全種目において試合が行われました。結果
は以下の通りとなります。
≪団体競技≫
優　勝 バレーボール男子
 　（３年近藤、２年田代・下條・清水・大山、１年伊藤）
 バドミントン男子
 　（２年榎本・池田・松土・西村・平田）
 バドミントン女子
 　（３年松下、１年青木・佐々木）
 軟式野球
 　（３年小松喬・小松晧・長田・福田・山岸、
 　２年大竹・沓澤、１年山口・内藤・中嶋）
 卓球男子
 　（３年田中・中里・齋藤、２年茂木・石塚）
 フットサル
 　（３年石井・田村・大津・手戸・石澤・齊藤、
 　２年中川、１年ニコラス・佐藤）
準優勝 バスケットボール男子
 　（３年本間・齊藤、２年二宮・小野寺・中根、１年染谷）
 自転車競技男子
 　（３年尾関・田中、２年久米、１年阿部・増田・亀井）
三　位 スポーツウエルネス吹矢
 　（３年五味・山岸・福田・石井）
≪個人競技≫
優　勝 バドミントン男子（２年池田）
 卓球男子（３年中里）
 陸上競技男子４×100mリレー
 　（３年山田、２年遠藤、２年會田、１年江波戸）
 走り幅跳び男子（2年會田）
 走り幅跳び女子（1年井上）
 砲丸投げ男子（２年吉野）
 100m女子（1年井上）
準優勝 バドミントン男子（２年松土）
 陸上競技女子400ｍ（２年髙田）　
三　位 バドミントン女子（３年松下）
 卓球男子（１年藤井）
 走り幅跳び男子（２年遠藤）
 100m男子（２年會田）・100m女子（２年髙田）

全国高等専修学校体育大会

　６月より地区予選がおこなわれていた定時制通信制の大会にお
いて、バドミントン部と剣道部と陸上部の部員が全国大会メン
バーとして選出され、出場しました。結果は以下の通りとなります。
【剣道】　8月3日　　会場：ロートアリーナ奈良
＜結果＞
　県代表者（３年安田・植木、２年寺川、１年須釜）
　男子団体Aチーム優勝（１年須釜）

全国高等学校定時制通信制体育大会

　７月18日に全関東簿記電卓競
技大会が開催されました。今年
度は新型コロナウイルス感染症
予防の為にリモートでの大会実
施となりました。結果は簿記及
び電卓において、９月５日に実
施される全国大会への出場が決
定しました。

全経簿記電卓競技大会全国大会

１０月０２日（土）／１０月３０日（土）／１１月１３日（土）
１１月２０日（土）／１１月２７日（土）／１２月０４日（土）
１２月１１日（土）／１月1５日（土）

学校説明会 ＜要予約＞9：00受付　9：30開始

９月２３日（木・祝）オープンスクール＆文化祭 ＜予約不要＞

学校見学 ＜要予約＞一日一組限定の個別対応

ミニ学校説明会 ＜要予約＞9：00受付　9：30開始
9月11日（土）学校説明・校舎見学・個別相談

【バドミントン】　８月15 ～ 18日　会場：小田原アリーナ
＜結果＞
　県代表者（３年松下・２年池田）
　女子Aチーム準優勝（３年松下）
【陸上】　８月21 ～ 24日　会場：駒沢オリンピック公園
＜結果＞
　100m女子８位入賞・200m女子７位入賞（１年井上）
　100m女子準決勝進出（２年髙田）

研修センター柏木実業専門学校

　９月11日（土）、10月30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。また、10
月１日（金）より、入学願書の受付が開始されます。
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　TEL: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
入学願書　10月1日より受付開始

【スポーツ行事を実施しました】
　6月28日（月）から7月2日（金）まで
の5日間､各クラスごとに4階アリーナ
でバレーボール・卓球を実施しました｡
普段できない運動に学生は楽しんで競
技を行っていました｡学生からは｢ま
たやりたい｣｢次は他クラスと対戦した
い｣などの声があがっていました｡

【文部科学省 外国人留学生学習奨励費受給者決定】
　令和3年度 文部科学省 外国人留学生学習奨励費受給者に､本校か
ら以下の12名が選出され､伝達式を行いました｡
◆情報ビジネス科2年生
GANEGODA APPUHAMILAGE HASHINI MADUMALI（スリランカ
国籍･横浜国際教育学院出身）
SOE MYINT NAING（ミャンマー国籍･大阪文化国際学校出身）
THAPA TIK BAHADUR（ネパール国籍･日東国際学院八王子校出身）
LAMA SASHILA（ネパール国籍･東京国際外語学院出身）
KUNWAR PRATIKSHA（ネパール国籍･翰林日本語学院出身）
SHRESTHA PRAMILA（ネパール国籍･岩谷学園テクノビジネス横浜保育
専門学校出身）
ALVAREZ ALPIERRE REXILON AGUILAR（フィリピン国籍･岩谷学園
テクノビジネス横浜保育専門学校出身）
NGUYEN LE MINH（ベトナム国籍･YMCA健康福祉専門学校出身）
KAUSHAL RAMU（ネパール国籍･LIBERTY小田原日本語学校出身）
THAPA PURAN（ネパール国籍･日本東京国
際学院出身）
SHERPA PASANG（ネパール国籍･東京ワー
ルド日本語学校出身）
TIMALSINA KASINATH（ネパール国籍･埼
玉日本語学校出身）

