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プラトンの「国家」を読む
久しぶりにプラトンの「国家」を読み返した。過去に２度読
んだことがあるが、今回は実に久し振りである。
最初は高校生の時、しかしプラトンの思想の複雑さに途中
で挫折した。２度目は43歳の時である。これは県の教員とし
て教育センターで長期研修をしていた時、研修課題として、
このプラトンの「国家」を通して、教育論を１年間毎週２時間
のディベートを行った。
この時期は、他の研修課題に追われ読む時間がなかったため、
女房に、この「国家」をテープに朗読録音させ、朝夕の通勤に
車の中で聞くのが、「国家」
の読書であった。
本校に勤務してまもなく、書斎に文庫本があったのに気づ
いて手に取った。研修時の教育談義を思い出したのである。
そして、その１ページを繙いた。
「国家」は、「正義」について探求し、その上で良き国家とは
何かを説き明かし、プラトンの教育思想が体系的に描かれて
いるため、「教育学」必読の書といわれている。
正義の人と不正の人とではどちらが幸福なのかという問い
から発し、正義の定義を明らかにするに当たって小さな正義
をひもとく前段として大きな国家の正義を究明し、それを個
人に当てはめようとする形で展開する。
プラトンは、人間は一人ひとり異なり、生まれつきの基本
的な差異を持ち、理想の社会では、その本性や能力の違いに

球技大会

柏木実業専門学校

遠足 −こどもの国−

都筑ヶ丘幼稚園

柏木実業専門学校 校長 平光

愼思郎

応じた階級に置かれるべきであると考え、その階級に応じた
教育をするべきだと提唱している。
そして、真の哲学者による統治こそ理想の国家であると考え、
社会の指導者は最高の教育を受けた者でなければならないと
考えました。
国家という社会集団に必要な人材の育成、それぞれの階級
に応じた人間の選択、能力に応じた選別という教育システム
を唱えています。
すなわちプラトンは、教育は国家形成に関わることであり、
国家は教育を保護し、教育はその国家の枠の中で行われ、各
人は各人に応じた教育と仕事をすることになるので幸せにな
ると考えたのです。
『我々が国家を建設するに当たって目標としているのは、そ
の中にある一つの階層だけが特別に幸福になるようにという
ことではなく、国家全体ができるだけ幸福になるようにとい
うことである。
』
国家は教育を用いて国家を守り、より良い市民を育てるも
のであるという理念に立って教育がなされます。
国家のための教育は、個人の利益と幸福、繁栄が集団・国家
の繁栄にもつながるプラトンの教育学を再確認させるものです。
私の書斎の本棚の端に、十数本の録音テープが並べられて
いる。

各種検定合格者（太字は満点合格者です。）
【柏木実業専門学校】
−日商簿記検定−
（平成23年６月12日実施）
※大和商工会議所の指示により、合格者の受験番号のみを記載します。
（ 数字 は満点合格者です。）
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球技大会開催
５月25日
（水）
に平成23年度第１回球技大会が校舎
４階アリーナにて行われました。
普段の授業風景とは違った、学生の活動的な様子
が見られました。優勝は経理本科１年Ａ組、準優勝
は経理本科２年です。学年やクラスの枠を飛び越
え、楽しい時間が過ごせました。

医療情報学科1・2年生 普通救命講習会を受講

〜6月訓練生入校式〜 研修センターにて
６月開講の訓練入校式が施行されました。
６月２日
（木）
神奈川県立産業技術短期大学校 人材育成支援センター主催 委託訓練

「経理ビジネスエキスパート科」（６か月コース）
「医療事務科」
（３か月コース）
両科とも応募者数が多く３倍強の競争率で30名が
合格し、訓練を受けることになりました。

６月27日
（月）
に大和市消防本部にて普通救命講習
会を受講しました。修了した学生には救命講習修了
証が交付されました。

外国人留学生 奨学金前期受給者が決定！
日本学生支援機構私費外国人留学生学習奨励費の
前期受給者が次のとおり決定いたしました。
学業・人物共に優れた私費留学生に対し給付され
ます。
（月額４万８千円）
経営経理研究科２年 胡慶宇
崔 川
張 晶

６月６日（月）
中央職業能力開発協会 神奈川センター主催 基金訓練

「ヘルパー２級・介護事務科」（３か月コース）
同学科も応募者数が多く２倍強の競争率で28名が
合格し、訓練を受けることになりました。
両日とも入校式の後、柏木理事長の授業が催され
大変好評な様子でした。

