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あけましておめでとうございます
はじめに、東日本大震災により被災された皆様に、改めて心か
らお見舞い申し上げます。
年頭に際し、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
2011年（平成23年）をあらわす言葉として「絆」が選ばれました。
昨年は我が国にとって苦難の１年でありました。３月11日の大震災、
津波 、原発事故 、計画停電 、台風 、混迷政治 、経済不況 、雇用悪化
等の拡大など大変の中、人は助け合い、励まし合った「絆」の１年で
した。
我が学園の訓に我等五訓があります。（1）自ら活動して他を動
かしむるは我等なり。（2）常に自己の進路を求めて止まざるは我
等なり。（3）
障害に逢い激しくその勢力を倍加するは我等なり。（4）
自己を潔くして他の汚れを洗い、清濁併せ容なるの量あるは我等
なり。（5）
洋々として大洋を充し、発しては蒸気となり、雲となり、
雪と変じ、霰と化し、玲瓏たる鏡となる。しかもその性を失わざ
るは水なり。いつも時代と変化に対応して人間性を失わざるは我
等なり。
大震災について言えば、地震国の日本では誰が、いつ、大地震
の被害者になるかわからない。この度の大震災で被害に遭わなか
った人も、明日はわが身と考えて、被害者への関心を失わず支援
を続けることが結局は自分の為になることを認識し、絆のもと活
力を持って先行き厳しい不透明な社会情勢のようだが、このよう
な時だからこそ「夢」をもって生きる努力を続けることが大切であ
ります。夢あるものに希望あり、希望あるものに目標あり、目標
あるものに計画あり、計画あるものに実行あり、実行あるものに
実績あり、実績あるものに反省あり、反省あるもに次の夢あり。
是非とも「夢」をもって、勇気ある一歩を新しい年に、新しい道を
歩き出して下さい。
2012年（平成24年）柏木学園は大きな夢をもってスタートします。

学校法人柏木学園 理事長 柏木

照明

1. 柏木実業専門学校 医療情報学科の平成23年度の第１回卒業生
に「専門士」の称号が付与されたことが、平成23年12月22日発行
官報第5706号で告示されました。既に半数の就職が決まりました。
2. 学園のグラウンド約1000坪の拡張工事が１月17日に工事を完了
します。のびのび活動して下さい。
3. 学園体育館兼講堂（着席数1200名）が10月から建設工事開始、平
成25年７月完成予定です。
（構成）
（1）
ステージ （2）
アリーナ
（バスケット・バレーボール・バドミントン）
（3）
エントランス
（教員室・保健室・下足収納・トイレ）（4）
柔道場・
剣道場・付属施設 （5）更衣室 （6）部室（大１・小８・洗濯場・
用具室） （7）倉庫 （8）震災時の避難場所としての役割を担う設備
この施設は、万一の震災時、被災者の帰宅困難者を受け入れた
り、防災救急用具・用品の保管倉庫を備えて、学園関係者を始め
地域の人たちにも、施設の安全性に信頼いただけるよう対策を考
えて建設するものであります。学校の防災面だけでなく、文化や
スポーツ等の拠点として機能するためには、施設の安全性は避け
て通れない重要課題であります。但し、学校はあくまでも生徒の
勉学の場であり、避難者により教育活動が立ち行かないのでは学
校の意味がありません。国、公、私立を問わず国民の安心、安全
の拠点として、耐震化や震災の予想される地域にあっては、確固
たる対策を国の責任で実施して欲しい。
平成24年は、壬辰（みずのえたつ）。壬は水の流れを正す働きを
し、新しい生命を産み出すことを意味し、また辰は旺盛な陽気を
発動して停滞や困難から脱し、変化伸長する働きを意味するそう
です。そして天に昇る龍を象徴して強大なエネルギーを発してい
るように思えます。今年は新生の年への大転機を期待したい。
青少年の大きな夢を育んでいくことは大事です。本学園は新し
い年を迎え、時代の要請に応えた教育を目指して頑張ります。

湘南国際マラソン

校内経理実務コンクール

１年進路ガイダンス（トリマー体験）

お遊戯会

柏木学園高等学校グラウンドが拡張されました。
柏木学園高等学校グラウンドが平成23年11月１日（火）に3,283.90㎡（約1,000坪）拡張されました。
これにより教育環境の向上が一段と図られます。

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】
−実用英語技能検定−
（平成23年11月13日実施）
〈３級〉大戸久美 石原昂輝

−全経簿記検定−
（平成23年11月27日実施）
〈３級〉鳩間駿 向山和也 内田翔 鈴木智昭
近琢也 東方亮磨 阿部利紀

−全経電卓計算能力検定−
（平成23年12月３日実施）
〈３級〉齋藤介志 佐々木乙羽 畑中和則
高橋千夏 堀口裕哉 浅沼優希
野口真琴
〈２級〉川野夏美 畑中和則

