
　2022年（令和4年）（壬寅）も国内外で社会をゆるがす出来事がたくさんありました。１.新型コロナウイル
スの感染拡大から3年目を迎え、感染力の強い変異株「オミクロン株」が年明けから急速に拡大。少しずつマ
スクの着用・感染した際の待機期間・入国時の検査等が緩和され、コロナ対策と社会経済活動との両立を図
る動きが進み始めた。２.ロシアのウクライナ侵攻によって原油や穀物の供給が不安定になり、価格が上昇。
さらに「インフレ」が世界中で加速。３.世界各地で深刻な熱波や干ばつ、大雨・洪水や土砂崩れなど異常気
象が起きている。４.安倍元首相の銃撃事件。事件の衝撃の中で決まった国葬は反対者が増え、さらに「世界
平和統一家庭連合」と自民党の関係が浮上。５.イギリスのエリザベス女王の死去。70年7 ヶ月にわたりイギ
リスの君主としてもっとも長く在位。６.北朝鮮の弾道ミサイルが日本上空を通過した。2017年9月以来で不
安の声があがった。７.スポーツ界では日本人選手の目覚しい活躍の1年であった。
　2023年（令和5年）癸卯年は、これから成長する年だそうです。成功や成長というものが転ばない事にある
のではなく、転ぶ度に起き上がり続けること。視点を変えれば不可能が可能になり、自分自身の価値観を新
たに見出すことが出来る年です。
　癸卯の癸は「種子が計ることができるほどの大きさになり、春の間近でつぼみが花開く直前である」という
意味。「卯」はもともと「茂」という字が由来といわれ「春の訪れを感じる」という意味。また「卯」という字の
形が「門が開いている様子」を連想させることから「冬の門が開き、飛び出る」という意味があると言われて
います。この2つの組み合わせである癸卯には、「これまでの努力が花開き、実り始めること」といった縁起の
良さを表していると言えそうです。
　卯（うさぎ）は穏やかで温厚な性質であることから、「家内安全」。また、その跳躍する姿から「飛躍」、「向上」
を象徴するものとして親しまれてきました。他にも「植物の成長」という意味もあり、新しいことに挑戦する
のに最適な年とも言われています。
　2023年の癸卯は、今までの数年間から大きく「飛躍」し、私たちの生活が大きく「向上」する年になってほ
しいものです。
　2023年（令和5年）は新型コロナウイルス感染防止対策と経済活動の両立を果たせるかが鍵となり、感染拡
大が落ち着けば、個人消費も伸び景気の立ち直りは早まると考えられています。また経済や社会のデジタル
化への展開は加速し、働き方や企業戦略の変革をもたらす様々なビジネスモデルが見えてきそうです。
　私学を取り巻く環境は、年々厳しさを増してきています。私学は建学の精神の下、常に時代の進展と社会
の要請に対応した特色ある質の高い教育を展開し、取り組んできました。現在、長引くコロナ禍に加え国際
情勢の緊迫化により、急激に円安が進行するなど社会経済情勢が混乱の中で、少子高齢化が更に深刻化する
という厳しい状況に直面しています。このような先の見えない時代であればなおのこと、将来を担う子ども
達への教育がますます重要となります。
　柏木学園では建学の精神をより一層推進し、時代の変化に柔軟に対応し、社会で必要とされ即戦力として
活躍できる人材の育成を目指してまいります。そのためにも、まずは健康が第一です。健康であれば何でも
出来ます。2023年が皆様にとりまして幸多き年でありますよう祈念しますと共に、今後とも柏木学園への変
わらぬご指導お力添えを賜りますようお願い申し上げます。
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今年一年が皆様にとりまして飛躍の年になりますように心よりお祈り申し上げます。今年一年が皆様にとりまして飛躍の年になりますように心よりお祈り申し上げます。

令和5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

1/10 始業式、PTA運営委員会

1/11 平常授業開始

1/12 介護職員初任者研修

1/14 学校説明会⑫

1/17 委員会の日、介護職員初任者研修

1/18-24 卒業試験

1/19 介護職員初任者研修

1/20 まなび場ジュニア（上鶴間中学校）

1/21 推薦B方式④

1/24 介護職員初任者研修

1/25-27 一般入試願書受付

2/3 一般入試（筆記）

2/4 一般入試（面接）

2/5 所得税法・消費税法能力検定

2/6 出前授業（藤塚中学校）

2/7 まなび場ジュニア（大野台中学校）、

 介護職員初任者研修

2/9 介護職員初任者研修、PTA運営委員

2/13-18 検定特別授業

2/14 まなび場ジュニア（高倉中学校）

2/18 中学２年生対象説明会①

2/19 全経簿記能力検定

2/20-27 期末試験

2/23 中学２年生対象説明会②

2/25 全経電卓計算能力検定

2/26 日商簿記検定

2/28 追再試日

3/2 介護職員初任者研修

3/3 学納金納入締切

3/6 二次募集試験①、復習授業（～8日）

3/7 二次募集試験②、介護職員初任者研修

3/8 二次募集試験③

3/9 介護職員初任者研修

3/10 卒業式

3/11 合格者説明会

3/14 介護職員初任者研修

3/16 介護職員初任者研修

3/17 介護職員初任者研修修了式

3/22 大掃除

3/24 修了式

学　園　本　部
1/10 職員仕事始め
3/1 高等学校卒業式
3/10 専門学校・大和商業卒業式
3/11 幼稚園卒園式
3/27 役員会

1/4 月謝引落日
1/10 始業式・獅子舞
1/11 お楽しみ会・懇談会
1/12 避難訓練
1/16 シャボン玉ショー
1/18 令和5年度体験保育
 在園児休園
1/21 幼稚園教育研究大会
1/23 誕生日会（1月）・地域開放ストレッチ
1/24 年長組クッキング保育
 スマイルクラブ
1/25 面談日
1/30 地域開放ヨガ
1/31 年長組ケータリング
2/1 月謝引落日・役員会
2/2 豆まき
2/3 午前保育
2/5 作品展
2/6 振替休園
2/7 誕生日会（2月）
2/9 お店屋さんごっこ
2/10 避難訓練
2/13 個人面談・午前保育
2/14 個人面談・午前保育
2/15 令和5年度一日入園及び教材渡し
 在園児休園
2/16 個人面談・午前保育
2/17 個人面談・午前保育
2/20 父母の会予算総会
2/21 年中組クッキング保育
2/22 ダディ＆マミー
2/27 令和5年度2歳児教室教材渡し
 令和5年度プレ保育教材渡し
2/28 年少組クッキング保育
3/1 月謝引落日・誕生日会（3月）
3/2 避難訓練
3/3 ひな祭り会
3/6 卒園式予行演習
3/7 お別れ会
3/8 年長組懇談会
3/9 お別れ遠足
3/10 午前保育
3/11 卒園式
3/14 スマイルクラブ
3/15 令和5年度進級園児月謝引落日
 年中組、年少組懇談会
3/20 修了式・午前保育
3/22-23 2才、プレ体験保育

研修センター

1/10 始業式
1/11 授業開始（３年）
 到達度テスト（1年）
 総合学力記述模試（アド）
 実力診断テスト（２年スタ・情）
1/12 授業開始（１・２年）
1/13 第3回実用英語技能検定
1/14-15 大学入学共通テスト
1/16-18 推薦入試インターネット出願
1/19 後援会役員会
1/20 午前授業
1/22 推薦入試
1/23 推薦入試合格発表（インターネット）
1/24-27 一般・オープン入試インターネット出願
1/27 学費引き落とし
1/31-2/3 期末試験（３年）
2/1-3 2年生修学旅行
2/6 試験予備日（３年） 
2/7 試験返却（３年） 
2/9 大掃除（３・４限） 
2/10 一般入試（筆記）  
2/11 オープン入試
 推薦合格者学力検査
 一般入試合格発表（インターネット） 
2/12 オープン入試合格発表（インターネット）   
2/15 学期末補習対象者発表（３年）
 卒業生を送る会 
2/16 後援会役員会
2/16-17 一般・オープン入試専願手続き
2/16-22 学期末補習（３年） 
2/20-22 ３年生卒業旅行 
2/24 防災用品配付、３年生登校日
2/27-28 期末試験（１･２年） 
2/28 ３年生登校日 
3/1 卒業式
3/1-2 一般・オープン入試併願手続き 
3/2 二次入試願書受付
3/2-3 期末試験（１･２年）
3/3 二次入試
3/6 試験予備日（１･２年）
 二次入試入学手続き
3/7-9 試験返却（１･２年） 
3/11 合格者説明会  
3/16 後援会役員会
 学期末補習対象者発表（1・2年）
3/17-22 学期末補習（1・2年）
3/24 修了式、大掃除（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
1/18 （県委託訓練）11月生
 調剤事務検定試験
1/30 （県委託訓練）11月生
 介護事務検定試験
1/31 （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
2/3 （県委託訓練）1月生 職業人講話
 介護職員初任者研修科
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人緑樹会
2/6 （県委託訓練）1月生 職業人講話
 簿記パソコン事務科
 小林貢公認会計士事務所
2/22 （求職者支援訓練）2月生 入校式
 パソコンスキルアップ基礎科
 医療・調剤・介護事務PC科
 介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
3/1 （県委託訓練）1月生
 医科医療事務検定試験
3/7 （求職者支援訓練）2月生 職業人講話
 パソコンスキルアップ基礎科
 株式会社らいふ
3/16 （求職者支援訓練）2月生 職業人講話
 パソコンスキルアップ基礎科
 NPO法人都筑区民交流協会
 （求職者支援訓練）2月生 職業人講話
 医療・調剤・介護事務PC科
 株式会社ソラスト
 （県委託訓練）1月生
 調剤事務検定試験
3/22 （求職者支援訓練）2月生 職業人講話
 介護職員養成（初任者研修）科
 株式会社らいふ
 社会福祉法人緑樹会
3/30 （県委託訓練）1月生
 介護事務検定試験
3/31 （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

