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新体育館完成予想図

柏木学園高等学校

全国高等専修学校体育大会 女子バレー優勝

大和商業高等専修学校

− 敬愛・慈愛の心 −
初夏、御茶ノ水駅に10名ほどが集まった。これは40年前に日中友
好という名の下に訪中した仲間達である。当時は文化大革命の終焉
を迎え、厳しい統制の中で友好を交わした覚えがある。数年ぶりに
会い、旧情をあたためるのである。
再会を喜び、関東大震災の復興橋梁として昭和の初めに架けられた
神田川の景観に美しく映えたアーチ型の聖橋を渡り、都会の中にぽ
つんと森影を漂わせる湯島聖堂に降りていった。ここは我が国の学
校教育の原点である。
その昔、徳川五代将軍綱吉が儒学の振興を図るために、もともと
儒学者林羅山の私邸にあった私塾（孔子廟）を、この湯島の地に移し
たところから始まった。いわゆる、後の「昌平坂学問所」である。
明治に入り新政府の公教育の方針の下、儒学振興は歴史を閉じ、
この地に東京師範学校等の設立とともに、近代教育の発祥に繋がっ
たのである。
大成殿の殿内に入ると、中央の逗子に儒学の祖孔子像が祀られて
いる。そしてその左右には、孟子、顔子、曾子、子思の四賢子が見
える。この孔子像は、30センチ位であるが、中国明朝末期に日本に
亡命した儒者朱舜水が携えてきたものであるという。朱舜水という
と水戸光圀との親交が厚く、「後楽園」という名称も朱舜水の助言を
得て光圀が名付けたのである。范仲淹の「岳陽樓記」の中の「天下の憂
いに先だちて憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ。」という上に立つ
者の守るべき「先憂後楽」の態度を述べた文章からの命名である。
学生時代に時折この聖堂に来て講義を聴いた。当時殿内の孔子像は、
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月に１日だけの公開であり、其れを目当てに聖堂を訪ねた。
父が漢学を研究していた関係で、幼い頃から論語の素読をさせら
れた。
「色難し。事あれば弟子、其の労に服し、酒食あれば先生に饌す。
すなわち是を以て孝と為さんや。」
机の傍らに座り、最初に暗記した文である。
父は明治の生まれで厳格であった。そのせいか礼儀には敏感であり、
夕食も父の帰るのを待ち、また父の食事の終わるまで席を立たなか
った。
親を敬愛し、目上を敬い、後輩を慈愛してきたこの教えは、古来
より我々は守ってきたのではないか。我々は儒教の教えを古来から
受け継ぎ、その教えを守ってきた。
最近、「絆」という言葉を耳にする。古来より受け継ぎ守ってきた
ものを取り戻そうと必至になっている。「先憂後楽」の思想であり、
孔子の「孝弟仁義」の教えである。
論語に「子曰く、弟子、入りては則ち孝、出でては則ち弟、謹し
みて信あり、汎く衆を愛して仁に親しみ、行ないて余力あらば、則
ち以て文を学べ。」とある。この教えをみんなが持てたらと思う。
殿内の孔子の像を眺めながらこのことを想った。
私たちは湯島聖堂を後にし、神田明神にお参りし、再び聖橋を渡り、
ニコライ聖堂、神田の書店街を訪ね、嘗て留学中の周恩来が足蹴無
く通ったという神保町の中華名菜の門をくぐった。