−文書デザイン検定−
（平成23年12月４日実施）
〈１級〉富崎菜津子 引地健太
〈２級〉黒田健太 山田皓太 貝賀祐介
神戸牧人 久保田燎
〈３級〉青木元輝 川野夏美 小玉貴裕
佐々木乙羽 坂康太 青木健太
臼井美優 中山陽香 西岡将太
浅沼優希 岩永未来 根本千波
内田翔 大塚直也 大戸久美
菅原大地 鈴木智昭 綱島健也

−情報処理技能検定−
（平成23年12月11日実施）
〈初段〉引地健太
〈２級〉久保田燎 鈴木智昭 田澤光太郎
〈３級〉川野夏美 神戸凌 小関義人
田中孝一郎 山田皓太 青木健太
中山陽香 今田知冶 岩永未来
貝賀祐雨 内田翔 菅原大地
綱島健也 野口真琴

【柏木実業専門学校】
−文書デザイン検定−
（平成23年10月７日実施）
〈 １級〉野本由美 藤井由美子 持田由紀
高野朋子 木辺智子 鈴木美佳
清野さやか 櫻井梨枝 武野幸子
井下裕美 齋田千晶 三栖陽子
市毛ゆかり 林準子 江畑望 中島早苗
〈２級〉藤井由美子 高野朋子 木村智子
鈴木美佳 倉島あゆみ 長江美由紀
荒川絵里 井上統夫 林準子
市毛ゆかり 澤田悦子 江畑望
加戸智美 高橋裕枝 谷田由美
藤本陽子 松山ひろみ 中島早苗
川原和代
〈３級〉倉島あゆみ 木村智子 竹谷道子
小山由美子 鈴木幸江 谷田由美
塚本理津子 中根由美 藤本陽子
松山ひろみ 山京子 吉川重夫
吉村直人 濱谷雅斗 川原和代 林裕美

−情報処理技能検定−
（平成23年10月14日実施）
表計算
〈１級〉野本由美 木辺智子 鈴木美佳
持田由紀 高野朋子 清野さやか
櫻井梨枝 武野幸子 井下裕美
小林萌 三栖陽子 市毛ゆかり
熊谷美桜
〈２級〉藤井由美子 長江美由紀 鈴木美佳
木村智子 倉島あゆみ 荒川絵里
高野朋子 三栖陽子 平良光永
井上統夫 市毛ゆかり 澤田悦子
加戸智美 林準子 山田忍 江畑望
高橋裕枝 谷田由美 藤本陽子

七海明子 川原和代 林裕美 中島早苗
加々美政子 釜麻由子
〈３級〉藤井由美子 津村秀子 林準子
竹谷道子 山田忍 長江美由紀
倉島あゆみ 木村智子 川原和代
小山由美子 鈴木幸江 谷田由美
塚本理津子 藤本陽子 松山ひろみ
山京子 吉村直人 中島早苗
林裕美 釜麻由子 中塚さつき 濱谷雅斗
〈４級〉吉川重夫

−全経文書処理能力検定−
（平成23年11月５日実施）
ワープロ
〈２級〉木村智子
〈３級〉菅又健太
表計算
〈２級〉大木愛 市毛ゆかり 李
関水和雄
〈３級〉三宅沙季

石川真

−日商簿記検定−
（平成23年11月20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。
太字 は満点合格者

〈２級〉2 3 7 9 10 11 13 15 19 23
24 28 29 30 36 38 40 49 51
52 54 60 62 63 68 72 73 78
80 83 89 90 91 92 94 95 97
98 103 109 113 118 140 149
153 157 165 167 171 174 175
176 177 178 182
〈３級〉3 6 7 8 10 13 14 16 19 20
21 26 28 29 30 33 38 40 41
42 44 51 57 58 62 63 64 65
66 67 73 76 78 79 80 82 83
84 86 87 88 94 100 104 106
108 109 110 114 115 117 118
120 122 123 124 126 132 133
134 137 138 140 141 142 147
149 152 154 160 163 164 169
171 172 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 187
188 189 190 191 192 193 194
195 196 197 198 199 205 206
207 208 214 215 220 224 230
233 234 240 247 249 251 259
261 265 267 269 270 272 274
277 278 280 289 291 293 297
301 307 308 310 311 313 315
316 320 324 331 332 333 336
339 341 342 343 344 347 348
349 350 352 353 354 357 359
362 363 364 368 374 376 377
379 380 381 386 389 390 392