【ドローン野外飛行実習】
　ドローン授業履修者2年生を対象に野外飛
行実習を行いました。通常授業では飛行高度
4～ 5ｍのところ㈱小泉園様のご協力で最大
120ｍの高度まで上昇させて横浜みなとみら
い、ベイブリッジ、江の島をモニターの視界
に捉える経験をしました。
　ドローンへの関心がさらに増した有意義
な実習でした。

【“仕事のまなび場”を開催しました】
　7月29日（木）～ 30日（金）の2日間にわたり “仕事のまなび場”を開

催し､県内の高校生が参加しました｡
　企業経営を理解するためのマネージメント
ゲームの体験や､パソコン演習（PowerPointを
使用したチラシとうちわ作成）､医療事務の1つ
であるレセプト作成方法など､事務職･営業職に
必要な知識･技能についての講義を行いました｡

　第159回大和商工会議所主催　日商簿記直前講習会を開催致します｡
本学園の学生及び関係者は､会員料金で受講することができます。
期　間 10月7日（木）～ 11月18日（木）（毎週木曜全7回）
時　間 18：00 ～ 20：15
会　場 大和商工会議所　会議室
受講料 ３級　非会員10,000円　　会員7,000円
講　師 ３級　柏木実業専門学校　講　師　宇野　隆之先生
申込締切 ９月30日（木）※定員になり次第募集終了（先着20名）
　※テキスト代　約1,320円（事前に購入。詳細は受付時に説明）
問合先 大和商工会議所　事務局（担当：片山）
 TEL　046－263－9112
 ホームページ（http://www.yamatocci.or.jp）
※簿記検定試験が中止又は新型コロナウイルスの感染状況次第では､
　講習会中止の可能性がございます｡
※受講対象者は受講級の学習を終えた方です。
※本年度は、2級の直前対策講座は行いません。

【神奈川県委託訓練7月生入校式、求職者支援訓練5月生修了式】
　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7月生の入校式が7月1日（木）、
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月生の修了式が8月12
日（木）に行なわれました。受講生
はそれぞれの再就職にむけ目標をもって積極的に取り組んでい
ます。
【ハローワーク職員を対象とした求職者支援訓練実施施設見学会開催】
　7月27日（火）に、ハ
ローワークにて職業訓
練窓口を担当されてい
るハローワークご担当
者様と独立行政法人高
齢・障害・求職者雇用
支援機構神奈川支部の
訓練ご担当者様、合計
12名が来校され、求職
者支援訓練実施施設見
学会を開催しました。
　現在実施している授
業見学を通して受講生
の学ぶ様子を直に視察、また、当校が実施する就職支援・実績に
ついても知っていただく機会となり、多くのご質問や感想をいた
だきました。
［見学会ご出席者：12名］
大和ハローワークより　　3名
戸塚ハローワークより　　1名
相模原ハローワークより　2名
厚木ハローワークより　　2名
川崎北ハローワークより　1名
港北ハローワークより　　1名
求職者支援機構より　　2名

【就職近況報告】
就職先　社会福祉法人川崎市社会福祉事業団
　　　　川崎市れいんぼう川崎
　長田　輝信さん　介護職員初任者研修科
　 （神奈川県委託訓練） （令和2年9月）修了生
　「障害者の自立訓練（リハビリテーション）
を支援する事業所で勤務しています。ご利用
者様のお食事やお風呂の介助など覚える事もたくさんあります
が、やりがいをもって楽しく勤務できており、研修センターで訓練
を受講して良かったと実感しています。これからも頑張ります。」
就職先　社会福祉法人三光会
　　　　特別養護老人ホーム大野北誠心園
　新谷　武司さん　介護職員初任者研修科
　 （神奈川県委託訓練） （令和3年1月）修了生
　「初めての介護職で不安もありましたが、
研修センターで学んだ内容を思い出しながら
日々取り組んでいます。そして今後も自分自
身を成長させ、真心をもって向き合っていき
たいです。」

簿記講習会のご案内

職業訓練について説明する様子

座学授業を教室後ろから見学する様子

介護実技授業の見学（介護実践室）介護用具の体験（入浴実践室）

神奈川県委託訓練「即戦力」11月生、1月生 実施予定
詳しくは「柏木学園ホームページ」
またはTEL 046－200－6170研修センターまで



　7月13日と15日に2学年と1学年を対象に、次年度の選
択科目履修登録についてのガイダンスが行われました。
1学年には来年度以降の文系・理系を決める大切な選択と
なるため、コースに分かれ、詳細な説明がなされました。
2学年は文系・理系に分かれ、各教室や総合体育館で教科
担当から科目概要の説明がなされました。夏休みに熟考の上
で記載・提出された履修申し込み用紙をもとに、10月末を
目途に担任による面談で次年度の履修科目を決定します。

