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2学年 修学旅行 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

一般入学試験 大和商業高等専修学校 お店屋さんごっこ 都筑ヶ丘幼稚園

柏木学園高等学校　校長　小野　充初めて知ったこと
　昨年実施した何度目かの学校説明会のときでした。中
学生に付き添って会場を訪れていた母親が、私のことを
見て「小野先生ですよね！」と声をかけてきました。突
然の再会に彼女の表情は嬉しさに溢れているのですが、
こちらは一向に誰だかわかりません。戸惑っていると、
彼女は旧姓の氏名を名乗りました。それで思い出しまし
た。何と30年も前の教え子です。なぜ思い出したかとい
うと、当時私は中学校で国語の教員をしており、彼女は
国語係として頻繁に職員室に来ていたのです。そして、
次の授業に必要なものなどを確認すると、確実にクラス
の生徒全員に伝えていました。「先生に授業中に読んで
もらった星新一の短い小説がとっても面白かったから、
本を全部そろえて全部読みました。星新一の本が、まだ
実家にこ～んなに残っています。」と両手をいっぱいに
広げながら語る母親になった彼女。そうだったのか。そ
のとき、初めて知りました。
　そんな再会のことを何日かたってから思い返してい
ると、もう一人、中学校勤務時代の教え子のことを思い

出しました。5年ほど前に招待された同窓会で再会した
40歳の彼女。会場で私に近寄ってきて言いました。「中学
を卒業して不安いっぱいで高校に進学したのですが、新
入生の国語のテストで、秋の七草を全部答えられたのは
私だけでした。春の七草を答えられた人は何人かいまし
たが、秋の七草の全問正解は私一人でした。初めての学
年集会で、なぜか1年生全員の前でそれを褒められたお
かげで、みるみる自信が湧いてきて、いろいろなことに
積極的に取り組めた高校生活になりました。」そういえ
ば当時、私は覚えられることは若いうちに片っ端から記
憶しておいた方がよいという思いから、国語資料集のさ
まざまな事柄を覚えさせてはテストに出題していまし
た。彼女にそんなことがあったとは。そのとき、初めて
知りました。
　この3月に柏木学園を巣立っていく学生、生徒、園児
のみなさんに、私たち教職員の言動はどんな影響を与え
たのでしょうか。将来、それを知ることができたなら、
私たちはこの上なく嬉しく感じるに違いありません。
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3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
2/28-3/１ 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

3/6-8 復習授業

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

3/13 介護職員初任者研修

3/14 大学バスツアー

 校外進路ガイダンス

3/16 介護職員初任者研修

3/22 大掃除・介護職員初任者研修修了式

3/24 修了式

4/6 始業式

4/7 入学式

4/10 3年進路説明会

4/11 新入生歓迎会・尿検査

4/12 教科書販売・クラス写真

4/13 健康診断

4/18 2・3年校外進路ガイダンス

4/20 PTA運営委員会

4/21 2・3年オリエンテーション

4/25 委員会の日

5/8 3年三者面談開始

5/9 委員会の日

5/20 全経電卓計算能力検定

5/22-25 中間試験

5/24 3年進路ガイダンス

5/25 PTA総会

5/26 追再試日

5/28 全経簿記能力検定

学　園　本　部
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
4/3 辞令交付式
4/6 高等学校入学式
4/7 専門学校・大和商業入学式
4/8 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
3/2 避難訓練
3/3 ひな祭り会
3/6 卒園式予行練習
3/7 お別れ会
3/8 懇談会（年長）
3/9 お別れ遠足
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き落とし日
 懇談会（年中・年少）
3/20 修了式
3/22-23 2歳児教室、プレ保育体験保育
4/3 新入園児月謝引き落とし日
 横浜型預かり保育開始
4/7 始業式・午前保育
 進級園児一般預かり保育開始
4/8 入園式
4/10 進級写真撮影（年長）
 新入園児一般預かり保育開始
4/11 懇談会（年長）・2歳児教室入園式
4/12 懇談会（年少）
4/13 懇談会（年中）
4/14 進級写真撮影（年中）
4/17 一日保育開始
4/18 プレ保育合同入園式
4/19 職員研修（予定）
4/20 英語指導・体育指導開始
4/21 食物アレルギー研修会（予定）
4/24 誕生日会（4月）
4/25 役員会（予定）
4/27 対面式
5/1 月謝引き落とし日
5/9 ベイスターズ野球教室（予定）
5/10 参観日（年少）（予定）
5/11 参観日（年長）（予定）
5/12 参観日（年中）（予定）
5/15 誕生日会（5月）・内科検診①
5/16 役員会（予定）
5/17 面談日
5/18 クッキング保育（年長）（予定）
5/19 遠足（予定）
5/20 親児の会（予定）
5/22 内科検診②
5/23 父母の会予算総会（予定）
 避難訓練
5/24 お楽しみ会
5/25 歯科検診①
5/26 遠足予備日（予定）
5/29 夕涼み会実行委員会
5/30 避難訓練

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
3/22 教育課程編成委員会
3/23 学校関係者評価委員会
3/26 医科医療事務管理士技能認定試験
4/7 入学式
4/10 始業式・対面式
4/11-13 オリエンテーション
4/14 健康診断
4/17 講義開始
4/23 医科医療事務管理士技能認定試験
5/13 第1回オープンキャンパス
5/20 全経電卓計算能力検定
5/21 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）
5/27 第2回オープンキャンパス
5/28 全経簿記能力検定
 医科医療事務管理士技能認定試験

研修センター

3/1 卒業式
3/2-3 3学期期末試験（1・2年）
3/3 二次入試
3/6 試験予備日
3/7 試験返却（1・2年）
3/8 相談日
3/11 合格者説明会
 一般入試合格者（アドバンス）
 学力検査
3/14 学期末補習対象者発表
 （※対象者のみ登校）
3/15 相談日
3/15-17 学期末補習（1・2年）
3/16 進路ガイダンス（1年）
3/18 後援会バス研修会
3/20・22 学期末補習試験（1・2年）
3/24 修了式・大掃除
4/5 始業式
 2・3年生クラス写真撮影
4/6 入学式
 1年生クラス写真撮影
4/7 基礎力診断テスト（1年）
 到達度テスト（2・3年）
4/10 1年生個人写真撮影
 iPad配布
4/11 対面式・部活動紹介
4/12 尿検査1回目（全学年）
4/19 健康診断・歯科検診（2・3年）
 尿検査2回目（2・3年）
4/19-20 宿泊研修（1年）
4/20 後援会役員会
4/21 健康診断・歯科検診（1年）
 尿検査2回目（1年）
 社会見学（2・3年）
4/27 学費引き落とし（2・3年）
4/28 尿検査3回目（全学年）
5/1 3年三者面談開始（～ 5/31）
5/9 中間試験日程発表
5/10 生徒総会
5/13 後援会総会・役員会・歓送迎会
5/16-19 中間試験
5/23 体育祭予行
5/24 体育祭
5/25 体育祭予備日
5/26 第1回実用英語技能検定
5/29 学費引き落とし（2・3年）

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（短期間）
 株式会社らいふ
 社会福祉法人緑樹会
3/24 （求職者支援訓練）3月生 入校式
 簿記パソコン・オフィスワーク科
 医療事務・PC科（短期間）
 介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
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
4/6 （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
 医療法人社団総生会
4/7 （求職者支援訓練）3月生 職業人講話
 医療事務・PC科（短期間）
 株式会社ソラスト
4/18 （求職者支援訓練）3月生 職業人講話
 医療事務・PC科（短期間）
 医療法人社団総生会
 （求職者支援訓練）3月生 職業人講話
 簿記パソコン・オフィスワーク科
 NPO法人都筑区民交流協会
4/20 （求職者支援訓練）3月生 職業人講話
 介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
 みずたま介護ステーション大和
4/21 （求職者支援訓練）2月生 修了式
 介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
4/25 （求職者支援訓練）3月生 職業人講話
 介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
 社会福祉法人緑樹会
5/19 （求職者支援訓練）2月生 修了式
 パソコンスキルアップ基礎科
 医療・調剤・介護事務PC科
5/23 （求職者支援訓練）3月生 修了式
 医療事務・PC科（短期間）
 介護職員養成（初任者研修）科（短期間）

令和5年 3月 ～ 5月行事予定表

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



　梅の花が見頃を迎え、春の暖かさを感じる季節となってまいり
ました。
　3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
　3年前、新型コロナウイルス感染症という未曾有の出来事によ
り、生活スタイルの変化を余儀なくされ、高校生活はどうなるの
だろうと不安になった事はついこの前のように思い出されます。
様々な制約の中で最適な方法を見出し、先生方のご指導のもと勉
学に励み、また、友人との時間を楽しみ日々過ごしてきたことで
しょう。その3年間はあっという間だったと思いますが、皆さんの
今のお気持ちはどの様な思いでしょうか？
　いま、卒業という日を迎えて感じているその思いを大切にして
ください。ここから、それぞれの新しい道がスタートします。目
標に向かってさらに前進されることを願っております。
　3年生の保護者の皆様、お子様のご卒業おめでとうございます。
様々な思いがお有りだとお察ししますが、ひとまず、高校3年間を

無事に終えて一安心されているのではないでしょうか。「18歳＝
成人」という言葉の受け止め方はご家庭に於いて様々と存じます
が、どうぞこれ以降のお子様のご成長をお見守りください。
　さて、1・2年生は進級となりますが、コロナ禍による行動制限
が緩和され、学校行事等も通常に戻りつつあります。後悔の無い
よう充実した高校生活をお送りください。
　後援会会員の皆様におかれましては、本会活動にご理解とご協
力を賜りありがとうございます。今年度は学校行事が徐々に再開
され、学校側と相談しながら活動してまいりました。現役員は本
校の学校行事は未経験である事から、行き届かぬ点が多々あった
かと思いますが、生徒たちの学校生活に微力ながら貢献できた事
は大変嬉しく思います。多方面よりご協力いただきまして誠にあ
りがとうございました。この場をお借りいたしまして感謝申し上
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卒業の日を迎えて

　卒業を迎える皆さんは新たな社会生活に入る時期となりまし
た。2年間は人生にとって短い瞬間でしたが、得た知識や資格は大
きな財産となります。人の生き方や運命は環境によって、良くも
悪くも大きく変わるものです。従って自己を成長させたければ、
意識的に環境を変えたり、付き合う人を変えればいいのです。そ
れを念頭に、これ迄勉学で得た知識を活かし、新しい環境の中で、
自分を成長させてくれる人達と交流を深くして行く事が大事で
す。また与えられた仕事に対しても、誰かがフォローしてくれる
からといって、いい加減に取り組もうとすると、依存心が強くな
り、責任感もなくなります。また助けてくれる相手が自分の期待
どおりに動いてくれないと、フラストレーションが拡大し、その

感情が言動に現れるため、人間関係にも支障をきたすようになり
ます。依存心は捨てることです。そしてもう一つは、薬があるか
らといって、不摂生な生活を送ってはならないということです。
そんな考えでは、薬に依存することになるため、自然治癒力も低
下してしまい、抵抗力、免疫力も低下し、体を壊しやすくなります。
社会に入っても自己の成長を常に念頭に、そして健康な身体を維
持するために、スポーツやダンス、武道などの生涯楽しめるもの
を身につけることが大事だと考えます。

