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卓球部関東大会出場 柏木学園高等学校 World Harmony Festa 柏木実業専門学校

体育祭 大和商業高等専修学校 プール開き 都筑ヶ丘幼稚園

　　　　　　　　　　　　　　大和商業高等専修学校　校長　萩野谷　洋一～テクノロジーと人間の進化～
　7月は24節気で言うところの小暑に当たります。この時期は梅雨
明けも近くなり、湿っぽさの中にも夏の熱気が感じられるようにな
ります。海や山に出かけるのにもいい季節です。そして新型コロナ
ウイルス感染症との闘いの長いトンネルを抜け、のびのびと心と体
を解放する日を心待ちにするのは、多くの人の思いでもあります。
　しかし、その高いハードルを越える前に、人間の文明社会の過去
と未来を見つめることも必要ではないかと思います。
　最近目にした本を紹介したいと思います。文中には、読者に対し
て､次のような質問があります。「人類がスペースコロニーに移住す
るとしたら、日本の文化遺産の中から、何を持っていきたいと思い
ますか？」という内容です。
　人類は20世紀を通じて、生産性の爆発的な向上を達成したと言
われています。しかし、その向上した生産性によって生み出された
ものは、必ずしも私たちが未来の人類に対して、譲り渡していきた
いと思えるようなものではない、ということです。
　まず、労働力について確認すれば、江戸時代と比較すれば現在
は4倍となっています。労働時間は2倍となっています。消費エネル
ギーという点については、石油資源消費量ゼロに対して現代は一人
当り年10キロカロリーの消費があります。江戸時代が完全な循環
型のサスティナブル社会であったのに対して、現在は地球温暖化が
のっぴきならない問題として眼前に迫っています。
　このように考えていくと、これまで教科書等で学んでいた『生産
性の向上』というのは、一体何だったのか？
　膨大な人的資源を投入し、鉱物や石油などの資源を掘り尽くして
生み出した『生産物』の多くについて、今を生き抜く私たちは、それ
らを子孫に対して、ぜひとも残していくべきだとは考えにくいという

ことです。
　子孫に対して残さなくてもいいモノ、私たちの代で処分してし
まっていいモノ、つまり、『ゴミ』ということです。これまで莫大な労
働量と資源を投入して生み出したモノです。
　現在、テクノロジーの進化はいよいよその勢いを高めており、モノを
生み出す『生産性』は、今後も高まっていくことになるのでしょう。
　ここで問題になるのは、それを使う人間の側の『ヒューマニティ
（人間性）』が進化していないという点です。このような状況が続
けば、私たちは、より高い『生産性』でもって『壮大なゴミ』を生み
出し続けることになるでしょう。
　何が問題なのでしょうか。今までと同様の問題解決の見つけ方、
つまり「これがダメだからアレに変えよう」という、『オルタナティブ
（二者択一）』な考え方が問題なのではということです。この考え
方は大変安易で手軽ではありますが、それでは問題の根本を解決
できません。
　現在、国境を越えて人やモノ、情報が動くようになり、世界はいっ
そう小さく感じられるようになったとも言われています。そして、こ
れから先は、機械と人との境界が見えづらくなり、いっそうボーダレ
スな社会（インターネットなどを通して世界中とつながることができ
る社会）になっていくと言われています。
　物事を解決するにしても、例えばAI（人工知能）ができるような
『正解を出す力』よりは、『問題を発見して提案する力』が必要と
言われています。
　これからの未来社会、このボーダレスな社会で生き抜くには、ま
ず人任せ・機械任せになりすぎず、しなやかにアップデートして行
かねばと思います。
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学　園　本　部

6/1- 職員健康診断
9/1 教職員意向調査
9/下旬 役員会

研修センター

6/29-7/2 1学期期末試験
7/1 求人票解禁日
7/2 瀬谷中学校説明会
7/5 試験予備日
7/6 試験返却日
7/7 相談日
7/8 南希望が丘中学校説明会
7/13 次年度履修ガイダンス
 学期末補習対象者発表
 進路行事（2年）
7/14 相談日・学力テスト（3年）
 御所実中学校説明会
7/15 進路行事（1年）
7/16 終業式・大掃除（2限）
 町田第三中学校説明会
7/19 夏期講習第１期（～ 23日）
 企業訪問開始
 1学期学期末補習（～ 27日）
 上和田中学校説明会
7/21 相談日
7/26 夏期講習第2期（～ 30日）
7/27 学費引き落とし
7/28 相談日
7/30 オープンスクール
8/10-13 学校閉鎖期間
8/16-18 国内留学体験研修（校内実施）
8/26 始業式・漢字コンクール（2限）
8/27 学力試験（1・2年）
 3年授業開始・学費引き落とし
8/28 実用数学技能検定（任意）
8/30-9/2 午前授業
9/1 防災訓練（4限）
9/2 文化祭準備
9/3-4 文化祭
9/6 通常授業開始
9/8 次年度科目履修用紙提出締切
 体育祭（準備）（３年）
 相談日
9/9 体育祭（１・２年）
9/10 体育祭（予備日）
9/15 相談日
9/24 文化祭振替休日
9/27 学費引き落とし
9/29 相談日