神奈川県専門学校体育大会 出場決定！

教育交流会・同窓会 合同役員会開催

８月２日
（火）
〜４日
（木）
に神奈川県専門学校体育
大会が開かれます。本校からはバスケットボールの
部で参加が決定しました。選手のみなさん、優勝目
指して頑張ってください！

６月26日（日）に教育交流
会・柏木学園同窓会の合同役
員会が開催されました。
役員会では７月23日（土 ）
に柏木実業専門学校研修セン
ターにて柏木学園同窓会総会を開催することが決ま
りました。両会員の皆様の参加を心よりお待ちして
おります。

全国経理教育協会関東地方会主催
簿記・電卓大会に出場
来る７月18日（祝･月）に（社）全国経理教育協会関
東地方会主催簿記・電卓・珠算大会が開催されます。
本校では以下の選手が出場します。
●簿記の部
経営経理研究科２年 インタチャックユキオ
陳 恵堅
経営経理研究科１年 柴 武史
医 療 情 報 学 科２年 吉原利王

キャリアアドバイザーの紹介

安田 美穂先生

代田 恵子先生

〜4月訓練生修了式〜 研修センターにて
研修センターが４月に開校してから早３か月、初
めての修了式が行われました。
・医療事務科
６月23日（木）23名
・コンピュータ会計実務科 ６月27日（月）17名

 KASHIWAGI BUSINESS COLLEGE

柏木学園同窓会総会
・日 時 ７月23日（土） 11：00〜
・場 所 柏木実業専門学校 研修センター
＊詳細は、研修センターの伊藤・保田まで。
ＴＥＬ ０４６−２００−６１７０

大和商工会議所主催・本校共催
秋期簿記講習会のご案内
第129回日本商工会議所主催簿記検定の直前まで、
公開夜間簿記講習会を開催いたします。本学園在校
生は、本校で申し込むと会員料金で受講ができます。
期 間 ９月１日
（木）〜11月17日（木）
時 間 18：00〜20：15（予定）
会 場 大和商工会議所 会議室
受講料 ２級 一般30,000円、会員18,000円
３級 一般24,000円、会員13,000円
※各級教材費は別途かかります。
問合せ先 大和商工会議所 事務局
ＴＥＬ ０４６−２６３−９１１２

大和商業高等専修学校のページ

体育祭

定通制柔道大会３位入賞
６月29日
（水）
、神奈川県立武道館にて行われた、
全国定時制通信制柔道大会神奈川県予選会に柔道部
が参加しました。今大会では、日頃の練習の成果が
発揮でき、有段男子軽量級で３年の飯島直樹選手が
準優勝、有段女子軽量
級で２年の高田美沙樹
選手が第３位、無段男
子軽量級で２年山口朋

５月27日
（金）
に小雨まじりの曇り空をふき飛ばす
ように体育祭が柏木学園高校グランドにて行われま
した。今年度の優勝は3年Ａ組でした。障害物競争、
ドッジボール、キックベース、大縄跳び、とびつき
綱引き、リレーなどが行われました。クラスが一致

也選手が第３位に入賞
しました。
この結果、飯島選手
と高田選手は、神奈川県代表選手に選出されました。
全国大会は、８月６日
（土）
に講道館にて行われます。
「１勝でも多く勝ち取ってくるために、お互いに鍛
練していきたいと思います。」（顧問談）

団結し笑顔がはじけた一日でした。

母校訪問実施

ＰＴＡよりウォータークーラー寄贈

在校生の母校訪問を今年も実施しました。

暑い夏が予想される今年。Ｐ
ＴＡの皆さまのご配慮により冷
水機が１階、４階に設置され、
生徒達の体も心も潤しています。
また、
７月５日
（火）
には、
ＰＴ
Ａ研修旅行が行われ、資生堂工
場を見学後、北鎌倉を散策しま
した。

母校訪問でいただいた
中学校の先生方からの一言
・新しいことをたくさん吸収して頑張ってください。
・一生懸命努力しているようで安心しています。
今後も一生懸命頑張ってください。
・充実した学園生活を送ってください。
・将来に向けて頑張っているようですね。素敵な
女性になってください。