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新しい環境と仕事に対する心構え

　早春の候、日頃はPTA活動に多大なご理解とご協力をいただき、
誠にありがとうございます。
　卒業生の皆様、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。
　ここ数年コロナが猛威を奮い、学校行事やPTA活動などがこと
ごとく中止になってしまった上、通学すら心配になってしまうよう
な状況が続きましたが、去年は何とか体育祭や紅葉祭、修学旅行も
行われました。個人的な感想を述べさせていただくと、学校行事、
特にコロナの猛威が懸念されていた沖縄への修学旅行の決行はい
かがなものかと先生方に意見してしまったりもしましたが、結果的
には先生方の生徒達への危機管理が徹底されていたため、どこか
学校行事に対する無気力さを感じていたであろう生徒達も、「経験
する」という事がいかに大切であり、心に残るのかを学ぶ事が出来
る結果になったと思います。
　まだまだ不安要素が残る世の中ではございますが、生意気なが
ら、まだまだ世間知らずな我が子を先生方と共に信じ、成長させ、

導いて行くのは保護者の役目だと思っております。
　大和商業に通って良かった、そう思いながら生徒達が羽ばたいて
行けるためには、今までのように保護者の皆様のご協力が欠かせな
いと思います。PTA活動、しかも高校となると三年間！と煙たがら
れる方も多いと思いますが、先生方がご指導してくださるため、私
にとって大和商業の学校生活が垣間見えるPTA活動は、上の子も
含め六年間、負担に思った事はなく、本当に良い経験ができたと
思っております。
　保護者には話せないような事も、大和商業の先生方には話せる。
大和商業はそういう素晴らしい学校です。卒業生の皆様、在校生の
皆様、保護者の方々、どうか大和商業を誇りに思いながら、前に進
んで行っていただきたいと心より願っております。

PTA役員代表　小村　みどり 

大和商業高等専修学校ＰＴＡ未来のために

　暖かい日差しが顔を出す日が増え、春の訪れが待ち遠しい季節と
なりました。少し肌寒い風に乗って春の花の香りを嗅ぐと、1年が
あっという間だったと感じます。まだ、ぶかぶかの制服に身を包み、
初めての園生活にワクワクしたり、ちょっぴり不安な気持ちを抱え
た年少組さん。たくさんの荷物を抱えて新学期を迎え、お友達と挨
拶を交わしながら新しいクラスへ入っていく年中組さん・年長組
さんの姿が思い浮かびます。様々な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兄さん、お姉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
中で、こ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
保護者に感動を届けてくれ、大きく成長したことを感じさせてくれ
たことと共に、自信を身に付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感染と加え、インフルエンザの流
行状況も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始めとした先生方のご尽力と、各
ご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前向きにご検討くださり、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、皆様のご理解、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
とに心より感謝申し上げます。

父母の会会長　後藤　麻衣子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会大きく成長した子どもたち

各種検定合格者（太字は満点合格者です。）

〈準2級〉
佐藤　虎太
〈3級〉
安藤　滉太

〈準2級〉
西仲　巧真
〈3級〉
吉村　　尊　　馬場　匠汰

〈2級〉
南　　緑仁　　亀井　楓奈　　中川　隼瑠　　森脇　佑衣
〈3級〉
篠田　祐太　　池田　拓人　　雜賀　楓香　　斉藤　舞花
高山　雄太　　中原　征人　　沼上　千咲　　羽鳥　れん
守角歩駆翔　　柏原ゆめか　　鈴木　美桜　　池森　和真
渡辺　涼太　　原山　幸希　　井田　姫花　　奥野　小雪
押切　美羽　　土居　隆史

〈1級〉
アリ アハメド　　末吉　颯人
〈2級〉
立岡　朋樹　　中原　征人　　石光　悟志　　木村　直都
富岡　和希　　原山　幸希　　伊藤　大地　　ガヨマ ケビン
櫻井　愛菜　　貞政　心美　　佐藤　匠悟　　古川　敬大
〈3級〉
相澤　宏太　　阿久津登哉　　阿部　純華　　飯塚　　光
荻野　櫻子　　古瀬裡渚菜　　鈴木　愛莉　　西仲　巧真
林　　美波　　東　　友悟　　峯尾隼太朗　　宮崎　七海
宮島　瑠一　　井上　結香　　大矢　有朔　　片倉　侑悟
久保　創暉　　佐 木々あんな　　田中　洋子　　古屋　陸杜
宮腰　隆愛　　柳下　由菜　　飯田百々花　　井澤　美南
佐藤　虎太　　竹内　純宏　　根立　隼哉　　春田　愛美
平間　夢咲　　飯田　純恋　　貝谷　明頼　　齋藤　朱里
白坂　芽依　　永田　優奈　　原口　怜奈　　堀川　大翔
金野　花玲　　坂井　菜帆　　秋元　遥日　　秋山　竜祐
井出　喬介　　出野　樹浬　　伊藤　　環　　花井　愛望
比嘉　夏蓮　　平野　　泉　　湊本　雄陽　　横山　茉季
四元　琴音　　大坪　正枝　　岡本浩太郎　　小川　心音
加藤　秋磨　　久島　颯真　　齋藤隆之介　　酒寄　拓斗
千葉恵太郎　　萬田　　悠　　峯下亜由美　　森本　涼介
石原　咲季　　古賀　大翔　　村田　貴哉　　伊藤　万尋
阿部　夏姫　　阿部　優希　　稲垣　蘭己　　柏木　優斗
加藤　里佳　　川鍋　　翔　　北河　愛風　　杉山　結菜
中川西優杏　　馬場　心美　　藤嶋　一樹　　藤平　美菜
南出穂乃海　　加藤　雅海　　高　　龍聖　　佐藤　美紅
篠田　祐太　　服部綾帆咲　　林　　朋弥　　馬場　匠汰
宮坂　果歩　　村川　航太　　山川　　天　　安藤　滉太
池田　拓人　　薄井　葉奏　　雜賀　楓香　　斉藤　舞花
高山　雄太　　戸田　亜澄　　沼上　千咲　　羽鳥　れん
諸星　姫那　　渡辺　明祺　　有我さくら　　海保　朝日
柏原ゆめか　　渡部　玲奈　　加藤　明莉　　花野　真輝
森田　　快　　吉岡　七音　　吉澤　利砂　　稲葉　凜音
上田　美唯　　小林　智希

青山　　晃　　岡田　麗萍　　勝井　直人　　木村日出子
小島　和子　　坂本　和正　　清水　信雄　　進藤美穂子
千葉　由貴　　堀　美代子　　山本　雅美 

阿部　美希　　荒井　貴子　　池田　常陽　　江藤　史織
大久保年子　　勝俣　郁実　　神尾　更紗　　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

荒井　貴子　　蟻坂　純子　　池田　常陽　　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
細野友里恵　　真柄　京子　　牧嶋ゆかり　　村本　千鶴
安岡未智余　　山本　美有

〈1級〉
三好　泰雅 　　TRAN THI LIEU
ROBIN WILIANTO　VUONG VAN LONG
〈2級〉
SHRESTHA PALLAVI
〈3級〉
高岡　　善　　髙橋　裕貴　　小林　莉子　　平川　雄也
HA TRUNG THANH　PANERU PURNA BAHADUR 
ADHIKARI KABITA　REGMI KIRAN

〈会計3級〉
栗原　江里　　松本　彩花　　石島　乃愛　　澤田　笑佳
筒井　千賀　　土井　陸斗

〈Japan Basic〉
NGUYEN THI THUY DUNG　NGUYEN THI PHUONG LIEN
GURUNG SUMINA　THAPA CHETRAJ　TRAN THI LIEU
HOANG MINH THIEU　BOLDBAATAR LUTBAATAR
GHALE JHARANA　SHRESTHA PALLAVI
TAMANG SUSMITA　TAMANG SUPATRI
NEUPANE RUPA　HA TRUNG THANH
HA THI HOAI　B.K.SAYURI THARAKA GAVESHANI
RANA SAJAN　LE THI MY DUYEN

〈2級〉
佐藤　瑞生　　清水　拓也　　舩木　　祥
〈3級〉
大瀧　純杜　　髙橋　大樹　　三好　泰雅　　ロイ　羊子
石原　友子　　NGUYEN THI PHUONG LIEN
DEVKOTA ROJINA
〈初級〉
高岡　　善　　髙橋　裕貴　　北郷　拓哉　　白石　和也
野路　夏鈴　　GHIMIRE SUBASH
NGUYEN THI THUY DUNG　GURUNG SUMINA
TRAN THI LIEU　HOANG MINH THIEU
BOLDBAATAR LUTBAATAR　GHALE JHARANA
SHRESTHA PALLAVI　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
ROBIN WILIANTO　LIMBU SUKRARAJ
ADHIKARI KABITA　VU NGOC DIEP CAO THI HUE
SARKI MANISA　REGMI KIRAN

安齊　　葵　　石島　乃愛　　澤田　笑佳　　筒井　千賀
土井　陸斗　　栗原　江里　　松本　彩花

〈3級〉
井上雄一郎　　釜堀もも代　　木藤　和紗　　久郷由美子
小袋さやか　　齋藤　佳代　　佐藤　恵美　　柴﨑　里緒
下元　牧子　　鈴木　佳織　　髙島　美子　　髙橋　佳子
立石　幸恵　　苗村のぞみ　　西川　通江　　野笹　由紀
松村　　梢　　宮家あすか

〈3級〉
黒澤　芽衣　　髙橋　大樹　　舩木　　祥　　丸山　晃瑠
NEUPANE KHEM KUMARI　PHAM THANH LAP
PHI VAN KHANH

今屋　美樹　　岩佐　　武　　郡司　香澄　　西條　秀昭
塩田　桃花　　多賀谷美香　　田中　順一　　内藤　考輝
フランク康子　　山本　順子

〈準2級〉
渡邉　日向

日本医療報酬調査会　介護事務検定
（令和4年11月29日施行）

〈3級〉
鎌田美伊沙

〈1級〉
齊藤　　晶　　森田　　駿　　和田　康平
〈3級〉
阿子嶋望美　　足立　　玲　　今泉　夢乃　　内田　結愛
大畑こころ　　柿沢　朔矢　　月精　大翔　　郡山　陸人
込山　花鈴　　近藤　城衛　　佐藤　泰雅　　橘　　高志
田中　友貴　　月村　謙太　　ニーマトラ ファルガン アクタル
西部　陽乃　　林　　純平　　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　　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　　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
金子　皓輝　　河合　柊太　　小玉　夢偉　　齊藤　丈也
坂田　　陽　　佐々木隆治　　福嶌　若佳　　普天間航希
星野　心徹　　水野　香音　　山内　　駿　　山田　兼新
〈4級〉
井戸川侑生　　江口慎之助　　奥迫　淳輝　　小野寺　晴
亀井　澤雄　　蛇穴　樹輝　　橋本　敏志　　板橋　妙映
河戸　春道　　木内　陸翔　　松田ケイリブ　　桒名　大和
千田　彩渚　　中山　優汰

〈準2級〉
内田　結愛　　塚田絵美莉　　中富　空良　　臼井　紗耶
岡山　若菜　　福嶌　若佳　　水野　香音
〈3級〉
足立　　玲　　井戸川侑生　　小野寺　晴　　柿沢　朔矢
月精　大翔　　郡山　陸人　　込山　花鈴　　近藤　城衛
橘　　高志　　田中　友貴　　林　　純平　　深沢　幸太
類家　徹弥　　秋本　詩音　　阿部　恵汰　　池永　光
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　　園田　歩夢　　田中　風汰
中富　空良　　中村　煌成　　堀内　優也　　森田　蒼人
吉田　　善　　安藤　優斗　　近江　奏人
カサノバアサノ レアンドロ フェルナンド
小玉　夢偉　　齊藤　丈也　　坂田　　陽　　中山　優汰
星野　心徹　　山内　　駿　　山田　兼新
〈4級〉
亀井　澤雄　　佐藤　泰雅　　ニーマトラ ファルガン アクタル
西部　陽乃　　板橋　妙映　　井元　　陽　　河戸　春道
木内　陸翔　　結城　莉亜　　金子　皓輝　　河合　柊太
桒名　大和　　佐々木隆治　　平本　　恵一

