平成 23 年

3
URL http://www.kashiwagi.ac.jp/

月号

No.79
奇数月発行

大和西高校と合同発表

全関東ボウリング大会

柏木学園高等学校

大和商業高等専修学校

医療情報学科 介護ヘルパー２級講座

柏木実業専門学校

お店やさんごっこ

都筑ヶ丘幼稚園

柏木学園高等学校での５年間を振り返って
柏木学園高等学校では、授業以外にも、さまざまな形で
教育の充実を図っています。特に生徒の自主的な取組みで
は、個性的な工夫や努力が行われていて感心させられます。
これまで在任中の５年間に出会った、柏木学園の生徒の、
学校内外での多様な取組みの一部を振り返ってみたいと思
います。
私が本校に着任したのは平成18年の４月です。この年の
夏休みに、卓球部の渡邊亮太君がブロック優勝を果たし、
県大会への出場権を手にして、その後に続く部活動の取組
みに弾みをつけてくれました。
本校の生徒の中には、積極的に校外の活動に参加して、
地域交流やボランティアの取組みとして評価を受けている
人がいます。
『広報やまと』
での取材活動もその一つです。
大和市から委嘱されて、本校生徒が市内のいろいろな場所
に出かけ、インタビュー等の取材を行うものです。この活
動は現在にもつながっていて、地域と学校を結ぶパイプと
なっています。
平成19年、
東京マラソンで、陸上部の石渡雄一君が、3,300
人中９位という快挙を成し遂げました。私はいつも７時半
頃に学校に着くのですが、彼はすでに朝の練習を終え「お
はようございます」と元気な声をかけてくれるのが日課で

柏木学園高等学校 校長 藤田

耕平

した。今は、陸上部の名門と言われる大学に入り頑張って
いますが、いつか駅伝で、その雄姿がみられることを楽し
みにしています。
国際交流と言う視点では、同年、当時3年生の矢萩旭君が、
神奈川県の高校生の代表団の一人として、韓国を訪問しま
した。落ち着いて堂々とした態度に、主催した教育委員会
の方からお褒めの言葉をいただきました。彼は短歌書道部
でも活躍しました。
また、平成20年、本校の卒業生で９期生の小川徳朗君が、
アメリカで行われた「ビリヤード世界プール選手権ジュニ
ア大会」
で、
銅メダルの第３位となりました。現在大学２年
生で、すでに本校に在学中から、この世界大会を目指して
トレーニングを積んできました。
この他にも、県の高校生の大会で暗記で司会を務める生
徒、入学後から週末ごとに高齢者の施設を訪問する生徒な
ど、そんなに大きな事柄で無くとも、こつこつと努力を重
ねている人がいます。このような経験や努力が在校する後
輩にも伝わり、本校生徒が社会で自立するにあたって、支
えになっています。本校は平成９年に開校し、まだまだこ
れから伝統を築く学校ですが、生徒・職員が一丸となって
より良い学校づくりを目指して進んでまいります。

