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県高文連総合文化祭開会のことば 柏木学園高等学校 国際交流行事留学生派遣 柏木実業専門学校

三ツ和自治会ボランティア 大和商業高等専修学校 まめまき 都筑ヶ丘幼稚園

柏木学園高等学校　校長　小野　充目が合った二人
　家の近くの家電量販店で商品を選んでいたときの
ことです。陳列棚をはさんで向こう側にいた若い男
性店員と偶然に目が合いました。次の瞬間、お互い
に「あっ！」。彼は私の教え子で、中学校時代、私が
顧問を務める運動部に所属していました。顧問とい
う立場だったからか、私に対してはまったくなかっ
たのですが、彼は事あるごとに教員に反発。改善す
るよう何度も個別に話をしましたが、その態度は卒
業まで大きく変わることはありませんでした。その
彼が、私のために目の前で丁寧に商品の説明をし、
その上、正社員として店長と掛け合って値引きまで
してくれたのです。商品を受け取ってから、中学生
の時になぜあんなに教員に反発したのかを尋ねる
と、「未熟だったの一言ですね。ハハハハ…」との応
え。あれから、もう20年以上が過ぎました。
　昨年の10月、高校生のワクチン接種会場に行った
ときのことです。一番に到着して椅子に座っていた
他校の男子生徒が、こちらを振り向いた瞬間に目が
合いました。お互いに「あっ！」。私が昨年まで校長

として勤務していた中学校の卒業生でした。鉄道の
知識が驚異的で、その関係の仕事を希望していた彼。
今は法律関連の道を目指しているとのこと。あれほ
ど熱望していた鉄道希望をなぜ変更したのか尋ねる
と、彼の口から発せられたのは短く明快な理由でし
た。そんな表現ができるようになったのかと、思わ
ず感心しながら名刺を手渡していた彼から、今年の
年賀状が届きました。「先生のおかげで入学できた高
校で楽しく過ごせています」との一文。「おかげで」
と言われるようなことは何もしていないのに、彼の
その心遣い、何と温かいことでしょう。
　若者たちは日々、確実に成長しています。卒業す
ると一生会えないかもしれない教え子たちに偶然出
会ったりすると、つくづくそう感じます。そうした
再会の瞬間は私にとって大きな喜びのひとつであ
り、かけがいのない宝でもあります。「だれか」と目
が合うことを今後も楽しみに思いつつ、この3月に
柏木学園を巣立っていく生徒と園児のみなさんの健
全な成長を願ってやみません。

令和 4 年令和4年3月 ～ 5月行事予定表
柏木学園高等学校 柏木実業専門学校 大和商業高等専修学校 都筑ケ丘幼稚園

3/1 二次募集願書受付（～ 7日）
 追再試日、介護職員初任者研修

3/2 自宅学習日

3/3 二次募集試験①、介護職員初任者研修

3/4 テスト返却日

3/7 復習授業（～ 9日）

3/8 二次募集試験②、介護職員初任者研修

3/10 介護職員初任者研修

3/11 卒業式

3/12 合格者説明会

3/14 1･2年校外進路ガイダンス

3/17 介護職員初任者研修修了式

3/23 大掃除、防災訓練

3/25 修了式

4/7 始業式

4/8 入学式、2･3年自宅学習日

4/11 対面式、新入生歓迎会、尿検査

4/12 教科書販売、クラス写真撮影

4/13 健康診断

4/14 3年進路説明会･修学旅行説明会

4/18 平常授業開始

4/19 2･3年校外進路ガイダンス

4/21 歯科検診、PTA運営委員会

4/22 自転車通学者対象交通安全講習会
 生徒総会

5/9 3年三者面談（～ 31日）

5/21 全経電卓計算能力検定

5/24 1学期中間考査（～ 27日）

5/27 PTA総会

5/29 全経簿記能力検定

学　園　本　部
3/1 高等学校卒業式
3/11 専門学校・大和商業卒業式
3/12 幼稚園卒園式
3/28 役員会
4/1 辞令交付式
4/6 高等学校入学式
4/8 専門学校・大和商業入学式
4/9 幼稚園入園式
5/中旬 現況調査
5/26 監事監査
5/30 役員会

3/1 月謝引き落とし日
 誕生日会（3月）
3/3 ひな祭り会
3/4 避難訓練
3/7 卒園式予行練習
3/8 お別れ会
3/9 懇談会（年長）
3/10 お別れ遠足
3/12 卒園式
3/15 スマイルクラブ
 令和4年度進級園児月謝引き落とし日
3/16 懇談会（年中・年少）
3/18 修了式
4/1 新入園児月謝引き落とし日
 横浜型預かり保育開始
4/6 始業式
 進級園児一般預かり保育開始
4/9 入園式
4/12 懇談会（年長）
 いちご組・ぶどう組入園式
4/13 懇談会（年少）
4/14 懇談会（年中）
4/15 進級写真撮影（年中）
4/18 一日保育開始
 新入園児一般預かり保育開始
4/19 進級写真撮影（年長）
4/20 職員研修（予定）
4/21 英語指導・体育指導開始
4/22 食物アレルギー研修会（予定）
4/25 誕生日会（4月）
4/26 役員会（予定）
 対面式
5/2 月謝引き落とし日
5/10 ベイスターズ野球教室
5/11 参観日（年少）（予定）
5/12 参観日（年長）（予定）
5/13 参観日（年中）（予定）
5/16 誕生日会（5月）
 内科検診①
5/17 役員会（予定）
5/18 面談日
5/19 クッキング保育（年長）（予定）
5/21 親児の会（予定）
5/23 内科検診②
5/24 父母の会予算総会（予定）
 避難訓練
5/25 お楽しみ会
5/27 遠足（予定）
5/30 夕涼み会実行委員会

2/28-3/17 進路活動週間

3/4 長期委託訓練選考

3/11 卒業式

3/12 全経社会人常識マナー検定（JapanBasic）

3/15 入学者説明会

3/18 修了式

3/22 第6期一般入試

3/23 教育課程編成委員会

3/24 学校関係者評価委員会

4/8 入学式

4/11 始業式・対面式

4/12-13 オリエンテーション

4/14 健康診断

4/15 講義開始

5/15 全経消費税法能力検定・所得税法能力検定・
 法人税法能力検定・相続税法能力検定（各1級のみ）

5/21 第１回オープンキャンパス、
 全経電卓計算能力検定

5/29 全経簿記能力検定

研修センター

3/1 卒業式

3/2 相談日

3/4 二次入試

3/8-11 3学期期末試験

3/12 合格者説明会

3/15 学期末補習対象者発表・相談日

3/17 後援会役員会

3/24 修了式・大掃除

3/25-3/31 学校閉鎖期間（春季休業）

4/5 始業式　
 2・3年クラス写真撮影

4/6 入学式　
 1年クラス写真撮影

4/7 1年個人写真撮影

4/8 対面部活動紹介
 基礎力診断テスト（1年）
 到達度テスト（2・3年）

4/11 健康診断
 歯科検診（2・3年）

4/12 健康診断
 歯科検診（1年）

4/21 後援会役員会

4/22 1年宿泊研修（～ 23日）
 2・3年社会見学

4/25 1年振替休日

5/2 3年三者面談開始（～ 31日）

5/10 中間試験日程発表

5/11 生徒総会（4・5限）

5/17-20 中間試験

5/27 第1回実用英語技能検定
 （希望者のみ）

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

3/1 （県委託訓練）1月生
 医科医療事務検定試験

3/17 （県委託訓練）1月生
 調剤事務検定試験

3/23 （県委託訓練）2月生
 医科医療事務検定試験

3/29 （県委託訓練）1月生
 介護事務検定試験

3/29 （県委託訓練）2月生　修了式
 パソコンスキルアップ科
 医療事務（医科・歯科）PC科
 介護職員初任者研修科

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



祝 卒業 －卒業生各賞受賞者－

　12月23日（木）に本校を会場とし
て小学生対象の冬休み理科実験教室
を行いました。地域に開かれた学校
を目指して夏休みにも開催し、2回
目の実施となります。今回は、大和
市の小学生を中心に50組が参加し、
クリスマスキャンドルと、結晶を利
用したクリスマスツリーを作成しま
した。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できた
と思います。参加者は目を輝かせながら実験に参加していました。

小学生対象 冬休み理科実験教室

【卓球部】
　1月16日（日）座間市民体育館で行われた北相地区高等学校冬季卓球大
会男女団体戦において男子学校対抗ベスト8、女子学校対抗第3位になり
ました。
【男子バレーボール部】
　1月15日（土）厚木高校で行われた神奈川県高等学校バレーボール新人
大会地区予選会において光明相模原高校に2-1で勝利し、県大会への出
場が決まりました。
【女子バドミントン部】
　1月15日（土）16日（日）秦野高校、綾瀬高校で行われた北相西地区冬
季大会女子シングルスにおいて石井さん（1-G）がCブロック優勝、井田
さん（1-D）がAブロック第3位になりました。