〈1級〉
塚田　涼斗　　前田　圭吾　　石井　綾奈　　齊藤　　晶
吉村　胡香
〈2級〉
青木　恵愛　　大城ダニエラ　　蜷川　宗大　　浜本ひろし
山中　頼皇　　浅沼　健太　　伊藤　優冴　　大川　輝琉
柏樹　紅月　　島﨑　和輝　　柘植　晶翔　　内藤　飛呂
二又　恭汰　　渡辺　崇寛　　片山　　渚　　椛澤　　将
須山　千寛　　原田　優輝　　藤井琥太郎　　吉澤　　庵
渡邊　日向　　飯塚　威風　　岩田　聡吾　　片根　　羽
丹澤　聡真　　西森　洋宇　　丸山時風獅
〈3級〉
阿部絢之輔　　井上　拓己　　カスティヨ ニコラス
佐々木姫梨　　原田　一輝　　福永　にか　　三宅　陸仁
阿部　　絆　　猪俣　　渉　　神園イチロー　　須釜　龍雅
橋本康太郎　　伊藤　咲奈　　井上　早紀　　小松　威吹
竹内　凱星　　鶴崎　優汰　　細井戸瑞喜　　松風　蒼心
矢部　颯真　　石黒　秀虎　　伊藤　慧司　　鳴海　由幸
半杭マウリシオ　　中川　将太
〈4級〉
小口　　翔　　宮内　皓輝

〈4級〉
宮澤　　翼　　千田　彩渚
〈5級〉
奥迫　淳輝　　松田ケイリブ　　長谷川泰馳

〈準1級〉
柘植　晶翔　　二又　恭汰　　庄司　　晶　　飯塚　威風
〈2級〉
岩﨑　英和　　浅沼　健太　　伊藤　優冴　　島﨑　和輝
鈴木　輝帝　　須山　千寛　　藤井琥太郎
〈準2級〉
太田隆之介　　伊藤　咲奈　　井上　早紀　　細井戸瑞喜
吉澤　　庵
〈3級〉
結城　莉亜　　臼井　紗耶
〈4級〉
桒名　大和

日本漢字能力検定協会主催
日本漢字能力検定
（令和4年11月4日施行）

神奈川県 介護職員初任者研修
（令和4年9月30日修了）

神奈川県　介護職員初任者研修
（令和4年12月21日修了）

神奈川県　介護職員初任者研修
（令和5年1月31日修了）

日本医療報酬調査会　医科医療事務検定
（令和4年12月26日施行）

日本医療報酬調査会　調剤事務検定
（令和4年11月16日施行）

日本ニュース時事能力検定協会主催
ニュース時事能力検定
（令和4年11月11日施行）

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4年11月25日施行）

日本情報処理検定協会主催
文書デザイン検定

（令和4年11月24、25日施行）

【柏木学園高等学校】

　柏木学園の歩みは柏木学園長が父（故柏木忠治さん）と1946年（昭和21年）、終戦後の混乱期に、
日本の経済、文化復興への悲願と情念を傾け「経営経理研究所珠算研究柏木塾」を創設したことに始
まります。その後、1980年（昭和55年）に学校法人柏木学園の認可を受け、現在は幼稚園、高等学校、
高等専修学校、専門学校、研修センターと幅広い教育活動の礎を築いていただきました。
　経理教育並びに私学振興に取り組まれ、学園の発展にご尽力をいただきました。柏木照明学園長
のご冥福を心からお祈りいたします。

柏木 照明 学園長（柏木学園創設者）が令和5年1月12日に
ご逝去されました。　満93歳

柏木照明学園長 ご逝去

【柏木実業専門学校・研修センター】

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）

全国経理教育協会主催
社会福祉法人経営実務検定
（令和4年12月4日施行）

全国経理教育協会主催
社会人常識マナー検定
（令和4年12月10日施行）

全国経理教育協会主催
コンピュータ会計能力検定
（令和4年12月10日施行）

全国経理教育協会主催
計算実務能力検定
（令和5年1月28日施行）

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4年12月11日施行）

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4年12月4日施行）

日本情報処理検定協会主催
日本語ワープロ検定
（令和4年12月4日施行）

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4年12月11日施行）

日本情報処理検定協会主催
文書デザイン検定
（令和4年12月4日施行）

日本英語検定協会主催
実用英語技能検定
（令和4年10月9日施行）

【大和商業高等専修学校】



祝 卒業 －卒業生各賞受賞者－
　卒業式が3月1日（水）に挙行されました。各賞表彰者および3年間皆勤・
精勤者は以下のとおりです。

学園長賞    小椋　愛美
学校長賞    石岡美里奈
日本私立中学高等学校連合会長賞  深津　孝太
高校生新聞社賞　   宮本　和彰
柏木学園高等学校後援会長賞  松本　悠暉

3年間皆勤者　　令和5年1月20日現在

高瀨　太陽  谷﨑　彩夏  中馬　優真
野上　千寿  飯田　龍輝  髙橋　直大
片桐　　萌  佐藤　蒼美  石田　竜也
今井　優宏  土田　成輝  藤辺　優花
髙本　陽士  光野　叶人  北村　航一
中原　諒介  細木原悠翔  村澤　祐汰
宮下　諒大  矢澤　花音  加藤　　颯
河嶋　直央  熊谷　快士  平良　健登
宮坂　知奈  森山　拓洋 

3年間精勤者　　令和5年1月20日現在

明山　　烈　　　太田　　壮　　　奥村　由珠　　　君野　瑛紀
並木　　葵　　　劉　　鎧華　　　伊藤　大智　　　今泉　楓渚
齊藤　那音　　　庄野愛梨沙　　　富永　　亘　　　石川　若奈
竹生　龍成　　　中里　裕大　　　中野　　秋　　　原　　　光
山本　　翼　　　塚本　胡桃　　　福田　将也　　　小原　麻衣
格地　涼雅　　　清野　愛紗　　　寺坪　知哉　　　前原　拓海
光野　一花 　　　横川真ノ佑　　　関川ｼｮｰﾝ快　　　武市　修志
内川　星輝　　　太田　真海　　　小嶋　琉生　　　佐藤　那哉
篠原　陽紀　　　相馬代緒子　　　豊田　夏生　　　廣田　梨乃
深津　孝太　　　大和田　歩　　　上総　　翼　　　諏訪原咲良
武本　莉於　　　堀　　陽斗　　　大森　愛月　　　後藤　宥輝
林　　航輝　　　野口　沙樹　　　木村雄汰朗　　　小笠原　柊
江坂　春菜　　　松浦　友哉　　　福冨　航大　　　樋口　　迅
三橋はんな　　　橘田　桜介　　　宮本　和彰　　　村田　雅姫
菊地　駿斗　　　森　　日和　　　吉田　　馨　　　吉村　　惇

※敬称略

亜細亜大学 2名
神奈川大学 2名
関東学院大学 7名
國學院大学 1名
駒澤大学 1名
相模女子大学 3名
松蔭大学 7名
湘南工科大学 3名
洗足学園音楽大学 1名
高千穂大学 2名
多摩大学 3名
鶴見大学 2名
帝京科学大学 1名
田園調布学園大学 5名
東海大学 4名
東京医療学院大学 1名
東京家政大学 1名
東京純心大学 1名
東京福祉大学 1名
東京保健医療専門職大学 1名
二松學舍大学 4名
日本経済大学 3名
ビューティー＆ウェルネス専門職大学 1名
文教大学 5名
明星大学 5名
ヤマザキ動物看護大学 1名
横浜創英大学 1名
立正大学 2名
和泉短期大学 2名
国際短期大学 1名
湘北短期大学 5名
帝京短期大学 1名
ヤマザキ動物看護専門職短期大学 1名

桜美林大学 7名
神奈川工科大学 7名
恵泉女学園大学 1名
国士舘大学 8名
駒沢女子大学 1名
淑徳大学 1名
湘南医療大学 2名
杉野服飾大学 1名
創価大学 1名
拓殖大学 1名
玉川大学 4名
帝京大学 5名
帝京平成大学 1名
桐蔭横浜大学 4名
東京有明医療大学 1名
東京医療保健大学 1名
東京工芸大学 3名
東京農業大学 1名
東京富士大学 3名
東洋大学 4名
日本大学 4名
日本文化大学 4名
フェリス女学院大学 1名
明海大学 2名
目白大学 1名
横浜商科大学 3名
横浜美術大学 3名
和光大学 16名
小田原短期大学 1名
相模女子大学短期大学部 3名
鶴見大学短期大学部 2名
戸板女子短期大学 1名
横浜女子短期大学 2名
 計66校　181名

小学生対象 冬休み理科実験教室

部活動・生徒の活躍

進路報告 －大学・短期大学合格状況－

　12月23日（金）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
た学校を目指して今年で2度目の
開催です。今回は、冬の星座を中
心に講義がなされ、きらきらシー
ルで星座カードを作成しました。
また、クリスマスにちなんで、暗
いところで光る蓄光パウダーを使ったクリスマスカードも作成しまし
た。25組の参加者たちは自ら作ったカードを誇らしそうにお土産にして
いました。これからも理科教員を中心に、理科の楽しさを伝えられる実
験を展開していきたいと思っています。

【卓球部】
　1月8日（日）に愛川町第一号公園体育館で行われた北相地区高等学校
冬季大会団体戦において、第3位になりました。
【テニス部】
　1月14日（土）に秦野カルチャーパークで行われた北相地区高等学校テ
ニス冬季大会ダブルス本戦において、梅田　怜和（2I）・北田　晴也
（1E）ペアがベスト8になりました。
【男子バスケットボール部】
　北相地区バスケットボール優秀選手に堀　陽斗（3J）が選出されました。

【吹奏楽部】
　1月29日（日）に本校メモリア
ルホールでウインターコンサー
トが開催されました。寒い中、
ご来場いただきました皆様あり
がとうございます。また、3月25
日（土）に同じくメモリアルホールにて定期演奏会が行われます。ぜひ、
会場に足を運んでいただき、素敵な演奏をご鑑賞ください。
【バドミントン部】
　1月9日（月・祝）に大和西高校で行われた北相地区バドミントン冬季
大会ダブルスにおいて以下のような結果になりました。
　男子（25校114組参加）
　　優勝 三好　未來（2G）・尾﨑　来空（1F）ペア
　　第3位 羽牟　優斗（2C）・髙水　優志（2F）ペア
　女子（25校86組参加）
　　準優勝 石井　望愛（2C）・井田　姫花（2G）ペア
【男子バレーボール部】
　1月14日（土）に上溝高校で行われた神奈川県高等学校バレーボール新
人大会北相地区予選会において県大会出場を決めました。
柏木学園高校2-1（21-25,29-27,25-16）上溝高校
【短歌書道部】神奈川県高等学校総合文化祭
〇式典　宮本　和彰（3L）が生徒委員長と
して見事な代表挨拶をしました。
〇第41回 文芸コンクール
短歌の部 第2位　長谷川杏莉（2H）
 第6位　花野　真輝（2D）
〇第23回 吟詠剣詩舞発表会
　第1位　教育長賞　 演目「富士山」
 長谷川杏莉（2H） 萩本　有起（2I）
 加藤　輝人（2G） 小久保美愛（2E）  大矢　有朔（1B）
　第3位　高文連会長賞　独吟 演目「偶成」
　　大矢　有朔（1B）

