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短歌書道部　県知事賞受賞 柏木学園高等学校 外国人留学生スピーチコンテスト 柏木実業専門学校

スーツ着こなし講演会（3年） 大和商業高等専修学校 豆 ま き 都筑ヶ丘幼稚園

柏木学園高等学校　校長　坂本　司コロナ禍の中での卒業式
　卒園生・卒業生の皆さんご卒園・ご卒業おめでとうござい
ます。
　昨年の1月から国内でもコロナウイルスの陽性者が発生
し、昨年の非常事態宣言が出された4月7日のときに東京で
の陽性者は87名でした。しかし今回1月7日に非常事態宣言
が出されたとき、東京での陽性者は2447名と比較にならない
感染者の数になっています。2月7日まで出されていた非常事
態宣言も延長されました。昨年は卒業生だけの卒業式を実施
しました。
　さみしい卒業式で保護者の皆さんもとても心残りの多い卒
業式であったと思います。
　卒業生の保護者の皆さんには式の様子を録画してＤＶＤで
全員に配付させていただき、卒業式の様子を実感してもらう
ようにいたしました。
　今年は感染予防を更に徹底して卒園生・卒業生にとって一
生に1度の卒園・卒業式を保護者、職員で温かく送ってあげ
たいと思っています。
　神奈川県立高等学校で保護者参列1名が可能と報道でも発
表されています。本校でも同様の対応で実施したいと思って
います。
　数多くの卒業式を経験した中で、昨年の卒業式と、10年前

3月11日東日本大震災があったときの卒業式が記憶に残り思
い出されます。
　私は当時県立相模原養護学校に勤務をしておりました。当
日は高等部の卒業式を終え、その余韻の最中14時46分に大
きな地震を感じ、職員全員で中庭に避難し、ゆれのおさまる
のを待ち対応したことが思い出されます。その後JR相模線が
2週間にわたり運休し、登校ができない状況で小学部・中学
部の卒業式をどうするか職員で話し合いをしたことを今でも
鮮明に覚えています。
　幸い小学部・中学部はスクールバスでの登校であったため、
無事予定通りに卒業式を実施することができました。
　そのようなことが思い出され、卒業生や保護者の皆さんが
感動するような卒業式が実施できるように職員で取り組みた
いと思います。
　今回のコロナウイルスの蔓延に伴う学校の休校や様々な学
校行事、後援会の行事、部活動の公式戦の中止、高校野球な
どの中止など本来の高校生活での楽しい思い出を残すことな
く終えてしまう卒業生に大変申し訳ない気持ちでいっぱいで
すが自分の未来に大きな希望を持って自分の手で切り開いて
いってほしいと思います。卒業生の今後の活躍を期待してい
ます。

令和 3 年令和3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 期末試験

3/2 追再試日

3/3 成績処理日

3/4 テスト返却日・二次募集①

3/5 学期末補習（～９日）

3/9 二次募集② 

3/12 卒業式

3/13 中学２年生対象説明会②

3/15 入学者説明会

3/16 校外進路ガイダンス

3/19 介護職員初任者研修修了式
 中野中出張授業

3/24 大掃除

3/25 修了式

4/7 始業式

4/8 入学式

4/9 対面式・新入生歓迎会・尿検査①

4/12 教科書販売

4/13 健康診断・尿検査②

4/14 平常授業開始

4/20 校外進路ガイダンス
 （２・３年）

4/22 P運営委員会

4/27 尿検査③

5/10 ３年三者面談開始
 （5月31日まで）

5/13 歯科検診

5/15 全経電卓計算能力検定

5/25 中間試験（～ 5/28）

5/27 PTA総会

5/30 全経簿記能力検定

学　園　本　部
3/1 高等学校卒業式
3/12 専門学校・大和商業卒業式
3/13 幼稚園卒園式
3/26 役員会
4/1 辞令交付式
4/6 高等学校入学式
4/10 幼稚園入園式
4/8 専門学校・大和商業入学式
5/中旬 現況調査
5/26 監事監査
5/28 役員会