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】

〈３級〉韋 欽 何蘭 呉福強 章宗龍
SHRESTHAROSHAN

−全経計算実務能力検定−
（平成23年１月22日実施）

薛敏敏

消費税法
〈２級〉インタチャックユキオ 胡慶宇

譚程程 陳維洪 馮清 林偉

崔川 張晶 陳恵堅 江川太一

林紅 林聖康 林飛標 林武強

岡村裕司 齋藤孝弘 鴫原秀幸

〈１級〉鈴木裕太

林明

〈２級〉川名身佳

河合洋子 久保寺智子 源島道惠

〈３級〉庄司周平 向山和也 黒田健太

着香世子 櫻井啓子

櫻井啓子 佐波菜々子 鴫原秀幸

綱島健也 鳩間駿 細田直也

佐波菜々子 代田恵子 鈴木典子

代田恵子 鈴木雅子 鈴木尚子

山下翔太 依田一城 清水瞳

鈴木雅子 橋由美子 竹内郁香

鈴木典子 高木琴子 高橋真依

武田美佐子 平尾久仁子

橋由美子 竹内郁香

安田美穂 猪野富貴子 北井笑子

武田美佐子 田中美華 陳由佳理

荻原康充 清水弘文 梅田公子

平岡彩 望月文隆 安部瑞紀

−全経簿記能力検定−
（平成23年２月20日実施）

林勇 江川太一 岡村裕司

〈４級〉王茂 魏遠生 倪政平 高斌

〈３級〉須藤優 石翔太

謝娟娟 鄭平

松村信顕 内田汐理
〈３級〉河合洋子 源島道惠 着香世子

川畑薫 久保浩介 瀧川功一
滝沢緑 永井美樹 門奈かおる
吉田節子 西山和希 黄家実

−全経社会常識能力検定−

【柏木実業専門学校】

（平成23年１月15日実施）
〈２級〉橋口祐弥

〈PowerPoint 2007〉夏仁僖

【大和商業高等専修学校】

〈３級〉保田真

−MCAS検定−
換君

−日本語ワープロ検定−
（平成22年12月５日実施）
〈３級〉草野明美

−全経計算実務能力検定−

−情報処理技能検定−

（平成23年１月23日実施）

（平成22年12月12日実施）

〈１級〉大西正太

〈２級〉高野桂輔

〈２級〉大西正太

〈３級〉橋桃香 佐藤豊樹 長谷川拓実
〈４級〉村山護 水野大輝 定行翔太

−文書デザイン検定−

−全経税務会計能力検定−

（平成22年12月５日実施）

（平成23年２月６日実施）
所得税法

〈１級〉兼俵麻実
〈２級〉江川太一 岡村裕司 久保寺智子
源島道惠 着香世子 齋藤孝弘
櫻井啓子 佐波菜々子 代田恵子
鈴木尚子 鈴木典子 高木琴子

中村亮太 藤井大樹

月足光
村井幸一

〈１級〉橋本進一郎

小浦千鶴 澁澤拓也 西川結

〈２級〉松村信顕

慶徳和磨 山口朋也 川平奈月

〈３級〉山岸幸子

椿啓太 デルカウイ羽沙真

法人税法

原里花子 石井一輝 酒井佑梨

高橋真依 田中美華 西廣香織

〈１級〉金子稔之

坂本香澄 高屋敷久留未

安田美穂 寄高有希 根本美登里

〈２級〉江川太一 岡村裕司 内田汐理

藤田愛理 溝口颯太 南大樹

松村信顕

堀込靖子 北井笑子
〈３級〉江川太一 河合洋子 源島道惠

〈３級〉河合洋子

吉永真大
源島道惠 着香世子

代田恵子 武田美佐子

櫻井啓子 佐波菜々子 鴫原秀幸

久保田健一 猪野富貴子

鈴木尚子 代田恵子 鈴木雅子

村元育実 荻原康充

高木琴子 高橋真依 橋由美子
武田美佐子 田中美華 陳由佳理

−情報処理技能検定−
（平成22年12月12日実施）

平岡彩 望月文隆 岩城真理子
江川佳菜子 大楠ちひろ
勝又美香 金城あゆみ

表計算
〈１級〉兼俵麻実

角沢美智子 小松康之 斎藤有子

平岡彩

〈２級〉NGOTHINHUHOA



加藤敦也 清宮茂 師亮
田美沙樹 長南麗香