体験学習日程

・充実した生活を送っているように感じられます。
探究心をもって頑張っているところでしょうか。

情報コース

神奈川県高等専修学校体育大会
６月25日
（土）
にバスケット
ボール、卓球部が県大会に臨
みました。７月25日
（月）
から
山梨県河口湖町にて行われる
全国高等専修学校体育大会に
向け、各部とも日々練習を重ねています。特に連続
優勝のバレーボール部、バスケットボール部は大和
スポーツセンターを借りて、基礎練習から実践形式
の練習に切替え、今年度も優勝を目指します。

福祉コース

１

７月16日（土）

７月23日（土）

２

８月５日（金）

８月17日（水）

３

８月23日（火）

９月17日（土）

４

９月24日（土）

10月１日（土）

５

10月15日（土）

10月22日（土）

６

10月29日（土）

11月12日（土）

７

11月19日（土）

11月26日（土）

８

12月３日（土）

12月10日（土）

９

12月17日（土）

１月14日（土）

開催時間／毎回10時〜12時（受付は９時30分より）
※情報コースと福祉コースに分けて開催します。

検定特別授業
７月４日
（月）
から８日
（金）
まで検定特別授業を行

その他、今月は情報処理検定、日本語ワープロ、

い、１年生・２年生福祉クラスは電卓計算能力検
定、２年生・３年生は全経簿記能力検定に挑戦しま
した。

文書デザイン、スピード検定が行われたので検定特
別授業終了後も自主的に学習している生徒が数多く
見られました。

YAMATO COMMERCE SPECIAL HIGH SCHOOL 

都筑ヶ丘幼稚園のページ

6月1日（水）

歯科検診

遠 足

虫歯予防集会

5月19日（木）
5月26日（木）

劇を見たり歌をうたったり
しながら歯の大切さを再確認
これを機会にお弁当の後は全
クラスで歯磨きをしています。

ちょっぴり不安な表情を
しながらも、大きな口をあー

6月3日（金）
in こどもの国
晴天に恵まれ、親子で楽しい
遠足となりました！
！たくさん歩
いて体力を使いましたが、最後
はみんなにっこりの笑顔でした

んと開けて、虫歯がないか
見てもらいました。終わっ
たらにっこり笑顔です

¦保育参観日¨

入園説明会

第1回入園説明会が6月7日
（火）に行われました。在園児
による歌の発表や、園内見学
など、幼稚園の雰囲気をたく
さん味わっていただけたので
はないでしょうか。第2回目は
9月13日（火）です。多くの方
のご参加をお待ちしております。

6月19日（日）
お父さん、お母さんと一緒
にゲームをしたり体操をした
りと楽しい一日を過ごしました。
感謝の気持ちがたくさんつ
まったプレゼント、ぜひ使っ
て下さいね！

6月22日（水）

（社）横浜市幼稚園協会

永年勤続表彰 おめでとうございます！
茂木なぎさ先生（5年） 八ッ橋鉄兵先生（10年） 尾崎由美子先生（5年）

これからも先生方の活躍を期待しています。

5月に子ども達と一緒にトマトの
苗を植えました。毎日かかさず、
じょうろで水をやり、「また大きく
なってるよ」と嬉しそうに教えてくれ
ます。
今では緑色のトマトが
徐々に黄色のトマトに
成長中です。

 TSUZUKIGAOKA KINDERGARTEN

6月21日
（火）〜

水をバシャバシャかけ合いな
がら大はしゃぎの子ども達
「水が怖〜い！」と言ってた
子も遊んでいるうちに自然と
笑顔になっちゃいます！
！

平成23年度

父母の会 役員

会 計：平本砂緒里
会 長：伊藤 明美
笠森亜希子
副会長：市川小百合
監 査：森川 由美
財津 恵子
平柳びおら
書 記：山口 裕美
新井百合枝
役員一同、今後とも宜しくお願い致します。