3/1 月謝引き落とし日
 誕生日会（3月）
3/2 ひなまつり会・避難訓練
3/8 卒園式予行練習
3/9 お別れ会
3/10 懇談会（年長組）
3/11 お別れ遠足（予定）
3/12 午前保育
3/13 卒園式
3/15 令和3年度進級園児月謝引き落とし日
3/17 懇談会（年中組・年少組）
 スマイルクラブ
3/19 修了式・午前保育
3/22 令和3年度たんぽぽ組火曜コース・いちご組体験保育
3/23 令和3年度たんぽぽ組木曜コース・ぶどう組体験保育
4/1 新入園児月謝引き落とし日
 横浜預かり保育開始
4/6 始業式
 進級園児一般預かり開始
 午前保育
4/8 懇談会（年長組）・午前保育
4/9 懇談会（年少組）・午前保育
4/10 入園式
4/12 懇談会（年中組）・午前保育
 いちご・ぶどう組入園式
4/13 午前保育・年長進級写真
 新入園児一般預かり開始
4/14 午前保育・職員研修
4/15 一日保育開始・指導開始
 年中進級写真
4/19 対面式・役員会
4/20 誕生日会（4月）
5/6 月謝引き落とし日
5/12 指導開始（年少組）・面談日
5/17 内科検診・誕生日会（5月）
5/18 役員会
5/20 クッキング保育（年長組）
5/22 親児の会
5/24 内科検診
5/25 総会・避難訓練
5/28 遠足
5/31 夕涼み実行委員会

3/1-3/22 進路活動週間
3/5 第４期推薦・一般入試
3/12 卒業式
3/13 全経社会人常識マナー検定
 （Japan Basic）
3/22 修了式、第５期一般入試
4/8 入学式
4/9 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 全経電卓計算能力検定
5/16 全経相続税法能力検定（1級のみ）
5/22 第１回オープンキャンパス
5/30 全経簿記能力検定

3/1 （県委託訓練）１月生
 医科医療事務検定試験
3/2 （求職者支援訓練）２月生　職業人講話
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
3/11 （求職者支援訓練）３月生　入校式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 介護職員養成（初任者研修）科
3/17 （求職者支援訓練）２月生　職業人講話
 医療法人社団総生会
3/18 （県委託訓練）１月生
 調剤事務検定試験
3/24 （求職者支援訓練）２月生　職業人講話
 株式会社ソラスト
3/29 （県委託訓練）１月生
 介護事務検定試験
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
4/13 （求職者支援訓練）２月生
 医科医療事務検定試験
4/21 （求職者支援訓練）３月生　職業人講話
 医療法人社団総生会
4/28 （求職者支援訓練）３月生　職業人講話
 株式会社ソラスト
 （求職者支援訓練）２月生
 調剤事務検定試験
5/7 （求職者支援訓練）３月生　職業人講話
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人緑樹会
5/13 （求職者支援訓練）２月生
 介護事務検定試験
5/14 （求職者支援訓練）２月生　修了式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 パソコンスキルアップ基礎科
 （求職者支援訓練）３月生
 医科医療事務検定試験

研修センター

3/1 卒業式

3/3 相談日

3/9-12 期末試験（1・2年）

3/10 相談日

3/13 アドバンス学力検査（9時）
 合格者説明会 （11時）

3/15 試験予備日（1・2年）

3/16 試験返却（1・2年）

3/17 相談日

3/18 後援会役員会

3/23 大掃除

3/24 修了式・LHR（2限）
 学期末補習課題配布（4/6提出締切）

4/5 始業式

4/6 入学式

4/9 学力テスト（全学年）

4/15 生徒健康診断・歯科検診

4/16 生徒健康診断

4/22 1年宿泊研修

4/23 1年宿泊研修

 2・3年社会見学

4/27 学費引き落とし（2・3年）

5/6 3年3者面談開始（～ 6/4）

5/8 後援会総会・役員会

5/11 1学期中間試験日程発表

5/18-21 1学期中間試験 

5/21 母校訪問（1年）

5/27 学費引き落とし（2・3年）

5/29 実力判断テスト
 （アドバンス全学年
 その他コースは任意）

○学園本部：金久保・清水　　○柏木高校：本田・川津　　○大和商業：天野・榎本・高橋・小笠原・岩城・吉田・内藤
○柏木実業：伊藤（史）・小澤・荒井　○幼 稚 園：海野・水野・熊谷・笠井・髙田・田中・向山・柏木・高橋（か）・香山