李

佐藤達人 佐抜歩 田口聡

江川太一 岡村裕司 久保寺智子

田中昭次 西澤寛子 田村和章

源島道惠 着香世子 齋藤孝弘

平出智亜喜 藤宮彩季子

佐波菜々子 代田恵子 鈴木尚子

穗坂愛子 本田寛 松本真由美

高木琴子 高橋真依 田中美華

村松絵美 目黒千桜 和田尚子

寄高有希 伊藤啓子 浦川陽子

渡邉眞孝 内田汐理 大友寛

林理恵 草野明美 清水弘文

山本雅雄

−全経計算実務能力検定−
（平成23年１月22日実施）
〈３級〉渡邉明香 水井浩貴

柏木学園高等学校のページ

祝

卒業

−卒業生各賞受賞者−

卒業式が３月４日（金）に挙行された。卒業生代表
として柚木里枝が答辞を、在校生代表として小島瑛
理矩が送辞を読み上げた。各表彰は以下の通り。
◎学校長賞
竹澤 美咲
◎日本私立中学高等学校協会連合会長賞 高峰 暁恵
◎全国高等学校定時制通信制教育振興会表彰 川添 愛美
石川 真弓
◎神奈川県高等学校定通教育振興会表彰 山下 陽平
◎高校生新聞社賞
短歌書道部
◎柏木学園高等学校後援会長賞
清野 智恵
３年間皆勤者
神坂 秀一
齋藤 侑也
佐藤
翔
３年間精勤者
金田 弥沙
井
智
内田 佳樹
高橋 圭悟
大塚 友博
山井
豊
神崎 広明
木村祐太郎
中村 崇人
柿 士希
伊藤 航平

山口
瞳
高山 美咲
鈴木 洋平

榎本 未来
比留川彩子
師星 博好

佐藤
森下
金子
高畑
狩野
山
石川
千葉
松
近藤

篠 文吾
柳原 大輝
佐藤
拓
八木 直樹
松上百合香
石井 友之
鈴木 和馬
高橋 寛光
相原 悠亮
鈴木 裕太

優
貴弘
早紀
脩平
真大
正美
真
祐介
大地
遊菜

書道コンクール入賞
第41回神奈川県高等学校教育書道コンクールにおい
て、
本校が学校奨励賞を受賞し、
以下の生徒が入賞した。
【特別賞】橋本 涼（３−Ｃ）
【奨励賞】柴田菜那（２−Ｂ） 平野元慶（２−Ｃ）
赤石舞斗（２−Ｆ）

バドミントン部大会報告
１月９日
（日）、10日
（月）の北相地区冬季大会男子シ
ングルスにおいて奥井雅也（１−１）が地区３位、乳井
健（２−Ｆ）が８位、星野恒（２−３）が15位、また15
日（土）、16日
（日）の男子ダブルスでは、乳井・勝矢怜
央（１−Ｄ）組が６位、奥井・星野組と杉浦佑基（２−
３）斉藤十実夫（２−３）組が16位の成績を残した。
今年度の実績により、北相地区強化選手に乳井と
奥井が選抜された。

漢字コンクール結果
１月12日（水）に第２回校内漢字コンクールが行わ
れた。上位入賞者は以下の通り。
【最優秀賞】森田 彩香（３−Ｂ）
【優 秀 賞】森下 貴弘（３− A ）
【優 良 賞】角田有葵穂（３− A ）
【努 力 賞】石川 香菜（１− Ｇ）
庄司 周平（１−１）
高橋 圭吾（３−Ｂ）
伊東 将輝（２−Ｂ）
金田 弥沙（３−A）
市田 一貴（２−Ｂ）

辻
卓真
（２−Ｂ）
吉川 耀大
（１− A）
島村 雄治
（３−２）
長畠ほの花
（１−Ｆ）
久保 愛美
（２− A）
鱒沢
勇
（２−Ｄ）
津田 駿輝
（３−Ｃ）

厚木基地体験学習
２月９日
（水）
に厚木基地内において、
１年生希望者12名が小学校訪問を行
い、日本のゲームを紹介しながら、子
ども達と楽しい交流の場を持った。

ダンス部受賞報告
２月12日（土）に行われた第41回神奈川県定通芸術
祭のパフォーマンス部門に本校ダンス部が出場し、
努力賞を受賞した。

ボランティア活動報告
２月27日（日）の湘南藤沢市民マ
ラソンにおいて、本校有志生徒18
名がボランティアスタッフとして
参加し、給水ポイントを通過する
選手に水を渡す仕事を務めた。

