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今年は、１年13ヶ月の年である。といっても旧暦での話である。現在、
巷では「閏秒」の存在が取りざたされているが、この存在もおもしろいも
のである。
弥生３月快い季節、季節感を味わうに良い時候である。この四季の存
在は、我々にその都度一喜一憂させる。
四季の区分の方法には、天文学上と気候学上の区分があり、暦の上で
の区分もある。天文学上の春は、３月21日頃の春分から夏至の前日まで。
これに対し気候学上の春は、３月から５月までである。
また、暦の上での春の区分は、２月４日の立春から５月４日の立夏の

旧暦３月の上旬の巳の日のことである。古来中国では、この日、河で身
を清めて不浄を払う習慣があった。これが平安時代に我が国に取り入れ
られて曲水の宴を張り、祓えを行うようになった。この祓えの時に用い
た紙の人形を作り、それに汚れを移して川や海に流し不浄を祓った。各
地にある流し雛の風習がこれである。この風習がひな祭りとして庶民に
広がったのである。ただ、桃の花は「古事記」に登場する。
万葉集には、「春の苑紅にほう桃の花下照る道に出で立つ美人（家持）」
と歌い、桃の花も春の装いの花であった。
中国古代の歌謡集「詩経」に「桃之夭夭 灼灼其華 之子于歸 宜其室家」

前日までを言う考え方と、旧暦で言う１月から３月までの月切りで考え
る方法もある。
この季節感と年中行事との関わりは大きいものであるが、特に農漁文
化の発達した我が国では、この四季の推移が民俗行事の繁栄に左右した
のであろう。
明治５年12月３日（この日が明治６年元日）に太陽暦の採用により、季
節感と民族行事の矛盾が見られるようになり、政府機関の行事が中心の
都市部では太陽暦（新暦）、潮の干満を知るのに便利な漁村のような郡部
は依然として太陰暦（旧暦）が、また自然界の推移が新暦では一致しにく
いという齟齬感もあり、太陽暦を使用しながら節目を１ヶ月遅らせる中
暦と、三種の暦法が使用されていた。これは今なお著しい矛盾を残して
いる。８月15日のお盆の行事もその一つであろう。

とある。乙女子の嫁ぎ行くのを祝福する詩の一節である。
古代中国では、桃の花がいかに美しいとも、その美を詠ったことはない。
他の美麗な花を持つ植物も同様である。花の美しさより、その植物の持
つ信仰的な要素、あるいはそれからくる呪物的な対象物・瑞祥物として
捉えられているのである。
古代文献によれば、「桃」の字音である「兆」は「分かれる」という字義
であり、「始め。きざし。前ぶれ。」という意味である。「桃」の字の持つ
原義は、「妊娠の兆しを示す実のなる木」の意味である。そう考えると「桃
の夭夭たる」も、祝福に満ちて嫁ぎ行き、子どもを持ち、家も繁昌し、
よ
く家庭を治める婦徳のある姿を歌っているのである。仲春の季節が桃の
花の咲く頃であり、それが嫁入りの期節であったのであろう。
桃の花を愛でながら、民俗行事を繙くのも一興である。今年は２度も

３月３日上巳の節句である。日本では桃の節句と称される。上巳とは

春を愛でる閏３月を持つ年である。

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】

−全経税務会計能力検定−

−全経計算実務能力検定−

（平成24年２月５日実施）

（平成24年１月28日実施）

所得税
〈１級〉安藤豊 三堀貴信

〈３級〉野口真琴

〈２級〉川合与志男 石原博信

−全経簿記能力検定−
（平成24年２月19日実施）

戸塚和嗣

（平成24年２月19日実施）
〈３級〉但馬颯太 引地健太 岡崎春安

〈２級〉長井竜平 荒川楓 安藤忠植

〈３級〉石川真 須賀拓人
法人税

〈３級〉我孫子宜弘 角田総 丸山莉加

〈２級〉石塚美知子 白井奈緒

細田直也 綱島健也

モハマドシャヒールカーン
川上美咲 東海林竜大 船橋翔

五味里実 下田麗子
松崎亜希子 戸塚和嗣

大友寛

橋本進一郎 半山茂雄

【柏木実業専門学校】

〈３級〉瀬戸清誠 福地映子 有吉敬

−全経コンピュータ会計能力検定−
（平成23年12月10日実施）
〈１級〉三栖陽子 持田由紀
藤井由美子 島田浩美
〈２級〉高橋晶子 渡邊弘美
市毛ゆかり 倉島あゆみ
木村智子
〈３級〉中島早苗 白井奈緒
杉本恵梨子 白毛美佳
村松映里 田中詩保