6/28-7/2 スポーツ週間
7/3 全経文書処理能力検定
7/4 JLPT日本語能力試験
7/11 全経簿記能力検定
7/14-20 前期試験
7/15-20 午後追試験
7/17 全経社会人常識マナー検定 Japan Basic
 全経電卓計算能力検定
7/18 全経簿記電卓競技大会支部予選会
 （オンライン）
7/21 夏季終業式
7/24 全経コンピュータ会計能力検定
7/29-30 仕事のまなび場
8/2 第3回オープンキャンパス
8/3-4 夏休み特別講座
8/30 講義開始・防災訓練
9/5 全経簿記電卓競技大会全国大会
 （オンライン）
9/11 第4回オープンキャンパス
9/21-22 紅葉祭準備　
9/23 紅葉祭
9/25 全経社会人常識マナー検定
9/26 全経BANTO認定試験

7/1 （県委託訓練）７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
7/2 （求職者支援訓練）５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
7/13 （求職者支援訓練）５月生
 医科医療事務検定試験
7/30 （求職者支援訓練）５月生
 調剤事務検定試験
8/5 （県委託訓練）７月生
 職業人講話
 西迫会計事務所
8/11 （求職者支援訓練）５月生
 介護事務検定試験
8/12 （求職者支援訓練）５月生　修了式
 医療・調剤・介護事務PC科
 介護職員養成（初任者研修）科
8/27 （県委託訓練）７月生
 医科医療事務検定試験
8/31 （県委託訓練）７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
9/1 （県委託訓練）９月生　入校式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科
9/6 （求職者支援訓練）６月生　修了式
 パソコンスキルアップ基礎科
9/15 （県委託訓練）７月生
 調剤事務検定試験
9/28 （県委託訓練）７月生
 介護事務検定試験
9/29 （県委託訓練）７月生　修了式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科

7/6 令和4年度入園見学説明会

7/7 未就園児七夕親子製作

7/13 避難訓練・スマイルクラブ②
 たんぽぽ組体験保育

7/15 たんぽぽ組体験保育

7/19 終業式

7/20 夏祭り

7/26-27 お泊り保育（予定）

8/23-27 夏期保育

8/24 スマイルクラブ③

8/25 令和2年度同窓会

8/26 たんぽぽ組体験保育

9/1 始業式・総合避難訓練

9/2 役員会（予定）

9/3 バザー実行委員会

9/4 子育て講演会

9/6 運動会実行委員会

9/7 ちびっこ運動会

9/8 懇談会

9/9 運動会園内予行

9/10 地域開放事業ヨガ②（予定）

9/13 誕生日会（9月）

9/14 令和4年度入園説明会

9/17 運動会園外予行

9/22 令和4年度たんぽぽ組説明会
 令和4年度2歳児教室説明会

9/24 運動会園外予行予備日

9/25 学生見学会

9/30 バザー実行委員会

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

7/1 求人票解禁・就職決起会
 期末試験（～ 7/2）
 仕事の学び場Jr（高浜中）
 中学進路説明会
 （横浜都岡中・相模原大沢中）
7/2 ３年進路ガイダンス
7/5 追再試日
7/6 2年進路ガイダンス
 中学進路説明会
 （座間南中・座間東中）
 検定特別授業（～ 7/9）
7/7 仕事の学び場Jr（赤羽根中）
7/11 全経簿記能力検定
7/12 テスト返却
 日本語ワープロ検定試験
 文書デザイン検定試験
 プレゼンテーション作成検定試験
7/13 復習授業（～ 7/15）
7/15 3年面接練習会
7/16 大掃除・委員会の日
 情報処理技能検定試験
 文章入力スピード認定試験
7/17 学びリンク説明会
 （町田市文化交流センター）
 全経電卓計算能力検定
7/18 全経簿記電卓競技大会支部予選会
 （オンライン）
7/19 中学進路説明会（上和田中）
 自宅学習日
7/20 １学期終業式・保護者会
 全国大会壮行会
7/21 夏休み（～ 8/31）
7/26 夏期講習（～ 7/30）
 （漢字検定・英単語・計算）
8/6 学校説明会②
8/19 神専各中学教諭対象説明会
 （厚木総合専門学校）
8/20 神専各中学教諭対象説明会
 （相鉄岩崎学園ビル）
8/21 神専各保護者中学生対象説明会
 （厚木総合専門学校）
8/25 全国高等専修学校体育大会（～ 8/26）
 （富士北麓公園・富士河口湖町町民体育館）
8/28 神専各保護者中学生対象説明会
 （専門学校国際新堀芸術学院）
8/29 学びリンク説明会（パシフィコ横浜）
9/1 始業式・防災訓練
9/2 平常授業開始・PTA運営委員会
9/4 神専各保護者中学生対象説明会
 （相鉄岩崎学園ビル）
9/5 全経簿記電卓競技大会全国大会
 （オンライン）
9/8 委員会の日
9/16 就職試験解禁
9/21 紅葉祭準備日
9/22 紅葉祭準備日
9/23 紅葉祭（オープンスクール）
9/24 紅葉祭振替休日