進路報告−大学合格状況

平成23年2月20日現在

桜美林大学リベラルアーツ学群
神奈川大学経済学部
神奈川大学外国語学部
神奈川大学理学部
神奈川工科大学工学部
神奈川工科大学創造工学部
神奈川工科大学情報学部
関東学院大学経済学部
関東学院大学文学部
関東学院大学工学部
国士舘大学法学部
国士舘大学政経学部
国士舘大学21世紀アジア学部
相模女子大学学芸学部
松蔭大学経営文化学部
湘南工科大学工学部
昭和音楽大学音楽学部
玉川大学工学部
鶴見大学文学部
帝京大学法学部
帝京科学大学こども学部
帝京平成大学現代ライフ学部
田園調布学園大学子ども未来学部
田園調布学園大学人間社会学部
桐蔭横浜大学法学部
桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部
東海大学工学部
東京家政学院大学現代生活学部
東京工芸大学工学部
東京工芸大学芸術学部
二松学舎大学文学部
二松学舎大学国際政治経済学部
日本大学生物資源科学部
富士常葉大学総合経営学部
文化女子大学服装学部
文教大学情報学部
明星大学経済学部
明星大学人文学部
明星大学理工学部
横浜商科大学商学部
立正大学経済学部
和光大学経済経営学部
和光大学表現学部
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柏木実業専門学校のページ

平成22年度

卒業式表彰者

平成22年度卒業生のうち、以下の学生が各賞を受
賞し、卒業式で表彰されます。おめでとうございま
す！

◆学校長賞
◆全国経理教育協会検定表彰 税務会計

経営経理研究科２年
堀越 祐貴
◆高瀬賞
◆全国経理教育協会検定表彰 簿記

経営経理研究科２年
東 友啓

◆全国経理教育協会賞
経営経理
研究科
２年
胡 敏

経理本科
２年
柴 武史

◆神奈川県専修学校各種学校協会長賞

経営経理研究科２年
夏 仁僖
◆全国経理教育協会検定表彰
文書処理

経営経理研究科１年
崔 川

社会常識

医療情報学科１年
橋口 祐弥

医療情報学科 介護ヘルパー2級講座開催中
医療情報学科では、介護ヘルパー２級資格取得の
ため、１月11日（火）より1 4 4 時間の講習に参加して
います。介護の専門の先生方が来校してくださり、
熱心な授業を展開してくださっています。その中で
も、実習室で介護の相互実習を体験し、実際に介護
される側の気持ちも分かるようになりました。残す
ところは、校外実習の施設実習です。気持ちを新た
に、頑張って実習に臨んでいきたいと思います。

 KASHIWAGI BUSINESS COLLEGE

卒業生からのメッセージ
◆経営経理研究科 卒業
夏 仁僖
柏木実業専門学校で経理本科・経営経理研究科と
４年間学ばせていただきました。難しい専門用語に
苦戦しながら、簿記・経理・コンピュータの知識を
習得しました。
目標にしていた日商簿記２級を取得することがで
き、自分に自信がつきました。お世話になった先生
方には心より感謝しています。ありがとうございま
した。
これからも柏木実業専門学校で学んだことを活か
し、社会でがんばっていこうと思います。学校の名
に恥じぬよう、柏木実業専門学校の卒業生として立
派な社会人になりたいと思います。
堀越 祐貴
私は柏木実業専門学校経理本科から経営経理研究
科に進学し、併せて産業能率大学の入学を果たしま
した。専門学校と大学の勉強の両立は、時としてつ
らく、挫折しそうになりましたが、無事専門学校と
大学の２つの卒業を手にすることができました。
柏木実業専門学校での４年間で29の検定にチャレ
ンジし、合格することができました。資格取得は就
職活動をする際、私の強い味方であり最大の武器に
なりました。就職内定もいただき、これからは社会
人として責任ある仕事をしていきたいと思います。
これまで自分を支えてきてくれた皆様に、心より
感謝いたします。
◆経理本科 卒業
柴 武史
私はこの学校に入ってから、多くの検定を取得し、
また、たくさんの友達ができました。この２年間の
楽しかったこと、辛かったこと、そのひとつひとつ
の思い出は、将来忘れることの無い大きな財産にな
りました。
私は、
この２年間の思い出を大切にしながら、さら
に経営経理研究科に進学して、より高次の資格と大
学卒業を目指すつもりです。在学生の皆さんも、一
日一日を大事にし、悔いのないよう日々の勉強に励
み、友達と楽しく過ごしたり、たくさんの思い出を
作ってください。そして最後の学生生活を楽しんで
ください。

医療情報学科

入学願書受付中

◆受付締切日
一般推薦（入学金一部免除） ３月25日
（金）
一般入学
３月25日（金）
詳細は、下記までお問い合わせください。
柏木実業専門学校
入試相談室
ＴＥＬ：０４６−２６１−０１５８
Ｅ-mail：jitsugyo@kashiwagi.ac.jp