新井飛雄馬 野上彗佑

村松映里 西田翔子 半山茂雄

鷹野浩之 花井郁也 細川愛琳
〈４級〉加納大也 齋藤翔太 芝浩貴

消費税
〈１級〉川合与志男 小林清人
齋藤健志 三堀貴信
〈２級〉川本賢 志摩麻利江 下田麗子

小原幸弘 橋本優大

〈３級〉柴武史 BUDDHI BAHADUR GURUNG

西田翔子

【大和商業高等専修学校】
−全経計算実務能力検定−
（平成24年１月28日実施）
〈２級〉水井浩貴

前川恵美

−全経税務会計能力検定−

〈２級〉関水和雄 柏木正成
〈３級〉陳恵堅



前田義幸 吉崎勝尊 青木龍一

小林清人 戸塚和嗣

大熊あゆみ 橘田智沙 有吉敬

（平成24年１月28日実施）

赤尾龍啓 二瓶滉貴 前田佳祐

後藤侑輝 澤田拓弥 堀龍太

石塚美知子 神戸美穂子

−全経計算実務能力検定−

野美里 南部翔輝 山口千笑

白井奈緒 伊藤みちよ

福地映子

荒井明日美 安藤壮洋

溝口颯大 臼居海 川裕人

志摩麻利江 田中詩保

富田優子 磯部ひとみ

関未和 中村幸代 五味里実

菊地るみ 澁澤拓也 下瀬航平

椿啓太 村井幸一 村山護

瀬戸清誠 早田真奈美

林豊 松尾治男 横井久子

岩見谷未稀 大川まい

石塚美知子 川本賢 五味里実

志摩麻利江 下田麗子

川本賢 小林麻美 鈴木彩代

冨田直輔 永島悦樹 橋本優大
細川愛琳 吉田渚

〈２級〉向山和也 内田翔

−全経簿記能力検定−

森和貴 古賀直輝 戸塚和明

（平成24年２月５日実施）
所得税法
〈３級〉遠藤美爽 神山直輝 齋藤翔太
高野美里 竹内達哉 平林一馬

柏木学園高等学校のページ

卒業式が３月２日（金）に挙行された。卒業生代表
として近藤ひかりが答辞を、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
久保 愛美
◎日本私立中学高等学校協会連合会長賞 柏木 美咲
◎全国高等学校定時制通信制教育振興会表彰 安部 真輝
岡崎 春安
◎神奈川県高等学校定通教育振興会表彰 引地 健太
◎産業教育振興中央会表彰
草薙
功
◎柏木学園高等学校後援会長賞
酒井
諒
◎高校生新聞社賞
乳井
健
３年間皆勤者
森 浩太朗
中島友香理
岩澤 友秀
野渡 直人
神村 優斗
前田 大輝
３年間精勤者
江頭 知樹
濱崎亜矢子
俣野
元
松川 正一
太田 隼風
柴田 菜那
梨
豪
中丸 綾香
袴田 途日
松谷 北斗
石井
恵
石原 辰哉
金子 ゆり
平林 杏菜
小股 侑平
乳井
健
高森
崚
引地 健太
佐藤 宏樹
鳥居 拓真