1/11 講義開始
1/15 全経中小企業BANTO認定試験
1/18 調剤事務検定試験
1/20 第4期推薦・一般入試試験日
 県立保土ヶ谷高校留学生派遣
1/21 第7回オープンキャンパス
 全経社会人常識マナー検定
1/23-27 進級・卒業試験
1/27 介護事務検定試験
1/28 全経計算実務能力検定 
1/30-2/24 検定授業週間
1/30-2/1 午後追試
2/3 再試験者発表
2/4 全経文書処理能力検定
2/5 全経所得税法・法人税法・消費税法
 相続税法能力検定（2・3級のみ）
2/6-17 病院実習（医療情報学科1年生）
2/8 午後再試験
2/13 特別試験者発表
2/17 第5期推薦・一般入試試験日
2/19 全経簿記能力検定
2/24 大学併修説明会（PM）
2/25 全経電卓計算能力検定
2/26 日商簿記検定
2/27-3/16 進路活動週間
2/28 次年度学費納入締切日
3/1 医科医療事務検定試験
3/10 卒業式
3/11 全経社会人常識マナー検定（Japan Basic）
3/17 修了式
3/20 第6期推薦・一般入試試験日
3/26 医科医療事務管理士技能認定試験

○学園本部：金久保・清水　　○柏木高校：本田・川津　　○大和商業：友森
○柏木実業：伊藤（史）・座間・乾・小澤　　○幼 稚 園：髙田・大熊



　11月9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。今年度も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google
フォーム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
　「第33回伊藤園お～いお茶新俳句
大賞」の最高位に次ぐ金子兜太賞を杉
山結菜さん（1K）が受賞し、11月11日
（金）に本校で表彰式が開かれました。
国内と海外64か国から応募された
194万6459句の中からの受賞です。杉
山さんは「驚きました。これを機に俳
句に興味を持ちたいです。」と感想を述べ、表彰式の後、大和市
長を表敬訪問しました。

生徒の活躍

　11月8日（火）に藤沢市
立高倉中学校の2年生38
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、校舎や授業を見学す
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

　10月20日（木） にやまと芸術ホー
ルにおいて芸術鑑賞会が実施されま
した。今年の演目は学校寄席で、2･3
学年は午前に、1学年と保護者は午後
に鑑賞しました。落語の解説・実演、
色物（奇術、太神楽）の実演があり、
代表生徒や教員の体験コーナーもあ
りました。初めて観た生徒も一瞬で
魅了され、日本の伝統芸能に触れた良い体験でした。終始笑い
に包まれた芸術鑑賞会となりました。

芸術鑑賞会

　11月10日（木）1･2時間目に公開授
業を実施しました。平日での実施に
もかかわらず、多くの保護者の方に
来校していただきました。日頃の学
校生活の一部を観ていただく良い機
会となったと思います。公開授業終
了後は、1学年は学年懇談会、2･3学
年は学級懇談会を実施しました。

公開授業/学年･学級懇談会

会長 杉浦　力豊（2年）
副会長 梅田　怜和（2年）
 塚田　希月（1年）
書記 佐藤虹太郎（2年）
会計 宮原　歩夢（2年）
常任委員 藤嶋　一樹（1年）
常任委員 大久保優舞（1年）
常任委員 松岡　優真（1年）

　12月13日（火）～ 16日（金）に学
年別で球技大会を実施しました。
ドッヂボールやバレーボール、バ
スケットボールなどの競技をクラ
ス対抗で競いました。チームで勝
利に向けて一致団結し、各学年と
も大いに盛り上がりました。

球技大会

　12月6日（火）に大和市消防署に
おいて行われた普通救命講習に本
校の運動部、文化部の部員を中心
に生徒と教員が参加しました。心
肺蘇生やＡＥＤなどについて講義
形式の説明を受けた後、訓練用の
人形を使って実技の講習に取り組
みました。終了後は講習修了証をいただき、いざという時の救
命活動に積極的に参加する自信を得ました。

普通救命講習

【男子バスケットボール部】
　11月20日（日）に本校総合体育館で行われた神奈川県高等学
校バスケットボール新人大会北支部予選において
　2回戦　柏木学園高校 86-63 霧が丘高校
で県大会出場を決めました。惜しくも3回戦で敗れ、ベスト4
には届きませんでしたが県大会も全力で取り組みます。
　3回戦　柏木学園高校 66-83 厚木北高校
【男子バレーボール部】
　11月23日（水･祝）に向上高校で行われた北相地区高等学校
バレーボール冬季大会決勝トーナメントにおいて
　柏木学園高校2-0（25-16、29-27）上溝南高校
　柏木学園高校2-0（25-19、25-22）相模田名高校
でブロック優勝を果たしました。

部活動活動報告

　雨天延期となっていた地震火災
避難訓練を10月26日（水）に実施し
ました。地震発生時に机の下などに
避難する地震訓練の後、生徒昇降口
付近から火災が起きた想定で、安全
な避難経路を通ってグラウンドに
避難する訓練を行いました。生徒た
ちは「おかしの法則」（おすな、かけ
るな、しゃべるな）を守って真剣に参加していました。

防災訓練実施

　12月20日（火）の1･2時 間 目 に1
学年、3･4時間目に2学年を対象に
リクルートから講師を招き進路行
事を行いました。
　1学年は学部・学科の詳細や選択
の仕方、2学年はオープンキャンパ
ス経験後の志望学科の選択の仕方
を学び、ワークシートの記入や資料
請求を行いました。
　生徒達は目前に迫った自らの進路を真剣に考え、一生懸命
に話を聞いていました。

1･2学年 進路ガイダンス

今後も応援よろしくお願いします。

　ある日、サンタさんか
ら幼稚園にプレゼントを
届けに行くというお手紙
が届きました。その事を
知った子ども達は大喜び
でクリスマス会当日を心待ちにしていました。

　当日はサンタさんと写真を撮ったり、プレゼン
トをもらったり、子ども達は終始目を輝かせてい
ました★

お遊戯会

サンタバス

つきつきおおももちち

　短い時間でしたが、歌をうたったり、出し物
を見たりサンタさんと楽しい時間を過ごしま
した。始めは緊張してい
た子ども達もサンタさん
からプレゼントをもら
い、とても嬉しそうでし
た♪

クリスマス会

HAPPY
NEW
YEAR
HAPPY
NEW
YEAR

「フラワーアレンジメント教室」

未就園児
クリスマス会

シャボン玉ショー
杉山兄弟に

よる

豆まき

お店やさんごっこ

地域開放事業

　12月1日（木）からバスの運
転手がサンタさんの格好をして
運転しています♪バス内を装飾
し、クリスマス一色！クリスマ
スが来ることを楽しみにしてい
る子ども達です！

　今年度も新型コロナウイルス感染予防対策のため、
平日4日間に分けての開催となりました。運動会を終え
て、人前で発表することに自信がついた子ども達は、保
護者の方々を前に緊張しつつも、堂々と舞台に立ち、最
後まで演じきっていました♪
　この日のために一生懸命取り組んできた成果が発揮
された素敵な一日となりました！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！

12月8日（木）

12月13日（火）

11月28日（月）

1月16日（月）

　今年もバザー収益によるしゃぼん玉ショーを
行います。どんなしゃぼん玉が見られるのか子
ども達も今から楽しみにしています！
　保護者の皆様、バザーにご協力いただきあり
がとうございました。