−全経簿記能力検定−
（平成23年11月27日実施）
〈１級会計〉齋田千晶 小久保直美
〈１級工業簿記〉齋田千晶
〈２級〉橋本民子 山本綾子 小幡大朗
市毛ゆかり 加戸智美 倉島あゆみ
小林萌 藤井由美子 川本賢 高橋久美
〈３級〉石木田好美 橋本民子 石川真
何蘭 BUDDHI BAHADUR GURUNG
BASHAL GURU PRASAD 陳維洪 林紅
SHRESTHA ROSHAN 佐藤駿 山正美
小林麻美 高橋久美 吉田直子 大頭絵理

【大和商業高等専修学校】
−日商簿記検定−
（平成23年11月20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。

〈３級〉155

156

158

−全経簿記能力検定−
（平成23年11月27日実施）
〈２級〉荒井優太 田中祐貴
〈３級〉飯島直樹 山本麗奈 佐藤豊樹
佐藤正和 佐久間翔平 小川大輔
徳光まなみ 中川將雄 平松大心
水井浩貴 安藤忠植 石塚翔 川崎翼
工藤樹 二神優 土屋遥香 吉永真大
鳩間駿 向山和也 内田翔 鈴木智昭
近琢也 東方亮磨 阿部利紀
〈４級〉遠藤美爽 大浦永耀 神山直輝
菊地優希 滝沢裕 竹内達哉
津谷和己 角折英臣 成田彩
平林一馬 真壁幸佑 森和貴 姉川楓
伊澤優維 木村祐太 熊本夏海
栗原光季 小林香菜 小林亮太
須将人 宝田あゆ美 二瓶美咲
平田敬太郎 松尾晃 依藤美紀
今出川栞奈 大野未南子 小野貴弘
吉良緩 グェンスアンコーイ 小山翔太
佐藤摩依 佐藤由菜 鈴木遙香
鈴木久信 堤早瑛 中村好晴
西山響太 安西純一 伊藤大機
上田祐也 内田洸人 大石佑太
工藤沙稀 古賀竜輝 佐藤龍
ソラニケビンアラン 高橋優鷹
田上悠太 戸塚和明 冨田直輔
永島悦樹 新倉将 保角漠椰
細川愛琳 三國諒一 吉田渚
渡辺絵里 石井寧 加藤敦也
土門輝尚 齋藤介志 谷井淳也
中村友亮 洲賀崎志郎 馬場聖之
大塚直也 大戸久美 草薙早紀

−全経電卓計算能力検定−
（平成23年12月３日実施）
〈１級〉工藤沙稀 岩見谷未稀 長岡悠奈
〈２級〉滝沢裕 神山直輝 遠藤美爽
緑川翔太 川裕人 花井郁也
〈３級〉菊地優希 小林亮太 松尾晃
富田直輔 佐藤由菜 今出川栞奈
大野未南子 グェンスアンコーイ
保角漠椰 川崎翼 高師亮 吉永真大
〈４級〉後藤侑輝

−文書デザイン検定−
（平成23年12月４日実施）
〈１級〉谷田由美
〈２級〉鈴木幸江
〈３級〉澁澤拓也
〈４級〉佐藤龍

−日本語ワープロ検定−
（平成23年12月４日実施）
〈２級〉吉田渚 橋本優大 小原幸弘
〈準２級〉森和貴 芝浩貴 赤尾龍啓
〈３級〉真壁幸佑 南部翔輝 夏目悠哉
滝沢裕 竹内達哉 小椋海斗
遠藤美爽 熊本夏海 二瓶美咲
鈴木遥香 大野未南子
〈４級〉津谷和巳 山口千笑 平林一馬
中村美里 杉浦佑理 野美里
神山直輝 菊地優希 齋藤翔太
井坂魁 依藤美紀 二瓶滉貴
姉川楓 渡辺絵里 保角漠椰
細川愛琳 三國諒一 新倉将
高橋優鷹 田上悠太 古賀竜輝
上田祐也 内田洸人 河田楓花

−パソコンスピード認定試験−
（平成23年12月11日実施）
〈１級〉小原幸弘
〈２級〉佐藤龍 永島悦樹
〈３級〉前田義幸 安西純一 工藤沙稀 吉田渚
〈４級〉深谷論人

早稲田大学出張授業
12月17日（土）本校視聴覚教室において、早稲田大
学教育学部の岡村遼司教授による出張授業が行われた。
「教育について」をテーマに、民主主義社会におけ
る学校教育のあり方について、示唆に富む内容の講
演をしていただいた。