令和5年1月23日現在

※敬称略

　各クラスに展示された絵画や製作物を見て回り
子ども達の成長を
保護者の方々に感
じていただけた1
日になりました。
親子で会話を弾ま
せる姿が微笑まし
かったです。

　今年度最後のケータリ
ングがありました。回を
重ね配膳をしたり、並ん
で順番を待つ事にも慣れ
た年長組。小学校の給食
がますます楽しみになっ
た子ども達でした。

　今年度もバザー収益により、テレビ等で大活躍中
の杉山兄弟のお2人が来園してくれました。様々な
形のシャボン玉を披露してくださり、子ども達は目
をキラキラと輝かせながら見ていました。

　廃材を使って、各クラスが
沢山の品物を作りました。当
日は大きな声で「いらっしゃ
いませ」と店員になりきった
り、欲しい品物を手に取って
買い物を楽しんでいました。

卒園おめでとう

卒園児　100名

3年皆勤　12名

2年皆勤　3名

1年皆勤　13名

精勤　10名

親子二代卒園　4名

園児3人卒園　5名

園児4人卒園　1名

シャボン玉ショー

年長ケータリング

1月16日（月）

お店屋さんごっこ
2月9日（木）

　髙畠校長先生が新一年生の保護者に向けて、お話
をしてくださいました。保護者からの質問にも快く
答えてくださり、4月からの小学校生活に期待が持
てるような内容でした。入学が楽しみですね。

川和東小学校の
校長先生による講話会
2月8日（水）

　製作したおひなさまを学年毎に紹介し、先生達の
出し物が行われます。当日は、お祝いにひなあられ
が配られます。

ひな祭り会
3月3日（金）

　今年度最後のスマイルクラブが行われます。未就
園児対象になります。沢山の方のご参加をお待ちし
ています。ホームページ・電話にて予約を受付して
います。

第7回スマイルクラブ
3月14日（火）

1月31日（火）

豆まき 2月2日（木）

作品展 2月5日（日）

　自分で製作したお面とマスを持ち「鬼は外～」と
豆まきをしました。少し怖がりながらも豆をまく一
生懸命な姿は、とても可愛らしかったです。皆様が
健康で幸せに過ごせますように。 賞状授与者

進級おめでとう

年中　76名

2年皆勤　4名

1年皆勤　7名

1年精勤　8名

年少　98名

1年皆勤　7名

1年精勤　6名

わかめごはん・肉じゃが・さんまの甘煮・
キャベツのじゃこ和え・味噌汁（豆腐・ほうれん草）・

ハチミツゼリー

Menu



　去る2月3日（金）・4日（土）
の2日間にわたり、令和5年
度大和商業高等専修学校入
学試験が行われました。天
気には恵まれたものの、と
ても気温の低い2日間とな

りましたが、受験生の皆さんは全力を注いでいる様子でした。

卒業生各種表彰受賞者

進路状況

入試状況

【卒業学年の職員を代表して】
　卒業生・保護者の皆さま、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。
　コロナ禍から始まった高校生活に不安を募らせて入学
し、行動制限がありながら昼休みも黙食、友達作りも思
い通りにいかずに、躓きながらも懸命に前へ歩みを進め
成長を遂げた学年だったと感じています。
　これから先いかなる困難があろうとも、この3年間が
あったからこそ乗り越えられるはずです。何があっても、前
へ進め！皆さんの今後のご活躍を楽しみにしております。

（令和4年度3学年主任　福島　靖宏）

【卒業生を代表して】
　入学当初、新しい生活や学習、未知
のウイルスの不安を抱えていた私達も
卒業を迎えます。異例の事態が続く中
で、分散登校や工夫して開催された行
事の数々は他にはない、色濃く残る大
切な思い出です。そんな3年間を丁寧
に根気よく向き合い指導してくださっ

た先生方に支えられていました。　
　また、学習だけではなく、日常生活でも一人ひとりを
気に掛け、耳を傾け、寄り添ってくださいました。
　こうして豊かな心と思い出を共に育んでくださった先
生方や大和商業高等専修学校に感謝が尽きません。
　新天地でも大和商業高等専修学校での学びや思い出を
支えに挑戦し、ステップアップしていきます。

（令和4年度生徒会長　相川　茉実）

【在校生より卒業する先輩へ】
　この度はご卒業おめでとうございま
す。私達の先輩として、部活動や生徒
会活動、学校行事の進行などで様々な
ことを教えていただきありがとうござ
いました。学校行事の進行の仕方、生
徒会活動での仕事の進め方など、とて
も勉強になりました。この経験を活か

し、今後私達は、大和商業をより一層楽しい学校にして
いきたいと思います。私達も先輩という新しい立場にな
り、不安な事がたくさんありますが、頑張っていきたい
と思います。先輩方も新しい環境で頑張ってください。

（令和5年度生徒会長　丸山　時風獅）

令和4年度 卒業証書授与式
学園長賞

学校長賞

産業教育振興会　会長賞

高瀬賞

全国経理教育協会賞

全国高等専修学校協会　会長賞

全国高等専修学校協会スポーツ奨励賞

NPO高等専修学校教育支援協会賞

神奈川県専修学校各種学校協会　会長賞

職業教育・キャリア教育財団学習者表彰

全国経理教育協会検定表彰

皆勤賞

精勤賞

簿記
電卓計算
所得税法
コンピュータ会計
消費税法

大学（17名）
昭和女子大学 高千穂大学 立正大学 創価大学
横浜商科大学 東京福祉大学 和光大学
東京富士大学 相模女子大学　等
専門学校（16名）
柏木実業専門学校 トヨタ自動車大学校
バンタンデザイン研究所 横浜システム工学院専門学校
日本工学院専門学校八王子校 横浜リハビリテーション専門学校
東京俳優・映画＆放送専門学校 横浜デジタルアーツ専門学校
東京スクールオブビジネス カコトリミングスクール
日本ウエルネススポーツ専門学校 横浜医療情報専門学校
横浜医療秘書専門学校　等
就職（23名）
（株）ENEOSウイング （株）IJTT
いすゞロジスティクス（株） オーケー（株）
生駒植木（株） 図南鍛工（株）
出光ユニテック（株） （株）丸鉱
（株）サンデリカ （株）ハートフルケア
（株）ベストライフ （株）ミモザ
（株）らいふホールディングス （有）大畑鮮魚
（社）草加福祉会特別養護老人ホームマナーハウス横山台
（社）ケア・ネット （社）吉祥会寒川ホーム
（医）敬歯会けいあいの郷 （医）小松会病院
陸上自衛隊　等

相川　茉実 

齋藤　蒼憂 

寺川　雄人 

塚田　涼斗 

小村　晃雅 

西村　亮祐 

沓澤　昂暉 

前田　圭吾 

清水　祇希 

小野寺智輝 

石井　綾奈
松島　凜和
松土　慶太
大久保龍一
松崎　碧流

小野寺智輝
前田　圭吾

寺川　雄人
渡邉　有紀

令和5年1月末現在

大竹　崇太
塚田　涼斗

大久保龍一
松崎　碧流
下條　健弥

研修センター柏木実業専門学校
【令和4年度　卒業生各賞受賞者・検定表彰者】

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。

◆
全
国
経
理
教
育
協
会
検
定
表
彰

◆学園長賞
◆学校長賞
◆高瀬賞

◆全国経理教育協会賞

簿記

計算実務

所得税法

法人税法

消費税法

社会人常識マナー

文書処理

電卓計算

コンピュータ会計

【神奈川県立保土ヶ谷高等学校　国際交流行事留学生派遣】
　1月13日（金）に本校留学生が国際理解
教育の協力で9名が神奈川県立保土ヶ谷
高等学校へ訪問しました。自国の文化紹
介や日本との違いなど、各自で作成した
資料を用いて、高校生に向けて発表を行

いました。学生も普段の授業では経験できない高校生との交流が
でき、貴重な一日となりました。

【病院実習に行ってきました】
　2月6日（月）～ 17（金）までの2週間、医療
情報学科1年生が麻生総合病院へ病院実習に
行ってきました。実際の現場に立つことで
卒業後の進路を意識する良い機会となりま
した。

【専各協会主催第34回外国人留学生によるスピーチコンテストに出場】
　2月1日（水）に関内ホールで開催され
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
BOPITI KANKANAMALAGE 
SAYURI THARAKA GAVESHANI
（スリランカ、大和外語学院出身）が参加しました。
　『日本で見つけた本当の自分』をテーマに、スリランカでの挫折
経験をきっかけに来日したことで、親や兄弟に決められたもので
はなく、自分で切り拓いた人生を歩み始めた姿をスピーチしまし
た。練習の成果が存分に発揮され、堂々とした素晴らしいスピー
チを披露しました。会場には学生も駆けつけ、声援を送りました。
【第7回オープンキャンパスを開催】
　1月21日（土）に第7回オープンキャンパスを開催しました。レ
セプト体験やパソコン体験などを行い、学校の雰囲気を感じても
らいました。
　次年度の前期は5/13（土）、5/27（土）、6/17（土）、6/24（土）、
7/8（土）、7/31（月）、8/2（水）、8/25（金）、9/9（土）、9/23（土）の全
10回の開催予定となります。お申込は、本ページ左下の入試相談
係まで。

◆神奈川県専修学校
　各種学校協会長賞

【神奈川県委託訓練「即戦力」1月生入校式、11月生修了式】
　1月生の入校式が1月4日
に実施され、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の
3コースが開講しました。1月
31日には11月生3コースの修
了式があり、それぞれが目標
である再就職にむけスタートしました。職業訓練では「社会に貢
献できる人材」としての活躍を期待しています。
【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】

　職業訓練のカリキュラムでは、
専攻する分野におけるスペシャ
リストの職業人をお招きして講
話をいただいたり、企業説明会
をするなど、受講生の再就職支
援を実施しています。

［職業人講話］ 小林貢公認会計士事務所
 所長　小林　貢先生
 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
 中村先生・森田先生
[求人企業説明会] 社会福祉法人愛成会ヴィラ愛成、株式会社らいふ、
 株式会社アイシマ、株式会社ソラスト、
 株式会社日本教育クリエイト

　

【就職近況報告】
就職先　
　アイビス薬局　さがみ野店
　　山本　裕子さん　医療・調剤・介護事務PC科
　　　 （求職者支援訓練）（令和3年5月）修了
「在宅医療に特化した調剤薬局にて事務職
に従事しています。仕事では医療や調剤だ
けでなく介護事務の知識も必要となる為、
職業訓練でその3つの勉強ができて良かっ
たと実感しています。これからも精一杯頑
張ります。」

小林　貢先生

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
パソコンスキルアップ基礎科
医療・調剤・介護事務PC科
　3ヵ月コース　2月22日～ 5月19日
介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
　2ヵ月コース　2月22日～ 4月21日
求職者支援訓練　令和5年3月生
簿記パソコンオフィスワーク科
　3ヵ月コース　3月24日～ 6月23日
医療事務・PC科（短期間）、介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
　2ヵ月コース　3月24日～ 5月23日
≪4月生募集のお知らせ（募集期間2月28日～ 3月20日）≫
求職者支援訓練　介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
4月生を募集しております。
訓練期間2ヵ月コース　4月19日～ 6月16日
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

経理、介護分野

介護、医療分野

ソラスト神奈川支社長 赤石様（右）
神奈川支社長代理 金子様（左）
横浜支社ｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 林様（中央）