大和商業高等専修学校のページ

卒業おめでとうございます。長いようで「あっ」という間の３年間だったと思います。私にとっても色々なこ
と、様々な経験をさせてもらった３年間でした。明日からは、社会人として自信を持って歩いていけるように常
に準備を怠ることなく続けてください。
「勇往邁進」
３年担任 平田 明宏
卒業生、保護者の皆様ご卒業おめでとうございます。入学してきたのがつい先日のように思います。大和商業
で学び、得たものは君たちにとって一生の宝です。これから多くの人と出会うと思います。一つ一つの出会いを
大切にし、社会という大空で羽ばたいてください。
「感謝」
３年副担任 長谷川 惇
この３年間、先生方及びＰＴＡの方々には、大変お世話になりました。今日こうして無事に、卒業を迎えるこ
とができ、嬉しい思いでいっぱいです。大和商業ではチームワークの偉大さを学ぶことができました。体育祭や
文化祭、野球大会での準優勝などの素晴らしい思い出には、つねにチームワークが伴っています。在校生の皆さ
ん、３年間はあっという間です。楽しい思い出を作るためにもたくさんの友達と協力して、学校生活を過ごして
ください。
生徒会長 早川 和輝

卒業生各賞受賞者

全国経理教育協会長賞 神奈川県専修学校 全国高等専修学校 ・定時制・通信制表彰 ・NPO法人高等専修
学校教育支援協会賞
各種学校協会長賞
協会長賞
・皆勤賞
早川 和輝
・栄誉賞
細谷 優汰
服部 俊也
・全国経理教育協会検定表彰 ・全国高等専修学校
協会スポーツ奨励賞
巻島 咲代
〔全国経理教育協会検定表彰〕高野 桂輔
斉藤 隆治
学校長賞
渡邊 明香

高瀬賞
橋 国孝

卒業生からのメッセージ

工藤建設株式会社 介護事業部 フローレンスケア 内定 渡邊 明香

私は今日、愉快な仲間たちと熱心な先生方に出会うことができたこの学校を卒業します。
進路を決定する際、先生方には大変お世話になりました。３年生になると先生は私より焦っているのではない
かと思うほど、懸命に就職指導をしてくださいました。福祉科で学んだ介護の基本から応用を就職につなげるこ
とが出来たのも、先生方のご指導のおかげです。
年々、就職状況が悪化しているといわれている昨今ですが、在校生の皆さんには、「なんでもいいや、進路な
んて。行けるところに行こう。」などと将来への夢を諦めてほしくありません。将来の第一歩となる大事なこと
を適当にせず、日々、自分の進路を考えて行動してください。なぜなら、私たちには、親身になって考えてくだ
さる先生方がいつもそばにいるからです。
大和商業での思い出はかけがえのないものです。先生方本当にありがとうございました。

ボウリング大会
２月７日（月）
、品川プリンスホテルにて、全国経理
教育協会主催、全関東ボウリング大会が開催されまし
た。本校からは２チームが出場し、前年に続いて優秀
な成績を修めることができました。
団体の部 ３Ａ 渡邊明香
準優勝
２Ａ 橋雅樹
１Ａ 臼居 海
１Ｂ 風巻拓真
個人の部
優勝
１Ａ 臼居 海

また、２月10日
（木）
には桜ヶ丘ボウルにて全校生徒
参加のボウリング大会が行われました。諸井副校長先
生の始球式で一気に盛り上がりを見せ、楽しい時間を
過ごすことができました。

検定特別授業

入学説明会

今学期も検定特別授業が行われました。今年度最後
の検定取得チャンスということもあり、複数の検定に
チャレンジする生徒も多くいました。また、今回は１
級受験に対しても意欲的であり、学校全体が検定取得
に燃えています。試験結果に期待したいです。

３月14日（月）に23年度入学者を対象とした、入学説
明会が行われます。大和商業での３年間を有意義に過
ごす為の学習内容を含む諸連絡、制服の採寸等を行い
ます。

優勝

＜チーム＞ １‐Ａ
臼居 海 ｱﾚﾝ･ｱｸｾﾙ
田中祐貴 田邉大樹
定行翔太 福島先生
＜個人＞ 渡邊明香

YAMATO COMMERCE SPECIAL HIGH SCHOOL 

都筑ヶ丘幼稚園のページ

体験保育

１月19日(水)