12月14日（水）

　クリスマスに向けて、クリ
スマスリースの製作を行い
ました。まつぼっくりやリボ
ン等を組み合わせて、素敵な
リースに仕上がりました！

　幼稚園に鬼がやってきます！お
面とマスを製作し、「鬼は外！福は
内！」と準備万端です！

　各クラス様々なお店が開店しま
す！オリジナルの財布を首から下げ
て、お買い物を楽しみます♪

2月2日（木）

2月9日（木）

1部　12月1日（木）　　2部　12月2日（金）
3部　12月5日（月）　　4部　12月6日（火）

　3年振りに行われたおも
ちつき！新型コロナウィル
ス感染予防対策のため今年
度は、年長組のみもちつき
を体験し、年中少組と2歳児
はもちつきをしている様子
を見学しました！できたお
もちは、豚汁に入れておい
しく食べました！

　新年を迎え、今年も幼稚園に獅子
舞がやってきました！獅子に頭をか
んでもらい、2023年の無病息災を
祈願しました。皆が元気に
過ごせますように。



2学年修学旅行 防犯イルミネーション点灯式
　11月28日（月）大和駅前のやまと広場でイルミネー
ション点灯式と防犯ボランティアに4名の生徒が参加
しました。青色イルミネーションは犯罪抑止効果やコ
ロナ禍における癒しを目的としており、生徒は「特殊詐
欺に注意してください。」などと声をかけながらチラシ
やティッシュを配布して被害防止の啓発に努めました。

　12月8日（木）に１学年を対象に校内で、エイズ・性
感染症予防講演会が行われました。厚木保健福祉事務所
の方と林間クリニックの医師の方からエイズ・性感染症
の正しい知識とその感染予防について学びました。命
の尊さを感じ、自分のことだけでなく相手のことも大
切にできる対応を身に付けていってほしいと思います。

　12月23日（金）に2・3学年の福祉ビジネスコースの
生徒を対象に大和市消防本部救急救命課の方が来校し、
体育館で救命救急講習が行われました。心肺蘇生の方
法やAEDの使用方法を改めて確認し、実践練習もたく
さん出来ました。突然の事故や病気など救急車を呼ぶ
ような場面に遭遇した時、すぐに応急手当を行う事が
できるよう、正しい知識と技術を身に付けることがで
きました。

　今年は10月28日（金）～ 30日（日）の期間で2学年の沖
縄修学旅行を実施することができました。1日目は旧海
軍司令部壕の見学をし、平和祈念公園で平和学習を行
いました。2日目は2グループに分かれ、午前中にマリ
ン体験（バナナボート等）と文化体験（シーサーの絵付
け体験）をしました。午後には美ら海水族館に行き、
沖縄周辺の海洋生物について学びました。3日目は、お
きなわワールドと国際通りで散策を行った後に、無事
に羽田空港に帰着することができました。生徒たちに
とって、たくさんの想い出と学びを得ることができた
沖縄修学旅行となりました。

　令和5年度の生徒会新役員を決めるための選挙が11月
11日（金）に行われました。今年度の生徒会選挙は久々
に体育館にて生徒が集まって行う演説となりました。
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、実際の選挙で使われる記帳台と
投票箱が用意され、緊張感あふれる会場に生徒たちも
真剣に投票していました。
　立候補者も投票者も自分たちの生徒会を自分たちで
作っていくという気持ちを再認識することができた良
い機会となりました。なお、新生徒会役員として下記
の生徒たちが選出されました。
　その後、委嘱式では決意表明がありました。学校が
より良くなるよう協力してほしいと思います。

生徒会選挙・委嘱式 

会　長 丸山時風獅 （2年）

副会長 飯塚　威風 （2年）

副会長 今泉　夢乃 （1年）

会　計 渡邊　日向 （2年）

書　記 臼井　紗耶 （1年）

1学年エイズ・性感染症予防講演会

2・3学年福祉ビジネスコース対象 救命救急講習

入試情報

　以上が今年度の入試予定となります。ご希望の方、興味を
お持ちの方はホームページまたは本校までご連絡をお待ち
しております。

1月14日（土） 学校説明会

1月21日（土） 推薦入試B方式

2月  3日（金）（筆記） 
一般入試（専願・併願）

2月  4日（土）（面接）

3月  6日（月）~8日（水） 二次入試

｝

【留学生受入適正校に認定されました】
　昨年に引き続き、東京出入国在留管理局より、留学生受け入れ適
正校に認定されました。これにより、本校に入学する留学生は、２年
ビザが付与され、ビザの更新審査項目が軽減されます。

【長期委託訓練受講生募集のお知らせ】
　本校医療情報学科は、この度神奈川県より訓練期間２年の公共職
業訓練を下記の通り受託し、受講生を募集致します。

【企業実習を行いました】
　10月～11月にかけて情報ビジネス科、経
営経理研究科の学生がクラス単位で企業実
習を行いました。各企業様にご協力をいた
だき、講義やデモンストレーションが行わ
れました。1年生はこれから始まる就職活
動に向けた意識付け、2年生は社会に出て
から身につけるべき知識と能力について学
びました。（株式会社三菱UFJ銀行大和支店 
株式会社三井住友銀行大和支店　鹿島建設
株式会社　株式会社ネエチアオイレス工業
株式会社　松和電子システム株式会社）

【高等学校へ留学生を派遣しました】
　英語授業教育や総合的な探求の時間の一
環として、本校留学生を特別講師として派
遣しました。高校生が英語でポスターセッ
ションやスピーチした内容を英語でアドバ
イスをするプログラムや留学生が作成した
スライドショーで母国の紹介を行ったり、
高校生と一緒にミニゲームをするなど、普段は体験することができ
ない高校生との交流を通して発表することの難しさ、準備の大切さ
などを知る機会にもなりました。
（10/21 神奈川県立多摩高等学校　探究活動成果発表会留学生派遣）
（11/10 川崎市立高津高等学校　多文化理解推進事業留学生派遣）
（1/20 神奈川県立保土ヶ谷高等学校　国際交流行事留学生派遣予定）

【ドローン野外飛行実習を行いました】
　11月15日（火）にドローン授業履修者1年生を対象に野外飛行実習
（実習地、神奈川県鎌倉市：小泉園）を実施しました。資格取得に必
要な高高度の飛行実習では日ごろの授業の練習成果を発揮していま
した。

【大学併修説明会を行います】
　2月24日（金）の午後から大学併修説明会を行います。産業能率大
学（経営経理研究科対象）との2way学習を通し、専門士と同時に学
士を取得できる制度です。詳しい内容を知りたい方は、説明会のご
予約をお待ちしております。

【神奈川県委託訓練「即戦力」11月生入校式、9月生修了式】
　11月1日に神奈川県委託訓練「即戦力」11
月生として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生の
入校式を実施、11月30日に「即戦力」9月生
の簿記パソコン事務科、医療調剤介護事務・
ＰＣ科の修了式を行いました。「即戦力」職業

訓練は３ヵ月単位での実施となります。再就職にむけての学びと、
現場における即戦力としての活躍を期待して開講しています。

【神奈川県委託訓練「即戦力」職業人講話、求人企業説明会の開催】
　研修センターでは、授業内にて訓練分野の職業人による講話や放
課後に求人企業説明会を実施し、受講生の再就職を支援しています。
[職業人講話：経理分野、介護分野] 
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 岡本　光義先生
社会福祉法人緑樹会 中山　孝次先生

[求人企業説明会：医療分野]　
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

【求職者支援訓練 令和5年2月生 募集開始】
●医療・調剤・介護事務ＰＣ科（3ヶ月コース）
●パソコンスキルアップ基礎科（3ヶ月コース）
●介護職員養成（初任者研修）科（短期間）（2ヶ月コース）

募集期間中は神奈川県内のハローワークで実施されるコース説明会
に参加する他、学校見学は随時受け付けています。詳しくは「柏木学
園のホームページ」に掲載しています。
【就職近況報告】
就職先　
　株式会社アイシマ　グループホームほのぼの
　　五十嵐　健治さん　 介護職員初任者研修科
　　　（神奈川県委託訓練）（令和4年3月）修了生
　「認知症対応型共同生活介護施設にて勤務し
ています。入浴、排泄、食事等の介護のほか、日
常生活上のご支援まで仕事の幅が広く、毎日失
敗してばかりですが、ご利用者様に「あなたに会えて良かった」と言
われるように研鑽していきます。」

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
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
　1月21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