進路行事
　6月16日に3学年対象の志望理由書講座、7月13日に2
学年対象の夏休み中の進路活動についての講演、7月15
日に1学年対象の文理選択と進路についての講演が行
われました。各講演とも外部から講師を招き、進路活動
に必要な心構えや実際に活動するときに必要なノウハ
ウを学びました。生徒たちはメモをとりながら真剣に
耳を傾けており、希望進路の実現の一助になったこと
と思います。

吹奏楽部　銀賞受賞

次年度履修ガイダンス

　新型コロナウイルス
の感染予防と熱中症予
防の観点から7月16日
の1学期終業式と8月
26日の2学期始業式は
各教室で行われまし
た。校長と生徒指導担当者からの話に加え、養護教諭か
ら新型コロナウイルス禍での生活について話があり、生
徒たちは真剣な様子で聞いていました。

終業式・始業式

野球部　大会報告

・当日は個別相談もあわせて実施いたします。
・予約制となります。ご予約は下記の本校ホーム
ページまたは電話番号よりお願いします。
ホームページ：https://www.kashiwagi.ac.jp/
電話番号：046－260－9011
　上記日程については新型コロナウイルス感染拡大等に
より変更となる場合があります。本校ホームページに
てご確認ください。

学校説明会のお知らせ
10月16日（土）　第１回　9：30～12：00
11月３日（祝）　第２回　9：30～12：00
11月14日（日）　第３回　9：30～12：00
11月20日（土）　第４回　9：30～12：00
11月27日（土）　第５回　9：30～12：00
12月４日（土）　第６回　9：30～12：00

　7月28日に厚木市文
化会館で開催された第
22回県央吹奏楽コン
クールに本校吹奏楽部
が出場しました。磯崎
敦博作曲の「糸の色　
銀の風」を、特に曲の
場面展開に工夫を凝らして演奏し、演奏が終わると客席
から大きな拍手を受けました。結果は見事に銀賞でした。

オープンスクール
　7月30日に中学生対象
のオープンスクールを行
いました。全体での学校
説明の後、プログラミン
グ講座、書道講座、理科
実験講座、アウトドア講
座、かしみるメソッド講
座と、5つの講座を開催
し、参加者は様々な体験をしました。
　猛暑の中、366組720名の参加をいただきました。

小学生対象　理科実験教室
　7月27日～29日に本校を
会場として小学生対象の夏
休み理科実験教室を行いま
した。地域に開かれた学校
を目指して開催し、大和市
の小学生を中心に約70組が
参加しました。低学年、中学
年、高学年と内容を分け、理
科教員を中心に、理科の楽
しさを伝えられる実験を展開しました。参加者は目を輝
かせながら実験に参加していました。

　第103回全国高校野球選手権
神奈川大会において、本校は7
月11日、相模原市立相模原球
場（サーティーフォー相模原
球場） での1回戦に出場しまし
た。伊勢原高校相手に8－1で
快勝し、続く7月14日、藤沢八
部球場での2回戦に進出しまし
た。 投打で奮闘しましたが藤
嶺藤沢高校相手に1－10で悔し
くも敗退しました。今回の大
会は新型コロナウイルスの影響で、応援団や吹奏楽のな
い大会でしたが、保護者、教員、在校生、卒業生などが、
球場を訪れて観戦しました。大勢の思いを胸に、選手た
ちは力の限り戦いました。

＜願書配布＞ 10月15日（金）より
  平 日　午前9時～午後4時

＜入園説明会＞10月15日（金）
  午 前10時より

＜願書受付及び入園テスト＞
11月1日（月）午前8時より
園内見学も随時行っています！
感染予防対策に取り組んでいます。
電話：045-941-2023

令和4年度 園児募集
9月  7日（火） ちびっこ運動会
9月14日（火） 令和4年度入園説明会
9月22日（水） 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
10月  2日（土） 運動会（川和小学校校庭にて）
10月12日（火） スマイルクラブ
10月15日（金） 令和4年度　願書配布・説明会 
10月21日（木）  令和4年度優先入園整理券配布
10月25日（月） 芋掘り
11月  1日（月） 令和4年度入園願書受付

ホームページ
からも予約可

今後の予定

　入園見学説明会が行われ多くの方に出席し
ていただきました。
　当日は園舎内の見学や入園説明がありまし
た。在園児の歌の披露や
親子体操の時間もあり、
幼稚園の雰囲気を体感し
ていただきました。

第1回 入園見学説明会令和
4年度

7月6日（火）

　ホールにて先生達の七夕の出し物を見た
り、各保育室では保護者の方に短冊へお願い
事を書いていただき、星つなぎやアイスの飾り
を作り、素敵な笹飾りが
出来ました。幼稚園での
思い出がまた1つ増えま
した。皆様のお願い事も
叶うといいですね…。