クッキング保育

みんなで育ててい
ま

☆
す

マト
ト

プールあそび

今年も、各クラ
スに蚕がやってきま
した！
！
桑の葉を食べ、日々成長
している蚕に子ども達も
興味津々です。
まゆになる時が
近付いています。
お楽しみに§

年長組と年中組が今年度初
めてのクッキングを行いまし
た！
！
年長組
>ちらしずし
>チョコ白玉

年中組
>サンドイッチ
>マカロニきなこ

みんなで一生懸命作った味は
とってもおいしかったね

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

ごあいさつ
この号がお手元に届く頃は、梅雨も明けて海山
が恋しい季節になっているでしょうか？

柏木学園高等学校後援会
方に応援をお願いしたいと思います。
後援会は、昨年末の規約改正（組織改変）を受

今年度の後援会会長を務めさせていただきます

け、ひとつの転換期を迎えています。今後は 新

金
（３−Ｂ）
と申します。後援会では既に新しい体

生後援会 として、先達に学びながらも、心機一

制で活動しており、５月にバス研修旅行を実施

転様々な改革に臨み、且つ、しっかりと子ども達

し、先生方と保護者同士の親睦をより深め、６月

を見守っていきたいと思っておりますので、皆様

には体育祭に参加
（警備、水分補給等）
しました。

方のご理解とご協力をお願い申し上げます。
（23年度後援会会長 金 貴浩）

７月以降、野球部をはじめとして多くの部が大
会・発表会等へ参加しますので、一人でも多くの

夏、到来。
今年は例年より早く、
５月下旬には梅雨に入り、
その上、６月としては記録的な猛暑で、まさに日
本の夏到来といったところでしょうか。
震災の影響から「消費電力15％削減」を目標に、

柏木実業専門学校教育交流会
で頑張って欲しいと思います。
専門学校生は４月に新生活がスタートしてから
最初の日本商工会議所主催簿記検定試験を迎えた
頃ではないでしょうか。やがて社会に出ていくそ

日本が節電一色で、専門学校も学校全体で節電に

の日のために、１つでも多くの資格を手にし、知

取り組んでいることでしょう。

識・技術を習得するよう努力をお願いします。
（教育交流会会長 安藤 満）

学生が講義を受ける環境としては、厳しい状況
ですが、共に復興への道を歩んでいるという思い

１学期終了にあたって
大震災の被害の少ない私たちの地域でも、人と人の
関わりや日々の暮らしの在り方を考えさせられた方も
おられるのではないでしょうか？今我が国の子ども達
一人ひとりが今後の日本の明るい未来を担う役割を課
せられ、また私たち親も、今の時代に合った形の子育
てを問われています。
「育ったように子は育つ」学校生活においては親と先
生が協力し合い、子ども達を支えていく事が重要な事
と考えられます。
ＰＴＡ活動もその中の一つであり、ＰＴＡ会員の皆
様方と共に、子ども達に必要である事を実施していき
たいと思いますのでご協力ご支援を宜しくお願い致し
ます。

夕涼み会

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
平成23年度の役員です。今後ともよろしくお願いし
ます。
（ＰＴＡ会長 吉田 和子）
平成23年度ＰＴＡ役員
会

長 吉田 和子（３Ｂ） 副会長 斉藤祐子（３Ａ）

会

計

師 富子（２Ｂ） 下田和歌子（学校）

会計監査 水野 明美（２Ａ） 藤井 陽子（２Ｂ）
書

記 田野 成美（３Ａ） 宮本 明美（３Ｂ）

運営委員 田中

霞（３Ｂ） 植草 明美（２Ａ）

澁澤 陽子（２Ａ） 細谷 和恵（２Ｂ） 新井 恭子（２Ｃ）
井坂由美子（１Ａ） 野久美子（１Ａ） 木村 清美（１Ｂ）
平田 祐子（１Ｂ） 小野ひろみ（１Ｃ） 村田 愛美（１Ｃ）
古賀 智子（１Ｄ） 三國喜代美（１Ｄ）

都筑ヶ丘幼稚園父母の会

７月20日
（水）
に子ども達が楽しみにしている
「夕涼み会」が幼稚園にて開催されます。
夕涼み会では、先生と練習した盆踊りやゲー
ム、模擬店、そして地元の方々によるお囃子の
演奏やお神輿もありますので、ご近所の方もお
誘いの上、お子様、お母様もぜひ浴衣姿でお越
し下さい。
（父母の会会長 伊藤 明美）