成長がいっぱい
感じられました。

作品展

２月６日(日)

23年度入園のお友達が

１年間で子ども達が熱

先生たちと一緒に歌をう
たったりシールを貼った

心に取り組んできた絵画・

り、楽しく過ごしました

製作物を家族の方と一緒

終わる頃には始めの緊
張した表情がステキなに
こにこ笑顔に変わってい

にご覧頂きました。どれ
も個性たっぷりの素敵な
作品でした。各クラスの

ました 大きな制服に身
を包んだお友達が入園し
てくるのを職員一同心待

お店屋さんごっこの商品
も展示されていて、どの
作品も本物の様でした。

ちにしております。

横浜市幼稚園教育研究大会
１月22日(土)
職員全員で研修に参加しました。｢ことば
の力｣をテーマに小説家、重松清先生の講演
を聞いた後、各分科会に分かれて沢山の声
を学んできました。

シャボン玉ショー
１月24日(月)
バザー収益によるシャボン玉シ
ョーが行われました。有名人のコ
ンサートも手掛ける杉山兄弟のお
２人が来てくれました！今までに見
たこともない数のシャボン玉、そして、面白い
形のシャボン玉に子ども達の表情はキラキラ輝
いていました！ショーの後は、実
際にシャボン玉遊びをさせて頂き、
大満足の一日となりました
ぜひ杉山兄弟ホームページも覗
いてみて下さい！

まめまき

２月３日(木)

２月10日(木)
園庭に14クラスの様々なお
店が開店しました！！お店屋
さんとお客さんに分かれて売
り買いを楽しみました。子ど
も達の帰りの荷物はパンパン
でした！
！

Ｈ23年度新入園児一日入園
２月16日(水)
平成23年度入園のお友達が幼稚園に遊びに
来てくれました。
お母さんとちょっぴり離れ、不安そうな表
情でしたが、みんなで歌をうたったり、体を
動かして体操をし、楽しい時間を過ごしました！
！

お別れ観劇会
２月24日(木)｢ジャックと豆の木｣を全園児と
保護者が宮前市民館にて見ました。

修了証書授与式 ３月12日(土) 進級おめでとう

（

卒園児140名
２月３日節分の日。
幼稚園では皆で鬼を
退治しました。恐く
て涙が止まらない子、
勇敢に立ち向かって
行く子、様々な姿がありました。

 TSUZUKIGAOKA KINDERGARTEN

修了式表彰者
）年中

男子82名
女子58名

賞状授与者
３年皆勤
９名
２年皆勤
７名
１年皆勤
22名
精
勤
12名
三名以上卒園 ３名
親子二代卒園 15名

２年皆勤 ４名
１年皆勤 14名
精勤 ５名
年少
皆勤 10名
精勤 ８名

後援会・教育交流会・PTA・父母の会のページ

新年度へ向けて
３年生ご卒業おめでとうございます。３年間の
学校生活を振り返りどう思い卒業式を迎えたこと
でしょう。新たな生活に、一歩一歩しっかりと歩
んで欲しいものと思っています。

柏木学園高等学校後援会
役員同士が、和気あいあいと楽しい時間を過ごせ
たことに感謝いたします。
後援会活動、22年度も残りわずかになりました。
名残惜しくも感じますが、５月の総会まで、学園、