部活動・生徒の活躍

進路報告 －大学・短期大学合格状況－

【男子バドミントン部】
　1月15日（土）16日（日）厚木北高校、
大和南高校で行われた北相西地区冬季大
会男子ダブルス（A・Bブロックに分か
れてのトーナメント方式）において、河
野さん・小関さんペアがAブロックで準
優勝、三好さん・羽牟さんペアがBブロックで優勝しました。
【ダンス部】
　1月22日（土）23日（日）に海老名市
文化会館で行われたダンス合同発表
会「ONE PLAY The STAGE vol.9」
に部員11名が参加し、計3回の発表
をしました。幼稚園～中学生のチー
ムが中心となった発表会で唯一の高
校生参加となった本校ダンス部は、ヒップホップとガールズを組み合わ
せた年長者らしい内容の作品を披露し、好評を博しました。
【短歌書道部】
神奈川県高等学校総合文化祭
・第22回高等学校吟詠剣詩舞発表会
 教育長賞 （県 第1位）（団体 詩舞 演目「佳賓好主」）
 八ツ橋 遥海（３-Ｆ）　　中島 実佑（３-Ｂ）　　
 浜谷 マリヤム（３-Ｂ）　江坂 春菜（２-Ｄ）
 長谷川 杏莉（１- I）
 教育長賞 （県 第2位） （団体 書道吟 演目「江上の船」）
 中島 実佑（３-Ｂ）　　　浜谷 マリヤム（３-Ｂ）
 八ツ橋 遥海（３-Ｆ）　　宮本 和彰（２-Ｌ）
 江坂 春菜（２-Ｄ）
 高文連会長賞（県 第5位）（団体 合吟 演目「富士山」）
 宮本 和彰（２-Ｌ）　　　吉田 馨（２-Ｌ）
・第58回高等学校書道展
 特選賞
 浜谷 マリヤム（３-Ｂ）　　中島 実佑（３-Ｂ）
・第40回高等学校文芸コンクール
 短歌の部
 高文連会長賞・優秀 （県 第2位）　 吉田 馨（２-Ｌ）
 高文連会長賞・優良 （県 第7位）　宮本 和彰（２-Ｌ）
 佳作（県 第17位）　中島 実佑（３-Ｂ）
 ※敬称略

令和4年1月31日現在
麻布大学 2名 東京医療学院大学 3名
亜細亜大学 1名 東京医療保健大学 2名
桜美林大学 7名 東京家政大学 1名
大妻女子大学 1名 東京家政学院大学 1名
嘉悦大学 1名 東京工科大学 1名
神奈川大学 3名 東京工芸大学 9名
神奈川工科大学 5名 東京純心大学 1名
関東学院大学 8名 東京福祉大学 3名
共立女子大学 1名 東京富士大学 3名
恵泉女学園大学 1名 東京薬科大学 1名
国際医療福祉大学 1名 東洋大学 3名
国士舘大学 4名 二松學舍大学 2名
駒澤大学 1名 日本大学 7名
埼玉学園大学 1名 日本映画大学 1名
相模女子大学 9名 日本女子体育大学 2名
淑徳大学 1名 日本文化大学 2名
松蔭大学 4名 フェリス女学院大学 1名
湘南工科大学 3名 文教大学 4名
洗足学園音楽大学 1名 文京学院大学 1名
高千穂大学 2名 武蔵野大学 1名
多摩大学 3名 明星大学 2名
玉川大学 4名 ものつくり大学 1名
鶴見大学 1名 横浜商科大学 2名
帝京大学 5名 横浜創英大学 1名
帝京科学大学 1名 横浜美術大学 1名
田園調布学園大学 3名 横浜薬科大学 1名
東海大学 4名 立正大学 1名
東京有明医療大学 1名 和光大学 15名
神奈川歯科大学短期大学 1名 戸板女子短期大学 1名
湘北短期大学 8名 新渡戸文化短期大学 1名
洗足こども短期大学 2名 フェリシアこども短期大学 1名
帝京短期大学 1名 山野美容芸術短期大学 2名

計64校 169名

　卒業式が3月1日（火）に挙行されました。各賞表彰者および3年間皆
勤・精勤者は以下の通りです。

学園長賞 沼野　未歩
学校長賞 鶴岡　心春
日本私立中学高等学校連合会長賞 原田　萌圭
高校生新聞社賞 浜谷　マリヤム
柏木学園高等学校後援会長賞 佐藤　和輝

 3年間皆勤者　　令和4年1月31日現在

石垣　翔哉 加藤　　平 徳永　亜矢
長沼さくら 森　　勇瑠 池田　魁星
関口　大輔 原田　萌圭 藤本　将記
三上丈太朗 沖　　宏樹 松田　吉生
八ツ橋遥海 山村　真輝 髙橋　智也
荒畑　七海 　野　百香 松原　大樹
奈良井拓斗 宮臺　采果 渡邊　天音
石谷　　駿 相馬　一斗 星野　彩花
川口　圭太 藤田　弘宗 柳下　　涼

 3年間精勤者　令和4年1月31日現在

細谷　丈琉 松下　愛実 山川　陽菜 石井　瑛大
入内嶋　悠 岸田祐美佳 小城　彩美 齋藤萌々夏
関　　俊輔 髙橋　勇貴 武田真奈美 立岡　和樹
橋山　拓海 鼻戸　勇瑠 堀　　海蒼 内田　彩花
大井　響生 佐藤　和輝 ⻆田　　渉 渡名喜ゆい
堀池　桃樺 有嶋　温哉 伊藤　勝志 井上　正美
佐藤　　茜 鈴木　泰雅 桑田　康矢 佐々木惇統
澤﨑　湖春 丹野　瑠花 森　　若葉 𠮷田　芽生
望月　茉鈴 寺内　理桜 堀江　慧葉 松橋　愛輝
三竹　結大 越光　大輝 中澤　玲人 山口　愛未
木村　海斗 齊藤　悠里 白岩　祥明 楯　　颯飛
日髙　真治 三橋　頼樹 渡邉　優真 佐々木　亮
中嶋　賢人 奥村　一輝 駒場　圭人 篠原　　潤
丹野　貴司 樋口　　翔 前田　風花 緑川　恵愛
森　　千紘 諸節　空輝 山之口友樹 横野　　碧
 ※敬称略

豆
　本部さんの協力もあり、今
年度もテレビなどで大活躍中の
杉山兄弟が来園してくれまし
た。大小様々なシャボン玉を
披露してくださり、子どもた
ちは大盛り上がりでした！！

　年に一度の鬼退治の日！今年も自分達で製
作したお面をつけ、「おには～そと！」と皆で
豆をまきました。鬼が怖くて泣きだす子もい
ましたが、最後は先生だったと分かりホッと
する姿も見られました。

　今年度最後のケータリン
グがありました。何度か経
験した子ども達は、とても
慣れた様子で配膳をしてい
ました。美味しいメニュー
に大喜びで、小学校の給食がますます楽しみ
になった子どもたちでした！

シャボン玉ショー

年長組ケータリング年長組ケータリング

1月11日（火）

menu・わかめご飯・肉じゃが・さんまの甘煮
 ・味噌汁（豆腐・ほうれん草）・はちみつゼリー
 ・キャベツとジャコ和え

　早乙女紀代美先生に「ジェンダー」や、「夢診断」
について講習会をしていただきました。夢診断で
は意外な結果も聞くことができ、非常に興味深い
内容でした。

早乙女先生
1月21日（金）

賞状授与者
卒園児.......107 名
3年皆勤....4 名
2年皆勤....8 名
1年皆勤....10 名 

精勤......................16 名
親子二代卒園.......4 名
園児 3人卒園 ......5 名

第3回　

まき 2月3日（木）

作 品 展 2月6日（日）

　新型コロナウイルス感染予防対策のため3グルー
プに分かれて開催しました。各クラスに展示された
絵画や製作物を親子で見て回り、楽しそうに話す姿
が見られました。

　各学年で作ったおひなさまを紹介し先生達の出し物
を見る予定です。お祝いのひなあられも配ります。

3月3日（木）

進級おめでとう
年中
2年皆勤　13名
1年皆勤　10名
1年精勤　  8名

年少
1年皆勤　8名
1年精勤　7名

卒園おめでとう！

　2学期から各クラスごと沢山の
品物を作ってきました。当日は目
当ての物を買いに走ったり、次々来るお客さ
んに「いらっしゃいませ～！」と声を掛けたり、
大賑わいでした。黄色バッグが買った品物で
いっぱいになり大満足の一日となりました。

お店屋さんごっこ 2月21日（月）講 習 会

プロフィール

早乙女　紀代美
育児に悩むお母さん達に
信頼が厚い心理カウンセラー



　この度はご卒業おめでとうございます。先輩方は部活動や生徒会活動、学校行事などにおいて
私たちを時に先頭に立って、時に縁の下から支え導いてくださいました。そんな先輩方のおかげ
で私たちはより上の階段へと上がることができました。先輩方が受け継ぎ作り上げてきたものを、
今度は私たちが受け取ります。そして、更に素晴らしいものにしていきます。この大和商業が、
先輩方にとってより一層誇れるものとなるよう生徒一同頑張ります。新しい環境下でそれぞれ新
しい生活が始まりますが、先輩方が健康で自分らしく存分にご活躍されることを願っています。

在校生代表　相川　茉実

　思い起こせば、本当にあっという間の三年間だったと感じます。また、これまでに経験したこと
のない濃密な三年間でした。大和商業で過ごした三年間は多くの人との出会い、多くの経験、多く
の感謝に満ち溢れたものでした。入学当初、自分の夢や目標を達成するために多くの先生方にお世
話になったことを思い出します。突然、話しかけられた一学生であるのにもかかわらず、真摯に私
の話に耳を傾けていただき、適切なアドバイスをいただいたことは、右も左もわからなかった私に
とって、大変ありがたいものでした。またそのとき、これまでの学校生活とは違う、高校という存
在の豊かさを感じました。この学校での思い出はかけがえのない宝です。

卒業生代表　石井　秀汰

大和商業大和商業 令和 3 年度卒業式 令和 4 年 3 月 11 日令和 3 年度卒業式 令和 4 年 3 月 11 日

　令和3年度県定通バスケット
ボール新人大会に出場しました。
戦略を立て試合展開を考えなが
ら臨むことができ、結果はベス
ト16でした。これからも応援よ
ろしくお願いします！