芸術鑑賞会
11月16日（水）に大和市生涯学習センターホールに
おいて、芸術鑑賞会が行われた。今年の演目は、劇｢ヴ
ェニスの商人｣（劇団芸優座）で、イギリスの文豪シェ
ークスピアの代表作をダイナミックに演じた内容に、
生徒たちはすっかり見入っていた。

ボランティア活動報告
町田市立町田第五小学校・学校プール開放委員会
まちご〈ざ・ぶ〜ん！〉の登録指導員として今年度の
夏に活動した横場裕二郎（２−Ｃ）の功績に対して、
本校にまちご〈ざ・ぶ〜ん！〉代表押村宙枝氏より感
謝状が贈られた。
横場は、中学時代から登録指導員として研修を積み、
今年度は「水難救助実践訓練」のチーフという大任を
務め、また同校で行われているフットサル教室や課
外体験教室など様々な場面で活躍している。

バドミントン部大会報告
９月25日（日）に行われた保土ヶ谷区民バドミント
ン大会男子ダブルスにおいて、乳井健（３−Ｆ）・星
野恒（３−１）組が優勝した。
11月23日（祝・水）に行われた伊勢原市バドミントン
選手権男子シングルスにおいて、奥井雅也（２−１）
が２位入賞した。
12月11日（日）に行われた瀬谷区バドミントン大会
男子ダブルスＢクラスにおいて、奥井・勝矢怜央（２
−Ｂ）組が４ブロックで優勝、星野・海藤翔（２−Ｂ）
組が５ブロックで優勝、乳井・野口真琴（２−４）組
が６ブロックで優勝を果たした。

吹奏楽部活動報告
11月６日（日）大和ウィーンホールにおいて、サッ
クスの生みの親であるＡ・サックスの誕生日にちな
んだ音楽会「サクソフォーンinやまと」が大和市芸
術振興会主催で行われた。こ
の催しに吹奏楽部の部員と顧
問の溝口佳洋講師、橋本直樹
講師が参加し、プロの演奏家
や舞踊家と共演した。

湘南国際マラソン
11月３日（祝・木）に行われた第６回湘南国際マラソ
ンに本校生徒13名がボランティアスタッフとして参
加し、誘導や給水などの業務を担当した。
また、本校教員12名がフルマラソン・ハーフマラ
ソン・10ｋｍの部にそれぞれエントリーし、見事全
員が完走を果たした。

神奈川県高等学校総合文化祭
今年度の神奈川県高等学校総合文化祭におい
て各部門での発表に対して、以下の賞が授けら
れる。表彰は１月21日（土）の県高総文祭総合閉
会式にて行われる。
【第12回高等学校吟詠剣詩舞発表会】
（県大会）
教育長賞（団体）短歌書道部
【第30回高等学校文芸コンクール】
〔短歌の部〕 高文連会長賞
串間 楓花（１−Ａ）
【第48回高等学校書道展】12月11日から開催
奨励賞

佐藤 和哉（２−Ａ）
斉藤 瑞希（１−E ）

短歌書道部活動報告
８月７日（日）に行われた第35回「全国高等学校総
合文化祭（福島大会）吟詠剣詩舞部門発表会において、
文化連盟賞（団体）を受賞した。
第42回神奈川県高等学校教育書道コンクールに
おいて、以下のように優秀な成績を収めた。
学校奨励賞（団体５位）
短歌書道部
全日本高等学校書道教育研究会賞（個人９位）
金子 幹弥（１−3）
奨 励 賞

眞田 英知（２−A）
朝田 麻耶（２−C）
篠原ゆみり（２−F）
石川 香菜（２−G）
伊藤 雅人（１−A）
丹治 恭介（１−A）
岩崎 友香（１−A）
太田 健介（１−A）
早川 文子（１−3）

作文コンクール表彰
第39回大和市青少年健全育成大会作文コンクー
ルにおいて、岩崎友香（１−
Ａ）が市長表彰を受け、11月
26日（土）に大和市保健福祉セ
ンターで行われた表彰式で、
全文暗唱にてスピーチをした。

クリスマスパーティー
12月22日（木）本校体育館において、英語科主催
のクリスマスパーティーが行われた。参加者は、
オーラルコミュニケーションⅠの科目を履修して
いる１学年普通科、２学年情報経済科の生徒約420
名で、立食パーティー形式でク
リスマスケーキやピザを食べな
がら、この日のために代表生徒
が企画したゲームに興じて、楽
しい時間を過ごした。