１月18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】 近藤ひかり（３−Ａ） ※満点受賞
【優秀賞】
長畠ほの花（２−Ｂ）
吉川 耀大（２−Ａ）
功刀 裕基（１−Ｂ）
佐藤 千寿（２−Ａ）
【優良賞】
橋 七海（１−Ｃ）
宮地那々実（１−Ｂ）
菊池 倫平（１−３）
丸山 大輝（１−１）
野原明日花（１−２）
【努力賞】
小泉 公人（２−Ａ）
中 由里絵（１−Ｆ）
田 勇輝（１−Ｂ）
庄司 周平（２−４）
鱒沢
勇（３−Ｃ）
小島 未夢（１−Ｅ）
石川 香菜（２−Ｇ）
伊東 将輝（３−Ｃ）
井上ゆかり（２−Ａ）
松川 正一（３−Ａ）
丸山 隆徳（３−２）
市田 一貴（３−Ｂ）
宮下 直紀（１−Ｃ）
久保 愛美（３−Ａ）
藤原 弘章（３−Ｃ）
岩崎 友香（１−Ａ）
鳩間
駿（２−３）
山本 凌平（２−Ａ）
吉田 京樹（２−Ａ）
岩下
唯（３−２）
加藤 宏脩（１−Ｅ）
須 悠太（３−Ｅ）
古橋 光夫（３−Ａ）

12月26日（月）に行われた2011年度北相地区１年生
初心者対象強化練習会男子シングルスにおいて、干
場慎平（１−１）がＢブロックで優勝、河合功貴（１
−Ｊ）がＤブロックで優勝した。
１月９日（祝・月）に行われた北相地区バドミントン
冬季大会男子シングルスにおいて、奥井雅也（２−１）
が準優勝、勝矢怜央（２−Ｂ）が７位入賞した。
また、１月15日（日）に行われた同大会男子ダブル
スにおいて、奥井・野口真琴（２−４）組が準優勝、
海藤翔（２−Ｂ）・勝矢組が４位入賞した。

１月31日（火）〜２月３日（金）に２学年の修学旅
行が、北海道で行われた。
１日目にアイヌ民族博物館見学、２・３日目は
スキー体験、最終日は小樽市内見学という行程を
無事終了した。
今回は、昨年度の沖縄から行き先を移しての修
学旅行だったが、生徒たちは北の大地の寒さにも
負けず、充実した４日間を過ごした。

進路報告−大学合格状況 平成24年2月20日現在
桜美林大学総合文化学群
桜美林大学ビジネスマネジメント学群
桜美林大学リベラルアーツ学群
神奈川大学外国語学部
神奈川大学工学部
神奈川大学法学部
神奈川大学理学部
神奈川工科大学工学部
関東学院大学経済学部
関東学院大学工学部
関東学院大学人間環境学部
関東学院大学文学部
国士舘大学政経学部
国士舘大学法学部
国士舘大学理工学部
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
玉川大学芸術学部
玉川大学工学部
田園調布学園大学子ども未来学部
帝京大学経済学部
帝京大学法学部
帝京科学大学医療科学部
帝京科学大学こども学部
桐蔭横浜大学法学部
東海大学工学部
東京家政学院大学現代生活学部
東京工芸大学芸術学部
東京工芸大学工学部
東京聖栄大学健康栄養学部
東京福祉大学教育学部
日本大学生物資源科学部
日本文化大学法学部
文化学園大学服装学部
文教大学情報学部
横浜商科大学商学部
立正大学経済学部
立正大学文学部
和光大学経済経営学部
和光大学現代人間学部
和光大学表現学部

KASHIWAGI GAKUEN HIGH SCHOOL 

柏木実業専門学校のページ

東日本震災支援報告

平成23年度 卒業式表彰者
平成23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

経 理 本 科 ２ 年 NGO THI NHU HOA

◆高瀬賞

医療情報学科２年 橋 口 祐 弥

金活動を行い、総額３万円をあしなが育英会を通
じて寄付をしました。この寄付金は災害や病気な
どで保護者を亡くした学生に対し、奨学金などの
貸与・給付で進学の支援などのために充てられます。
東日本大震災で犠牲になられた方々に謹んで哀

神奈川県専修学校

◆ 各種学校協会長賞 医療情報学科２年 渡 部

歩

経理本科２年 李

◆全国経理教育協会賞 経営経理研究科２年 陳

記 経理本科１年Ｂ組 林

悼の意を捧げ被災された方々には心からお見舞い
申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り

恵 堅

医療情報学科２年 小 島 智 之
簿

東日本大震災への支援活動として、学校内で募

晶 晶

恵 堅
◆全国経理 計算実務 経営経理研究科２年 陳
教育協会
恵 堅
税務会計 経営経理研究科２年 陳
検定表彰
社会常識 医 療 情 報 学 科 １ 年 高 橋 国 孝