　2月4日（金）に一般入試が実施され
ました。今年度も新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から筆記試験
のみの実施となりました。また、中学
2年生向けの説明会を2月19日（土）、
23日（水･祝）に実施しました。 

○学園長賞　　石井　秀汰
○学校長賞　　山田　大知

○産業教育振興会 会長賞
山岸　巧馬

○高瀬賞　　　   五味さやか
○全国経理教育協会賞

近藤　幸生

○全国高等専修学校協会 会長賞
竹内　周平

○全国高等専修学校協会
　スポーツ奨励賞

田村　龍樹
○NPO高等専修教育支援協会賞

田中　大揮

○神奈川県専修学校各種
　学校協会 会長賞

西部　拓海
○職業教育・キャリア教育
　財団学習者表彰

福田慎之介

卒業生各賞受賞者

○全国経理教育協会検定表彰 ・簿記 石井　秀汰　・電 卓 計 算　山田　大知　・所得税法 池田　志翔
 ・消費税法 藤井　美祈　・コンピュータ会計　金丸　　烈　
○皆勤賞　山田　大知　　竹内　周平

専門学校（25名）

就 職（16名）

横浜商科大学（商学部 商学科）　和光大学（経済経営学部 経営学科・経済経営学部 経済学科）
東京福祉大学（教育学部 教育学科）　高千穂大学（商学部 商学科・経済経営学部 経営学科） 玉川大学（農学部 先端食農学科）

柏木実業専門学校 町田福祉保育専門学校 横浜テクノオート専門学校 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校
情報科学専門学校 日本外国語専門学校 横浜システム工学院専門学校 大原簿記医療秘書公務員専門学校
厚木総合専門学校 横浜歯科医療専門学校 横浜デジタルアーツ専門学校 医療ビジネス観光福祉専門学校
産業技術短期大学校 横浜医療秘書専門学校 横浜保育福祉専門学校 聖ヶ丘教育福祉専門学校 専門学校ビジョナリーアーツ

JR東日本ステーションサービス リハセンターさわやか 山口巧測 栄和産業 東京精密発條
カメリア藤沢ＳＳＴ 和喜園 ベルビルガーデン大和 鈴木水産 統一印刷 アルファ技研
はなぶさ苑 麗寿会 座間苑 新中川病院 和電気

大 学（9名）

※法人および株式会社省略

令和3年度 3年生 進路状況 令和4年2月17日現在

三ツ和自治会ボランティア

部活動大会報告 一般入試・中学2年生向け説明会

　卒業生の皆さんならび
に保護者の皆様、ご卒業
おめでとうございます。
心よりお祝い申し上げま
す。生徒一人ひとりが、
大和商業で沢山のことを
学び成長できたことと思
います。
　これからの人生、様々
な出会いを大切にし、失
敗を恐れず何事に対して
も挑戦する気持ちを忘れ
ずに頑張ってください。
皆さんのご活躍を期待し
ています。
学年主任　石川　浩章

※敬称略

　1月29日（土）に三ツ和自治会主催のプロギングというボランティア活動に参加して
きました。プロギングとは、ゴミ拾いとジョギングを合わせたスウェーデン発の新
フィットネスで、本校からは22人の生徒が参加しました。各チームに分かれ、自治会の
方と協力し広範囲に渡り大和市内のゴミ拾いをしました。

【専各協会主催第33回外国人留学生によるスピーチ
  コンテストで入賞】

　1月27日（木）に神奈川県立青
少年センターホールで開催された、
外国人留学生スピーチコンテスト
に本校から情報ビジネス科1年
B組のDIAN NOVITAYANI
（インドネシア、令和国際日本語学

院出身）が参加しました。
　『私は私の道を歩く』をテーマに、「一人前に生きる」と
いう夢を目標にして、一歩一歩自分の道を歩んでいく姿を
スピーチし、見事「横浜市国際交流会会長賞」を受賞し
ました。
　感染症対策のため応援人数等の制限はありましたが、
YouTubeでの配信もあり、学校全体で声援を送りました。

【神奈川県委託訓練1月生入校式、11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1月生
の入校式が1月4日（火）、11月生の修
了式が1月31日（月）に行われました。
3ヶ月間の職業訓練で新たな学びや
資格取得に取り組み、再就職に繋げ
ることができるよう期待しています。

研修センター柏木実業専門学校
【令和3年度 卒業生各賞受賞者・検定表彰者】

◆
全
国
経
理
教
育
協
会
検
定
表
彰

柏木実業専門学校　入学相談係
ＴＥＬ：０４６－２６１－０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

入学願書・学校見学・入学相談 受付中
　入学願書・学校見学・入学相談の受付は随時行っております。
詳細については下記までお問い合わせください。

◆学園長賞

◆学校長賞

◆高瀬賞

◆神奈川県専修学校
　各種学校協会 会長賞

◆全国経理教育協会賞

簿　　　　　記

計　算　実　務

消　費　税　法

所　得　税　法

社会人常識マナー

文　書　処　理

電　卓　計　算

コンピュータ会計

株式会社ニチイ学館
藤沢支店　中上様

株式会社
日本教育クリエイト
横浜支社　七搦様

SOMPOケア株式会社
沼倉様、大藤様、池田様

【第7回オープンキャンパスを開催】
　1月22日（土）に第7回オープンキャンパスを開催しまし
た。新型コロナウイルス感染症対策を十分にとった上で
学校説明や体験授業を行いました。
　次年度の第1回オープンキャンパスは5月21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。
　なお、学校見学・入学相談、大学・短大併修説明の受付は
随時行っていますので、ご希望の方は、ご連絡ください。

（修了式にて謝辞の様子、
左から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）

入校式の様子

【神奈川県委託訓練、職業人講話授業、求人企業説明会の開催】
　研修センターでは訓練科ごとに「職業人講話」を実施し、各業界で活
躍する企業人の現場の声をカリキュラムに取り入れています。また放課
後、学校内にて企業説明会を開催し、様々な求人を提供しています。　
　　　
［職業人講話］
NPO法人都筑区民交流協会　岩井未知男先生
株式会社アスモ介護サービス 人事課 岡本光義先生
社会福祉法人緑樹会ラペ鎌倉 施設長 滝本智先生
　　　　
［求人企業説明会］
株式会社ソラスト横浜支社、神奈川支社、　　
株式会社ニチイ学館 藤沢支店、　　　　　　
株式会社日本教育クリエイト横浜支社、            
SOMPOケア株式会社、株式会社アイシマ 

【就職近況報告】
就職先　社会福祉法人福音会
　　　　特別養護老人ホーム福音の家
　浅香　光さん　介護職員初任者研修科
　 （神奈川県委託訓練）（令和3年11月）修了生
「仕事は覚えることが多く大変ですが、ご利用者
様とのコミュニケーションがとても楽しく充実した
毎日です。今はベッド周りの介助や、食事介助、入浴介助を中心とした
仕事ですが、学校で学んだことを思い出しながら頑張っています。」

就職先　社会福祉法人相模翔優会
　　　　特別養護老人ホームル・リアンふかみ
　藤田　憲一さん　介護職員初任者研修科
　 （神奈川県委託訓練）（令和3年11月）修了生
「日々の記録や報告書などは、なかなか慣れず
時間がかかることもありますが、職員の皆さんや
ご利用者様がとても優しく、頑張る原動力になっています。イベントが多
い施設なので、学校で学んだレクリエーション学習の授業がとても役に立
っています。これからも精一杯頑張ります。」

株式会社アスモ介護サービス
岡本　光義先生

神奈川県委託訓練「即戦力」実施中
令和4年1月生　令和4年1月4日～3月30日
令和4年2月生　令和4年2月1日～3月29日
令和4年度（4月以降）の職業訓練募集について、
詳しくは「柏木学園ホームページ」または℡046-200-6170研修センターまで

医療情報学科2年

情報ビジネス科2年

情報ビジネス科2年

情報ビジネス科2年

医療情報学科2年

情報ビジネス科2年

経営経理研究科2年

経営経理研究科1年

情報ビジネス科2年

情報ビジネス科1年

経営経理研究科1年

医療情報学科2年

医療情報学科1年

情報ビジネス科2年

情報ビジネス科2年

北郷　拓哉

TIMALSINA KASINATH

ALVAREZ ALPIERRE REXILON AGUILAR

LAMA SASHILA

角田　智哉

GANEGODA APPUHAMILAGE HASHINIMADUMALI

栗原　真幸

石井　総一郎

THAPA TIK BAHADUR

丸山　晃瑠

石井　総一郎

峯　綾菜

筒井　千賀

PHAM THI THUY

SHERPA PASANG



　この度はご卒業おめでとうございます。先輩方は部活動や生徒会活動、学校行事などにおいて
私たちを時に先頭に立って、時に縁の下から支え導いてくださいました。そんな先輩方のおかげ
で私たちはより上の階段へと上がることができました。先輩方が受け継ぎ作り上げてきたものを、
今度は私たちが受け取ります。そして、更に素晴らしいものにしていきます。この大和商業が、
先輩方にとってより一層誇れるものとなるよう生徒一同頑張ります。新しい環境下でそれぞれ新
しい生活が始まりますが、先輩方が健康で自分らしく存分にご活躍されることを願っています。

在校生代表　相川　茉実

　思い起こせば、本当にあっという間の三年間だったと感じます。また、これまでに経験したこと
のない濃密な三年間でした。大和商業で過ごした三年間は多くの人との出会い、多くの経験、多く
の感謝に満ち溢れたものでした。入学当初、自分の夢や目標を達成するために多くの先生方にお世
話になったことを思い出します。突然、話しかけられた一学生であるのにもかかわらず、真摯に私
の話に耳を傾けていただき、適切なアドバイスをいただいたことは、右も左もわからなかった私に
とって、大変ありがたいものでした。またそのとき、これまでの学校生活とは違う、高校という存
在の豊かさを感じました。この学校での思い出はかけがえのない宝です。