七夕親子製作 7月7日（水）

　天候にも恵まれ、幼稚園にはかわいい浴衣や
甚平を着た子ども達が笑顔で
集まりました。手には手作りう
ちわを持ち元気一杯に盆踊り
をしました。ヨーヨーを選び
ゲームコーナーでは景品も
もらい大喜び
でした。
　思い出に残
る「夏祭り」と
なりました。

夏祭り 7月20日（火）

　子ども達が楽しみにしていた体験保育。八景
島シーパラダイスへ行き、イルカショーや色々
な海の生き物を見ました。幼稚園に戻ってきて
からのお楽しみ会ではマリオのキャラクターに
変身した先生達の出し物を見たり、年長の先生
達のスポーツ大会の応援をみんなでしました。
夜はカレーを食べたり、花火やキャンプファイ
ヤーを見て特別な一日となりました。

年長組 体験保育 7月26日（月）

　2学期を迎えました。ホールで園長先生の話
を聞きました。夏休みの思
い出話を沢山聞かせてくれ、
久しぶりの幼稚園に元気一
杯な子ども達の声が響きま
した。

始業式 9月1日（水）

　大規模な地震・火災の発生を想定し、幼稚園で総
合避難訓練を行いました。避難場所である川和高
校にも歩いて行き、横断歩道では
しっかりと手を挙げて渡る姿も
見られました。訓練を通して災害
発生時の行動を再確認できました。

総 合 避 難 訓 練 　9月1日（水）

　8月25日（水）に予定していた同窓会ですが、
新型コロナウイルス感染拡大に伴い緊急事態
宣言が9月12日（日）まで延長されたことによ
り安全を考え、来年に延期という形になりまし
た。1年生になった子ども達に会えないのは残
念ですが、来年さらに大きくなった子ども達に
会える日を楽しみにしています。

令和2年度同窓会
未就園児



　残暑の厳しい日が続きますが、約一ヶ月間の夏休みも
終わり、二学期を迎えることとなりました。
　緊急事態宣言等の影響でさまざまな制限のある夏休
みではあったと思いますが、感染対策を施しながら開催
されたオリンピックなど、明るい話題もありました。厳
しい状況下で精一杯がんばる選手の姿に、前向きになれ
る力をもらったように感じます。
　二学期には、昨年は中止となった文化祭、体育祭があ
ります。例年とは形式は違いますが、きっと、子どもたち

にとっては素晴らしい思い出の一つとなることと思い
ます。
　後援会の活動としても、行事のお手伝いに向けて、話
し合いを重ね、準備を進めてまいりました。先の見通し
を持つことが難しい中で、一つひとつの事をしっかりと
検討し、体制を整えていきたいと思いますので、ご支援、
ご協力の程、宜しくお願いいたします。
　

後援会会長　佐藤　佐代美

柏木学園高等学校後援会前進していく力

　最近「グリット」という言葉が注目されています。グ
リットとは困難にも屈せず、長期的な目標達成に向けて
全力をつくす「やり抜く力」を意味します。成功に必要な
ことは、努力すること、正しい戦略を立てること、詳細
なプランをたてること、そして成功をつかむまであきら
めないこと、これらは決して生まれつきの資質ではない
のです。私たちは自分の知能に関して二つの考え方のど
ちらかを持っているといいます。一つは「固定的知能観」
というもので「個々人の知能とは持って生まれたものと
して固定されている」という考え方です。知的能力は生
まれた時から決まっていて、個人の努力ではどうしよう
もないということですが、これは間違いで、人の知能と
は固定的なものではないのです。二つ目は「拡張的知能
観」というべきもので、「能力とは変更可能なもの」という

考え方です。能力は経験や努力を重ねることによって高
めることが出来ると考える立場です。あなたは能力を伸
ばすことが出来ます。ただし、その為には「グリット（や
り抜く力）」が不可欠だということです。もし固定的知能
観にとらわれていると思ったら、今すぐ考え直すべきで
す。「自分には伸びしろがある」と信じることで「グリッ
ト（やり抜く力）」を発揮することが出来るようになるも
のです。残暑厳しき折、皆さんも健康に気をつけて、目
標に向かってあきらめずに我慢強く地道に続けてくだ
さい。達成できた時のあなたは大きな成果を得ることに
なります。　

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「やり抜く力」を持つ

　皆さん、充実した夏休みを送ることはできましたで
しょうか。
　コロナ禍で開催された様々な意味で初めてのオリン
ピック大会。競技ではアスリート達の「静寂の中の情熱」
により世界中に素晴らしい感動を与えくれました。
　まだ暑さが残っておりますが、あと少しで紅葉祭（文化
交流会・競技会）が行われます。
　コロナ感染拡大防止の観点においては、学校生活や部
活動など制限に柔軟な対応が必要不可欠な情勢となって
おります。しかし、高校生でいる今しか学校行事は体験
できません。クラス・学年・学校など様々な単位での枠
組みやルールの理解。仲間たちと協力して作り上げてい