申し上げます。

病院施設見学
入学して１年が経過しようとしている医療情報
学科１年生ですが、今年度の勉強の成果の一つと
して２月17日（金）に医療事務検定を受験しました。
先生と学生と一緒に頑張ってきた内容ですので、
きっと良い結果が出ることでしょう。

文書処理 医療情報学科１年 服 部 俊 也

卒業生からのメッセージ
◆経理本科 NGO THI NHU HOA
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。この２年間、校長先生をはじめ
諸先生方には大変お世話になりました。
◆経営経理研究科 インタチャック ユキオ
私は大和商業高等専修学校から柏木実業専門学
校経理本科へ入学しました。その後、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。講義が進むと専門領域の厚さ、深さに
戸惑い、気持ちが折れそうにもなりました。そん
な時、クラスメイトが私を支え、先生方は時には
厳しく、また時には温かく励ましてくださいました。
柏木実業専門学校でクラスメイトや先生方に出会
えたからこそ、今日、私はこの日を迎えることが
でき、今、この場に立つことができたのだと思い

病院施設見学
昨年10月に入校した求職者支援訓練医療事務科
ですが、１月11日（水）より13日（金）まで、大和市
立病院、横浜いずみ台病院、神奈川県立がんセン
ターへ見学に行きました。それぞれの病院で事務
を担当されている方や医師として働いていらっし
ゃる方にお話を伺い、施設内で普段目にすること
のない所を見学させていただきました。

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。
◆医療情報学科 小島 智之
柏木実業専門学校の医療情報学科で２年間、医
療と介護について学びました。介護福祉施設の就
職も内定を頂き、現在はプロの介護員を目指し研
修中です。柏木実業専門学校医療情報学科第１期
生としてこの２年間の学びを、介護福祉業界に貢
献していく所存です。

 KASHIWAGI BUSINESS COLLEGE

（横浜いずみ台病院）

大和商業高等専修学校のページ

卒業生・保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。３年間で学び得た自信と誇り、共に励ましな
がら歩んできた仲間との絆、お世話になり支えてくれた人々への感謝を忘れることなく、輝く未来に向
かって進んでください。「継続は力なり」
３年Ａ組担任 天野 角一郎
卒業生・保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。自らの判断で様々な事を習得し成し遂げてき
た三年間。これからの人生においても大きな財産になると思います。人との触れ合いを大切に何事にも
前向きに精進してください。「誠心誠意」
３年Ｂ組担任 石川 浩章
大和商業に入学して、検定受験や大学受験など、高校生として数多くの貴重な体験をさせていただき
ました。熱心にご指導くださいました先生方には、心から感謝しております。在校生の皆様、私達は卒
業しますが、これからも色々なことに興味を持ち、自分の考えを持って前向きな高校生活をお過ごしく
ださい。
皆様が卒業される際に、大和商業に入学して良かったと思えるように、自分らしく、楽しい学校生活
をお送りください。「日々感謝、日々努力」
生徒会長
吉田 蓮也

学校長賞
吉田 蓮也

高瀬賞
栗原
累

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
長谷川実利
長井 竜平
宮本 世良
近藤 寿史
〔全国経理教育協会検定表彰〕簿記：児玉 直樹 電卓：木村ケビンユウスケ

全国経理教育協会長賞
橋 桃香

〔全国高等専修学校協会スポーツ奨励賞〕石山 翔太

平成23年度

3学年

進路状況（平成24年2月20日現在）

高千穂大学商学部商学科
横浜商科大学商学部商学科
神奈川工科大学情報学部コミュニケーション学科
柏木実業専門学校
大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校
早稲田学院
町田保育福祉専門学校
横浜テクノオート専門学校
東京ＩＴ会計法律専門学校横浜校
神奈川柔道整復専門学校
など