緑樹会 中村様

らいふ大和 小方施設長(右)
らいふ瀬谷 村﨑施設長(左)

ヴィラ愛成 岩﨑様(中央)
修了生 (勝井様､遠田様)

研修センター
地図案内

認定証発行番号
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　去る2月3日（金）・4日（土）
の2日間にわたり、令和5年
度大和商業高等専修学校入
学試験が行われました。天
気には恵まれたものの、と
ても気温の低い2日間とな

りましたが、受験生の皆さんは全力を注いでいる様子でした。

卒業生各種表彰受賞者

進路状況

入試状況

【卒業学年の職員を代表して】
　卒業生・保護者の皆さま、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。
　コロナ禍から始まった高校生活に不安を募らせて入学
し、行動制限がありながら昼休みも黙食、友達作りも思
い通りにいかずに、躓きながらも懸命に前へ歩みを進め
成長を遂げた学年だったと感じています。
　これから先いかなる困難があろうとも、この3年間が
あったからこそ乗り越えられるはずです。何があっても、前
へ進め！皆さんの今後のご活躍を楽しみにしております。

（令和4年度3学年主任　福島　靖宏）

【卒業生を代表して】
　入学当初、新しい生活や学習、未知
のウイルスの不安を抱えていた私達も
卒業を迎えます。異例の事態が続く中
で、分散登校や工夫して開催された行
事の数々は他にはない、色濃く残る大
切な思い出です。そんな3年間を丁寧
に根気よく向き合い指導してくださっ

た先生方に支えられていました。　
　また、学習だけではなく、日常生活でも一人ひとりを
気に掛け、耳を傾け、寄り添ってくださいました。
　こうして豊かな心と思い出を共に育んでくださった先
生方や大和商業高等専修学校に感謝が尽きません。
　新天地でも大和商業高等専修学校での学びや思い出を
支えに挑戦し、ステップアップしていきます。

（令和4年度生徒会長　相川　茉実）

【在校生より卒業する先輩へ】
　この度はご卒業おめでとうございま
す。私達の先輩として、部活動や生徒
会活動、学校行事の進行などで様々な
ことを教えていただきありがとうござ
いました。学校行事の進行の仕方、生
徒会活動での仕事の進め方など、とて
も勉強になりました。この経験を活か

し、今後私達は、大和商業をより一層楽しい学校にして
いきたいと思います。私達も先輩という新しい立場にな
り、不安な事がたくさんありますが、頑張っていきたい
と思います。先輩方も新しい環境で頑張ってください。

（令和5年度生徒会長　丸山　時風獅）

令和4年度 卒業証書授与式
学園長賞

学校長賞

産業教育振興会　会長賞

高瀬賞

全国経理教育協会賞

全国高等専修学校協会　会長賞

全国高等専修学校協会スポーツ奨励賞

NPO高等専修学校教育支援協会賞

神奈川県専修学校各種学校協会　会長賞

職業教育・キャリア教育財団学習者表彰

全国経理教育協会検定表彰

皆勤賞

精勤賞

簿記
電卓計算
所得税法
コンピュータ会計
消費税法

大学（17名）
昭和女子大学 高千穂大学 立正大学 創価大学
横浜商科大学 東京福祉大学 和光大学
東京富士大学 相模女子大学　等
専門学校（16名）
柏木実業専門学校 トヨタ自動車大学校
バンタンデザイン研究所 横浜システム工学院専門学校
日本工学院専門学校八王子校 横浜リハビリテーション専門学校
東京俳優・映画＆放送専門学校 横浜デジタルアーツ専門学校
東京スクールオブビジネス カコトリミングスクール
日本ウエルネススポーツ専門学校 横浜医療情報専門学校
横浜医療秘書専門学校　等
就職（23名）
（株）ENEOSウイング （株）IJTT
いすゞロジスティクス（株） オーケー（株）
生駒植木（株） 図南鍛工（株）
出光ユニテック（株） （株）丸鉱
（株）サンデリカ （株）ハートフルケア
（株）ベストライフ （株）ミモザ
（株）らいふホールディングス （有）大畑鮮魚
（社）草加福祉会特別養護老人ホームマナーハウス横山台
（社）ケア・ネット （社）吉祥会寒川ホーム
（医）敬歯会けいあいの郷 （医）小松会病院
陸上自衛隊　等

相川　茉実 

齋藤　蒼憂 

寺川　雄人 

塚田　涼斗 

小村　晃雅 

西村　亮祐 

沓澤　昂暉 

前田　圭吾 

清水　祇希 

小野寺智輝 

石井　綾奈
松島　凜和
松土　慶太
大久保龍一
松崎　碧流

小野寺智輝
前田　圭吾

寺川　雄人
渡邉　有紀

令和5年1月末現在

大竹　崇太
塚田　涼斗

大久保龍一
松崎　碧流
下條　健弥

研修センター柏木実業専門学校
【令和4年度　卒業生各賞受賞者・検定表彰者】

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。
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国
経
理
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育
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会
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彰

◆学園長賞
◆学校長賞
◆高瀬賞

◆全国経理教育協会賞

簿記

計算実務

所得税法

法人税法

消費税法

社会人常識マナー

文書処理

電卓計算

コンピュータ会計

【神奈川県立保土ヶ谷高等学校　国際交流行事留学生派遣】
　1月13日（金）に本校留学生が国際理解
教育の協力で9名が神奈川県立保土ヶ谷
高等学校へ訪問しました。自国の文化紹
介や日本との違いなど、各自で作成した
資料を用いて、高校生に向けて発表を行

いました。学生も普段の授業では経験できない高校生との交流が
でき、貴重な一日となりました。

【病院実習に行ってきました】
　2月6日（月）～ 17（金）までの2週間、医療
情報学科1年生が麻生総合病院へ病院実習に
行ってきました。実際の現場に立つことで
卒業後の進路を意識する良い機会となりま
した。

【専各協会主催第34回外国人留学生によるスピーチコンテストに出場】
　2月1日（水）に関内ホールで開催され
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
BOPITI KANKANAMALAGE 
SAYURI THARAKA GAVESHANI
（スリランカ、大和外語学院出身）が参加しました。
　『日本で見つけた本当の自分』をテーマに、スリランカでの挫折
経験をきっかけに来日したことで、親や兄弟に決められたもので
はなく、自分で切り拓いた人生を歩み始めた姿をスピーチしまし
た。練習の成果が存分に発揮され、堂々とした素晴らしいスピー
チを披露しました。会場には学生も駆けつけ、声援を送りました。
【第7回オープンキャンパスを開催】
　1月21日（土）に第7回オープンキャンパスを開催しました。レ
セプト体験やパソコン体験などを行い、学校の雰囲気を感じても
らいました。
　次年度の前期は5/13（土）、5/27（土）、6/17（土）、6/24（土）、
7/8（土）、7/31（月）、8/2（水）、8/25（金）、9/9（土）、9/23（土）の全
10回の開催予定となります。お申込は、本ページ左下の入試相談
係まで。

◆神奈川県専修学校
　各種学校協会長賞

【神奈川県委託訓練「即戦力」1月生入校式、11月生修了式】
　1月生の入校式が1月4日
に実施され、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の
3コースが開講しました。1月
31日には11月生3コースの修
了式があり、それぞれが目標
である再就職にむけスタートしました。職業訓練では「社会に貢
献できる人材」としての活躍を期待しています。
【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】

　職業訓練のカリキュラムでは、
専攻する分野におけるスペシャ
リストの職業人をお招きして講
話をいただいたり、企業説明会
をするなど、受講生の再就職支
援を実施しています。
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 中村先生・森田先生
[求人企業説明会] 社会福祉法人愛成会ヴィラ愛成、株式会社らいふ、
 株式会社アイシマ、株式会社ソラスト、
 株式会社日本教育クリエイト

　

【就職近況報告】
就職先　
　アイビス薬局　さがみ野店
　　山本　裕子さん　医療・調剤・介護事務PC科
　　　 （求職者支援訓練）（令和3年5月）修了
「在宅医療に特化した調剤薬局にて事務職
に従事しています。仕事では医療や調剤だ
けでなく介護事務の知識も必要となる為、
職業訓練でその3つの勉強ができて良かっ
たと実感しています。これからも精一杯頑
張ります。」

小林　貢先生

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
パソコンスキルアップ基礎科
医療・調剤・介護事務PC科
　3ヵ月コース　2月22日～ 5月19日
介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
　2ヵ月コース　2月22日～ 4月21日
求職者支援訓練　令和5年3月生
簿記パソコンオフィスワーク科
　3ヵ月コース　3月24日～ 6月23日
医療事務・PC科（短期間）、介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
　2ヵ月コース　3月24日～ 5月23日
≪4月生募集のお知らせ（募集期間2月28日～ 3月20日）≫
求職者支援訓練　介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
4月生を募集しております。
訓練期間2ヵ月コース　4月19日～ 6月16日
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
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祝 卒業 －卒業生各賞受賞者－
　卒業式が3月1日（水）に挙行されました。各賞表彰者および3年間皆勤・
精勤者は以下のとおりです。

学園長賞    小椋　愛美
学校長賞    石岡美里奈
日本私立中学高等学校連合会長賞  深津　孝太
高校生新聞社賞　   宮本　和彰
柏木学園高等学校後援会長賞  松本　悠暉

3年間皆勤者　　令和5年1月20日現在

高瀨　太陽  谷﨑　彩夏  中馬　優真
野上　千寿  飯田　龍輝  髙橋　直大
片桐　　萌  佐藤　蒼美  石田　竜也
今井　優宏  土田　成輝  藤辺　優花
髙本　陽士  光野　叶人  北村　航一
中原　諒介  細木原悠翔  村澤　祐汰
宮下　諒大  矢澤　花音  加藤　　颯
河嶋　直央  熊谷　快士  平良　健登
宮坂　知奈  森山　拓洋 

3年間精勤者　　令和5年1月20日現在

明山　　烈　　　太田　　壮　　　奥村　由珠　　　君野　瑛紀
並木　　葵　　　劉　　鎧華　　　伊藤　大智　　　今泉　楓渚
齊藤　那音　　　庄野愛梨沙　　　富永　　亘　　　石川　若奈
竹生　龍成　　　中里　裕大　　　中野　　秋　　　原　　　光
山本　　翼　　　塚本　胡桃　　　福田　将也　　　小原　麻衣
格地　涼雅　　　清野　愛紗　　　寺坪　知哉　　　前原　拓海
光野　一花 　　　横川真ノ佑　　　関川ｼｮｰﾝ快　　　武市　修志
内川　星輝　　　太田　真海　　　小嶋　琉生　　　佐藤　那哉
篠原　陽紀　　　相馬代緒子　　　豊田　夏生　　　廣田　梨乃
深津　孝太　　　大和田　歩　　　上総　　翼　　　諏訪原咲良
武本　莉於　　　堀　　陽斗　　　大森　愛月　　　後藤　宥輝
林　　航輝　　　野口　沙樹　　　木村雄汰朗　　　小笠原　柊
江坂　春菜　　　松浦　友哉　　　福冨　航大　　　樋口　　迅
三橋はんな　　　橘田　桜介　　　宮本　和彰　　　村田　雅姫
菊地　駿斗　　　森　　日和　　　吉田　　馨　　　吉村　　惇