く楽しさや大変さ、人を楽しませ喜んでもらう嬉しさな
ど。行事を通して豊かな人生を送る上で重要な思考、
社会活動の礎となる「世の中のために、人のために」に通
じるものを得られると思います。今までと同様にはいか
ないかもしれませんが、高校生活における青春を謳歌す
るために今の時代に合わせた有意義で素敵な文化祭にな
ることを切に願います。子供たちのために保護者の皆様
と一緒に文化祭成功に向け、共に支えていければと思い
ます。

PTA役員代表　吉田　亜矢子

大和商業高等専修学校ＰＴＡ紅葉祭に向けて

　1学期の締めくくりは「夏祭り」でしたが、皆様お楽しみ
いただけましたでしょうか？本部役員として実行委員の皆
様と共にお手伝いをさせていただく中で、多くの方の笑顔
が見られたことはとても嬉しく感じられました。お友達同
士で楽しむ子どもたちを始め、普段ゆっくり話せない保護
者の皆様や先生方との触れ合いも楽しめたように感じま
す。行事にはそんな大切さもあると思います。
　さて、いよいよ2学期がスタートいたしました。園舎には
残暑にも負けない、子どもたちの元気な声が響き渡ってい

ます。そんな子どもたちが心を一つにして、今、取り組んで
いるのは、10月に開催される運動会の練習です。本部役員
の活動をしていると、練習の様子を目にすることがあり、今
から当日が待ち遠しく感じております。
　今学期は行事が盛りだくさんです。一つ一つの行事が無
事に開催できるよう気を引き締めてまいりたいと思います。

父母の会会長　金子　織江

都筑ヶ丘幼稚園父母の会夏休みが終わると…

各種検定合格者（太字は満点合格者です。）
  

日本医療報酬調査会　医科医療事務事務検定
（令和3年7月13日施行）

〈3級〉
魏　　　慧　臼井絵里子　影島　弘美　川岡由美子
木村沙耶佳　葛谷さゆり　小林　有美　佐藤　春佳
椎野　華苗　志村　礼子　菅原　友里　鈴木　教恵
高橋由衣子　多田　沙季　中上　幸栄　津曲　圭介
森田　　晶　山城　美穂　𠮷田美恵子　渡辺　悦子

神奈川県　介護職員初任者研修
（令和3年8月12日修了）

大塚　篤子　柿澤　治美　川端　卓治　北嶋真由美
北村むつみ　NOYEN CHAU HA　塩原　　潔
髙橋　耕平
 

全国経理教育協会主催 文書処理能力検定
（令和3年7月3日施行）

〈2級（ワープロ）〉
筒井　千賀   
〈3級（ワープロ）〉
佐藤　正輝　土井　陸斗　NGUYEN QUANG CUONG 
〈3級（表計算）〉
間宮　彩乃　安齊　　葵　石島　乃愛　佐藤　正輝
澤田　笑佳　筒井　千賀　土井　陸斗
NGUYEN QUANG CUONG　BARDEWA BIBEK　RAI ANJANA
M.W.HASANKA NUWAN HERATH　ALVAREZ ALPIERR REXILON AGUILAR
KADAYAT URMILA　THAPA MAGAR DIL KUMARI　TAMANG DEV LAL
BANU MIYA ASBINA　RAJBAHAK SUNNY　LAMA ANJU  

全国経理教育協会主催　簿記能力検定
（令和3年7月11日施行）

〈2級商業簿記〉
MAHARJAN ADEN　OLI PREM　SHRESTHA PRAMILA　
RAI ANJANA　ALVAREZ ALPIERR REXILON AGUILAR
GYAWALI SANGITA　THAPA PURAN　THAPA MAGAR DIL KUMARI　
TAMANG DEV LAL　YONZAN SUSHMA
〈2級工業簿記〉
RAI DESKU　KHADKA BIPLAB　GURUNG KUMAR 
PARIYAR RU BAHADUR　AMATYA SABIN
ALE ASMITA　BHUJEL RABINA　SAPKOTA MAHESH　
PANDEYA RAVI 
〈3級商業簿記〉
川勝　　碧　黒澤　芽衣　境田　航己
髙橋　大樹　丸山　晃瑠　KADEL DEEPA
NGUYEN THI LUONG　GURUNG NABIN　GURUNG SANGITA
SHRESTHA REJ BAHADUR　THAPA LAXMI　TAMANG ANIL
TIWARI JEEVAN　DEVKOTA ROJINA　NEUPANE BHANUBHAKTA
P.M.CHAMILA NISHANTHI DASAM　PANDEY RAJENDRA　
BISHOKARMA BISHWAS　PHAM THI PHUONG MINH
P.M.U.PAVINDU UMAYANGA　MAHARJAN MELINA
R.M.M.ANUPAMA RATHNAYAKA　LAMA PHURPA　LIMBU SUKRARAJ
ROKA TILAK MAYA　KHADKA TILAK BAHADUR　GHALAN UMESH　
KARKI SUSMITA　KHAREL BIMALA　GHIMIRE BHUPESH
NGUYEN THI NGOC CAM　GURUNG YUBA RAJ　THAPA SANTOSH　
THAPA SURYA BAHADUR　DIAN NOVITAYANI　NEPALI RABINDRA
BK MANJU　PHAM QUANG AN　PHAM THI LIEN
BUI THI TRANG　HOSSAIN SAWON　MAHATO ASHIKA
RAI SEMI HANGMA　LAMICHHANE SUSHMITA　LE THI HUE
KAFLE SABITA　NGO TIEN THANH　TRAN THI THU THAO
NEUPANE KHEM KUMARI　LUONG THI NHUY
NGUYEN QUANG CUONG　NGUYEN THI THU HA　NGUYEN THI THU　
SHRESTHA JUNU　SILUWAL UTSAB　HTAY AUNG KYAW 
PHAN THI KHANH MY　HOANG THI NGOC　POKHREL SUNDAR　
LIMBU NABIN　羅昱　RIJAL URMILA　DUONG VAN QUYET