白芳建設株式会社
横浜総合設備株式会社
健陽会介護老人保健施設きらら
社会福祉法人 敬寿会
株式会社アイシマ
（株）イノベーションオブメディカルサービス
Ａ - Team Group
イオンディライトセキュリティ株式会社
社会福祉法人 緑樹会 ラぺ瀬谷
介護老人保健施設 葵の園 大和
など

ボウリング大会

スポーツデー
１月24日（火）、大和スポーツセンターにおいて、
今年度のスポーツデーを行いました。競技種目は
バスケットボールで、クラス対抗のリーグ戦とト
ーナメントの順位決定戦で実施されました。
当日は小雪の舞う寒い一日でしたが、大寒の厳
しい寒さにも負けず、クラスの勝利のために精一
杯頑張っていました。順位は、次のとおりです。
優 勝 ２年Ａ組
準優勝 ３年Ｂ組
第３位 ３年Ａ組

ヘルパー講習会の実施

２月６日（月）、品川プリンスホテルにおいて、
全国経理教育協会関東地方会主催 全関東ボウリン
グ大会が開催されました。今年度の本校の出場者は、
週に一度の強化練習を桜ケ丘ボウルのスタッフの
指導の下、研鑽を重ねて臨みました。今年度も昨年、
一昨年に続いて優秀な成績をもたらすことが出来
ました。
＜団体の部＞
準優勝 ２Ｂ 臼居 海
１Ｂ 栗原光季

１月10日
（火）から、
２年生福祉コースのヘルパー２
級講習が本校にて始まりました。資格取得はもと
より、より一層のスキルアップを図り、福祉職員
としての誇りと自覚を培ってもらいたいものです。

１Ｂ 高須将人
１Ｂ 松尾 晃
＜個人の部＞
優 勝 ２Ｂ 臼居 海

YAMATO COMMERCE SPECIAL HIGH SCHOOL 

都筑ヶ丘幼稚園のページ

今年も有名な杉山兄弟に来て頂き、シャボン玉
ショーが開かれました。様々な色、形のシャボン
玉に子ども達は大興奮！！プレゼントにシャボン玉
液をもらい、園庭で楽しく遊んでいます。バザー
に携わって頂いたたくさんの保護者の皆様ありが
とうございました。

幼稚園が美術館に大変身！！沢山の方に来て
頂き、子ども達が１年間取り組んだ絵画、製作
を見ていただきました。ホールでの工作コーナ
ーも大盛況で、親子で協力して工作作りに夢中
の様子でした。
園庭では、
職員によるコ
コア・コーン
スープでお腹
も体もポカポ
カになりまし
た。

今年は「ピノッキオ」を観劇しました。
各学年先生達による、趣向を凝らしたお
もしろい出し物に、保護者・子ども達か
ら温かい拍手とたくさんの笑顔をいただ
きました。劇の内容も親しみがあるもので、
楽しい１日を過ごしました。

 TSUZUKIGAOKA KINDERGARTEN

この日は、朝からそわそわしている様子の
子ども達！！各学年オリジナルのお面を付けて
鬼退治を頑張りました。今年は、川和小、川
和東小学校の１年生と夢保育園の年長組、未
就園児のお友達も来て、にぎやかな「豆まき」
となりました。優しい心がいつまでも続きま
すように！
！

「何のお店にする〜？」と子ども達と相談し決
定してから、各クラス工夫して品物作りに取り組
んでいました。保護者の方に協力頂いた廃材が色々
な物に大変身！！「いらっしゃいませ〜」「これく
ださ〜い」と大にぎわい!!買い物バックがパンパ
ンになる程に！
！楽しい１日を過ごしました。

ひなまつり会では、各学年の「おひなさま」を
紹介しました。今年の年長組は、紙粘土と空きビ
ンを使用し、年中組は、紙粘土を手で丸めたコロ
コロしたおひなさま！年少組は、トイレットペー
パーの芯を使用した可愛らしい作品になりました。
みんなで歌をうたったり、先生達の劇をみたり、
部屋ではひなあられ、カルピスでお祝いしました。