卒業生代表　石井　秀汰

大和商業大和商業 令和 3 年度卒業式 令和 4 年 3 月 11 日令和 3 年度卒業式 令和 4 年 3 月 11 日

　令和3年度県定通バスケット
ボール新人大会に出場しました。
戦略を立て試合展開を考えなが
ら臨むことができ、結果はベス
ト16でした。これからも応援よ
ろしくお願いします！

　2月4日（金）に一般入試が実施され
ました。今年度も新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から筆記試験
のみの実施となりました。また、中学
2年生向けの説明会を2月19日（土）、
23日（水･祝）に実施しました。 

○学園長賞　　石井　秀汰
○学校長賞　　山田　大知

○産業教育振興会 会長賞
山岸　巧馬

○高瀬賞　　　   五味さやか
○全国経理教育協会賞

近藤　幸生

○全国高等専修学校協会 会長賞
竹内　周平

○全国高等専修学校協会
　スポーツ奨励賞

田村　龍樹
○NPO高等専修教育支援協会賞

田中　大揮

○神奈川県専修学校各種
　学校協会 会長賞

西部　拓海
○職業教育・キャリア教育
　財団学習者表彰

福田慎之介

卒業生各賞受賞者

○全国経理教育協会検定表彰 ・簿記 石井　秀汰　・電 卓 計 算　山田　大知　・所得税法 池田　志翔
 ・消費税法 藤井　美祈　・コンピュータ会計　金丸　　烈　
○皆勤賞　山田　大知　　竹内　周平

専門学校（25名）

就 職（16名）

横浜商科大学（商学部 商学科）　和光大学（経済経営学部 経営学科・経済経営学部 経済学科）
東京福祉大学（教育学部 教育学科）　高千穂大学（商学部 商学科・経済経営学部 経営学科） 玉川大学（農学部 先端食農学科）

柏木実業専門学校 町田福祉保育専門学校 横浜テクノオート専門学校 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校
情報科学専門学校 日本外国語専門学校 横浜システム工学院専門学校 大原簿記医療秘書公務員専門学校
厚木総合専門学校 横浜歯科医療専門学校 横浜デジタルアーツ専門学校 医療ビジネス観光福祉専門学校
産業技術短期大学校 横浜医療秘書専門学校 横浜保育福祉専門学校 聖ヶ丘教育福祉専門学校 専門学校ビジョナリーアーツ

JR東日本ステーションサービス リハセンターさわやか 山口巧測 栄和産業 東京精密発條
カメリア藤沢ＳＳＴ 和喜園 ベルビルガーデン大和 鈴木水産 統一印刷 アルファ技研
はなぶさ苑 麗寿会 座間苑 新中川病院 和電気

大 学（9名）

※法人および株式会社省略

令和3年度 3年生 進路状況 令和4年2月17日現在

三ツ和自治会ボランティア

部活動大会報告 一般入試・中学2年生向け説明会

　卒業生の皆さんならび
に保護者の皆様、ご卒業
おめでとうございます。
心よりお祝い申し上げま
す。生徒一人ひとりが、
大和商業で沢山のことを
学び成長できたことと思
います。
　これからの人生、様々
な出会いを大切にし、失
敗を恐れず何事に対して
も挑戦する気持ちを忘れ
ずに頑張ってください。
皆さんのご活躍を期待し
ています。
学年主任　石川　浩章

※敬称略

　1月29日（土）に三ツ和自治会主催のプロギングというボランティア活動に参加して
きました。プロギングとは、ゴミ拾いとジョギングを合わせたスウェーデン発の新
フィットネスで、本校からは22人の生徒が参加しました。各チームに分かれ、自治会の
方と協力し広範囲に渡り大和市内のゴミ拾いをしました。

【専各協会主催第33回外国人留学生によるスピーチ
  コンテストで入賞】

　1月27日（木）に神奈川県立青
少年センターホールで開催された、
外国人留学生スピーチコンテスト
に本校から情報ビジネス科1年
B組のDIAN NOVITAYANI
（インドネシア、令和国際日本語学

院出身）が参加しました。
　『私は私の道を歩く』をテーマに、「一人前に生きる」と
いう夢を目標にして、一歩一歩自分の道を歩んでいく姿を
スピーチし、見事「横浜市国際交流会会長賞」を受賞し
ました。
　感染症対策のため応援人数等の制限はありましたが、
YouTubeでの配信もあり、学校全体で声援を送りました。

【神奈川県委託訓練1月生入校式、11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1月生
の入校式が1月4日（火）、11月生の修
了式が1月31日（月）に行われました。
3ヶ月間の職業訓練で新たな学びや
資格取得に取り組み、再就職に繋げ
ることができるよう期待しています。

研修センター柏木実業専門学校
【令和3年度 卒業生各賞受賞者・検定表彰者】

◆
全
国
経
理
教
育
協
会
検
定
表
彰

柏木実業専門学校　入学相談係
ＴＥＬ：０４６－２６１－０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

入学願書・学校見学・入学相談 受付中
　入学願書・学校見学・入学相談の受付は随時行っております。
詳細については下記までお問い合わせください。

◆学園長賞

◆学校長賞

◆高瀬賞

◆神奈川県専修学校
　各種学校協会 会長賞

◆全国経理教育協会賞

簿　　　　　記

計　算　実　務

消　費　税　法

所　得　税　法

社会人常識マナー

文　書　処　理

電　卓　計　算

コンピュータ会計

株式会社ニチイ学館
藤沢支店　中上様

株式会社
日本教育クリエイト
横浜支社　七搦様

SOMPOケア株式会社
沼倉様、大藤様、池田様

【第7回オープンキャンパスを開催】
　1月22日（土）に第7回オープンキャンパスを開催しまし
た。新型コロナウイルス感染症対策を十分にとった上で
学校説明や体験授業を行いました。
　次年度の第1回オープンキャンパスは5月21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。
　なお、学校見学・入学相談、大学・短大併修説明の受付は
随時行っていますので、ご希望の方は、ご連絡ください。

（修了式にて謝辞の様子、
左から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）

入校式の様子

【神奈川県委託訓練、職業人講話授業、求人企業説明会の開催】
　研修センターでは訓練科ごとに「職業人講話」を実施し、各業界で活
躍する企業人の現場の声をカリキュラムに取り入れています。また放課
後、学校内にて企業説明会を開催し、様々な求人を提供しています。　
　　　
［職業人講話］
NPO法人都筑区民交流協会　岩井未知男先生
株式会社アスモ介護サービス 人事課 岡本光義先生
社会福祉法人緑樹会ラペ鎌倉 施設長 滝本智先生
　　　　
［求人企業説明会］
株式会社ソラスト横浜支社、神奈川支社、　　
株式会社ニチイ学館 藤沢支店、　　　　　　
株式会社日本教育クリエイト横浜支社、            
SOMPOケア株式会社、株式会社アイシマ 

【就職近況報告】
就職先　社会福祉法人福音会
　　　　特別養護老人ホーム福音の家
　浅香　光さん　介護職員初任者研修科
　 （神奈川県委託訓練）（令和3年11月）修了生
「仕事は覚えることが多く大変ですが、ご利用者
様とのコミュニケーションがとても楽しく充実した
毎日です。今はベッド周りの介助や、食事介助、入浴介助を中心とした
仕事ですが、学校で学んだことを思い出しながら頑張っています。」

就職先　社会福祉法人相模翔優会
　　　　特別養護老人ホームル・リアンふかみ
　藤田　憲一さん　介護職員初任者研修科
　 （神奈川県委託訓練）（令和3年11月）修了生
「日々の記録や報告書などは、なかなか慣れず
時間がかかることもありますが、職員の皆さんや
ご利用者様がとても優しく、頑張る原動力になっています。イベントが多
い施設なので、学校で学んだレクリエーション学習の授業がとても役に立
っています。これからも精一杯頑張ります。」

株式会社アスモ介護サービス
岡本　光義先生

神奈川県委託訓練「即戦力」実施中
令和4年1月生　令和4年1月4日～3月30日
令和4年2月生　令和4年2月1日～3月29日
令和4年度（4月以降）の職業訓練募集について、
詳しくは「柏木学園ホームページ」または℡046-200-6170研修センターまで

医療情報学科2年

情報ビジネス科2年

情報ビジネス科2年

情報ビジネス科2年

医療情報学科2年

情報ビジネス科2年

経営経理研究科2年

経営経理研究科1年

情報ビジネス科2年

情報ビジネス科1年

経営経理研究科1年

医療情報学科2年

医療情報学科1年

情報ビジネス科2年

情報ビジネス科2年

北郷　拓哉

TIMALSINA KASINATH

ALVAREZ ALPIERRE REXILON AGUILAR

LAMA SASHILA

角田　智哉

GANEGODA APPUHAMILAGE HASHINIMADUMALI

栗原　真幸

石井　総一郎

THAPA TIK BAHADUR

丸山　晃瑠

石井　総一郎

峯　綾菜

筒井　千賀

PHAM THI THUY

SHERPA PASANG



祝 卒業 －卒業生各賞受賞者－

　12月23日（木）に本校を会場とし
て小学生対象の冬休み理科実験教室
を行いました。地域に開かれた学校
を目指して夏休みにも開催し、2回
目の実施となります。今回は、大和
市の小学生を中心に50組が参加し、
クリスマスキャンドルと、結晶を利
用したクリスマスツリーを作成しま
した。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できた
と思います。参加者は目を輝かせながら実験に参加していました。