全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定
（令和3年7月17日施行）

〈2級〉
G.A.HASHINI MADUMALI
BENADICT DILUNI CHATHURANGANI　GYAWALI SANGITA 
〈3級〉
髙橋　大樹　辻　有太郎　TRAN THI THU THAO 
NGUYEN QUANG CUONG　NGUYEN THI THU HA
NGUYEN THI THU　MAHARJAN ADEN　KAUSHAL RAMU

【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7月11日施行）
〈2級（商業簿記）〉
渡邉　大翔　渡久地アミ　井上　小夏　明智　慧大
サイリトゥパ アンジェロ　田村　龍樹　齋藤　蒼憂
塚田　涼斗　吉村　胡香　大久保龍一　寺川　雄人
前田　圭吾　小村　晃雅　森田　　駿　相川　茉実
〈3級（商業簿記）〉
石井　綾奈　大山　力生　伊藤　柑太　吉野　　麟
榎本勘次郎　村田　朋輝　髙麗　咲月　東雲　愛美
津﨑　優美　平本　竜朗　西村　亮祐　松尾奈那子
和田　康平
〈2級（工業簿記）〉
董　　黎鍇　千葉　美桜　坪田　靖明　福田慎之介
山田　大知　大庭　一颯　工藤　　匠　髙栁　美咲
方　　吉慶　池田　志翔　近藤　幸生　清水　拓也

竹内　周平　山岸　巧馬　古谷田　空　坂元　晴美
田中　大揮　西部　拓海　藤井　美祈　二本木玲奈
根津　恭弥

全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定
（令和3年7月17日施行）

〈１級〉
山岸　巧馬　塚田　涼斗　小村　晃雅　相川　茉実
〈２級〉
田盛　詩音　寺川　雄人　松崎　碧流　島貫　　尋
清水　祇希
〈３級〉
大竹　崇太　伊藤　柑太　吉野　　麟　前田　圭吾
髙麗　咲月　齊野　亜唯
〈４級〉
浅沼　健太　飯塚　威風　伊藤　里樹　梅野　裕雅
神園イチロー　小松　威吹　ジャンフィ サムエル 勇気
須山　千寛　高山　　響　田村龍之助　中嶋　　葵
橋本康太郎　三廽部　蓮　宮内　皓輝　矢野　泰地
山中　頼皇　吉江　　翼　吉澤　　庵　渡邊　日向
阿部　　絆　飯塚　瑛也　大川　輝琉　太田隆之介
柏樹　紅月　カスティヨ ニコラス　木戸　琉成
島﨑　和輝　内藤　飛呂　蜷川　宗大　橋本　拓海
福永　ニカ　細井戸瑞喜　畦本　幸秀　生田竜之助
伊藤　優冴　今井　太陽　片山　　渚　金子　大瞬
佐々木姫梨　佐藤ミゲル　ラピング ジョシュア ケイン マラリ
関　　幸毅　竹内　凱星　丹澤　聡真　牧　　伯馬
丸山時風獅　三宅　陸仁　伊藤　咲奈　井上　拓己
猪俣　　渉　岩田　聡吾　大城ダニエラ　椛澤　　将
庄司　　晶　染谷　優馬　高坂　　碧　柘植　晶翔
鳴海　由幸　西森　洋宇　原田　一輝　二又　恭汰
馬場内一輝　齊藤　　蓮

日本情報処理検定協会主催
文書デザイン検定

（令和3年7月4日施行）
〈１級〉
山田　大知　池田　志翔　大庭　一颯　近藤　幸生
鈴木　拓斗　髙栁　美咲　方　　吉慶　井上　小夏
五味さやか　齊藤　翔馬　サイリトゥパ　アンジェロ
清水　拓也　根津　恭弥　藤井　美祈　山岸　巧馬
〈２級〉
田中　大揮
〈４級〉
東雲　愛美