※敬称略

亜細亜大学 2名
神奈川大学 2名
関東学院大学 7名
國學院大学 1名
駒澤大学 1名
相模女子大学 3名
松蔭大学 7名
湘南工科大学 3名
洗足学園音楽大学 1名
高千穂大学 2名
多摩大学 3名
鶴見大学 2名
帝京科学大学 1名
田園調布学園大学 5名
東海大学 4名
東京医療学院大学 1名
東京家政大学 1名
東京純心大学 1名
東京福祉大学 1名
東京保健医療専門職大学 1名
二松學舍大学 4名
日本経済大学 3名
ビューティー＆ウェルネス専門職大学 1名
文教大学 5名
明星大学 5名
ヤマザキ動物看護大学 1名
横浜創英大学 1名
立正大学 2名
和泉短期大学 2名
国際短期大学 1名
湘北短期大学 5名
帝京短期大学 1名
ヤマザキ動物看護専門職短期大学 1名

桜美林大学 7名
神奈川工科大学 7名
恵泉女学園大学 1名
国士舘大学 8名
駒沢女子大学 1名
淑徳大学 1名
湘南医療大学 2名
杉野服飾大学 1名
創価大学 1名
拓殖大学 1名
玉川大学 4名
帝京大学 5名
帝京平成大学 1名
桐蔭横浜大学 4名
東京有明医療大学 1名
東京医療保健大学 1名
東京工芸大学 3名
東京農業大学 1名
東京富士大学 3名
東洋大学 4名
日本大学 4名
日本文化大学 4名
フェリス女学院大学 1名
明海大学 2名
目白大学 1名
横浜商科大学 3名
横浜美術大学 3名
和光大学 16名
小田原短期大学 1名
相模女子大学短期大学部 3名
鶴見大学短期大学部 2名
戸板女子短期大学 1名
横浜女子短期大学 2名
 計66校　181名

小学生対象 冬休み理科実験教室

部活動・生徒の活躍

進路報告 －大学・短期大学合格状況－

　12月23日（金）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
た学校を目指して今年で2度目の
開催です。今回は、冬の星座を中
心に講義がなされ、きらきらシー
ルで星座カードを作成しました。
また、クリスマスにちなんで、暗
いところで光る蓄光パウダーを使ったクリスマスカードも作成しまし
た。25組の参加者たちは自ら作ったカードを誇らしそうにお土産にして
いました。これからも理科教員を中心に、理科の楽しさを伝えられる実
験を展開していきたいと思っています。

【卓球部】
　1月8日（日）に愛川町第一号公園体育館で行われた北相地区高等学校
冬季大会団体戦において、第3位になりました。
【テニス部】
　1月14日（土）に秦野カルチャーパークで行われた北相地区高等学校テ
ニス冬季大会ダブルス本戦において、梅田　怜和（2I）・北田　晴也
（1E）ペアがベスト8になりました。
【男子バスケットボール部】
　北相地区バスケットボール優秀選手に堀　陽斗（3J）が選出されました。

【吹奏楽部】
　1月29日（日）に本校メモリア
ルホールでウインターコンサー
トが開催されました。寒い中、
ご来場いただきました皆様あり
がとうございます。また、3月25
日（土）に同じくメモリアルホールにて定期演奏会が行われます。ぜひ、
会場に足を運んでいただき、素敵な演奏をご鑑賞ください。
【バドミントン部】
　1月9日（月・祝）に大和西高校で行われた北相地区バドミントン冬季
大会ダブルスにおいて以下のような結果になりました。
　男子（25校114組参加）
　　優勝 三好　未來（2G）・尾﨑　来空（1F）ペア
　　第3位 羽牟　優斗（2C）・髙水　優志（2F）ペア
　女子（25校86組参加）
　　準優勝 石井　望愛（2C）・井田　姫花（2G）ペア
【男子バレーボール部】
　1月14日（土）に上溝高校で行われた神奈川県高等学校バレーボール新
人大会北相地区予選会において県大会出場を決めました。
柏木学園高校2-1（21-25,29-27,25-16）上溝高校
【短歌書道部】神奈川県高等学校総合文化祭
〇式典　宮本　和彰（3L）が生徒委員長と
して見事な代表挨拶をしました。
〇第41回 文芸コンクール
短歌の部 第2位　長谷川杏莉（2H）
 第6位　花野　真輝（2D）
〇第23回 吟詠剣詩舞発表会
　第1位　教育長賞　 演目「富士山」
 長谷川杏莉（2H） 萩本　有起（2I）
 加藤　輝人（2G） 小久保美愛（2E）  大矢　有朔（1B）
　第3位　高文連会長賞　独吟 演目「偶成」
　　大矢　有朔（1B）

令和5年1月23日現在

※敬称略

　各クラスに展示された絵画や製作物を見て回り
子ども達の成長を
保護者の方々に感
じていただけた1
日になりました。
親子で会話を弾ま
せる姿が微笑まし
かったです。

　今年度最後のケータリ
ングがありました。回を
重ね配膳をしたり、並ん
で順番を待つ事にも慣れ
た年長組。小学校の給食
がますます楽しみになっ
た子ども達でした。

　今年度もバザー収益により、テレビ等で大活躍中
の杉山兄弟のお2人が来園してくれました。様々な
形のシャボン玉を披露してくださり、子ども達は目
をキラキラと輝かせながら見ていました。

　廃材を使って、各クラスが
沢山の品物を作りました。当
日は大きな声で「いらっしゃ
いませ」と店員になりきった
り、欲しい品物を手に取って
買い物を楽しんでいました。

卒園おめでとう

卒園児　100名

3年皆勤　12名

2年皆勤　3名

1年皆勤　13名

精勤　10名

親子二代卒園　4名

園児3人卒園　5名

園児4人卒園　1名

シャボン玉ショー

年長ケータリング

1月16日（月）

お店屋さんごっこ
2月9日（木）

　髙畠校長先生が新一年生の保護者に向けて、お話
をしてくださいました。保護者からの質問にも快く
答えてくださり、4月からの小学校生活に期待が持
てるような内容でした。入学が楽しみですね。

川和東小学校の
校長先生による講話会
2月8日（水）

　製作したおひなさまを学年毎に紹介し、先生達の
出し物が行われます。当日は、お祝いにひなあられ
が配られます。

ひな祭り会
3月3日（金）

　今年度最後のスマイルクラブが行われます。未就
園児対象になります。沢山の方のご参加をお待ちし
ています。ホームページ・電話にて予約を受付して
います。

第7回スマイルクラブ
3月14日（火）

1月31日（火）

豆まき 2月2日（木）

作品展 2月5日（日）

　自分で製作したお面とマスを持ち「鬼は外～」と
豆まきをしました。少し怖がりながらも豆をまく一
生懸命な姿は、とても可愛らしかったです。皆様が
健康で幸せに過ごせますように。 賞状授与者

進級おめでとう

年中　76名

2年皆勤　4名

1年皆勤　7名

1年精勤　8名

年少　98名

1年皆勤　7名

1年精勤　6名

わかめごはん・肉じゃが・さんまの甘煮・
キャベツのじゃこ和え・味噌汁（豆腐・ほうれん草）・

ハチミツゼリー

Menu



　梅の花が見頃を迎え、春の暖かさを感じる季節となってまいり
ました。
　3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
　3年前、新型コロナウイルス感染症という未曾有の出来事によ
り、生活スタイルの変化を余儀なくされ、高校生活はどうなるの
だろうと不安になった事はついこの前のように思い出されます。
様々な制約の中で最適な方法を見出し、先生方のご指導のもと勉
学に励み、また、友人との時間を楽しみ日々過ごしてきたことで
しょう。その3年間はあっという間だったと思いますが、皆さんの
今のお気持ちはどの様な思いでしょうか？
　いま、卒業という日を迎えて感じているその思いを大切にして
ください。ここから、それぞれの新しい道がスタートします。目
標に向かってさらに前進されることを願っております。
　3年生の保護者の皆様、お子様のご卒業おめでとうございます。
様々な思いがお有りだとお察ししますが、ひとまず、高校3年間を

無事に終えて一安心されているのではないでしょうか。「18歳＝
成人」という言葉の受け止め方はご家庭に於いて様々と存じます
が、どうぞこれ以降のお子様のご成長をお見守りください。
　さて、1・2年生は進級となりますが、コロナ禍による行動制限
が緩和され、学校行事等も通常に戻りつつあります。後悔の無い
よう充実した高校生活をお送りください。
　後援会会員の皆様におかれましては、本会活動にご理解とご協
力を賜りありがとうございます。今年度は学校行事が徐々に再開
され、学校側と相談しながら活動してまいりました。現役員は本
校の学校行事は未経験である事から、行き届かぬ点が多々あった
かと思いますが、生徒たちの学校生活に微力ながら貢献できた事
は大変嬉しく思います。多方面よりご協力いただきまして誠にあ
りがとうございました。この場をお借りいたしまして感謝申し上
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卒業の日を迎えて

　卒業を迎える皆さんは新たな社会生活に入る時期となりまし
た。2年間は人生にとって短い瞬間でしたが、得た知識や資格は大
きな財産となります。人の生き方や運命は環境によって、良くも
悪くも大きく変わるものです。従って自己を成長させたければ、
意識的に環境を変えたり、付き合う人を変えればいいのです。そ
れを念頭に、これ迄勉学で得た知識を活かし、新しい環境の中で、
自分を成長させてくれる人達と交流を深くして行く事が大事で
す。また与えられた仕事に対しても、誰かがフォローしてくれる
からといって、いい加減に取り組もうとすると、依存心が強くな
り、責任感もなくなります。また助けてくれる相手が自分の期待
どおりに動いてくれないと、フラストレーションが拡大し、その

感情が言動に現れるため、人間関係にも支障をきたすようになり
ます。依存心は捨てることです。そしてもう一つは、薬があるか
らといって、不摂生な生活を送ってはならないということです。
そんな考えでは、薬に依存することになるため、自然治癒力も低
下してしまい、抵抗力、免疫力も低下し、体を壊しやすくなります。
社会に入っても自己の成長を常に念頭に、そして健康な身体を維
持するために、スポーツやダンス、武道などの生涯楽しめるもの
を身につけることが大事だと考えます。

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新しい環境と仕事に対する心構え

　早春の候、日頃はPTA活動に多大なご理解とご協力をいただき、
誠にありがとうございます。
　卒業生の皆様、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。
　ここ数年コロナが猛威を奮い、学校行事やPTA活動などがこと
ごとく中止になってしまった上、通学すら心配になってしまうよう
な状況が続きましたが、去年は何とか体育祭や紅葉祭、修学旅行も
行われました。個人的な感想を述べさせていただくと、学校行事、
特にコロナの猛威が懸念されていた沖縄への修学旅行の決行はい
かがなものかと先生方に意見してしまったりもしましたが、結果的
には先生方の生徒達への危機管理が徹底されていたため、どこか
学校行事に対する無気力さを感じていたであろう生徒達も、「経験
する」という事がいかに大切であり、心に残るのかを学ぶ事が出来
る結果になったと思います。
　まだまだ不安要素が残る世の中ではございますが、生意気なが
ら、まだまだ世間知らずな我が子を先生方と共に信じ、成長させ、

導いて行くのは保護者の役目だと思っております。
　大和商業に通って良かった、そう思いながら生徒達が羽ばたいて
行けるためには、今までのように保護者の皆様のご協力が欠かせな
いと思います。PTA活動、しかも高校となると三年間！と煙たがら
れる方も多いと思いますが、先生方がご指導してくださるため、私
にとって大和商業の学校生活が垣間見えるPTA活動は、上の子も
含め六年間、負担に思った事はなく、本当に良い経験ができたと
思っております。
　保護者には話せないような事も、大和商業の先生方には話せる。
大和商業はそういう素晴らしい学校です。卒業生の皆様、在校生の
皆様、保護者の方々、どうか大和商業を誇りに思いながら、前に進
んで行っていただきたいと心より願っております。