KASHIWAGI GAKUEN HIGH SCHOOL

日本学生支援機構私費外国人
留学生学習奨励費の後期受給者
が次のとおり決定いたしました。
経理本科２年 NGO THI NHU HOA
１年 郭 長栄

日頃の学習成果を試すため、毎年この時期に校
内経理実務コンクールを開催しています。本年度
は12月14日（水）に「簿記の部」
「計算能力の部」
「一
般常識の部」の３部門で競技が行われ、それぞれの
部門の入賞者が決定しました。12月19日（月）に表
彰式が行われました。
計算能力
一般常識
簿 記
優 勝
細谷優汰
林 晶晶
柴 武史
準優勝
柴 武史
杉原智幸
吉原利王
インタチャックユキオ
インタチャックユキオ
インタチャックユキオ
３ 位
李 宏斌
余 弟犬
周澤 強
孫 祥程
林 晶晶
林 柳燕
佳良賞
小島智之
陳 恵堅
平田一喜
張
晶

医療情報学科１年生は解剖生
理学で人体の構造について学ん
でいます。その中でペーパーク
ラフトの人体骨格模型
（通称：ボー
ンちゃん）を製作する時間が設け
られました。自分たちで説明書を読みながら、１
つ１つのパーツを時間をかけて完成させていく中で、
骨や関節のしくみが自然と理解できたようです。
完成後は骨組だけでなく、筋肉・臓器など人体の
構造すべてについてボーンちゃんを活用して授業
を展開し、教科書だけではなか
なか理解できなかった生徒たち
が積極的に授業に参加するよう
になりました。

●平成23年11月25日（金）
経理ビジネスエキスパート科
委託訓練６月生
医療事務科
基金訓練９月生
ヘルパー２級・介護事務科

専門学校では留学生を対
象に日本語の授業があります。
日本語学校を卒業してきた
彼らですが、まだまだ知ら
ない言葉や習慣がたくさん
あります。読み書きを覚えるだけでなく、日本人
への疑問も飛び交うのが日本語の授業です。ある
日の授業。「アルバイト先の店長から『君は甘い』
と言われました。私は甘い味ですか？」と。また
ある日は「中国ではデートの時、食事も何もすべ
て男性が負担します。」と言えば、別の学生も「ネパ
ールもそうです。なんで日本は割り勘ですか？」と。
留学生にとって日本での暮らしは不思議があふれ
ています。そんな疑問や日ごろ思うことを文章に
したものを集め『日本語作文コンクール』を実施し
ました。
遠く離れた故郷を懐かしむ、留学生ならではの
作文の一部をご紹介します。
「故里の四季」 経理本科１年Ａ組 程用清
私の生まれたところは福建省の福清市です。私
は今、日本にいます。故郷から離れてもう２年に
なっていましたが、そこの山や水や田園や道路や
民屋など、私の幼い頃見慣れてきたものが悉く懐
かし深いものです。（中略）
夏の故里はみずみずしい多種多様な野菜が出回
ってきますが、母は畑で作られた野菜より野生の
方がうまいといって、近所の婆ちゃん達を誘って
遠いところへそれを採りにいきました。夕方は野
菜を背負って帰ってきた母は休まずに、すぐにそ
の手入れをし始めました。その母の味を懐かしん
で堪りません。（中略）
故里の四季はいつも忘れ
られないことです。そこは
懐かしい母をまた幼時の思
い出があるところで、私の
最愛なところです。
日本語作文コンクール結果
優秀賞
経理本科２年 NGO THI NHU HOA
優秀賞
経理本科１年 余 標
優良賞
経理本科２年 程 用清

●平成23年12月26日（月）
障害者訓練10月生
初級パソコン科
●平成23年12月27日（火）
介護福祉サービス科
委託訓練10月生
経理ビジネス科

●平成23年12月５日（月）
ヘルパー２級・介護事務科
求職者支援訓練12月生
コンピュータ会計実務科

KASHIWAGI BUSINESS COLLEGE

本校では毎年、税務署・市役所でインターンシ
ップを実施してきました。経営経理研究科・経理
本科の学生は、本校で身につけた専門技術の学習
成果を確認し、職業意識を高めるためにインター
ンシップに参加します。
この制度は、本校の特色の一つとして定着して
おり、カリキュラムに組み入れ、履修単位２単位
を認定しています。

今年の干支にちなみ、辰年生まれの先生方に抱負
を語っていただきました。

12月21日（水）に神奈川県庁本庁舎にて、本校の
坂本司校長先生が神奈川県教育の振興に寄与され

榎本先生

た業績を認められ、神奈川県教育委員会教育功労
者として表彰されました。
おめでとうございます。
校長先生から一言
たくさんの方々のご尽力で受賞させていただき、
たいへん感謝しております。中学校23年、県立学
校１年、教育行政13年の37年間の経験を生かし、
大和商業高等専修学校の職員と力を合わせて、よ
り良い学校づくりをしていきたいと思います。今
後もご指導よろしくお願いいたします。