日本情報処理検定協会主催　日本語ワープロ検定
（令和3年7月4日施行）

〈準２級〉
齊藤　　晶　前田　圭吾　清水　祇希
〈３級〉
津﨑　優美

日本情報処理検定協会主催
文章入力スピード認定試験
（令和3年7月11日施行）

〈２級〉
二又　恭汰　清水　祇希　須山　千寛　中嶋　　葵
飯塚　瑛也　畦本　幸秀　ラピング ジョシュア ケイン マラリ
平本　竜朗　飯塚　威風　笠間　一心　下條　健弥
上野　風我　白井　幹大　細井戸瑞喜

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3年7月4日施行）
＜１級＞
金丸　　烈　千葉　美桜　金澤　　陽　　亀井　貴美
松下　紗妃　石澤　瑞貴　工藤　　匠　　渡邉　大翔　
＜２級＞
福田慎之介　江口　優佑
＜３級＞
飯塚　健斗　羽生　祥太

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3年7月11日施行）

＜１級＞
相川　茉実　松島　凜和　金丸　　烈　山田　大知
近藤　幸生　石井　秀汰　五味さやか　清水　拓也　　
＜準１級＞
小村　晃雅　二本木玲奈　根津　恭弥
＜２級＞
塚田　涼人　吉村　胡香　島貫　　尋　高田　優人
森田　　駿
＜準２級＞
石井　綾奈　大久保龍一　大竹　崇太　大山　力生
小野寺智輝
松崎　碧流　沓澤　昂暉　花岡　　翼　平田　夏輝
前田　圭吾　吉野　　麟　渡邉　有紀　内田　　嶺
齊藤　　蓮　清水　祇希　下條　健弥　髙田　愛花　　　
西村　亮祐　𠮷澤　陽菜

【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3年7月2日施行）
〈2級〉モハメド サービット
〈準2級〉
ギザヒロ アラムマジャ　大瀬良咲也
沼野　未歩　坂西　智哉　星　　陽向　松下　　愛 
〈3級〉
石井　朋仁　伊藤　晴斗　木村　直都　小林　音桜
雜賀　楓香　佐藤　璃音　志村　晃人　鈴木　美桜
武田　　巧　竹之内志歩　立岡　朋樹　寺内　理桜
東畑　智也　中原　征人　永野　　覚　松田　吉生
松原　晟斗　南　　緑仁　山口　華那　米内口咲菜
渡辺　明祺

毎日新聞社 日本パソコン能力検定委員会主催
毎日パソコン入力コンクール大会

（令和3年7月9日施行）
〈和文準1級〉
二宮　　爽　濵中　智輝　山本　　楓
〈和文準2級〉川瀬　達也  
〈和文 3 級〉穴井　優良

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3年7月11日施行）

〈1級〉
佐藤　和輝　宮臺　采果　朝比奈聖二　伊藤　隼吾
大坪　蒼大　奥村　一輝　鎌田優綺乃　駒場　圭人
藤田　弘宗　松原　晟斗　緑川　恵愛　村越　和也
森　　千紘　柳下　　涼　横野　　碧　秦　　以織
〈準1級〉
関口　園佳　長沼さくら
〈2級〉
村田　雅姫　石塚　瑞姫　金子　拓生　石川　　苺
三橋　頼樹　鶴岡　心春　山本　　楓　結城　杏美
岡本　琉輝　山之口友樹
〈準2級〉
江下　桃花　加籐　　颯　河嶋　直央　関口拳太朗
星野　紘輝　齊藤　悠里　藤島　　蒼
〈3級〉
角田　　渉　岩崎　優樹　榎本　佳貴　松橋　愛輝
川鍋　優月　日髙　真治　星　　志樹

  日本情報処理検定協会主催
文書デザイン検定

（令和3年7月4日施行）
〈1級〉
加藤　　平　宮臺　采果 
〈2級〉
安齋　煌祐　池田　匠太　大城　新奈　太田　　壮
谷　　優翔　藤谷　知寛　藤岡　歩夢　川口　心寧
佐藤　那哉　水本　貴教　朝比奈未桜　江下　桃花
石井　瑛大　徳永　亜矢　永野　麻紘　八幡明日香
川鍋　優月　石川　　苺　稲葉海玖明　木村　星来
川瀬　達也　齊藤　悠里　奈良井拓斗　渡邊　天音
小倉　　希　鶴岡　心春　長谷川智也　山本　　楓
結城　杏美
〈3級〉
岡田　兜杜　萩本　有紀　宮原　歩夢　石岡美里奈
奥村　由珠　君野　瑛紀　久保田統也　神保　綺南
並木　　葵　小関　海斗　髙橋　治希　藤𠩤　鉄男
堀　　陽斗　森野　豊貴　遠藤　一翔　大森　愛月
神崎　慧大　下里　榛那　寺岡　京花　戸井田智奈
中島　　凛　中村　唯人　南葉　　絢　樋口　　迅
宮下　諒大　モハメド サービット　矢澤　花音
山崎　恭平　山本駿之介　奥山　優斗　上総　　翼
北村　航一　坂井　佑吏　中原　諒介　石川　若奈
星　　志樹