小学生対象 冬休み理科実験教室

【卓球部】
　1月16日（日）座間市民体育館で行われた北相地区高等学校冬季卓球大
会男女団体戦において男子学校対抗ベスト8、女子学校対抗第3位になり
ました。
【男子バレーボール部】
　1月15日（土）厚木高校で行われた神奈川県高等学校バレーボール新人
大会地区予選会において光明相模原高校に2-1で勝利し、県大会への出
場が決まりました。
【女子バドミントン部】
　1月15日（土）16日（日）秦野高校、綾瀬高校で行われた北相西地区冬
季大会女子シングルスにおいて石井さん（1-G）がCブロック優勝、井田
さん（1-D）がAブロック第3位になりました。

部活動・生徒の活躍

進路報告 －大学・短期大学合格状況－

【男子バドミントン部】
　1月15日（土）16日（日）厚木北高校、
大和南高校で行われた北相西地区冬季大
会男子ダブルス（A・Bブロックに分か
れてのトーナメント方式）において、河
野さん・小関さんペアがAブロックで準
優勝、三好さん・羽牟さんペアがBブロックで優勝しました。
【ダンス部】
　1月22日（土）23日（日）に海老名市
文化会館で行われたダンス合同発表
会「ONE PLAY The STAGE vol.9」
に部員11名が参加し、計3回の発表
をしました。幼稚園～中学生のチー
ムが中心となった発表会で唯一の高
校生参加となった本校ダンス部は、ヒップホップとガールズを組み合わ
せた年長者らしい内容の作品を披露し、好評を博しました。
【短歌書道部】
神奈川県高等学校総合文化祭
・第22回高等学校吟詠剣詩舞発表会
 教育長賞 （県 第1位）（団体 詩舞 演目「佳賓好主」）
 八ツ橋 遥海（３-Ｆ）　　中島 実佑（３-Ｂ）　　
 浜谷 マリヤム（３-Ｂ）　江坂 春菜（２-Ｄ）
 長谷川 杏莉（１- I）
 教育長賞 （県 第2位） （団体 書道吟 演目「江上の船」）
 中島 実佑（３-Ｂ）　　　浜谷 マリヤム（３-Ｂ）
 八ツ橋 遥海（３-Ｆ）　　宮本 和彰（２-Ｌ）
 江坂 春菜（２-Ｄ）
 高文連会長賞（県 第5位）（団体 合吟 演目「富士山」）
 宮本 和彰（２-Ｌ）　　　吉田 馨（２-Ｌ）
・第58回高等学校書道展
 特選賞
 浜谷 マリヤム（３-Ｂ）　　中島 実佑（３-Ｂ）
・第40回高等学校文芸コンクール
 短歌の部
 高文連会長賞・優秀 （県 第2位）　 吉田 馨（２-Ｌ）
 高文連会長賞・優良 （県 第7位）　宮本 和彰（２-Ｌ）
 佳作（県 第17位）　中島 実佑（３-Ｂ）
 ※敬称略

令和4年1月31日現在
麻布大学 2名 東京医療学院大学 3名
亜細亜大学 1名 東京医療保健大学 2名
桜美林大学 7名 東京家政大学 1名
大妻女子大学 1名 東京家政学院大学 1名
嘉悦大学 1名 東京工科大学 1名
神奈川大学 3名 東京工芸大学 9名
神奈川工科大学 5名 東京純心大学 1名
関東学院大学 8名 東京福祉大学 3名
共立女子大学 1名 東京富士大学 3名
恵泉女学園大学 1名 東京薬科大学 1名
国際医療福祉大学 1名 東洋大学 3名
国士舘大学 4名 二松學舍大学 2名
駒澤大学 1名 日本大学 7名
埼玉学園大学 1名 日本映画大学 1名
相模女子大学 9名 日本女子体育大学 2名
淑徳大学 1名 日本文化大学 2名
松蔭大学 4名 フェリス女学院大学 1名
湘南工科大学 3名 文教大学 4名
洗足学園音楽大学 1名 文京学院大学 1名
高千穂大学 2名 武蔵野大学 1名
多摩大学 3名 明星大学 2名
玉川大学 4名 ものつくり大学 1名
鶴見大学 1名 横浜商科大学 2名
帝京大学 5名 横浜創英大学 1名
帝京科学大学 1名 横浜美術大学 1名
田園調布学園大学 3名 横浜薬科大学 1名
東海大学 4名 立正大学 1名
東京有明医療大学 1名 和光大学 15名
神奈川歯科大学短期大学 1名 戸板女子短期大学 1名
湘北短期大学 8名 新渡戸文化短期大学 1名
洗足こども短期大学 2名 フェリシアこども短期大学 1名
帝京短期大学 1名 山野美容芸術短期大学 2名

計64校 169名

　卒業式が3月1日（火）に挙行されました。各賞表彰者および3年間皆
勤・精勤者は以下の通りです。

学園長賞 沼野　未歩
学校長賞 鶴岡　心春
日本私立中学高等学校連合会長賞 原田　萌圭
高校生新聞社賞 浜谷　マリヤム
柏木学園高等学校後援会長賞 佐藤　和輝

 3年間皆勤者　　令和4年1月31日現在

石垣　翔哉 加藤　　平 徳永　亜矢
長沼さくら 森　　勇瑠 池田　魁星
関口　大輔 原田　萌圭 藤本　将記
三上丈太朗 沖　　宏樹 松田　吉生
八ツ橋遥海 山村　真輝 髙橋　智也
荒畑　七海 　野　百香 松原　大樹
奈良井拓斗 宮臺　采果 渡邊　天音
石谷　　駿 相馬　一斗 星野　彩花
川口　圭太 藤田　弘宗 柳下　　涼

 3年間精勤者　令和4年1月31日現在

細谷　丈琉 松下　愛実 山川　陽菜 石井　瑛大
入内嶋　悠 岸田祐美佳 小城　彩美 齋藤萌々夏
関　　俊輔 髙橋　勇貴 武田真奈美 立岡　和樹
橋山　拓海 鼻戸　勇瑠 堀　　海蒼 内田　彩花
大井　響生 佐藤　和輝 ⻆田　　渉 渡名喜ゆい
堀池　桃樺 有嶋　温哉 伊藤　勝志 井上　正美
佐藤　　茜 鈴木　泰雅 桑田　康矢 佐々木惇統
澤﨑　湖春 丹野　瑠花 森　　若葉 𠮷田　芽生
望月　茉鈴 寺内　理桜 堀江　慧葉 松橋　愛輝
三竹　結大 越光　大輝 中澤　玲人 山口　愛未
木村　海斗 齊藤　悠里 白岩　祥明 楯　　颯飛
日髙　真治 三橋　頼樹 渡邉　優真 佐々木　亮
中嶋　賢人 奥村　一輝 駒場　圭人 篠原　　潤
丹野　貴司 樋口　　翔 前田　風花 緑川　恵愛
森　　千紘 諸節　空輝 山之口友樹 横野　　碧
 ※敬称略

豆
　本部さんの協力もあり、今
年度もテレビなどで大活躍中の
杉山兄弟が来園してくれまし
た。大小様々なシャボン玉を
披露してくださり、子どもた
ちは大盛り上がりでした！！

　年に一度の鬼退治の日！今年も自分達で製
作したお面をつけ、「おには～そと！」と皆で
豆をまきました。鬼が怖くて泣きだす子もい
ましたが、最後は先生だったと分かりホッと
する姿も見られました。

　今年度最後のケータリン
グがありました。何度か経
験した子ども達は、とても
慣れた様子で配膳をしてい
ました。美味しいメニュー
に大喜びで、小学校の給食がますます楽しみ
になった子どもたちでした！

シャボン玉ショー

年長組ケータリング年長組ケータリング

1月11日（火）

menu・わかめご飯・肉じゃが・さんまの甘煮
 ・味噌汁（豆腐・ほうれん草）・はちみつゼリー
 ・キャベツとジャコ和え

　早乙女紀代美先生に「ジェンダー」や、「夢診断」
について講習会をしていただきました。夢診断で
は意外な結果も聞くことができ、非常に興味深い
内容でした。

早乙女先生
1月21日（金）

賞状授与者
卒園児.......107 名
3年皆勤....4 名
2年皆勤....8 名
1年皆勤....10 名 

精勤......................16 名
親子二代卒園.......4 名
園児 3人卒園 ......5 名

第3回　

まき 2月3日（木）

作 品 展 2月6日（日）

　新型コロナウイルス感染予防対策のため3グルー
プに分かれて開催しました。各クラスに展示された
絵画や製作物を親子で見て回り、楽しそうに話す姿
が見られました。

　各学年で作ったおひなさまを紹介し先生達の出し物
を見る予定です。お祝いのひなあられも配ります。

3月3日（木）

進級おめでとう
年中
2年皆勤　13名
1年皆勤　10名
1年精勤　  8名

年少
1年皆勤　8名
1年精勤　7名

卒園おめでとう！

　2学期から各クラスごと沢山の
品物を作ってきました。当日は目
当ての物を買いに走ったり、次々来るお客さ
んに「いらっしゃいませ～！」と声を掛けたり、
大賑わいでした。黄色バッグが買った品物で
いっぱいになり大満足の一日となりました。

お店屋さんごっこ 2月21日（月）講 習 会

プロフィール

早乙女　紀代美
育児に悩むお母さん達に
信頼が厚い心理カウンセラー



　暖かい日差しが春の訪れを告げ、山々の雪も溶け始
める季節となりました。
　3年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。
　世界的なコロナの流行は未だに続いており、様々な
制約の中で、大変なことも多かったと思います。しか
し、そのような経験をしたからこそ、得られたことも
たくさんあったのではないでしょうか。
　3年間の中で、楽しかったこと、嬉しかったことはも
ちろん、日々、友達と何気なく語り合ったことや切磋
琢磨したこと、悔しい思いなど、日常の当たり前がと
ても大切なことだと感じていると思います。それら全
ての経験や思い出は、みなさんが巣立つ先で必ず役立
つでしょう。