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

ご卒業おめでとうございます
３年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
柏木での多くの思い出を胸に、新しい世界へ踏み
込んでいく皆さんに、心からエールを送りたいと
思います。また、保護者の皆さまにおかれましては、
本当にお疲れさまでした。子ども達と共に、泣いて、
笑って歩んできた日々が既に懐かしく感じられます。
そして、何よりもご指導いただいた先生方に心
より感謝申し上げます。
就職、進学とそれぞれ道は違いますが、今まで
以上に厳しい環境になることでしょう。しかし、

卒業おめでとうございます
１年前、皆さんの先輩方は、卒業式の日に食事会
の会場で震災に遭うという特別な体験をされました。
そして今、柏木実業専門学校を卒業する皆さんは、
震災後の混乱した状況の中で戸惑い苦労しながら、
それでも負けずに今日まで立派に学問され、こう
して卒業に至りました。
卒業後皆さんを迎える社会は、震災の影響だけ
でなく様々な経済要因が絡み合って、未曽有の経
済危機といわれる状況で、非常に厳しい環境だと
言わざるを得ません。そこで皆さんは、
「辛抱」
や
「忍

卒業を迎えて
昨年３月11日の卒業式と震災が重なり、誰もが
喜びと不安を感じた日となりました。本校では大
きな被害を受けることなく本年の卒業式をむかえ
られることをうれしく思います。
息子の入学とともに、ＰＴＡの役員を引き受け、
ほかの保護者の方々との交流・研修などいろいろ
な時間を過ごしてきました。学校行事のお手伝い
などでは、子どもの様子を垣間見ることができま
した。子どもは何よりも多感で目の行き届かない
時期であり、友達づきあい、心身の成長を身近で

ご卒園おめでとうございます。
春の訪れが少しずつ感じられる季節になりました。
年長さんは、いよいよ卒園ですね。４月からは、
それぞれの小学校で新しい生活が始まります。幼
稚園で経験した沢山の思い出を胸に、逞しく成長
していってくれるでしょう。
ぶかぶかの制服に身を包み、お母さんから離れ
られずに泣いていた子も、すっかり立派なお兄さん、
お姉さんになりました。これも先生方の温かいご
指導のお陰だと思っています。３年間本部役員と
して園のお手伝いをする中で、沢山の愛情で保育
をする先生方の真摯な姿を、幾度となく目にして

柏木学園高等学校後援会
決して臆することなく、困難に負けることなく、
柏木での学生生活を思い出しながら、常に明るく
前を向いて進んでほしいと思います。
まもなく新しい年度となりますが、後援会とし
て平成23年度の活動は5月の総会にて総括され終了
致します。それまでは、新年度への引継ぎ、新入生・
保護者の受け入れ準備と共に、学校と生徒達のサ
ポートをしっかりと行っていく所存ですので、引
き続き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
耐」といった経験を積んでいくことになるかもしれ
ません。
しかし、この柏木実業専門学校で学んだ知識を
もって、恐れず、ひるまず、前向きにチャレンジ
してください。知識と経験は、皆さんをより豊か
な人間に育ててくれるはずです。
真の柏木実業専門学校生として大いに活躍し、
在校生の憧れとなるような、そんな社会人になる
ことを願ってやみません。
（教育交流会会長 安藤 満）

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
見ることができ、とても良かったです。
この３年間は、長いようで短い日々でした。卒
業してもOBとして、これからもお手伝いをしてい
きたいと思います。先生方、３年間の親子共々至
らない点が多々あったと思いますが、お世話いた
だき感謝いたしております。ありがとうございま
した。
保護者の皆様、今年度もPTA活動にご協力いた
だきまして、ありがとうございました。今後とも
よろしくお願いします。（PTA副会長 齋藤 裕子）

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
きました。卒園時の保護者を代表して、心より御
礼を申し上げます。
また、23年度父母の会の活動は、天候に左右され、
例年通り行うことのできない行事もありましたが、
保護者の皆さまのご協力のお陰で無事終えること
ができました。本当にありがとうございました。
最後になりますが、この１年間、常に私をサポ
ートしてくれた本部の仲間達、私の些細な言葉に
も真剣にこたえて下さった先生方に、心より感謝
申し上げます。ありがとうございました。
（父母の会会長 伊藤 明美）