【柏木実業専門学校・研修センター】
日本医療報酬調査会 調剤事務検定
（令和3年5月31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　屋良友香利

日本医療報酬調査会　介護事務検定
（令和3年6月9日施行）

明智美弥子　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　橋本穂乃香　松田　有希　丸山　静香
屋良友香利　遠田　真美　大瀧　由美　中村　朋子
渡邊　啓子
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9/1 始業式・防災訓練

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

9/11 ミニ学校説明会

9/16 就職試験解禁

9/22 紅葉祭準備日

9/23 紅葉祭＆オープンスクール

9/27 紅葉祭振替休日

10/1 衣替え

 推薦入試願書受付（～ 1月19日）

10/2 学校説明会③

10/6 委員会の日

10/12 中間試験（～ 15日）

10/13 1年生エイズ・性感染症予防講演会

10/15 1年生進路ガイダンス

10/16 推薦入試①・全経電卓計算能力検定

10/30 学校説明会④

10/31 全経税務会計検定

11/4 委員会の日

11/6 推薦入試②

11/11 学び場ジュニア（麻溝台中学校）

 PTA運営委員会

11/13 学校説明会⑤・秘書技能検定

11/20 学校説明会⑥

11/22 検定特別授業（～ 26日）

11/27 学校説明会⑦

11/28 全経簿記能力検定

学　園　本　部

9/1 教職員意向調査
10/中旬 役員会
11/3  湘南そろばん塚顕彰会

9/1 始業式・総合避難訓練・午前保育
9/2 役員会
9/6 運動会実行委員会
9/7 ちびっこ運動会
9/9 運動会園内予行
9/13 誕生日会（9月）
9/14 令和4年度入園説明会
9/15 懇談会
9/16 運動会園外予行①
9/17 運動会園外予行②
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
9/25 学生見学会
10/1 午前保育
10/2 運動会
10/3 運動会予備日
10/5 誕生日会（10月）・衣替え
10/7 ケータリング（年長）（予定）
10/8 午前保育
10/11 避難訓練
10/12 スマイルクラブ
10/15 令和4年度願書配布・説明会
10/16 運動会予備日
10/17 運動会予備日
10/18 お遊戯会実行委員会
10/21 優先入園整理券配布
10/25 芋掘り
10/27 懇談会
10/29 午前保育
11/1 令和4年度入園願書受付
11/5 令和4年度プレ保育願書受付
11/8 役員会・避難訓練
11/9 誕生日会（11月）
11/12 令和4年度2歳児教室願書受付
11/15 お遊戯会予行1部
11/16 お遊戯会予行2部
11/18 お遊戯会予行3部
11/19 お遊戯会予行4部
11/24 おたのしみ会
11/26 役員会
11/27 親児の会（予定）
11/29 地域開放　製作
11/30 スマイルクラブ

研修センター

9/2 文化祭準備

9/3 文化祭（1日目）　

9/4 文化祭（2日目）
 中学生向け部活動発表会

9/8 午前3年体育祭・相談日

9/9 午前2年体育祭・午後1年体育祭

9/10 体育祭予備日

9/15・22 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

10/1 実用英語技能検定
 （1・2年アド・2年スタ情＋希望者）

10/5 2学期中間試験日程発表

10/6 相談日

10/12-15 2学期中間試験

10/13 相談日

10/14 後援会役員会・ふれあいパトロール

10/16 第1回学校説明会

10/20 相談日

10/23 実力診断テスト
 （1・2年アドバンス その他コースは任意）

10/25-28 修学旅行

10/27 相談日・学費引き落とし

10/29 芸術鑑賞会（グリーンホール）

11/3 第2回学校説明会

11/5 日本漢字能力検定（任意）

11/10 生徒会選挙（4・5限）・相談日

11/11 公開授業・保護者会・
 後援会役員会・ふれあいパトロール

11/14 第3回学校説明会

11/17 相談日

11/20 第4回学校説明会

11/24 相談日

11/27 第5回学校説明会

11/29 学費引き落とし

11/30-12/3 2学期期末試験

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　
9/25 全経社会人常識マナー検定
9/26 全経BANTO認定試験
10/1 入学願書受付開始
10/2 全経計算実務能力検定
10/16 全経電卓計算能力検定
10/22 第1期推薦・一般入試試験日
10/30 第5回オープンキャンパス
10/31 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定
11/6 全経文書処理能力検定
11/7 サービス接遇検定
11/12 経理実務コンクール
11/14 秘書技能検定
11/19 第2期推薦・一般入試試験日
11/21 日商簿記統一試験・
 ビジネス実務マナー検定
11/28 全経簿記能力検定

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

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）9月生　職業人講話
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
 （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
10/22 （県委託訓練）9月生
 医科医療事務検定試験
10/26 （県委託訓練）9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
11/1 （県委託訓練）11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
11/17 （県委託訓練）9月生
 調剤事務検定試験
11/29 （県委託訓練）9月生
 介護事務検定試験
11/30 （県委託訓練）9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