　これから、自分の夢や希望に向かって進むことにな
ります。その先には、乗り越えるべき壁がありますが、
3年間で培った強い気持ちで、一歩一歩、自分の信じた
道を進んで行ってください。その先には、必ず、素晴ら
しい未来が開けるはずです。
　保護者の皆様には、後援会活動に多大なご理解、ご
協力を賜り、本当にありがとうございました。
　全てが順調とはいきませんでしたが、子どもたちの
学校生活において、微力ではありますが、貢献できた
ことを嬉しく思うとともに、感謝を申し上げます。

後援会会長　佐藤　佐代美

柏木学園高等学校後援会ご卒業おめでとうございます

　ご卒業おめでとうございます。2年間のコロナ禍によ
るオンライン授業、学習は今迄にない授業形態であり、
皆さんにとっては大変であったと思いますが、良い経験
をしたという自覚を持って頂きたい。2年間はあっとい
う間だったと思いますが、就職される方、進学される方、
夫々自分の人生の曲がり角にあります。この先をどう進
んでいくのかが大事な時でもあります。今後の計画を進
めるに当たっては、マイナスとなる行動や状況を避ける
だけでなく、それらを建設的で効率的な行動に置き換え
ることが大事なのです。この事は「思考」だけでなく、「行
動」にも当てはまります。ある行動を「やめよう」とおも
うと、その行動に対する衝動を強めることはあっても、

弱めることにはならないのです。行動を変えたいのなら
「やめたいこと」を考えるのではなく、「やりたいこと」「や
るべきこと」を考えるのです。「何かをやめたい」ではな
く、「何をするか」を考えるのです。目標を見つけること
と同じぐらい、それを「どう表現するか」も重要です。表
現の仕方によっては、目標がまったくの逆効果になっ
て、避けたい行動を誘発してしまうということもあるの
です。新たな進路に向かって、「やりたいこと」・「やるべ
きこと」の具体的な行動の目標を掲げて、プラス思考で
豊かな心と、スキルを育んで下さい。

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「やりたいこと」・「やるべきこと」を目標に掲げよう

　卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。大和
商業高等専修学校で学んだ3年間は、これからの人生で
必ず役に立つと思います。
  コロナウイルスの流行での自粛や、今では当たり前に
なったマスク生活、紅葉祭も競技大会に変わり、楽しみ
が減り、すっかり生活スタイルが変わってしまいまし
た。私たちPTA役員も活動が自粛になり、何だか寂しい
思いです。

　卒業生の皆さんは、４月からはそれぞれの新しい道へ、
1・2年生は新しい学年でのスタートとなりますが、皆さ
んの成長を心より応援しています。
　諸先生方を始め、保護者の皆様、役員の皆様、本当に
ありがとうございました。

PTA役員代表    工藤　香織

大和商業高等専修学校ＰＴＡ旅立ち

　吹き来る風も心地よい季節となりました。少し寒さが
残る風が肌にあたり、花の香りが混じった香りを嗅ぐと、
ふと「あの頃は…」と思い出がよみがえります。まだぶか
ぶかの制服に身を包み、お弁当や体操着、上履き…たく
さんの荷物を抱えている姿には可愛らしさがあった子ど
もたちは、いつの間にか頼れるおにいさん、おねえさん
へと成長していました。
　ご卒園、ご進級の皆様、おめでとうございます。
　日々の幼稚園生活で、子ども達は多くの先生方やお友
達と関わる集団の中で、そこでしか経験のできない貴重
な時間を過ごしたことと思います。そして、夕涼み会や
運動会、お遊戯会と行事の場では私たち保護者に成長を
感じさせてくれたことと共に、自信を身に着けていたよ
うに感じます。
　今年度も新型コロナウイルスの流行状況は注視せざる

を得ない状況が続きました。しかし、無事に過ごすことが
できたのは園長先生をはじめとした先生方のご尽力と、
各御家庭でのご理解があったからこそだと感じており
ます。
　先生方におかれましては何をするにも悩みが多かった
と存じますが、どれにおいても最後までご検討くださり子
ども達の“今”を大切にしてくださいました。さらに、保護
者の皆様のご協力があり、今年度を無事に過ごすことが
できました。
　最後になりましたが、皆様のご努力とご協力のもとで
父母の会の活動をさせていただき、子ども達からたくさ
んの感動をもらったことに感謝申し上げます。

父母の会会長　金子　織江

都筑ヶ丘幼稚園父母の会大きくなった子どもたち

各種検定合格者（太字は満点合格者です。）
【柏木学園高等学校】

日本情報処理検定協会主催　文書デザイン検定
（令和3年12月3日施行）

〈2級〉
並木　　葵　齊藤　那音　小椋　愛美　星　　陽向
髙橋　彩芽　梶山　優衣　田島　心愛
〈3級〉
川井　海翔　大柴　美月　奥村　愛良　長澤　雄輝
新部亜沙美　三浦　凜香　荒井　結花　大和田　歩
小林　勇磨　篠原　陽紀　結城　千寿　和田　　葵
小原　麻衣　脇本慎之助　冨永　　遥　和田　愛純

日本情報処理検定協会主催　情報処理技能検定
（令和3年12月10日施行）

〈1級（表計算）〉
村田　雅姫　濵中　智輝
〈準1級（表計算）〉
江下　桃花
〈2級（表計算）〉
河嶋　直央　宮坂　知奈　牟田ひなた　村上　湧人
〈準2級（表計算）〉
安齋　煌祐　石岡美里奈　大城　新奈　太田　　壮
君野　瑛紀　渋谷　哲也　神保　綺南　谷　　優翔
中馬　優真　劉　　鎧華　岩瀬　大和　指籏　柊吾
〈3級（表計算）〉
星　　陽向　大森　愛月　下里　榛那　寺岡　京花
戸井田智奈　南葉　　絢　樋口　　迅　矢澤　花音
山崎　恭平　山本駿之介　相馬代緒子　新部亜沙美
金城　涼介　北村　航一　坂井　佑吏　中野　彩音
南　　樹里　和田　　葵　小原　麻衣　吉岡　勇太

【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3年11月17日施行）
安齊　夕姫　飯田　陽子　五十嵐絵美　岩谷　裕志
太田　朱音　大田ます美　梶　　紗穂　加藤　紀子
亀井茉莉子　楠　　啓子　熊澤みどり　白神　陽子
関口眞佐子　寺田わかな　中原　美絵　 濱田　真洋
濱中さゆり　半田　史恵　宮内　翔子　森野　乃花
森　　裕美　山田絵理子　山田　優子　横井由布子
若井　優子　渡邊　理恵

全国経理教育協会主催　簿記能力検定
（令和3年11月28日施行）

〈2級（商業）〉
境田　航己　髙橋　大樹　丸山　晃瑠
NGUYEN THI LUONG　DEVKOTA ROJINA
NEUPANE BHANUBHAKTA　GURUNG YUBA RAJ　
DIAN NOVITAYANI　BUI THI TRANG
LE THI HUE　TRAN THI THU THAO
NEUPANE KHEM KUMARI　LUONG THI NHU Y　
SHRESTHA JUNU　LIMBU NABIN
NGUYEN THI PHUONG　NGUYEN LE MINH
〈2級（工業）〉
伊藤　純一　小西　七総　平川　雄也
KAFLE MUNA DEVI　THAPA MAGAR MILAN
LAMICHHANE RAJU　GHIMIRE ANU
GHIMIRE DEEPA　NGUYEN PHA PHIN　SHAHI UMA
DOAN THANH NGA　BARDEWA BIBEK
PHAN THI THE　GURUNG ANSHU　KUNWAR KIRAN
SIJALI KISHOR PRATAP　SHRESTHA POOJA　
TAMANG BHUVAN　CHHANTEL DIPAK　
TIMALSENA ARUNA
LAMA SUWASH　TRUONG VAN THANH
〈3級（商業）〉
佐藤　翔哉　GURUNG SANDEEP　SUNUWAR KARUNA
RANA JANGA BAHADUR　RANA MAGAR BIKASH
ADHIKARA MANA KALA　KHATRI SABIN　
KHASANOV BAKHROM BAKHTIYOR UGLI
SHERPA NGIMA GELU　NEPAL KAMALA
MALLA RACHANA　KYAPCHHAKI MAGAR SHANKAR
NGUYEN THI KIM THONG　THAPA BISHAL　
THAPA LILA　BHATTA KHANAL BINITA
PANDEY RABINA　PHAM THANH LAP
PHI VAN KHANH　EI MON HTET
KHADKA BISHAL　KHAPANGEE MAGAR HEM
GIRI LAXMAN　NGUYEN THI TUYET TRINH　
GURUNG INDIRA　GURUNG PRAMITA
GURUNG RAJANI　GURUNG ROJAN
THAPA SUJAN　TAMANG SABITA
DARLAMI KABITA　MANDAL MANJIT

日本医療報酬調査会主催　介護事務検定
（令和3年11月29日施行）

安齊　夕姫　飯田　陽子　五十嵐絵美　岩谷　裕志
太田　朱音　大田ます美　梶　　紗穂　加藤　紀子
亀井茉莉子　楠　　啓子　熊澤みどり　白神　陽子
関口眞佐子　寺田わかな　中原　美絵　新山　真由
濱田　真洋　濱中さゆり　半田　史恵　森野　乃花
森　　裕美　山田絵理子　山田　優子　横井由布子
若井　優子　渡邊　理恵　浅香　　光　小澤　孝浩
神谷　良子　佐藤　義道　清水千絵子　肖　　麗麗
冨田　郁子　藤田　憲一　眞邊　美穂