今年度はバレーボール部が全国大会で、男子は準
優勝、女子は優勝することができたので、来年度は、
男子、女子ともに優勝を目標に飛び辰ような１年に
したいです。
須賀先生
今年は昨年に引き続きフットサル部を全国大会優
勝、２連覇を辰のような圧倒的な存在感で成し遂げ
ます。
坂場先生
来年はバスケットボール部の県・全国大会優勝を

功績概要

目指し、意欲的に活動していきたいです。尚、授業
については自分のスキルを磨き、生徒達が奮い辰よ

多年にわたり高い識見と卓越した指導力をもっ

うな授業を心がけていきたいです。

て学校教育に携わり、神奈川県立相模原養護学校
校長等として様々な教育課程の解決に取り組み、
多大な業績を上げるとともに教育行政の分野にお
いても神奈川県教育委員会教育局高相津久井教育
事務所長等として本県教育の振興に寄与された。

今年度の２級ヘルパー講座が１月10日（火）より
２年生を対象として始まりました。これから20日
間の講義と実技の講習があり、その後現場実習が
行われます。終了予定は５月です。ぜひ資格を取
得して３年生の進路活動に繋げてほしいと思います。

11月18日（金）〜25日（金）にて簿記検定特別授業
が行われました。今回も級別からさらに習熟度別
にクラスを分け行なったところ、すべての級にお
いて生徒一人当たりの検定合格数が前年を上回る
ことができました。放課後も意欲的に取り組んで
いる生徒達も数多く見られ、努力の結果が成果と
なってあらわれたと思います。

11月10日（木）にＰＴＡ研修会が行われました。
今年度は中国餃子でした。保護者の方々、みんな
で協力し合い餃子の皮を作り、秘伝のスパイスを
いれ、焼きたての餃子を作りました。皮がパリッ
としていて、中身がとてもジューシーに仕上がり
本場中国家庭料理を堪能することができました。

12月２日（金）、進路活動の一環として、ライセ
ンスアカデミー主催の進路ガイダンスに１年生が
参加しました。進路をもっと身近に分かりやすく
伝えるため、役者による演劇形式の講演会で進路

今後もこのような活動を通じて保護者の皆様の親
交を深めたいと思っておりますのでご参加をよろ
しくお願いします。

や社会について楽しく学び、職業別デモ型ガイダ
ンスで各職業に関連する作業のデモ体験をしました。
進路後に迎える就職を想定し体験をさせることで、
各職業への理解を深め、興味・関心を喚起する良
い機会となりました。

11月19日（土）に大雨、強風の中フットサルポイ
ントマリノス大和フットサル場にて「プラシャツ10
枚争奪cup」という大会に出場してきました。５チ
ームの総当たり戦で対戦相手はすべて社会人でした。
結果は１分３敗でしたが、格上の対戦相手と試合
をすることで、自分たちのプレーができないもど
かしさを経験することができました。この経験を
忘れることなく、今度のトレーニングに向上心を
持って取り組みたいと思います。

YAMATO COMMERCE SPECIAL HIGH SCHOOL

とても短い期間の中で、子ども達一人ひとりが
遊戯・劇・オペレッタと自分でやりたいものを選
び、先生やクラスの友達と一生懸命練習に取り組
んできました。友達同士で声を掛け合って練習す
る姿もあり、行事を通して、子ども達も大きく成
長している面も見られました。子ども達の練習の
成果が十分に発揮されたとてもすばらしいお遊戯
会となりました
保護者の皆様、温かい声援と
拍手をありがとうございました！！

サンタバスがやってきた!!

H24年度 未就園児クリスマス会
わずかな時間でしたが、
たくさんのお友達が遊
びに来てくれました。
大きなサンタさんに少
し驚いてしまう子も
でも優しいサンタさん
に大喜びでした。

12月14日（水）

クリスマス会

12月19日（月）

幼稚園に、子ども達も大好きなサンタさんが
遊びに来てくれました！！今年はサンタさんのお
友達も来てくれました。サンタさんに質問したり、
一緒に写真を撮ったり、素敵なプレゼントもも
らいました。先生達の出し
物やみんなと歌をうたって、
とても楽しい時間を過ごす
ことができました

おもちつき
12月9日（金）

１月10日（火）の幼稚園
の始業式に獅子舞がやって
きました。獅子舞の迫力に
びっくりしていた子ども達
ですが、しっかり頭を噛ん
でもらい、今年一年も元気
に過ごしていけそうです。
保護者の皆様にとっても素
敵な年になりますように！！