後援会では、新年度へ向けての準備に入り、４

生徒達のサポートを大切に一つ一つ大切に行って

月、新入生保護者の皆様へ役員会参加をお願いす

いけたらと思っています。引き続き、ご理解とご

るため、引き継ぎしています。

協力、宜しくお願い申し上げます。
（22年度幹事長

本当に短い３年間であったように思えます。先

関口

好枝）

生方、生徒達とも触れ合うことができ、何よりも

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
柏木実業専門学校

経理本科・経営経理研究科

の課程を修了するにあたり、どれほどの資格、知

柏木実業専門学校教育交流会
はありません。厳しい環境の中で、多くの困難に
出会うこととなるはずです。

識、経験そして友人を得たのでしょうか。短大や

そんな時こそ、この柏木実業専門学校で過ごし

大学ではなく柏木実業専門学校に入学すると決め

た日々を思い出してください。皆さんの中に積み

た時から、皆さんの目はその先に広がる社会を見

上がった知識、経験そして友人たちが、必ず皆さ

つめ、社会に貢献する社会人となることを目標に、

んを助けてくれるはずです。今後の皆さんのご健

今日までの学生生活を過ごされたことと思います。

康、ご活躍を心からお祈りいたします。
（教育交流会会長

しかし、皆さんもご存知の通り今踏み出そうとし

安藤

満）

ている社会は、決して温かく優しいだけの社会で

贈る言葉〈卒業生の皆さんへ〉
桃の節句が過ぎ、桜の花がつぼみをつけ始め、
３年生は卒業を迎えます。本当におめでとうござ
います。保護者の皆様も御苦労様でした。
学校での生活は充実していましたか？また、思
い出もたくさん作れましたか？これからは就職、

大和商業高等専修学校PTA
そして素敵な大人に成長してくれることを祈って
います。
最後になりましたが、保護者の皆様、役員の皆
様、
色々とご協力いただきありがとうございました。
そして校長先生を始め、諸先生方には３年間ご

進学とそれぞれ自分の目標へ進んでいきます。社

指導いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。卒

会はとても厳しいです。この学校で学んだことを

業を無事に迎えられるのも先生方のおかげです。

大事にして、また土台として、色々な事に挑戦し

本当にありがとうございました。

てほしいです。失敗しても諦めずに進んで下さい。

卒園児のみなさんへ
年長の皆さん、ご卒園おめでとうございます。
もうすぐ１年生ですね！小学校でもその元気一
杯の輝く笑顔で、いろいろな事に挑戦して下さい。
そして、みんなで遊んだ事、運動会・お遊戯会で
友達と力を合わせ一生懸命練習した事…都筑ヶ丘
幼稚園での先生や友達、家族との思い出をいつま
でも大切にして下さい。
また、同窓会等でお会いできる日を楽しみにし
ています。
保護者の皆さま、父母の会の活動にご協力いた

（PTA会長

早川

敬子）

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
だき本当にありがとうございました。
私自身、父母の会の活動に携わり、たくさんの
子ども達の笑顔に触れ合う事ができ、素晴らしい
時間を過ごす事が出来ました。これからも子ども
と共に成長できる親でありたいと思います。
３年間の本部役員の活動を通して出会えた仲間
達や、支えて下さった先生方に感謝の気持ちで一
杯です。本当にありがとうございました。
（父母の会会長 森本 律子）
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5/9〜 三者面談（３年）
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介護事務科５月生入校式

5/21 全経電卓計算検定
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月謝引落日、避難訓練（地震）
ひなまつり会、誕生会（３月）
卒園式予行
お別れ会
懇談会(年長)
午前保育
卒園式
懇談会（年中・年少）
午前保育
修了式（午前保育）
新入園児月謝引落日
始業式
入園式
懇談会（年長）
懇談会（年中）
懇談会（年少）
１日保育開始
誕生会（４月）
教員研修会
正課指導開始（体育）
正課指導開始（英語）
役員会
対面式
月謝引落日
父母の会決算総会
内科検診
保育参観（年長）
保育参観（年少）
保育参観（年中）
夕涼みリーダー会
内科検診
誕生会（５月）
面談日
歯科検診
役員会
お楽しみ会、避難訓練（火災）
教員研修会
夕涼み実行委員
クッキング保育（年長）

学

園

本

○学園本部：布川 勝二・池田久美子・西辻 綾子

○柏木高校：谷村 利恵

○柏木実業：横山 淑恵・大下久仁子

○大和商業：大友あかね・青木美和子・足立英里佳

○幼 稚 園：中世古友美・田中 清花・森 友香里・根本智枝子・天野 一実・小室

部

3/4
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
3/24 役員会
4/1
辞令交付式
4/6
高等学校入学式
専門学校・大和商業入学式
4/8
4/9
幼稚園入園式
5/中旬 現況調査（予定）

優・佐野友里恵・鈴木安佳里