中山　孝次先生岡本　光義先生

神奈川県委託訓練「即戦力」
　令和5年 1月生　1月4日～ 3月31日
求職者支援訓練
　令和5年2月生　2月22日～ 5月19日
　　医療・調剤・介護事務ＰＣ科（3ヶ月コース）
　　パソコンスキルアップ基礎科（3ヶ月コース）
　令和5年2月生　2月22日～ 4月21日
　　介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
 （2 ヶ月コース）
≪募集期間≫1月10日（火）～ 1月30日（月）
コースの詳細や申込方法は「柏木学園ホームページ」
または℡046-200-6170研修ｾﾝﾀｰまで

研修センター
地図案内

認定証発行番号
第2022JM0004（2）号

現在開講中ならびに実施予定の訓練

訓練科名

訓練期間

見学会
開催日時

ハローワーク
事前手続・選考
予約期間

訓練番号17　医療情報学科

令和5年4月7日～令和7年3月

令和5年1月10日・11日・12日・13日・
16日・17日　各14：00 ～ 17：00

令和4年12月15日（木）～令和5年1月18日（水）
（土日祝日、年末年始を除く）

※詳しくは「柏木実業専門学校のホームページ」に掲載しております。
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【留学生受入適正校に認定されました】
　昨年に引き続き、東京出入国在留管理局より、留学生受け入れ適
正校に認定されました。これにより、本校に入学する留学生は、２年
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　本校医療情報学科は、この度神奈川県より訓練期間２年の公共職
業訓練を下記の通り受託し、受講生を募集致します。

【企業実習を行いました】
　10月～11月にかけて情報ビジネス科、経
営経理研究科の学生がクラス単位で企業実
習を行いました。各企業様にご協力をいた
だき、講義やデモンストレーションが行わ
れました。1年生はこれから始まる就職活
動に向けた意識付け、2年生は社会に出て
から身につけるべき知識と能力について学
びました。（株式会社三菱UFJ銀行大和支店 
株式会社三井住友銀行大和支店　鹿島建設
株式会社　株式会社ネエチアオイレス工業
株式会社　松和電子システム株式会社）

【高等学校へ留学生を派遣しました】
　英語授業教育や総合的な探求の時間の一
環として、本校留学生を特別講師として派
遣しました。高校生が英語でポスターセッ
ションやスピーチした内容を英語でアドバ
イスをするプログラムや留学生が作成した
スライドショーで母国の紹介を行ったり、
高校生と一緒にミニゲームをするなど、普段は体験することができ
ない高校生との交流を通して発表することの難しさ、準備の大切さ
などを知る機会にもなりました。
（10/21 神奈川県立多摩高等学校　探究活動成果発表会留学生派遣）
（11/10 川崎市立高津高等学校　多文化理解推進事業留学生派遣）
（1/20 神奈川県立保土ヶ谷高等学校　国際交流行事留学生派遣予定）

【ドローン野外飛行実習を行いました】
　11月15日（火）にドローン授業履修者1年生を対象に野外飛行実習
（実習地、神奈川県鎌倉市：小泉園）を実施しました。資格取得に必
要な高高度の飛行実習では日ごろの授業の練習成果を発揮していま
した。

【大学併修説明会を行います】
　2月24日（金）の午後から大学併修説明会を行います。産業能率大
学（経営経理研究科対象）との2way学習を通し、専門士と同時に学
士を取得できる制度です。詳しい内容を知りたい方は、説明会のご
予約をお待ちしております。

【神奈川県委託訓練「即戦力」11月生入校式、9月生修了式】
　11月1日に神奈川県委託訓練「即戦力」11
月生として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生の
入校式を実施、11月30日に「即戦力」9月生
の簿記パソコン事務科、医療調剤介護事務・
ＰＣ科の修了式を行いました。「即戦力」職業

訓練は３ヵ月単位での実施となります。再就職にむけての学びと、
現場における即戦力としての活躍を期待して開講しています。

【神奈川県委託訓練「即戦力」職業人講話、求人企業説明会の開催】
　研修センターでは、授業内にて訓練分野の職業人による講話や放
課後に求人企業説明会を実施し、受講生の再就職を支援しています。
[職業人講話：経理分野、介護分野] 
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 岡本　光義先生
社会福祉法人緑樹会 中山　孝次先生

[求人企業説明会：医療分野]　
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

【求職者支援訓練 令和5年2月生 募集開始】
●医療・調剤・介護事務ＰＣ科（3ヶ月コース）
●パソコンスキルアップ基礎科（3ヶ月コース）
●介護職員養成（初任者研修）科（短期間）（2ヶ月コース）

募集期間中は神奈川県内のハローワークで実施されるコース説明会
に参加する他、学校見学は随時受け付けています。詳しくは「柏木学
園のホームページ」に掲載しています。
【就職近況報告】
就職先　
　株式会社アイシマ　グループホームほのぼの
　　五十嵐　健治さん　 介護職員初任者研修科
　　　（神奈川県委託訓練）（令和4年3月）修了生
　「認知症対応型共同生活介護施設にて勤務し
ています。入浴、排泄、食事等の介護のほか、日
常生活上のご支援まで仕事の幅が広く、毎日失
敗してばかりですが、ご利用者様に「あなたに会えて良かった」と言
われるように研鑽していきます。」

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
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
　1月21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

中山　孝次先生岡本　光義先生

神奈川県委託訓練「即戦力」
　令和5年 1月生　1月4日～ 3月31日
求職者支援訓練
　令和5年2月生　2月22日～ 5月19日
　　医療・調剤・介護事務ＰＣ科（3ヶ月コース）
　　パソコンスキルアップ基礎科（3ヶ月コース）
　令和5年2月生　2月22日～ 4月21日
　　介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
 （2 ヶ月コース）
≪募集期間≫1月10日（火）～ 1月30日（月）
コースの詳細や申込方法は「柏木学園ホームページ」
または℡046-200-6170研修ｾﾝﾀｰまで

研修センター
地図案内

認定証発行番号
第2022JM0004（2）号

現在開講中ならびに実施予定の訓練

訓練科名

訓練期間

見学会
開催日時

ハローワーク
事前手続・選考
予約期間

訓練番号17　医療情報学科

令和5年4月7日～令和7年3月

令和5年1月10日・11日・12日・13日・
16日・17日　各14：00 ～ 17：00

令和4年12月15日（木）～令和5年1月18日（水）
（土日祝日、年末年始を除く）

※詳しくは「柏木実業専門学校のホームページ」に掲載しております。



　11月9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。今年度も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google
フォーム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
　「第33回伊藤園お～いお茶新俳句
大賞」の最高位に次ぐ金子兜太賞を杉
山結菜さん（1K）が受賞し、11月11日
（金）に本校で表彰式が開かれました。
国内と海外64か国から応募された
194万6459句の中からの受賞です。杉
山さんは「驚きました。これを機に俳
句に興味を持ちたいです。」と感想を述べ、表彰式の後、大和市
長を表敬訪問しました。

生徒の活躍

　11月8日（火）に藤沢市
立高倉中学校の2年生38
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、校舎や授業を見学す
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

　10月20日（木） にやまと芸術ホー
ルにおいて芸術鑑賞会が実施されま
した。今年の演目は学校寄席で、2･3
学年は午前に、1学年と保護者は午後
に鑑賞しました。落語の解説・実演、
色物（奇術、太神楽）の実演があり、
代表生徒や教員の体験コーナーもあ
りました。初めて観た生徒も一瞬で
魅了され、日本の伝統芸能に触れた良い体験でした。終始笑い
に包まれた芸術鑑賞会となりました。

芸術鑑賞会

　11月10日（木）1･2時間目に公開授
業を実施しました。平日での実施に
もかかわらず、多くの保護者の方に
来校していただきました。日頃の学
校生活の一部を観ていただく良い機
会となったと思います。公開授業終
了後は、1学年は学年懇談会、2･3学
年は学級懇談会を実施しました。

公開授業/学年･学級懇談会

会長 杉浦　力豊（2年）
副会長 梅田　怜和（2年）
 塚田　希月（1年）
書記 佐藤虹太郎（2年）
会計 宮原　歩夢（2年）
常任委員 藤嶋　一樹（1年）
常任委員 大久保優舞（1年）
常任委員 松岡　優真（1年）

　12月13日（火）～ 16日（金）に学
年別で球技大会を実施しました。
ドッヂボールやバレーボール、バ
スケットボールなどの競技をクラ
ス対抗で競いました。チームで勝
利に向けて一致団結し、各学年と
も大いに盛り上がりました。