全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定
（令和3年12月4日施行）

〈1級〉
TRAN THI THU THAO
〈2級〉
KADEL DEEPA　GHIMIRE ANKITA
GURUNG SANGITA　NEUPANE BHANUBHAKTA　
PANDEY RAJENDRA　BISHOKARMA BISHWAS　

PHAM THI PHUONG MINH　MAHARJAN MELINA　
LAMA PHURPA　ROKA TILAK MAYA
GHIMIRE BHUPESH　GURUNG YUBA RAJ
HOSSAIN SAWON　THAPA LILA　PHAM THANH LAP
LUONG THI NHU Y　HTAY AUNG KYAW　　　
〈3級〉
佐藤　翔哉　GURUNG SANDEEP　TAMANG ANIL　
TIWARI JEEVAN　BK SARAN　PHAM THI LY　
P.M.U.PAVINDU UMAYANGA　HOANG VAN HIEU　
RANA MAGAR BIKASH　GHIMIRE BHUPESH
THAPA SANTOSH　DIAN NOVITAYANI
NEPAL KAMALA　MAHATO ASHIKA　LE THI HUE
SUBEDI GOVINDA　NEUPANE KHEM KUMARI
MAJHI SHANKAR　LAMA SAMJHANA　GURUNG RAJANI
HOANG THI NGOC　POKHREL SUNDAR　LIMBU NABIN

全国経理教育協会主催　社会福祉会計簿記認定試験
（令和3年12月5日施行）

〈初級〉
角田　智哉　北郷　拓哉

全国経理教育協会主催　コンピュータ会計能力検定
（令和3年12月11日施行）

〈3級〉
内田　　歩　新垣真由美　川邊　健一　長岡　明梨
近藤　奈穂　鍜治　春花　田村　織絵　永谷　宗啓
安永　典子　森脇　梨恵　長森　達也　杉山　　綾
新田　亜未　張江　　隆　飯田美和子　谷口　恭子
松平　和美　舩木　　祥　G.A.HASHINI MADUMALI
KARKI SABITA　TAMANG MOHAN
LAMA SASHILA　THAPA PURAN
TRUONG THI NGOAN　TIMALSINA KASINATH
〈初級〉
川勝　　碧　黒澤　芽衣　境田　航己　佐藤　翔哉
高橋　大樹　間宮　彩乃　丸山　晃瑠
KADEL DEEPA　GHIMIRE ANKITA
NGUYEN NGOC LAN　NGUYEN THI LUONG
GURUNG POOJA　GURUNG SANGITA
SUNUWAR KARUNA　SHRESTHA REJ BAHADUR
THAPA LAXMI　TAMANG ANIL
TIWARI JEEVAN　DEVKOTA ROJINA
NEUPANE BHANUBHAKTA
P.M.CHAMILA NISHANTHI DASAN
PANDEY RAJENDRA　BK SARAN
BISHOKARMA BISHWAS　PHAM THI LY
HOANG VAN HIEU　MAHARJAN MELINA
R.M.M.ANUPAMA RATHNAYAKA
RANA MAGAR BIKASH　LAMA PHURPA
ROKA TILAK MAYA　ADHIKARI MANA KALA
KHADKA TILAK BAHADUR　KHATRI SABIN
GHALAN UMESH　KARKI SUSMITA
GHIMIRE BHUPESH　NGUYEN THI NGOC CAM
GURUNG YUBA RAJ　SHERPA NGIMA GELU
SIRMAL APSARA　THAPA SANTOSH
THAPA SURYA BAHADUR　DIAN NOVITAYANI　
NAYIMOV FARIDUN　NEPALI RABINDRA
NEPAL KAMALA　BADRAL ZES-ERDENE
BK MANJU　PHAM QUANG AN
PHAM THI LIEN　BUI THI TRANG
PUN MANOJ　HOSSAIN SAWON
MAHATO ASHIKA　MALLA RACHANA
RAI SEMI HANGMA　LAMICHHANE SUSHMITA
LE THI HUE　KYAPCHHAKI MAGAR SHANKAR
NGO TIEN THANH　SUBEDI GOVINDA
THAPA BISHAL　THAPA LILA　TRAN THI THU THAO
NEUPANE KHEM KUMARI　BHATTA KHANAL BINITA
PANDEY RABINA　PHAM THANH LAP
PHI VAN KHANH　HOANG DINH LOI
MAJHI SHANKAR　LAMA SAMJHANA
LUONG THI NHU Y　EI MON HTET
KHADKA BISHAL　KHAPANGEE MAGAR HEM
GIRI LAXMAN　NGUYEN THI THU HA
NGUYEN THI THU　NGUYEN THI TUYET TRINH
GURUNG INDIRA　GURUNG CHIN KUMARI
GURUNG PRAMITA　GURUNG ROJAN
SHRESTHA JUNU　SHRESTHA DINESH
SILUWAL UTSAB　THAPA SUJAN
TAMANG SABITA　DARLAMI KABITA
陳家偉　HTAY AUNG KYAW　DOAN VAN TRONG
PHAN THI KHANH MY　HOANG THI NGOC
POKHREL SUNDAR　MANDAL MANJIT
LAMA ANITA　LAMA SANGITA
LIMBU NABIN　羅昱　LE NGUYEN TUONG VI

全国経理教育協会主催　計算実務能力検定
（令和4年1月22日施行）

〈3級〉
瀬戸　一馬　SOE MYINT NAING
THAPA TIK BAHADUR　VU TIEN BACH
OLI PREM　KHADKA BIPLAB
NGUYEN PHA PHIN　HOANG KIM TU
SAPKOTA MAHESH　CHHANTEL DIPAK
PANDEYA RAVI　TRUONG VAN THANH

神奈川県　介護職員初任者研修
（令和4年1月31日修了）

有澤真理子　上島絵梨香　臼木恵美子　大原　芳香
郡司　知美　篠木　三保　高橋　隆二　村田　洋子
吉山小都恵

【大和商業高等専修学校】
日本情報処理検定協会主催　文書デザイン検定

（令和3年12月5日施行）
〈1級〉
相川　茉実　

〈2級〉　
大久保龍一　大山　力生　小野寺智輝　塚田　涼斗
松崎　碧流　吉村　胡香　大野ケビン　小村　晃雅
齊藤　　晶　花岡　　翼　吉野　　麟　大山　心暖
髙麗　咲月　齊藤　　蓮　東雲　愛美　髙田　愛花
高田　優人　西村　亮祐　𠮷澤　陽菜　和田　康平　
〈3級〉　
大竹　崇太　田代　凰雅　二宮　啓太　廣濱　悠太
松土　慶太　會田　叶門　磯部　悠斗　伊藤　柑太
渡邉　有紀　内田　　嶺　古賀　　希　津﨑　優美
松尾奈那子

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12月5日施行）　

〈1級〉
松島　凜和
〈2級〉
寺川　雄人　相川　茉実
〈準2級〉
須山　千寛　渡邊　日向
〈3級〉
飯塚　威風　片根　　羽　橋本康太郎　浜本ひろし
原田　優輝　増田　泰妃　山中　頼皇　吉澤　　庵
飯塚　瑛也　木戸　琉成　内藤　飛呂　畦本　幸秀
阿部絢之輔　生田竜之助　伊藤　優冴　今井　太陽
江波戸秀冴　大野　　樹　佐々木姫梨　関　　幸毅
ラピング ジョシュア ケイン マラリ
伊藤　咲奈　井上　拓己　猪俣　　渉　椛澤　　将
庄司　　晶　鈴木　輝帝　高坂　　碧　原田　一輝
二又　恭汰
〈4級〉
青木　恵愛　浅沼　健太　石黒　秀虎　伊藤　里樹
梅野　裕雅　小松　威吹　ジャンフィ サムエル 勇気
田中　大樹　田村龍之助　吉江　　翼　伊藤　慧司
大川　輝琉　太田隆之介　柏樹　紅月　島﨑　和輝
蜷川　宗大　半杭 マウリシオ　橋本　拓海
福永　にか　藤井　琥太郎　佐藤ミゲル　丹澤　聡真
藤岡　竜霧　丸山時風獅　青柳　廣紀　板屋羽弥人
染谷　優馬　柘植　晶翔　鳴海　由幸　西森　洋宇
松岡　カズ

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12月5日施行）
〈1級〉
松島　凜和　　　　

全国経理教育協会主催　コンピュータ会計能力検定
（令和3年12月11日施行）

〈初級〉　
大竹　崇太　齋藤　蒼憂　塚田　涼斗　吉村　胡香
石井　綾奈　大久保龍一　大山　力生　寺川　雄人
松崎　碧流　吉野　　麟　西園　弘陸　前田 　圭吾
渡邉　有紀　小村　晃雅　