PTA役員代表　小村　みどり 

大和商業高等専修学校ＰＴＡ未来のために

　暖かい日差しが顔を出す日が増え、春の訪れが待ち遠しい季節と
なりました。少し肌寒い風に乗って春の花の香りを嗅ぐと、1年が
あっという間だったと感じます。まだ、ぶかぶかの制服に身を包み、
初めての園生活にワクワクしたり、ちょっぴり不安な気持ちを抱え
た年少組さん。たくさんの荷物を抱えて新学期を迎え、お友達と挨
拶を交わしながら新しいクラスへ入っていく年中組さん・年長組
さんの姿が思い浮かびます。様々な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兄さん、お姉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
中で、こ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
保護者に感動を届けてくれ、大きく成長したことを感じさせてくれ
たことと共に、自信を身に付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感染と加え、インフルエンザの流
行状況も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始めとした先生方のご尽力と、各
ご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前向きにご検討くださり、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、皆様のご理解、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
とに心より感謝申し上げます。

父母の会会長　後藤　麻衣子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会大きく成長した子どもたち

各種検定合格者（太字は満点合格者です。）

〈準2級〉
佐藤　虎太
〈3級〉
安藤　滉太

〈準2級〉
西仲　巧真
〈3級〉
吉村　　尊　　馬場　匠汰

〈2級〉
南　　緑仁　　亀井　楓奈　　中川　隼瑠　　森脇　佑衣
〈3級〉
篠田　祐太　　池田　拓人　　雜賀　楓香　　斉藤　舞花
高山　雄太　　中原　征人　　沼上　千咲　　羽鳥　れん
守角歩駆翔　　柏原ゆめか　　鈴木　美桜　　池森　和真
渡辺　涼太　　原山　幸希　　井田　姫花　　奥野　小雪
押切　美羽　　土居　隆史

〈1級〉
アリ アハメド　　末吉　颯人
〈2級〉
立岡　朋樹　　中原　征人　　石光　悟志　　木村　直都
富岡　和希　　原山　幸希　　伊藤　大地　　ガヨマ ケビン
櫻井　愛菜　　貞政　心美　　佐藤　匠悟　　古川　敬大
〈3級〉
相澤　宏太　　阿久津登哉　　阿部　純華　　飯塚　　光
荻野　櫻子　　古瀬裡渚菜　　鈴木　愛莉　　西仲　巧真
林　　美波　　東　　友悟　　峯尾隼太朗　　宮崎　七海
宮島　瑠一　　井上　結香　　大矢　有朔　　片倉　侑悟
久保　創暉　　佐 木々あんな　　田中　洋子　　古屋　陸杜
宮腰　隆愛　　柳下　由菜　　飯田百々花　　井澤　美南
佐藤　虎太　　竹内　純宏　　根立　隼哉　　春田　愛美
平間　夢咲　　飯田　純恋　　貝谷　明頼　　齋藤　朱里
白坂　芽依　　永田　優奈　　原口　怜奈　　堀川　大翔
金野　花玲　　坂井　菜帆　　秋元　遥日　　秋山　竜祐
井出　喬介　　出野　樹浬　　伊藤　　環　　花井　愛望
比嘉　夏蓮　　平野　　泉　　湊本　雄陽　　横山　茉季
四元　琴音　　大坪　正枝　　岡本浩太郎　　小川　心音
加藤　秋磨　　久島　颯真　　齋藤隆之介　　酒寄　拓斗
千葉恵太郎　　萬田　　悠　　峯下亜由美　　森本　涼介
石原　咲季　　古賀　大翔　　村田　貴哉　　伊藤　万尋
阿部　夏姫　　阿部　優希　　稲垣　蘭己　　柏木　優斗
加藤　里佳　　川鍋　　翔　　北河　愛風　　杉山　結菜
中川西優杏　　馬場　心美　　藤嶋　一樹　　藤平　美菜
南出穂乃海　　加藤　雅海　　高　　龍聖　　佐藤　美紅
篠田　祐太　　服部綾帆咲　　林　　朋弥　　馬場　匠汰
宮坂　果歩　　村川　航太　　山川　　天　　安藤　滉太
池田　拓人　　薄井　葉奏　　雜賀　楓香　　斉藤　舞花
高山　雄太　　戸田　亜澄　　沼上　千咲　　羽鳥　れん
諸星　姫那　　渡辺　明祺　　有我さくら　　海保　朝日
柏原ゆめか　　渡部　玲奈　　加藤　明莉　　花野　真輝
森田　　快　　吉岡　七音　　吉澤　利砂　　稲葉　凜音
上田　美唯　　小林　智希

青山　　晃　　岡田　麗萍　　勝井　直人　　木村日出子
小島　和子　　坂本　和正　　清水　信雄　　進藤美穂子
千葉　由貴　　堀　美代子　　山本　雅美 

阿部　美希　　荒井　貴子　　池田　常陽　　江藤　史織
大久保年子　　勝俣　郁実　　神尾　更紗　　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

荒井　貴子　　蟻坂　純子　　池田　常陽　　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
細野友里恵　　真柄　京子　　牧嶋ゆかり　　村本　千鶴
安岡未智余　　山本　美有

〈1級〉
三好　泰雅 　　TRAN THI LIEU
ROBIN WILIANTO　VUONG VAN LONG
〈2級〉
SHRESTHA PALLAVI
〈3級〉
高岡　　善　　髙橋　裕貴　　小林　莉子　　平川　雄也
HA TRUNG THANH　PANERU PURNA BAHADUR 
ADHIKARI KABITA　REGMI KIRAN

〈会計3級〉
栗原　江里　　松本　彩花　　石島　乃愛　　澤田　笑佳
筒井　千賀　　土井　陸斗

〈Japan Basic〉
NGUYEN THI THUY DUNG　NGUYEN THI PHUONG LIEN
GURUNG SUMINA　THAPA CHETRAJ　TRAN THI LIEU
HOANG MINH THIEU　BOLDBAATAR LUTBAATAR
GHALE JHARANA　SHRESTHA PALLAVI
TAMANG SUSMITA　TAMANG SUPATRI
NEUPANE RUPA　HA TRUNG THANH
HA THI HOAI　B.K.SAYURI THARAKA GAVESHANI
RANA SAJAN　LE THI MY DUYEN

〈2級〉
佐藤　瑞生　　清水　拓也　　舩木　　祥
〈3級〉
大瀧　純杜　　髙橋　大樹　　三好　泰雅　　ロイ　羊子
石原　友子　　NGUYEN THI PHUONG LIEN
DEVKOTA ROJINA
〈初級〉
高岡　　善　　髙橋　裕貴　　北郷　拓哉　　白石　和也
野路　夏鈴　　GHIMIRE SUBASH
NGUYEN THI THUY DUNG　GURUNG SUMINA
TRAN THI LIEU　HOANG MINH THIEU
BOLDBAATAR LUTBAATAR　GHALE JHARANA
SHRESTHA PALLAVI　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
ROBIN WILIANTO　LIMBU SUKRARAJ
ADHIKARI KABITA　VU NGOC DIEP CAO THI HUE
SARKI MANISA　REGMI KIRAN

安齊　　葵　　石島　乃愛　　澤田　笑佳　　筒井　千賀
土井　陸斗　　栗原　江里　　松本　彩花

〈3級〉
井上雄一郎　　釜堀もも代　　木藤　和紗　　久郷由美子
小袋さやか　　齋藤　佳代　　佐藤　恵美　　柴﨑　里緒
下元　牧子　　鈴木　佳織　　髙島　美子　　髙橋　佳子
立石　幸恵　　苗村のぞみ　　西川　通江　　野笹　由紀
松村　　梢　　宮家あすか

〈3級〉
黒澤　芽衣　　髙橋　大樹　　舩木　　祥　　丸山　晃瑠
NEUPANE KHEM KUMARI　PHAM THANH LAP
PHI VAN KHANH

今屋　美樹　　岩佐　　武　　郡司　香澄　　西條　秀昭
塩田　桃花　　多賀谷美香　　田中　順一　　内藤　考輝
フランク康子　　山本　順子

〈準2級〉
渡邉　日向

日本医療報酬調査会　介護事務検定
（令和4年11月29日施行）

〈3級〉
鎌田美伊沙

〈1級〉
齊藤　　晶　　森田　　駿　　和田　康平
〈3級〉
阿子嶋望美　　足立　　玲　　今泉　夢乃　　内田　結愛
大畑こころ　　柿沢　朔矢　　月精　大翔　　郡山　陸人
込山　花鈴　　近藤　城衛　　佐藤　泰雅　　橘　　高志
田中　友貴　　月村　謙太　　ニーマトラ ファルガン アクタル
西部　陽乃　　林　　純平　　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　　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　　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
金子　皓輝　　河合　柊太　　小玉　夢偉　　齊藤　丈也
坂田　　陽　　佐々木隆治　　福嶌　若佳　　普天間航希
星野　心徹　　水野　香音　　山内　　駿　　山田　兼新
〈4級〉
井戸川侑生　　江口慎之助　　奥迫　淳輝　　小野寺　晴
亀井　澤雄　　蛇穴　樹輝　　橋本　敏志　　板橋　妙映
河戸　春道　　木内　陸翔　　松田ケイリブ　　桒名　大和
千田　彩渚　　中山　優汰

〈準2級〉
内田　結愛　　塚田絵美莉　　中富　空良　　臼井　紗耶
岡山　若菜　　福嶌　若佳　　水野　香音
〈3級〉
足立　　玲　　井戸川侑生　　小野寺　晴　　柿沢　朔矢
月精　大翔　　郡山　陸人　　込山　花鈴　　近藤　城衛
橘　　高志　　田中　友貴　　林　　純平　　深沢　幸太
類家　徹弥　　秋本　詩音　　阿部　恵汰　　池永　光
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　　園田　歩夢　　田中　風汰
中富　空良　　中村　煌成　　堀内　優也　　森田　蒼人
吉田　　善　　安藤　優斗　　近江　奏人
カサノバアサノ レアンドロ フェルナンド
小玉　夢偉　　齊藤　丈也　　坂田　　陽　　中山　優汰
星野　心徹　　山内　　駿　　山田　兼新
〈4級〉
亀井　澤雄　　佐藤　泰雅　　ニーマトラ ファルガン アクタル
西部　陽乃　　板橋　妙映　　井元　　陽　　河戸　春道
木内　陸翔　　結城　莉亜　　金子　皓輝　　河合　柊太
桒名　大和　　佐々木隆治　　平本　　恵一

〈1級〉
塚田　涼斗　　前田　圭吾　　石井　綾奈　　齊藤　　晶
吉村　胡香
〈2級〉
青木　恵愛　　大城ダニエラ　　蜷川　宗大　　浜本ひろし
山中　頼皇　　浅沼　健太　　伊藤　優冴　　大川　輝琉
柏樹　紅月　　島﨑　和輝　　柘植　晶翔　　内藤　飛呂
二又　恭汰　　渡辺　崇寛　　片山　　渚　　椛澤　　将
須山　千寛　　原田　優輝　　藤井琥太郎　　吉澤　　庵
渡邊　日向　　飯塚　威風　　岩田　聡吾　　片根　　羽
丹澤　聡真　　西森　洋宇　　丸山時風獅
〈3級〉
阿部絢之輔　　井上　拓己　　カスティヨ ニコラス
佐々木姫梨　　原田　一輝　　福永　にか　　三宅　陸仁
阿部　　絆　　猪俣　　渉　　神園イチロー　　須釜　龍雅
橋本康太郎　　伊藤　咲奈　　井上　早紀　　小松　威吹
竹内　凱星　　鶴崎　優汰　　細井戸瑞喜　　松風　蒼心
矢部　颯真　　石黒　秀虎　　伊藤　慧司　　鳴海　由幸
半杭マウリシオ　　中川　将太
〈4級〉
小口　　翔　　宮内　皓輝