球技大会

　12月6日（火）に大和市消防署に
おいて行われた普通救命講習に本
校の運動部、文化部の部員を中心
に生徒と教員が参加しました。心
肺蘇生やＡＥＤなどについて講義
形式の説明を受けた後、訓練用の
人形を使って実技の講習に取り組
みました。終了後は講習修了証をいただき、いざという時の救
命活動に積極的に参加する自信を得ました。

普通救命講習

【男子バスケットボール部】
　11月20日（日）に本校総合体育館で行われた神奈川県高等学
校バスケットボール新人大会北支部予選において
　2回戦　柏木学園高校 86-63 霧が丘高校
で県大会出場を決めました。惜しくも3回戦で敗れ、ベスト4
には届きませんでしたが県大会も全力で取り組みます。
　3回戦　柏木学園高校 66-83 厚木北高校
【男子バレーボール部】
　11月23日（水･祝）に向上高校で行われた北相地区高等学校
バレーボール冬季大会決勝トーナメントにおいて
　柏木学園高校2-0（25-16、29-27）上溝南高校
　柏木学園高校2-0（25-19、25-22）相模田名高校
でブロック優勝を果たしました。

部活動活動報告

　雨天延期となっていた地震火災
避難訓練を10月26日（水）に実施し
ました。地震発生時に机の下などに
避難する地震訓練の後、生徒昇降口
付近から火災が起きた想定で、安全
な避難経路を通ってグラウンドに
避難する訓練を行いました。生徒た
ちは「おかしの法則」（おすな、かけ
るな、しゃべるな）を守って真剣に参加していました。

防災訓練実施

　12月20日（火）の1･2時 間 目 に1
学年、3･4時間目に2学年を対象に
リクルートから講師を招き進路行
事を行いました。
　1学年は学部・学科の詳細や選択
の仕方、2学年はオープンキャンパ
ス経験後の志望学科の選択の仕方
を学び、ワークシートの記入や資料
請求を行いました。
　生徒達は目前に迫った自らの進路を真剣に考え、一生懸命
に話を聞いていました。

1･2学年 進路ガイダンス

今後も応援よろしくお願いします。

　ある日、サンタさんか
ら幼稚園にプレゼントを
届けに行くというお手紙
が届きました。その事を
知った子ども達は大喜び
でクリスマス会当日を心待ちにしていました。

　当日はサンタさんと写真を撮ったり、プレゼン
トをもらったり、子ども達は終始目を輝かせてい
ました★

お遊戯会

サンタバス

つきつきおおももちち

　短い時間でしたが、歌をうたったり、出し物
を見たりサンタさんと楽しい時間を過ごしま
した。始めは緊張してい
た子ども達もサンタさん
からプレゼントをもら
い、とても嬉しそうでし
た♪

クリスマス会

HAPPY
NEW
YEAR
HAPPY
NEW
YEAR

「フラワーアレンジメント教室」

未就園児
クリスマス会

シャボン玉ショー
杉山兄弟に

よる

豆まき

お店やさんごっこ

地域開放事業

　12月1日（木）からバスの運
転手がサンタさんの格好をして
運転しています♪バス内を装飾
し、クリスマス一色！クリスマ
スが来ることを楽しみにしてい
る子ども達です！

　今年度も新型コロナウイルス感染予防対策のため、
平日4日間に分けての開催となりました。運動会を終え
て、人前で発表することに自信がついた子ども達は、保
護者の方々を前に緊張しつつも、堂々と舞台に立ち、最
後まで演じきっていました♪
　この日のために一生懸命取り組んできた成果が発揮
された素敵な一日となりました！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！

12月8日（木）

12月13日（火）

11月28日（月）

1月16日（月）

　今年もバザー収益によるしゃぼん玉ショーを
行います。どんなしゃぼん玉が見られるのか子
ども達も今から楽しみにしています！
　保護者の皆様、バザーにご協力いただきあり
がとうございました。

12月14日（水）

　クリスマスに向けて、クリ
スマスリースの製作を行い
ました。まつぼっくりやリボ
ン等を組み合わせて、素敵な
リースに仕上がりました！

　幼稚園に鬼がやってきます！お
面とマスを製作し、「鬼は外！福は
内！」と準備万端です！

　各クラス様々なお店が開店しま
す！オリジナルの財布を首から下げ
て、お買い物を楽しみます♪

2月2日（木）

2月9日（木）

1部　12月1日（木）　　2部　12月2日（金）
3部　12月5日（月）　　4部　12月6日（火）

　3年振りに行われたおも
ちつき！新型コロナウィル
ス感染予防対策のため今年
度は、年長組のみもちつき
を体験し、年中少組と2歳児
はもちつきをしている様子
を見学しました！できたお
もちは、豚汁に入れておい
しく食べました！

　新年を迎え、今年も幼稚園に獅子
舞がやってきました！獅子に頭をか
んでもらい、2023年の無病息災を
祈願しました。皆が元気に
過ごせますように。



　謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
　昨年中は、本後援会活動にご理解とご支援をいただきまして誠に
ありがとうございました。
　新型コロナ感染症の影響を受けて、開催できずにありました学校
行事も、感染対策をしながら状況に応じて開催することができ、そ
こに本会も携わり充実した活動ができました。また、それらに一生
懸命に取り組む生徒達の姿を見ることができ嬉しく思いました。
　これもひとえに皆様のご協力があったからこそと感謝申し上げます。

　さて新年を迎え、保護者の皆様におかれましても今年はさらに充
実した年になるよう祈念されていることと存じます。
　本年も役員一同、昨年同様に力を合わせて生徒達をサポートして
まいります。今後とも、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上
げます。

後援会副会長　相馬　奈美子

柏木学園高等学校後援会新年のご挨拶

　新年あけましておめでとうございます。
　保護者の皆様におかれましては、日頃よりPTA活動にご理解、
ご協力いただきましてありがとうございます。
　この3年にわたるコロナ禍において様々な行動変容が求められ、
小中高生の過半数が「勉強しようという意欲がわかない」と答えて
いる調査結果を目にすることがありました。世の中では徐々に「3
年ぶりのイベント」も復活し、コロナ前の日常を取り戻そうとして
いますが、その年齢年齢の経験や体験を積み上げてきている子ども
達への影響はもうしばらく続くのではないかと心配になります。
　そのような中、昨年は先生方の多大なるご尽力により、感染対策
を講じながら体育祭、文化祭などの学校行事を開催することができ
ました。笑顔で過ごす子ども達の様子をみていると、オンラインで
はなかなか実現できない「同じ場で同じ時を過ごす経験」の大切さ

を痛感いたします。
　PTAの活動では、11月10日に開催した研修会は初めての試みと
して、大和商業高等専修学校ならではの特色をいかし、福祉コース
の上原先生を講師にお迎えし「介助」講習をおこないました。
　これからの高齢化社会に私たち現役世代の誰もが必要にせまら
れる介護を体験することができる貴重な機会となりました。
　2023年の干支は兎。「飛躍」や「向上」の年といわれるそうですが、
制約が多かったこの3年から脱し、子ども達が多くのチャレンジを
して、社会に貢献していく意欲を持てるよう、保護者の皆様ととも
に学校生活の支援をおこなっていきたいと思います。今年もよろし
くお願いいたします。

PTA役員代表　中山　真理子

大和商業高等専修学校ＰＴＡ「飛躍」や「向上」の年へ

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。年が改まると、誰しも、今年は何が
やりたいかを考え、いくつかの目標を立てます。しかし、1年を経過
すると結果的に何も果たせなかったなんて人が居ります。目標は自
分の実力を考えて少し頑張れば達成できそうなことで、興味の持て
るものを選ぶことと、あれもこれもと欲張らず数を絞ることです。
「やること」ばかりどんどん膨れ上がって、とてもじゃないが時間が
足りなくなってしまい、結果実現不可能な計画を設定してしまい、
無理と分かった時点で目標を投げ出してしまいます。そこで、目標
達成のために何よりもすべきことは、やるべきでないにもかかわら
ず普段からやってしまっていることを、「削り取る」ことなのです。
例えば、簿記の試験に合格する目標に対し、参考書や問題集を何冊
も買う必要はなく、一冊の参考書と問題集を３回は繰り返し読ん

で、ものにする事が効果的なのです。即ち削り取ることは、必要以
上に参考書や問題集を買わない事、そしてモチベーションを上げる
ために勉強仲間を増やすことは逆効果ですのでやらないこと、スマ
ホやiPadの利用時間は必要に応じて使用し、ゲームやツイッターも
時間を決めてそれ以上はやらないこと、その分を学習にむけること
など、やらないことをリストアップしておいて、それを守っていく
事が目標達成に有効なのです。１年はあっという間に過ぎて行きま
す。しかし目標を達成した時の達成感は気分のいいものです。今年
成功すれば、来年も更にレベルアップした計画が出来、意欲と楽し
みが涌いてきます。