日本情報処理検定協会主催
文章入力スピード認定（日本語）

（令和3年12月12日施行）
〈4級〉
矢野　泰地　井上　早紀　三宅　陸仁　
〈5級〉　
弘瀨　聖樹　須釜　龍雅　𠮷田　空斗　亀井　和紀
渡辺　崇寛

日本情報処理検定協会主催　情報処理技能検定
（令和3年12月12日施行）

〈段位（表計算）〉
寺川　雄人　
〈1級（表計算）〉
竹内　周平
〈準1級（表計算）〉　
石井　綾奈　塚田　涼斗　松崎　碧流　吉村　胡香
和田　康平　金澤　　陽　福田慎之介
〈2級（表計算）〉　
大竹　崇太　大山　力生　沓澤　昴暉　平田　夏輝
前田　圭吾　吉野　　麟　渡邉　有紀　齊藤　　蓮
髙田　愛花　西村　亮祐　𠮷澤　陽菜
〈3級（表計算）〉　
浅沼　健太　飯塚　威風　片根　　羽　須山　千寛
原田　優輝　渡邊　日向　阿部　　絆　飯塚　瑛也
大川　輝琉　木戸　琉成　島﨑　和輝　白井　幹大
内藤　飛呂　蜷川　宗大　藤井琥太郎　矢部　颯真
畦本　幸秀　阿部絢之輔　生田竜之助　今井　太陽
大野　　樹　笠間　一心　片山　　渚　金子　大瞬
佐々木姫梨　佐藤ミゲル　須釜　龍雅　関　　幸毅
竹内　凱星　丹澤　聡真　鶴崎　優汰　藤岡　竜霧
丸山時風獅　三宅　陸仁　ラピング ジョシュア ケイン マラリ
伊藤　咲奈　岩﨑　英和　岩田　聡吾　大城 ダニエラ
金子　喬哉　椛澤　　将　庄司　　晶　鈴木　輝帝
染谷　優馬　高坂　　碧　柘植　晶翔　鳴海　由幸
原田　一輝　二又　恭汰　松岡　カズ　渡辺　崇寛
〈4級（表計算）〉
石黒　秀虎　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
田中　大樹　田村龍之助　橋本康太郎　増田　泰妃
矢野　泰地　山中　頼皇　吉澤　　庵
カスティヨ ニコラス　齋藤　瑠生　鈴木　瑠已
半杭 マウリシオ　弘瀨　聖樹　福永　にか
松本　優姫　山口　　海　𠮷田　空斗　青柳　廣紀　
戸水孝太郎　古川　陸斗
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県高文連総合文化祭開会のことば 柏木学園高等学校 国際交流行事留学生派遣 柏木実業専門学校

三ツ和自治会ボランティア 大和商業高等専修学校 まめまき 都筑ヶ丘幼稚園

柏木学園高等学校　校長　小野　充目が合った二人
　家の近くの家電量販店で商品を選んでいたときの
ことです。陳列棚をはさんで向こう側にいた若い男
性店員と偶然に目が合いました。次の瞬間、お互い
に「あっ！」。彼は私の教え子で、中学校時代、私が
顧問を務める運動部に所属していました。顧問とい
う立場だったからか、私に対してはまったくなかっ
たのですが、彼は事あるごとに教員に反発。改善す
るよう何度も個別に話をしましたが、その態度は卒
業まで大きく変わることはありませんでした。その
彼が、私のために目の前で丁寧に商品の説明をし、
その上、正社員として店長と掛け合って値引きまで
してくれたのです。商品を受け取ってから、中学生
の時になぜあんなに教員に反発したのかを尋ねる
と、「未熟だったの一言ですね。ハハハハ…」との応
え。あれから、もう20年以上が過ぎました。
　昨年の10月、高校生のワクチン接種会場に行った
ときのことです。一番に到着して椅子に座っていた
他校の男子生徒が、こちらを振り向いた瞬間に目が
合いました。お互いに「あっ！」。私が昨年まで校長

として勤務していた中学校の卒業生でした。鉄道の
知識が驚異的で、その関係の仕事を希望していた彼。
今は法律関連の道を目指しているとのこと。あれほ
ど熱望していた鉄道希望をなぜ変更したのか尋ねる
と、彼の口から発せられたのは短く明快な理由でし
た。そんな表現ができるようになったのかと、思わ
ず感心しながら名刺を手渡していた彼から、今年の
年賀状が届きました。「先生のおかげで入学できた高
校で楽しく過ごせています」との一文。「おかげで」
と言われるようなことは何もしていないのに、彼の
その心遣い、何と温かいことでしょう。
　若者たちは日々、確実に成長しています。卒業す
ると一生会えないかもしれない教え子たちに偶然出
会ったりすると、つくづくそう感じます。そうした
再会の瞬間は私にとって大きな喜びのひとつであ
り、かけがいのない宝でもあります。「だれか」と目
が合うことを今後も楽しみに思いつつ、この3月に
柏木学園を巣立っていく生徒と園児のみなさんの健
全な成長を願ってやみません。

令和 4 年令和4年3月 ～ 5月行事予定表
柏木学園高等学校 柏木実業専門学校 大和商業高等専修学校 都筑ケ丘幼稚園

3/1 二次募集願書受付（～ 7日）
 追再試日、介護職員初任者研修

3/2 自宅学習日

3/3 二次募集試験①、介護職員初任者研修

3/4 テスト返却日

3/7 復習授業（～ 9日）

3/8 二次募集試験②、介護職員初任者研修

3/10 介護職員初任者研修

3/11 卒業式

3/12 合格者説明会

3/14 1･2年校外進路ガイダンス

3/17 介護職員初任者研修修了式

3/23 大掃除、防災訓練

3/25 修了式

4/7 始業式

4/8 入学式、2･3年自宅学習日

4/11 対面式、新入生歓迎会、尿検査

4/12 教科書販売、クラス写真撮影

4/13 健康診断

4/14 3年進路説明会･修学旅行説明会

4/18 平常授業開始

4/19 2･3年校外進路ガイダンス

4/21 歯科検診、PTA運営委員会

4/22 自転車通学者対象交通安全講習会
 生徒総会

5/9 3年三者面談（～ 31日）

5/21 全経電卓計算能力検定

5/24 1学期中間考査（～ 27日）

5/27 PTA総会

5/29 全経簿記能力検定

学　園　本　部
3/1 高等学校卒業式
3/11 専門学校・大和商業卒業式
3/12 幼稚園卒園式
3/28 役員会
4/1 辞令交付式
4/6 高等学校入学式
4/8 専門学校・大和商業入学式
4/9 幼稚園入園式
5/中旬 現況調査
5/26 監事監査
5/30 役員会

3/1 月謝引き落とし日
 誕生日会（3月）
3/3 ひな祭り会
3/4 避難訓練
3/7 卒園式予行練習
3/8 お別れ会
3/9 懇談会（年長）
3/10 お別れ遠足
3/12 卒園式
3/15 スマイルクラブ
 令和4年度進級園児月謝引き落とし日
3/16 懇談会（年中・年少）
3/18 修了式
4/1 新入園児月謝引き落とし日
 横浜型預かり保育開始
4/6 始業式
 進級園児一般預かり保育開始
4/9 入園式
4/12 懇談会（年長）
 いちご組・ぶどう組入園式
4/13 懇談会（年少）
4/14 懇談会（年中）
4/15 進級写真撮影（年中）
4/18 一日保育開始
 新入園児一般預かり保育開始
4/19 進級写真撮影（年長）
4/20 職員研修（予定）
4/21 英語指導・体育指導開始
4/22 食物アレルギー研修会（予定）
4/25 誕生日会（4月）
4/26 役員会（予定）
 対面式
5/2 月謝引き落とし日
5/10 ベイスターズ野球教室
5/11 参観日（年少）（予定）
5/12 参観日（年長）（予定）
5/13 参観日（年中）（予定）
5/16 誕生日会（5月）
 内科検診①
5/17 役員会（予定）
5/18 面談日
5/19 クッキング保育（年長）（予定）
5/21 親児の会（予定）
5/23 内科検診②
5/24 父母の会予算総会（予定）
 避難訓練
5/25 お楽しみ会
5/27 遠足（予定）
5/30 夕涼み会実行委員会

2/28-3/17 進路活動週間

3/4 長期委託訓練選考

3/11 卒業式

3/12 全経社会人常識マナー検定（JapanBasic）

3/15 入学者説明会

3/18 修了式

3/22 第6期一般入試

3/23 教育課程編成委員会

3/24 学校関係者評価委員会

4/8 入学式

4/11 始業式・対面式

4/12-13 オリエンテーション

4/14 健康診断

4/15 講義開始

5/15 全経消費税法能力検定・所得税法能力検定・
 法人税法能力検定・相続税法能力検定（各1級のみ）

5/21 第１回オープンキャンパス、
 全経電卓計算能力検定

5/29 全経簿記能力検定

研修センター

3/1 卒業式

3/2 相談日

3/4 二次入試

3/8-11 3学期期末試験

3/12 合格者説明会

3/15 学期末補習対象者発表・相談日

3/17 後援会役員会

3/24 修了式・大掃除

3/25-3/31 学校閉鎖期間（春季休業）

4/5 始業式　
 2・3年クラス写真撮影

4/6 入学式　
 1年クラス写真撮影

4/7 1年個人写真撮影

4/8 対面部活動紹介
 基礎力診断テスト（1年）
 到達度テスト（2・3年）

4/11 健康診断
 歯科検診（2・3年）

4/12 健康診断
 歯科検診（1年）

4/21 後援会役員会

4/22 1年宿泊研修（～ 23日）
 2・3年社会見学

4/25 1年振替休日

5/2 3年三者面談開始（～ 31日）

5/10 中間試験日程発表

5/11 生徒総会（4・5限）

5/17-20 中間試験

5/27 第1回実用英語技能検定
 （希望者のみ）

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

3/1 （県委託訓練）1月生
 医科医療事務検定試験

3/17 （県委託訓練）1月生
 調剤事務検定試験

3/23 （県委託訓練）2月生
 医科医療事務検定試験

3/29 （県委託訓練）1月生
 介護事務検定試験

3/29 （県委託訓練）2月生　修了式
 パソコンスキルアップ科
 医療事務（医科・歯科）PC科
 介護職員初任者研修科

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