〈4級〉
宮澤　　翼　　千田　彩渚
〈5級〉
奥迫　淳輝　　松田ケイリブ　　長谷川泰馳

〈準1級〉
柘植　晶翔　　二又　恭汰　　庄司　　晶　　飯塚　威風
〈2級〉
岩﨑　英和　　浅沼　健太　　伊藤　優冴　　島﨑　和輝
鈴木　輝帝　　須山　千寛　　藤井琥太郎
〈準2級〉
太田隆之介　　伊藤　咲奈　　井上　早紀　　細井戸瑞喜
吉澤　　庵
〈3級〉
結城　莉亜　　臼井　紗耶
〈4級〉
桒名　大和

日本漢字能力検定協会主催
日本漢字能力検定
（令和4年11月4日施行）

神奈川県 介護職員初任者研修
（令和4年9月30日修了）

神奈川県　介護職員初任者研修
（令和4年12月21日修了）

神奈川県　介護職員初任者研修
（令和5年1月31日修了）

日本医療報酬調査会　医科医療事務検定
（令和4年12月26日施行）

日本医療報酬調査会　調剤事務検定
（令和4年11月16日施行）

日本ニュース時事能力検定協会主催
ニュース時事能力検定
（令和4年11月11日施行）

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4年11月25日施行）

日本情報処理検定協会主催
文書デザイン検定

（令和4年11月24、25日施行）

【柏木学園高等学校】

　柏木学園の歩みは柏木学園長が父（故柏木忠治さん）と1946年（昭和21年）、終戦後の混乱期に、
日本の経済、文化復興への悲願と情念を傾け「経営経理研究所珠算研究柏木塾」を創設したことに始
まります。その後、1980年（昭和55年）に学校法人柏木学園の認可を受け、現在は幼稚園、高等学校、
高等専修学校、専門学校、研修センターと幅広い教育活動の礎を築いていただきました。
　経理教育並びに私学振興に取り組まれ、学園の発展にご尽力をいただきました。柏木照明学園長
のご冥福を心からお祈りいたします。

柏木 照明 学園長（柏木学園創設者）が令和5年1月12日に
ご逝去されました。　満93歳

柏木照明学園長 ご逝去

【柏木実業専門学校・研修センター】

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）

全国経理教育協会主催
社会福祉法人経営実務検定
（令和4年12月4日施行）

全国経理教育協会主催
社会人常識マナー検定
（令和4年12月10日施行）

全国経理教育協会主催
コンピュータ会計能力検定
（令和4年12月10日施行）

全国経理教育協会主催
計算実務能力検定
（令和5年1月28日施行）

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4年12月11日施行）

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4年12月4日施行）

日本情報処理検定協会主催
日本語ワープロ検定
（令和4年12月4日施行）

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4年12月11日施行）

日本情報処理検定協会主催
文書デザイン検定
（令和4年12月4日施行）

日本英語検定協会主催
実用英語技能検定
（令和4年10月9日施行）

【大和商業高等専修学校】



月号

2学年 修学旅行 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

一般入学試験 大和商業高等専修学校 お店屋さんごっこ 都筑ヶ丘幼稚園

柏木学園高等学校　校長　小野　充初めて知ったこと
　昨年実施した何度目かの学校説明会のときでした。中
学生に付き添って会場を訪れていた母親が、私のことを
見て「小野先生ですよね！」と声をかけてきました。突
然の再会に彼女の表情は嬉しさに溢れているのですが、
こちらは一向に誰だかわかりません。戸惑っていると、
彼女は旧姓の氏名を名乗りました。それで思い出しまし
た。何と30年も前の教え子です。なぜ思い出したかとい
うと、当時私は中学校で国語の教員をしており、彼女は
国語係として頻繁に職員室に来ていたのです。そして、
次の授業に必要なものなどを確認すると、確実にクラス
の生徒全員に伝えていました。「先生に授業中に読んで
もらった星新一の短い小説がとっても面白かったから、
本を全部そろえて全部読みました。星新一の本が、まだ
実家にこ～んなに残っています。」と両手をいっぱいに
広げながら語る母親になった彼女。そうだったのか。そ
のとき、初めて知りました。
　そんな再会のことを何日かたってから思い返してい
ると、もう一人、中学校勤務時代の教え子のことを思い

出しました。5年ほど前に招待された同窓会で再会した
40歳の彼女。会場で私に近寄ってきて言いました。「中学
を卒業して不安いっぱいで高校に進学したのですが、新
入生の国語のテストで、秋の七草を全部答えられたのは
私だけでした。春の七草を答えられた人は何人かいまし
たが、秋の七草の全問正解は私一人でした。初めての学
年集会で、なぜか1年生全員の前でそれを褒められたお
かげで、みるみる自信が湧いてきて、いろいろなことに
積極的に取り組めた高校生活になりました。」そういえ
ば当時、私は覚えられることは若いうちに片っ端から記
憶しておいた方がよいという思いから、国語資料集のさ
まざまな事柄を覚えさせてはテストに出題していまし
た。彼女にそんなことがあったとは。そのとき、初めて
知りました。
　この3月に柏木学園を巣立っていく学生、生徒、園児
のみなさんに、私たち教職員の言動はどんな影響を与え
たのでしょうか。将来、それを知ることができたなら、
私たちはこの上なく嬉しく感じるに違いありません。

令和 5 年
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3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
2/28-3/１ 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

3/6-8 復習授業

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

3/13 介護職員初任者研修

3/14 大学バスツアー

 校外進路ガイダンス

3/16 介護職員初任者研修

3/22 大掃除・介護職員初任者研修修了式

3/24 修了式

4/6 始業式

4/7 入学式

4/10 3年進路説明会

4/11 新入生歓迎会・尿検査

4/12 教科書販売・クラス写真

4/13 健康診断

4/18 2・3年校外進路ガイダンス

4/20 PTA運営委員会

4/21 2・3年オリエンテーション

4/25 委員会の日

5/8 3年三者面談開始

5/9 委員会の日

5/20 全経電卓計算能力検定

5/22-25 中間試験

5/24 3年進路ガイダンス

5/25 PTA総会

5/26 追再試日

5/28 全経簿記能力検定

学　園　本　部
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
4/3 辞令交付式
4/6 高等学校入学式
4/7 専門学校・大和商業入学式
4/8 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
3/2 避難訓練
3/3 ひな祭り会
3/6 卒園式予行練習
3/7 お別れ会
3/8 懇談会（年長）
3/9 お別れ遠足
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き落とし日
 懇談会（年中・年少）
3/20 修了式
3/22-23 2歳児教室、プレ保育体験保育
4/3 新入園児月謝引き落とし日
 横浜型預かり保育開始
4/7 始業式・午前保育
 進級園児一般預かり保育開始
4/8 入園式
4/10 進級写真撮影（年長）
 新入園児一般預かり保育開始
4/11 懇談会（年長）・2歳児教室入園式
4/12 懇談会（年少）
4/13 懇談会（年中）
4/14 進級写真撮影（年中）
4/17 一日保育開始
4/18 プレ保育合同入園式
4/19 職員研修（予定）
4/20 英語指導・体育指導開始
4/21 食物アレルギー研修会（予定）
4/24 誕生日会（4月）
4/25 役員会（予定）
4/27 対面式
5/1 月謝引き落とし日
5/9 ベイスターズ野球教室（予定）
5/10 参観日（年少）（予定）
5/11 参観日（年長）（予定）
5/12 参観日（年中）（予定）
5/15 誕生日会（5月）・内科検診①
5/16 役員会（予定）
5/17 面談日
5/18 クッキング保育（年長）（予定）
5/19 遠足（予定）
5/20 親児の会（予定）
5/22 内科検診②
5/23 父母の会予算総会（予定）
 避難訓練
5/24 お楽しみ会
5/25 歯科検診①
5/26 遠足予備日（予定）
5/29 夕涼み会実行委員会
5/30 避難訓練

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
3/22 教育課程編成委員会
3/23 学校関係者評価委員会
3/26 医科医療事務管理士技能認定試験
4/7 入学式
4/10 始業式・対面式
4/11-13 オリエンテーション
4/14 健康診断
4/17 講義開始
4/23 医科医療事務管理士技能認定試験
5/13 第1回オープンキャンパス
5/20 全経電卓計算能力検定
5/21 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）
5/27 第2回オープンキャンパス
5/28 全経簿記能力検定
 医科医療事務管理士技能認定試験

研修センター

3/1 卒業式
3/2-3 3学期期末試験（1・2年）
3/3 二次入試
3/6 試験予備日
3/7 試験返却（1・2年）
3/8 相談日
3/11 合格者説明会
 一般入試合格者（アドバンス）
 学力検査
3/14 学期末補習対象者発表
 （※対象者のみ登校）
3/15 相談日
3/15-17 学期末補習（1・2年）
3/16 進路ガイダンス（1年）
3/18 後援会バス研修会
3/20・22 学期末補習試験（1・2年）
3/24 修了式・大掃除
4/5 始業式
 2・3年生クラス写真撮影
4/6 入学式
 1年生クラス写真撮影
4/7 基礎力診断テスト（1年）
 到達度テスト（2・3年）
4/10 1年生個人写真撮影
 iPad配布
4/11 対面式・部活動紹介
4/12 尿検査1回目（全学年）
4/19 健康診断・歯科検診（2・3年）
 尿検査2回目（2・3年）
4/19-20 宿泊研修（1年）
4/20 後援会役員会
4/21 健康診断・歯科検診（1年）
 尿検査2回目（1年）
 社会見学（2・3年）
4/27 学費引き落とし（2・3年）
4/28 尿検査3回目（全学年）
5/1 3年三者面談開始（～ 5/31）
5/9 中間試験日程発表
5/10 生徒総会
5/13 後援会総会・役員会・歓送迎会
5/16-19 中間試験
5/23 体育祭予行
5/24 体育祭
5/25 体育祭予備日
5/26 第1回実用英語技能検定
5/29 学費引き落とし（2・3年）

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（短期間）
 株式会社らいふ
 社会福祉法人緑樹会
3/24 （求職者支援訓練）3月生 入校式
 簿記パソコン・オフィスワーク科
 医療事務・PC科（短期間）
 介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
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
4/6 （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
 医療法人社団総生会
4/7 （求職者支援訓練）3月生 職業人講話
 医療事務・PC科（短期間）
 株式会社ソラスト
4/18 （求職者支援訓練）3月生 職業人講話
 医療事務・PC科（短期間）
 医療法人社団総生会
 （求職者支援訓練）3月生 職業人講話
 簿記パソコン・オフィスワーク科
 NPO法人都筑区民交流協会
4/20 （求職者支援訓練）3月生 職業人講話
 介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
 みずたま介護ステーション大和
4/21 （求職者支援訓練）2月生 修了式
 介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
4/25 （求職者支援訓練）3月生 職業人講話
 介護職員養成（初任者研修）科（短期間）
 社会福祉法人緑樹会
5/19 （求職者支援訓練）2月生 修了式
 パソコンスキルアップ基礎科
 医療・調剤・介護事務PC科
5/23 （求職者支援訓練）3月生 修了式
 医療事務・PC科（短期間）
 介護職員養成（初任者研修）科（短期間）

令和5年 3月 ～ 5月行事予定表

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