教育交流会会長　田部井　信夫

今年の目標（やること、やらないこと）

　寒の入りと共に寒さが一段と厳しくなってまいりましたが、安ら
げる冬休みを過ごすことができましたでしょうか。旧年中は父母の
会の活動にご理解とご協力をいただきありがとうございました。
　2学期の締めくくりでもある12月は、子どもたちがわくわくする
行事がありました。まずは平日の4日間にわたって開催されたお遊
戯会です。子どもたちはキラキラした衣装に身を包み、保護者の
方々の前でお歌や踊り、劇の発表をしました。今年度もお二人まで
の保護者の観覧が可能となり、あたたかな雰囲気に包まれた会とな
りました。そして、3年ぶりとなったお餅つきが開催され、年長組の
みでしたが実際に「うす」と「きね」を使いお餅をつくことができま
した。重いきねを一所懸命に持ち上げている子どもたちはとてもた
くましく見えました。また、都筑ヶ丘幼稚園のクリスマス会にはサ
ンタさんが来てくれ、大賑わいの一日となりました。
　子どもたちは行事を通して先生方やお友達と練習してきたことを

人前で発表するということや、サンタさんを見て純粋な気持ちで目
を輝かせたり、お餅ができるまでの工程をみたりと貴重な体験をし
たように感じます。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お礼を申し上げます。
　3学期が始まり、今年度も残りわずかとなってまいりました。年
長組は卒園へ、年中組、年少組は進級に向け、子どもたちは新生活
に気持ちが膨らむ一方、寂しさや不安も出てくると思いますが、先生
方と一緒に子どもたちの気持ちに寄り添いながら見守っていけるよ
う、父母の会の活動をしていければと思います。
　最後になりましたが皆様にとりまして本年が素晴らしい1年にな
りますようお祈り申し上げます。

父母の会会長　後藤　麻衣子

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。）

〈2級〉
澤畠　翔義　　石田佑太郎
〈準2級〉
三留　健一　　中原　征人　　奥野　小雪
持丸　葉月　　鈴木　愛莉　　中野　　樹
萩谷　美羽　　田中　洋子　　井澤　美南
〈3級〉
髙澤　美幸　　大塚　守春　　荻野　櫻子
髙橋　花穏　　林　　美波　　東　　友悟
姉﨑　緩菜　　品田　篤志　　戸田　陸仁
野村　瞳菜　　原口天結美　　三好　健斗
飯田百々花　　城間トシヒコ　　濵　　幸乃
峯下亜由美　　古賀　大翔　　古山　悠太
佐藤　美紅　　服部綾帆咲　　宮坂　果歩

池田　三世　　伊藤　真美　　岩本　晴美
江﨑　智美　　遠藤　京子　　大倉　慶子
大原　　都　　小笠原若菜　　笠原　江里
川﨑　由起　　里見　栄子　　下村　春佳
菅原　美沙　　鈴木　佳奈　　本間美紀代
峯尾奈都美　　宮浦　泰則　　宮脇　和子
本杉　博幸　　森　眞由美　　山田　夏実
渡辺　洋子

池田　三世　　伊藤　真美　　岩本　晴美
江﨑　智美　　大倉　慶子　　大原　　都
小笠原若菜　　笠原　江里　　川﨑　由起
里見　栄子　　下村　春佳　　菅原　美沙
鈴木　佳奈　　橋本　茉季　　本間美紀代
峯尾奈都美　　宮浦　泰則　　宮脇　和子
本杉　博幸　　森　眞由美　　山田　夏実
渡辺　洋子　　勝井　直人　　木村日出子
小島　和子　　清水　信雄　　千葉　由貴
堀　美代子　　山本　雅美　　奥間香出菜
水口　　学

〈2級〉
GURUNG SUMINA　　TRAN THI LIEU
BOLDBAATAR LUTBAATAR
ROBIN WILIANTO
〈3級〉
大瀧　純杜　　北郷　拓哉
GHIMIRE SUBASH
NGUYEN THI THUY DUNG
GHALE JHARANA　SINCHURI RAJAN
SHRESTHA PALLAVI　TAMANG SUPATRI
NEUPANE RUPA　HA THI HOAI
RANA SAJAN　LE THI MY DUYEN
VU NGOC DIEP　CAO THI HUE

〈3級〉
阿部　美希　　荒井　貴子　　蟻坂　純子
池田　常陽　　岩瀬　寛美　　江藤　史織
大久保年子　　勝俣　郁実　　神尾　更紗
川田　幸子　　久保　英子　　櫻田　貴子
霜村しおり　　杉山紗矢香　　戸上　愛子
中谷　笑子　　西河　恵理　　廣瀬　　萌
藤井　和実　　細野友里恵　　真柄　京子
牧嶋ゆかり　　村本　千鶴　　目黒　千桜
安岡未智余　　山本美有

〈2級〉
長岡　有理
〈3級〉
長岡　有理　　青野　竜也　　佐藤　穂佳
尾﨑絵実子　　廣瀨このみ　　田中日登美
瀧澤　　諒　　土橋麻衣子　　髙橋　浩美
林　　峻平　　田中とも子　　緒方　里歩
山田　茜音　　ロイ　羊子　　橋本　麻佑
財前　朱里　　中村　静子　　矢島　駿一
石原　友子　　加瀨　美穂　　三枝　莉菜
石田亜紀子　　鈴木由希子　　飯田　瑞穂

見川　里穂　　西村　早織　　細野　　蘭
山﨑由香子　　及川　佳恵　　乾　　志津
中村英里子　　金澤　鈴美　　川口　　茜
佐藤　里沙　　小野　瑞穂　　阿部　未来
足立はなこ　　金城　美希
NGUYEN THI LUONG
PANDEY RAJENDRA
BUI QUOC TRUNG　BUI THI TRANG
LE THI HUE　NGUYEN QUANG CUONG
NGUYEN THI THU　GURUNG ROJAN
SHRESTHA JUNU　HTAY AUNG KYAW
LE NGUYEN TUONG VI

〈3級〉
大瀧　純杜　　佐藤　瑞生　　髙橋　裕貴
境田　航己　　髙橋　大樹　　丸山　晃瑠
北郷　拓哉　　野路　夏鈴　　平川　雄也
伊藤　純一
NGUYEN LE MINH　VUONG VAN LONG
DAU THI HUYEN TRANG

〈3級（ワープロ）〉
大瀧　純杜　NGUYEN THI PHUONG LIEN
BOLDBAATAR LUTBAATAR
B.K.SAYURI THARAKA GAVESHANI
〈3級（表計算）〉
NGUYEN THI THUY DUNG
NGUYEN THI PHUONG LIEN
TRAN THI LIEU　HOANG MINH THIEU
BOLDBAATAR LUTBAATAR
SHRESTHA PALLAVI
HA TRUNG THANH
B.K.SAYURI THARAKA GAVESHANI
RANA SAJAN　LE THI MY DUYEN

〈2級〉
境田　航己
〈3級〉
三好　泰雅　BUI THI TRANG
TRAN THI THU THAO　HOANG THI NGOC

〈1級（原価計算・工業簿記）〉
VUONG VAN LONG
〈2級（商業簿記）〉
大瀧　純杜　　髙橋　裕貴　　北郷　拓哉
平川　雄也　NGUYEN THI THUY DUNG
NGUYEN THI PHUONG LIEN
GURUNG SUMINA　　TRAN THI LIEU
HOANG MINH THIEU
BOLDBAATAR LUTBAATAR
P.M.CHAMILA NISHANTHI DASANAYAKE
NGUYEN THI NGOC CAM
RAI SEMI HANGMA
〈2級（工業簿記）〉
北郷　拓哉　GHIMIRE ANKITA
TAMANG ANIL　SHERPA NGIMA GELU
SIRMAL APSARA　PATHAK DIPENDRA
PHAM QUANG AN　MALLA RACHANA
PHI VAN KHANH　GURUNG PRAMITA
GURUNG RAJANI　DARLAMI KABITA
LAMA SANGITA　VU NGOC DIEP
CAO THI HUE
〈3級（商業簿記）〉
高岡　　善　GHIMIRE SUBASH
LE NHAT MINH　GHALE JHARANA
SINCHURI RAJAN　SHRESTHA PALLAVI
TAMANG SUSMITA　TAMANG SUPATRI
NEUPANE RUPA　HA TRUNG THANH
HA THI HOAI　PANERU PURNA BAHADUR
B K SUSMITA
B.K.SAYURI THARAKA GAVESHANI
RANA SAJAN　LE THI MY DUYEN
GURUNG POOJA　陳家偉
VU NGOC DIEP