TSUZUKIGAOKA KINDERGARTEN

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

新しい年を迎えて
本格的な寒さのなか、皆さまにおかれましては
よい新年を迎えられたことと拝察申し上げます。
さて、新年１番目の行事として、12日（木）に「ふ
れあいパトロール」が実施されました。今年は新し
い試みとして、先生方と役員・保護者が合同で所々
に立って声をかけながら子ども達の下校を見守り
ました。今回参加できなかった方は、是非次回ご
参加下さい。（普段は目にすることのできない下校
の様子が見られます！）
２月25日（土）には、学校隣の大和消防署において、
「普通救命講習会」が行われますので、奮ってご参

『迎 春』
震災から10か月が経ち、新しい年を迎えました。
ゆっくりではありますが、しかし、確実に復
興への歩みを進めているのだと感じています。
専門学校の新年は、春から始まった年度の締
めくくりを意味しているのではないでしょうか。
３月の卒業式・年度の修了まであとわずかです。
春、新しい生活がスタートした時に立てた目標、
思い描いた夢は叶いましたか？何かをやり残し

明けましておめでとうございます
皆様のご健康とご多幸をお祈り致します。本
年も宜しくお願い致します。
昨年は、大地震や大型台風に見舞われ多くの方々
が大変な思いをした年となってしまいました。
新年を迎えても、まだまだ復興していない地域
もあると思いますが、１日も早く通常に暮らせ
るようになってほしいと思います。
今年度初めてPTA役員をさせて頂きました。
少し不安もありましたが、３年生や２年生の役

あけましておめでとうございます
昨年は、東日本大震災による放射能問題など、
保護者の皆様におかれましては、不安を抱えて
の日々が続く１年となりましたが、子ども達は様々
な経験を通して、日々逞しい成長をしています。
12月にはお遊戯会、おもちつき、クリスマス会
などの行事も行われました。ご協力いただいた
皆様には心より感謝申し上げます。
新年を迎え、年長さんは卒園・入学に向け、
年中・年少さんは進級に向け準備を進める３学

柏木学園高等学校後援会
加ください。
（詳細は後援会役員にお尋ねください。）
今年度も第３学期に入り、３年生は卒業まで２
ヶ月をきる中での進路問題で、２年生は修学旅行
準備で、１年生は初めての進級が近づき、学校内
も色々と慌しくなって参りました。子ども達が学
校でより多くのことを学び、多くの友達と出逢い、
有意義な学生生活を送れるように、今年も後援会
役員一同サポートしていきたいと思っております
ので、何卒ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
（23年度後援会会長 金貴浩）

柏木実業専門学校教育交流会

て悔いが残ることのないように、ゴールまでの
時間で総点検をしてみてはいかがでしょうか。
合わせて春からの新生活のための準備も整え
ましょう。
あと２か月、これからの時間を大切にして、
１歩１歩着実に進んで行ってください。
（教育交流会会長 安藤 満）

大和商業高等専修学校ＰＴＡ

員の方々がとても優しく、親切に教えていただ
いたので楽しく過ごす事が出来ました。特に楽
しかったのは餃子作りでした。美味しく頂くこ
とができたので家でも作ってみたところ、たい
へん美味しくでき、子ども達にも好評でした。
３学期も楽しい研修会をやっていきたいと思
います。今後もPTAの活動にご協力宜しくお願
い致します。
（１−D 三國 喜代美）

都筑ヶ丘幼稚園父母の会

期がスタートしました。
本年も先生方と協力しながら子ども達が元気
に園生活を送れ、たくさんの素敵な思い出が作
れる様、父母の会役員一同頑張っていきたいと
思っております。保護者の皆様のご協力をお願
いすることもあるかと思いますが、どうぞ宜し
くお願い致します。
（父母の会会長 伊藤 明美）

平成２４年１月〜３月行事予定表
柏木学園高等学校
1/10 始業式
1/11 ３年短縮４限授業
１.２年統一テスト（短縮４限授業）
1/12 後援会役員会
1/18 漢字コンクール
1/20 短縮６限授業、大掃除
実用英語検定（１年生）
1/22 推薦入試
1/23 1/22分振替休日
1/25 生徒会選挙
1/27 漢字検定（任意受験・放課後）
1/28 全経計算
1/30-2/2 ３年生期末試験
1/30 2年修学旅行事前指導
1/31-2/3 ２年生修学旅行
2/3 １・３年生自宅学習日
2/6-7 ３年生追試
2/9 短縮３限大掃除
2/10 一般入試
学力確認検査
生徒自宅学習日
2/16 ３年生登校日
後援会役員会
2/17 文書デザイン検定
2/19 全経簿記検定
2/24 情報処理技能検定
2/26 日商簿記検定
2/28 ３年生登校日
2/29 ３年生登校日
卒業生を送る会
3/1 ３年生登校日
大掃除
3/2 卒業証書授与式
3/5-8 期末試験
3/9-12 追試
3/13 試験返却
3/15 合格者説明会
3/16 登校日
3/22 大掃除
3/23 終了式
3/26 生徒春季休業開始（〜4/4）