平成２３年７月〜９月行事予定表
柏木学園高等学校
7/1

7/8

月謝引落日

日本語ワープロ検定

7/4

誕生会（７月）

文書デザイン検定

7/5

役員会

パソコンスピード試験

7/7

七夕会

保護者面談開始

7/8

夕涼み実行委員会

全経文書処理検定

7/1

求人票開示、美化デー

文書デザイン検定

7/3

産能大学・短大科目試験

7/2

全経文書処理検定

7/3

後援会役員会
追試験

7/10 全経簿記検定

7/10 全経簿記検定
7/15 外国人留学生のための
受験相談会（日石横浜ホール）
7/16 全経電卓計算能力検定

7/12 答案返却
保健講話（１年）

7/19-22 研究科・本科・
医療情報学科午前講義

医療情報学科夏期休暇
7/25 学校説明会・体験入学

7/18 私学展

介護事務科５月生修了式
7/26-27 仕事の学び場

7/23 数学検定
柏木学園同窓会総会

8/25 研究科・本科・
医療情報学科登校日
8/26 医療事務科６月生修了式
8/28 産能大学・短大科目試験
8/30 ヘルパー２級・

9/1

8/29 登校日
8/31 生徒夏季休業終了
始業式（２ｈ）

9/2

平常授業開始

9/6

防災訓練

9/12-16 短縮授業・再履修検定
9/15 後援会役員会

7/10 全経簿記検定

9/5

個人面談（午前保育）

7/11 運動会リーダー会
避難訓練（火災）
7/12 誕生会（８月）
7/13 教員研修会

プレゼンテーション作成検定

7/14 バザー実行委員会

日本情報処理検定

7/15 運動会実行委員会（年長のみ）

HP作成検定

7/19 終業式（午前保育）

7/11 成績会議①

7/20 夕涼み会

7/14 保護者会・学級懇談会

7/25･26 お泊まり保育（年長）

7/15 成績会議②

7/28･29 お泊まり保育（年長）予備日

7/16 体験学習（情報①）

8/1

全経電卓計算能力検定
7/18 高等専修学校展
全関東簿記珠算電卓競技大会

月謝引落日

8/22･23 自由夏期保育（午前保育）
8/24-26 夏期保育（午前保育）
9/1

月謝引落日、始業式

7/20 終業式

9/2

役員会

7/22 全校登校日

9/5

クッキング保育（年長）

9/6

誕生会（９月）

全経コンピュータ会計能力検定

9/7

総合避難訓練（川和高校）

柏木学園同窓会総会

9/8

バザー実行委員会

7/19 大掃除

教員研修会

全国体育大会壮行会
7/23 体験学習（福祉①）

介護事務科６月生修了式

8/3・5・9・10 公私合同説明会
8/22-26 夏期講習

仕事の学び場Jr.

8/19 学校説明会・体験入学

7/21 生徒夏季休業開始
7/21-8/12 夏期講習

7/6

7/25-8/31 研究科・本科・

ヘルパー２級・

7/20 終業式

ＰＴＡ研修旅行

柏木学園同窓会総会（研修センター）

7/15 保健講話（２年生）

7/19 大掃除

7/5

7/23 全経コンピュータ会計検定（研修センター）

7/14 薬物教室（２年）
野球応援

7/4-8 検定特別授業、追試験

7/18 全関東簿記珠算電卓競技大会

7/11 追試験

7/4

都筑ケ丘幼稚園
7/1

7/2

情報処理技能検定

9/1

大和商業高等専修学校

求人票開示

7/4-7 期末試験
7/7

柏木実業専門学校

ヨガ講習会

研究科・本科・

7/25-28 全国高等専修学校体育大会

9/12 運動会実行委員会

医療情報学科午前講義

8/５ 体験学習（情報②）

9/13 H24年度新入園児入園説明会

防災訓練

8/17 体験学習（福祉②）

簿記講習会開講

8/23 体験学習（情報③）

9/14 懇談会

介護ヘルパー２級・

8/25 全校登校日

9/15 運動会園内予行

9/1

始業式

9/22 運動会園外予行

9/2

平常授業開始

9/26 運動会園外予行予備日

9/4

全国簿記電卓競技会

9/27 未就園児運動会

9/8

ＰＴＡ運営委員会

9/28 面談日

介護事務科９月生
医療事務科９月生入校式
9/12-16 研究科・本科・
医療情報学科前期試験

9/17 体験学習（福祉③）

9/17 学校説明会・体験入学

9/24 体験学習（情報④）

9/16〜 就職採用試験

9/24 全経社会常識検定

9/30 陸上競技会

9/29・30 紅葉祭

（第２回目）

9/30 園外予行

学 園 本 部

全経社会常識検定
9/29･30 紅葉祭

9/1

教職員意向調査

○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・岡野

○柏木実業：横山 淑恵・大下久仁子

○大和商業：平田 明宏・大友あかね・ 青木美和子

○幼 稚 園：田中 清花・堀口 実那・

桜

寿乃･茂木なぎさ・小室 優・伊藤美紀子・岩田ありさ・根深 希