〈3級〉
松崎　碧流

〈三段〉
椛澤　　将
〈1級〉
伊藤　咲奈
〈2級〉
飯塚　威風
〈3級〉
阿子嶋望美　　今泉　夢乃　　内田　結愛
小野寺　晴　　月精　大翔　　込山　花鈴
近藤　城衛　　田中　友貴　　西部　陽乃
深沢　幸太　　類家　徹弥　　井元　　陽
榎本　花道　　小川　優人　　長田　昂祐
園田　歩夢　　塚田絵美莉　　中村　煌成
成田　壮吾　　堀内　優也　　宮澤　　翼
森田　蒼人　　吉田　　善　　近江　奏人
岡山　若菜　　菊池　靖之　　小玉　夢偉
齊藤　丈也　　福嶌　若佳　　星野　心徹
水野　香音　　山内　　駿　　山田　兼新
原田　優輝
〈4級〉
安圖　優希　　江口慎之助　　郡山　陸人
蛇穴　樹輝　　橘　　高志　　
ニーマトラ ファルガン アクタル
秋本　詩音　　中富　空良　　結城　莉亜
臼井　紗耶　　金子　皓輝　　桒名　大和

〈2級（商業簿記）〉
伊藤　柑太　　成瀬　優斗　　會田　叶門
齊藤　　晶　　大山　心暖　　髙田　愛花
岩﨑　英和　　大川　輝琉　　太田隆之介
木戸　琉成　　内藤　飛呂　　柘植　晶翔
二又　恭汰　　渡辺　崇寛　　須山　千寛
原田　優輝　　細井戸瑞喜　　矢部　颯真
大野　　樹　　伊藤　咲奈　　庄司　　晶
飯塚　威風　　片根　　羽　　宮内　皓輝
吉江　　翼　　丸山時風獅　　鳴海　由幸
鷲尾　洋宇
〈2級（工業簿記）〉
大竹　崇太　　吉野　　麟　　榎本勘次郎
大久保龍一　　前田　圭吾　　村田　朋輝
小野寺智輝　　沓澤　昴暉　　渡邉　有紀
松崎　碧流　　齊藤　　蓮　　清水　祇希
吉澤　陽菜　　和田　康平　　高田　優人
〈基礎簿記会計〉
阿子嶋望美　　足立　　玲　　井戸川侑生
今泉　夢乃　　内田　結愛　　江口慎之助
大畑こころ　　小野寺　晴　　柿沢　朔矢
月精　大翔　　込山　花鈴　　佐藤　泰雅
蛇穴　樹輝　　橘　　高志　　田中　友貴
ニーマトラ ファルガン アクタル
西部　陽乃　　橋本　敏志　　深沢　幸太
類家　徹弥　　秋本　詩音　　池永　　光
井元　　陽　　榎本　花道　　小川　優人
長田　昂祐　　小野　拓人　　小野田勇斗
鎌田美伊沙　　河戸　春道　　木内　陸翔
園田　歩夢　　田中　風汰　　塚田絵美莉
中富　空良　　中村　煌成　　堀内　優也
宮澤　　翼　　森田　蒼人　　結城　莉亜
吉田　　善　　臼井　紗耶　　近江　奏人
岡山　若菜
カサノバ アサノ レアンドロ フェルナンド
河合　柊太　　小玉　夢偉　　齋藤　海音
齊藤　丈也　　坂田　　陽　　佐々木隆治
千田　彩渚　　中山　優汰　　平本　恵一
福嶌　若佳　　普天間航希　　星野　心徹
水野　香音　　山内　　駿　　山田　兼新

〈1級〉
大竹　崇太　　柘植　晶翔
〈2級〉
今泉　夢乃　　小野寺　晴　　月精　大翔
込山　花鈴　　近藤　城衛　　西部　陽乃
深沢　幸太　　類家　徹弥　　榎本　花道
小川　優人　　長田　昂祐　　塚田絵美莉
堀内　優也　　森田　蒼人　　吉田　　善
近江　奏人　　岡山　若菜　　小玉　夢偉
福嶌　若佳　　星野　心徹　　山内　　駿
〈3級〉
井戸川侑生　　大畑こころ　　郡山　陸人
月村　謙太　　秋本　詩音　　池永　　光
河戸　春道　　田中　風汰　　臼井　紗耶
カサノバ アサノ レアンドロ フェルナンド
金子　皓輝　　坂田　　陽　　中山　優汰
〈4級〉
足立　　玲　　亀井　澤雄　　佐藤　泰雅

日本英語検定協会主催
実用英語技能検定
（令和4年9月30日施行）

日本医療報酬調査会主催
調剤事務検定

（令和4年9月15日施行）

日本医療報酬調査会主催
介護事務検定

（令和4年9月29日施行）

全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定

（令和4年10月15日施行）

日本医療報酬調査会主催
医科医療事務検定

（令和4年10月28日施行）

全国経理教育協会主催
消費税法能力検定

（令和4年10月30日施行）

全国経理教育協会主催
所得税法能力検定

（令和4年10月30日施行）

全国経理教育協会主催
文書処理能力検定
（令和4年11月5日施行）

日本商工会議所主催
簿記検定

（令和4年11月20日施行）

全国経理教育協会主催
簿記能力検定

（令和4年11月27日施行）

全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定

（令和4年10月15日施行）

全国経理教育協会主催
消費税法能力検定

（令和4年10月30日施行）

全国経理教育協会主催
簿記能力検定

（令和4年11月27日施行）

全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定
（令和4年12月3日施行）

【柏木学園高等学校】

【柏木実業専門学校・研修センター】

【大和商業高等専修学校】



　2022年（令和4年）（壬寅）も国内外で社会をゆるがす出来事がたくさんありました。１.新型コロナウイル
スの感染拡大から3年目を迎え、感染力の強い変異株「オミクロン株」が年明けから急速に拡大。少しずつマ
スクの着用・感染した際の待機期間・入国時の検査等が緩和され、コロナ対策と社会経済活動との両立を図
る動きが進み始めた。２.ロシアのウクライナ侵攻によって原油や穀物の供給が不安定になり、価格が上昇。
さらに「インフレ」が世界中で加速。３.世界各地で深刻な熱波や干ばつ、大雨・洪水や土砂崩れなど異常気
象が起きている。４.安倍元首相の銃撃事件。事件の衝撃の中で決まった国葬は反対者が増え、さらに「世界
平和統一家庭連合」と自民党の関係が浮上。５.イギリスのエリザベス女王の死去。70年7 ヶ月にわたりイギ
リスの君主としてもっとも長く在位。６.北朝鮮の弾道ミサイルが日本上空を通過した。2017年9月以来で不
安の声があがった。７.スポーツ界では日本人選手の目覚しい活躍の1年であった。
　2023年（令和5年）癸卯年は、これから成長する年だそうです。成功や成長というものが転ばない事にある
のではなく、転ぶ度に起き上がり続けること。視点を変えれば不可能が可能になり、自分自身の価値観を新
たに見出すことが出来る年です。
　癸卯の癸は「種子が計ることができるほどの大きさになり、春の間近でつぼみが花開く直前である」という
意味。「卯」はもともと「茂」という字が由来といわれ「春の訪れを感じる」という意味。また「卯」という字の
形が「門が開いている様子」を連想させることから「冬の門が開き、飛び出る」という意味があると言われて
います。この2つの組み合わせである癸卯には、「これまでの努力が花開き、実り始めること」といった縁起の
良さを表していると言えそうです。
　卯（うさぎ）は穏やかで温厚な性質であることから、「家内安全」。また、その跳躍する姿から「飛躍」、「向上」
を象徴するものとして親しまれてきました。他にも「植物の成長」という意味もあり、新しいことに挑戦する
のに最適な年とも言われています。
　2023年の癸卯は、今までの数年間から大きく「飛躍」し、私たちの生活が大きく「向上」する年になってほ
しいものです。
　2023年（令和5年）は新型コロナウイルス感染防止対策と経済活動の両立を果たせるかが鍵となり、感染拡
大が落ち着けば、個人消費も伸び景気の立ち直りは早まると考えられています。また経済や社会のデジタル
化への展開は加速し、働き方や企業戦略の変革をもたらす様々なビジネスモデルが見えてきそうです。
　私学を取り巻く環境は、年々厳しさを増してきています。私学は建学の精神の下、常に時代の進展と社会
の要請に対応した特色ある質の高い教育を展開し、取り組んできました。現在、長引くコロナ禍に加え国際
情勢の緊迫化により、急激に円安が進行するなど社会経済情勢が混乱の中で、少子高齢化が更に深刻化する
という厳しい状況に直面しています。このような先の見えない時代であればなおのこと、将来を担う子ども
達への教育がますます重要となります。
　柏木学園では建学の精神をより一層推進し、時代の変化に柔軟に対応し、社会で必要とされ即戦力として
活躍できる人材の育成を目指してまいります。そのためにも、まずは健康が第一です。健康であれば何でも
出来ます。2023年が皆様にとりまして幸多き年でありますよう祈念しますと共に、今後とも柏木学園への変
わらぬご指導お力添えを賜りますようお願い申し上げます。