柏木実業専門学校

大和商業高等専修学校

1/4

医療事務科10月生訓練開始

1/5

ヘルパー２級・介護事務科12月生
コンピュータ会計実務科
12月生訓練開始

1/10 経理本科・経営経理研究科・
医療情報学科 授業開始
1/14 学校説明会・体験入学
1/16-20 経理本科・経営経理研究科・
医療情報学科 後期試験
1/19 外国人留学生日本語
スピーチコンテスト
調剤報酬請求事務検定
1/20 医療事務報酬請求事務３級検定
1/21 全経社会常識検定
1/23 医療事務科10月生修了式
医療事務報酬請求事務１級検定
1/28 全経計算実務検定
1/31 自己推薦入学願書受付締切
2/4

全経文書処理検定

2/5

全経税務会計試験
産能大学・短大科目試験

2/19 全経簿記検定
文書デザイン検定
2/25 全経電卓検定
2/26 日商簿記検定
表計算検定
3/9

経理本科・経営経理研究科・
医療情報学科卒業式、
卒業パーティ

3/16 新入学生説明会
経理本科・経営経理研究科・
医療情報学科１年生修了日
3/23 願書受付締切

1/10 始業式、
ＰＴＡ運営委員会、
ヘルパー講習開始
1/11 平常授業開始
1/14 推薦入試⑧
体験学習（福祉⑨）
1/18-24 ３年卒業試験
1/21 推薦入試⑨
全経社会常識検定
1/22 英語検定
1/25 ３年追・再試験
1/28 全経計算実務検定
2/3 卒業判定会議①
選挙管理委員会委嘱式
2/4 一般入試、クラス編成テスト
漢字検定
2/5 全経税務会計検定
2/11 全経ＩＴ活用検定
2/13-17 検定特別授業
生徒会選挙立候補受付
2/16 ＰＴＡ運営委員会
2/19 全経簿記検定
2/20・21 日本語ワープロ検定・
パソコンスピード認定・
文書デザイン検定
2/20-24 期末考査
2/23 卒業判定会議②
2/24 美化デー
情報処理検定・ＨＰ作成検定・
プレゼンテーション作成検定
2/25 全経電卓検定
2/26 日商簿記検定
2/27 追・再試験
生徒会役員選挙
2/28 卒業判定会議③
3/2 生徒会役員委嘱式
3/9 卒業式・謝恩会
3/12 入学説明会
3/13 成績会議①
3/21 成績会議②
3/22 大掃除
3/23 終業式

都筑ケ丘幼稚園
1/4 月謝引落日
1/10 始業式、獅子舞
誕生会（１月）
1/11 懇談会
1/12 避難訓練（地震）
1/16 ケータリング（年長）
1/17 役員会
1/18 24年度新入園児体験保育
在園児休園
1/23 バザー収益による還元ショー
1/25 教員研修会
1/28 横浜市幼稚園教育研究大会
1/30 お楽しみ会
1/31 クッキング保育（年少）
2/1 月謝引落日
2/2 役員会、豆まき
2/3 午前保育
2/5 作品展
2/6 作品展振替休日
2/7 誕生会（２月）、
避難訓練（火災）
2/8 教員研修会
2/9 お店やさんごっこ
2/13･14･16･17 個人面談（午前保育）
2/15 24年度新入園児一日入園及び教材渡し
在園児休園
2/21 クッキング保育（年中）
2/23 観劇会（午前の部）
2/24 父母の会予算総会
3/1 月謝引落日、避難訓練（地震）
3/2 ひなまつり会、
誕生会（３月）
3/5 卒園式予行
3/6 お別れ会
3/7 懇談会（年長）
3/9 午前保育
3/10 卒園式
3/14 懇談会（年中・年少）
3/19 修了式

学 園 本 部
1/10 職員仕事始め
3/2 高等学校卒業式
3/9 専門学校・大和商業卒業式
3/10 幼稚園卒園式
3/下旬 役員会

新入職員紹介
平成23年11月11日付
松山 ひろみ 先生（柏木実業専門学校）

よろしくお願いいたします。

○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 桜
○柏木実業：横山 淑恵・大下久仁子
○幼 稚 園：田中 清花・堀口 実那・

○大和商業：大友あかね・青木美和子
寿乃･川上なぎさ・小室 優・伊藤美紀子・岩田ありさ・根深 希