平成２４年３月〜５月行事予定表
柏木学園高等学校
3/1

３年生登校日

柏木実業専門学校
3/3

コンピュータ会計実務科
ヘルパー２級・

１．２年生短縮授業
介護事務科12月生 修了式

大掃除
卒業証書授与式

3/5

3/14 自宅学習日

4/6

入学式

4/19-20 宿泊研修（１年）
4/19 健康診断・歯科検診（２年）

3/15 産能大学・短大説明会

3/23 願書受付締切
4/6

歯科検診（午前）
尿検査

始業式、前期授業開始

4/13 健康診断（午前）
4/9

経理本科・経営経理研究科・
医療情報学科 入学式

平常授業（午後）
4/17 尿検査
4/19・20 １年オリエンテーション

4/13 健康診断

4/20 ２・３年オリエンテーション

都筑ケ丘幼稚園
3/1
3/2
3/5
3/6
3/7
3/9
3/10
3/14
3/15
3/19
4/2
4/6
4/7
4/9
4/10
4/11
4/16
4/17
4/18
4/19
4/23
4/24
4/25
5/1
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/14
5/15
5/16
5/17
5/18
5/21
5/22
5/23
5/24
5/25
5/28

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）
H24年度月謝引落日（進級）
修了式（午前保育）
横浜型預かり保育開始（進級園児）
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
正課指導開始 年長･年中（体育・英語）
役員会
対面式
教員研修会
月謝引落日
内科検診
保育参観日（年長）
保育参観日（年少）
保育参観日（年中）
父母の会決算総会
内科検診
誕生会（５月）
面談日、新任研修
歯科検診
夕涼みリーダー会
役員会
お楽しみ会
教員研修会
歯科検診
夕涼み会実行委員会
避難訓練（午前）
講演会（療育センター）
5/29 ケータリング（年長）

学 園 本 部

4/24 尿検査
4/27 生徒総会①

３者面談（３年）
（〜６月）
4/22 産能大学・短大科目試験
4/23 医療・調剤事務科 入校式

5/16 生徒総会

5/22-25 中間試験

個人写真
4/12 平常授業開始

4/27 健康診断（１.３年）

5/18 生徒総会

教科書販売、個人写真

医療情報学科１年生 修了日

4/10・11 オリエンテーション

後援会総会

入学式

4/10 対面式、部活動紹介

4/11 時間割発表、教科書販売

4/26 歯科検診（１.３年）

5/12 公開授業

始業式、写真撮影

3/16 経理本科・経営経理研究科・

4/20 社会見学（２.３年）

5/7

辞令交付、職会

4/6

個人写真

3/23 修了式

始業式

4/2

4/9

3/19-22 追認試験

4/5

3/15・16 ヘルパー

卒業パーティ

3/15 登校日

3/26-4/4 生徒春季休業

進路体験フェアー（１年）

経理本科・経営経理研究科・ 3/23 終業式
医療情報学科 卒業式

3/13 登校日

大掃除

卒業式・謝恩会

3/22 大掃除、ヘルパー

3/9

3/12 追試験

3/16 登校日

3/9

介護ヘルパー・介護事務科
簿記会計実務科３月生 入校式

3/5-8 第３学期期末試験
追試験

生徒会役員委嘱式

3/6・7 ヘルパー

3/12 入学説明会

１．２年生自宅学習日

3/9

3/1-5 再試験
3/2

卒業式予行演習

3/2

大和商業高等専修学校

5/11 医療事務科２月生 修了式

5/1

木曜日授業

5/2

金曜日授業

5/11 尿検査（再検）
5/19 電卓検定
5/21-24 中間考査

5/24・25 研修旅行

5/24 美化デー

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
3/22 役員会
4/1 辞令交付式
4/6 高等学校入学式
4/7 幼稚園入園式
4/9 専門学校・大和商業入学式
5/中旬 現況調査（予定）
5/下旬 役員会

○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

○大和商業：大友あかね・青木美和子・永田 幹治

○幼 稚 園：田中 清花・堀口 実那・

寿乃・川上なぎさ・小室 優・伊藤美紀子・岩田ありさ・根深 希