月号

令和 5 年

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

2023年（令和5年）癸卯（みづのと・う）2023年（令和5年）癸卯（みづのと・う）

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
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1

今年一年が皆様にとりまして飛躍の年になりますように心よりお祈り申し上げます。今年一年が皆様にとりまして飛躍の年になりますように心よりお祈り申し上げます。

令和5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

1/10 始業式、PTA運営委員会

1/11 平常授業開始

1/12 介護職員初任者研修

1/14 学校説明会⑫

1/17 委員会の日、介護職員初任者研修

1/18-24 卒業試験

1/19 介護職員初任者研修

1/20 まなび場ジュニア（上鶴間中学校）

1/21 推薦B方式④

1/24 介護職員初任者研修

1/25-27 一般入試願書受付

2/3 一般入試（筆記）

2/4 一般入試（面接）

2/5 所得税法・消費税法能力検定

2/6 出前授業（藤塚中学校）

2/7 まなび場ジュニア（大野台中学校）、

 介護職員初任者研修

2/9 介護職員初任者研修、PTA運営委員

2/13-18 検定特別授業

2/14 まなび場ジュニア（高倉中学校）

2/18 中学２年生対象説明会①

2/19 全経簿記能力検定

2/20-27 期末試験

2/23 中学２年生対象説明会②

2/25 全経電卓計算能力検定

2/26 日商簿記検定

2/28 追再試日

3/2 介護職員初任者研修

3/3 学納金納入締切

3/6 二次募集試験①、復習授業（～8日）

3/7 二次募集試験②、介護職員初任者研修

3/8 二次募集試験③

3/9 介護職員初任者研修

3/10 卒業式

3/11 合格者説明会

3/14 介護職員初任者研修

3/16 介護職員初任者研修

3/17 介護職員初任者研修修了式

3/22 大掃除

3/24 修了式

学　園　本　部
1/10 職員仕事始め
3/1 高等学校卒業式
3/10 専門学校・大和商業卒業式
3/11 幼稚園卒園式
3/27 役員会

1/4 月謝引落日
1/10 始業式・獅子舞
1/11 お楽しみ会・懇談会
1/12 避難訓練
1/16 シャボン玉ショー
1/18 令和5年度体験保育
 在園児休園
1/21 幼稚園教育研究大会
1/23 誕生日会（1月）・地域開放ストレッチ
1/24 年長組クッキング保育
 スマイルクラブ
1/25 面談日
1/30 地域開放ヨガ
1/31 年長組ケータリング
2/1 月謝引落日・役員会
2/2 豆まき
2/3 午前保育
2/5 作品展
2/6 振替休園
2/7 誕生日会（2月）
2/9 お店屋さんごっこ
2/10 避難訓練
2/13 個人面談・午前保育
2/14 個人面談・午前保育
2/15 令和5年度一日入園及び教材渡し
 在園児休園
2/16 個人面談・午前保育
2/17 個人面談・午前保育
2/20 父母の会予算総会
2/21 年中組クッキング保育
2/22 ダディ＆マミー
2/27 令和5年度2歳児教室教材渡し
 令和5年度プレ保育教材渡し
2/28 年少組クッキング保育
3/1 月謝引落日・誕生日会（3月）
3/2 避難訓練
3/3 ひな祭り会
3/6 卒園式予行演習
3/7 お別れ会
3/8 年長組懇談会
3/9 お別れ遠足
3/10 午前保育
3/11 卒園式
3/14 スマイルクラブ
3/15 令和5年度進級園児月謝引落日
 年中組、年少組懇談会
3/20 修了式・午前保育
3/22-23 2才、プレ体験保育

研修センター

1/10 始業式
1/11 授業開始（３年）
 到達度テスト（1年）
 総合学力記述模試（アド）
 実力診断テスト（２年スタ・情）
1/12 授業開始（１・２年）
1/13 第3回実用英語技能検定
1/14-15 大学入学共通テスト
1/16-18 推薦入試インターネット出願
1/19 後援会役員会
1/20 午前授業
1/22 推薦入試
1/23 推薦入試合格発表（インターネット）
1/24-27 一般・オープン入試インターネット出願
1/27 学費引き落とし
1/31-2/3 期末試験（３年）
2/1-3 2年生修学旅行
2/6 試験予備日（３年） 
2/7 試験返却（３年） 
2/9 大掃除（３・４限） 
2/10 一般入試（筆記）  
2/11 オープン入試
 推薦合格者学力検査
 一般入試合格発表（インターネット） 
2/12 オープン入試合格発表（インターネット）   
2/15 学期末補習対象者発表（３年）
 卒業生を送る会 
2/16 後援会役員会
2/16-17 一般・オープン入試専願手続き
2/16-22 学期末補習（３年） 
2/20-22 ３年生卒業旅行 
2/24 防災用品配付、３年生登校日
2/27-28 期末試験（１･２年） 
2/28 ３年生登校日 
3/1 卒業式
3/1-2 一般・オープン入試併願手続き 
3/2 二次入試願書受付
3/2-3 期末試験（１･２年）
3/3 二次入試
3/6 試験予備日（１･２年）
 二次入試入学手続き
3/7-9 試験返却（１･２年） 
3/11 合格者説明会  
3/16 後援会役員会
 学期末補習対象者発表（1・2年）
3/17-22 学期末補習（1・2年）
3/24 修了式、大掃除（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
1/18 （県委託訓練）11月生
 調剤事務検定試験
1/30 （県委託訓練）11月生
 介護事務検定試験
1/31 （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
2/3 （県委託訓練）1月生 職業人講話
 介護職員初任者研修科
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人緑樹会
2/6 （県委託訓練）1月生 職業人講話
 簿記パソコン事務科
 小林貢公認会計士事務所
2/22 （求職者支援訓練）2月生 入校式
 パソコンスキルアップ基礎科
 医療・調剤・介護事務PC科
 介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
3/1 （県委託訓練）1月生
 医科医療事務検定試験
3/7 （求職者支援訓練）2月生 職業人講話
 パソコンスキルアップ基礎科
 株式会社らいふ
3/16 （求職者支援訓練）2月生 職業人講話
 パソコンスキルアップ基礎科
 NPO法人都筑区民交流協会
 （求職者支援訓練）2月生 職業人講話
 医療・調剤・介護事務PC科
 株式会社ソラスト
 （県委託訓練）1月生
 調剤事務検定試験
3/22 （求職者支援訓練）2月生 職業人講話
 介護職員養成（初任者研修）科
 株式会社らいふ
 社会福祉法人緑樹会
3/30 （県委託訓練）1月生
 介護事務検定試験
3/31 （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

1/11 講義開始
1/15 全経中小企業BANTO認定試験
1/18 調剤事務検定試験
1/20 第4期推薦・一般入試試験日
 県立保土ヶ谷高校留学生派遣
1/21 第7回オープンキャンパス
 全経社会人常識マナー検定
1/23-27 進級・卒業試験
1/27 介護事務検定試験
1/28 全経計算実務能力検定 
1/30-2/24 検定授業週間
1/30-2/1 午後追試
2/3 再試験者発表
2/4 全経文書処理能力検定
2/5 全経所得税法・法人税法・消費税法
 相続税法能力検定（2・3級のみ）
2/6-17 病院実習（医療情報学科1年生）
2/8 午後再試験
2/13 特別試験者発表
2/17 第5期推薦・一般入試試験日
2/19 全経簿記能力検定
2/24 大学併修説明会（PM）
2/25 全経電卓計算能力検定
2/26 日商簿記検定
2/27-3/16 進路活動週間
2/28 次年度学費納入締切日
3/1 医科医療事務検定試験
3/10 卒業式
3/11 全経社会人常識マナー検定（Japan Basic）
3/17 修了式
3/20 第6期推薦・一般入試試験日
3/26 医科医療事務管理士技能認定試験

○学園本部：金久保・清水　　○柏木高校：本田・川津　　○大和商業：友森
○柏木実業：伊藤（史）・座間・乾・小澤　　○幼 稚 園：髙田・大熊