各種検定合格者
【柏木学園高等学校】
−文書デザイン検定−

−全経文書処理能力検定 −

（平成24年７月１日実施）

（平成24年６月30日実施）

〈２級〉宮坂脩平

石川里穂奈

手塚由加李
〈３級〉安部竣哉

池田翔

内田颯太

中濱美里

森田亜希穂

君島拓馬

佐藤智也

鈴木康樹

吉原正輝

和田恭資

北村光

〈２級〉東城裕子

勝矢怜央

〈３級〉王鵬飛

石井遥佳

小清水綾

内田真人

塙湧也

田口沙耶
伊藤和樹

山崎航希

渡辺直哉

中山裕貴

柚木将弘

久保千明

山正美

（平成24年７月８日実施）
中川徳子
金

敏

堀内展子

云

尾島久栄

齋藤美智代

高橋教子

長島綾子

舟木有紀子

大矢恵理子

比企野義孝

（平成24年７月24日実施）

〈２級〉小田竜平

加藤宏脩

〈３級〉小林政憲

押野愛咲子
榎本萌香

貝賀祐介

綱島健也

伊東和樹

黒田健太

岩永未来

向山和也
山本恵美

勝矢怜央

千葉燿

石井圭介

佐々木エリカ

大柴悦美

中根初江

石原魁

石井遥佳

【大和商業高等専修学校】
−日本語ワープロ検定−
（平成24年７月１日実施）
〈２級〉今川隆

荒川楓

〈凖２級〉臼居海
〈３級〉松尾晃

砂押浩介
溝口颯大

師亮

安藤忠植

二神優

手塚由加李

浅沼優希

内田真人

須藤瞳

−文書デザイン検定−

堀口裕哉

山崎航希

渡辺直哉

（平成24年７月１日実施）

伊藤誠也

鍛冶明代

亀沢諒

中山裕貴

根本文哉

畑中和則

船橋佳奈

−全経電卓計算能力検定−
（平成24年７月14日実施）
〈３級〉加藤和浩

〈３級〉吉良緩

小浦千鶴

下瀬航平

内田翔

吉原正輝

中村亮太

加納大也

−全経簿記能力検定−

〈３級〉神山直輝

古賀竜輝

冨田直輔

永島悦樹

竹内達哉

角折英臣

佐々木千笑

村上瀬怜菜

中村亮太

籾山凌

加藤敦也

砂押浩介

慶徳和磨

〈４級〉小椋海斗

塙湧也

〈１級〉平松大心
〈２級〉宝田あゆ美

小林亮太

菊地優希

細川愛琳

森和貴

〈３級〉菊地智哉

齋藤勇貴

孫

鈴木久信

戸塚和明

芝浩貴

〈４級〉池田若菜

岩崎拓真

家政翔

佐藤裕一

松涼太

松田涼

山岸英之

山田誠

木本絢矢

久保優希

山口千笑

橋萌

−パソコンスピード認定試験−
〈３級〉エスタバラヤアレンアクセルソルダ
臼居海
〈４級〉久保優希

齋田柚梨

宝田あゆ美
中村亮太

本多一真

大久保美紅
平松大心

溝口颯大

坂本亮太

鈴木しおり

菅原勘太

高見澤蓮
宮崎啓祐

川島輝哉

佐々木直哉
藤崎蓮

山口信介

加藤梨奈

西條雅人

伊従恭

齋田柚梨
奈良怜奈

本多一真

江良安紗美

田中直人

川平奈月

小村彩夏

長田愛夢

福原広輝

（平成24年７月８日実施）

前田章稀

二瓶美咲

西川結

−全経電卓計算能力検定−

小清水綾

〈２級〉土屋愛

〈３級〉吉良緩

（平成24年７月14日実施）

中野千花子

由里絵

東城裕子

宮坂脩平

落合由姫

〈３級〉中

中川徳子

松前谷大地
岸田麗夫

平松大心

二神優

（平成24年７月８日実施）

（平成24年７月８日実施）
山田皓太

花井郁也

山美緒

〈２級〉師亮

−全経コンピュータ会計能力検定−

黒田健太

熊本夏海

呉敬洋

趙金

堀内展子

久保田燎

二神優

松尾晃

佐藤龍

−全経簿記能力検定−

−情報処理技能検定−
〈１級〉富崎菜津子

藤井大樹

〈２級〉栗原光季

菅原将太

押野愛咲子

原里花子

（平成24年７月８日実施）

〈３級〉高山美咲

日下直也

高城航

定行翔太

デルカウイ羽沙真

−情報処理技能検定−

齋藤正実

長井竜平

川上航佑

遠藤匠

川裕人

師亮

橋国孝

〈２級〉王云

山本恵美

安藤忠植

〈５級〉吉永真大

表計算

〈１級〉岸田麗夫
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本川直樹
斉田智則

ファンティエンフィロン

武藤直輝

吉見北斗
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神奈川大会報告・硬式野球部

陸上部大会報告

第94回全国高等学校野球選手権神奈川大会にお
いて、本校硬式野球部は７月16日（祝・月）の２回
戦から登場し、霧が丘高校に９対６で勝利した。
続く19日（木）に行われた３回戦では戸塚高校と
対戦し、健闘したが８対１に終わった。
両日共、炎天下の中での試
合だったが、生徒有志・吹奏
楽部・教員で結成した応援団
や、後援会の方々などが精一
杯声援を送りながら観戦した。

７月23日（月）24日（火）に行われた北相地区陸上
競技大会において、藤野一俊（３−１）が1500ｍと
5000ｍで５位、大塚千波（３−Ｆ）が走り幅跳びで5
位で入賞した。
８月25日（土）26日（日）に行われた神奈川県新人
戦西地区予選大会において、阿部優気（２−４）が
400ｍで12位、加山絵里菜（２−Ｃ）が円盤投げで14
位になり、県大会出場を決めた。

私学展
７月16日（祝・月）に神奈川県下の私立中学・高
等学校が一堂に会して行われる学校紹介イベント「2012
神奈川全私学展」において、本校も展示ブースを設
け、多数の来場者を迎えた。
また、各校のクラブ活動の成果を披露するステ
ージイベントに今年も本校ダンス部が参加し、ダ
イナミックな演技で好評を博した。

短歌書道部大会報告
８月12日（日）に行われた第36回高等学校総合文化
祭・富山大会の吟詠剣詩舞部門において、佐藤和
哉
（３−A）、眞田英知
（３−A）、久保克拓
（３−A）、
小島瑛理矩（３−A）、斉藤瑞希（２−Ａ）、岩崎友
香
（２−Ａ）、山田陽菜
（２−Ａ）
、丹治恭介
（２−Ａ）、
金子幹弥（２−１）、早川文子（２−１）が文化連盟
賞を受賞した。
８月27日（月）に行われた短歌結社第15回全国大
会において、濱谷美代子教諭が優秀作品賞天賞、
早川文子（２−１）が佳作３位賞を受賞した。
第43回神奈川県高等学校書道コンクールに短歌
書道部と有志生徒が出品し、団体の部において本
校が５位学校奨励賞を、創作の部において角田光
希（３−Ｆ）が７位全日本書写書道教育研究会賞を、
佐藤美穂（３−Ｃ）、大塚千波（３−Ｆ）、今野友博
（３−Ｇ）、篠原ゆみり（３−Ｇ）、丹治恭介（２−Ａ）、
佐藤祐大
（２−Ｃ）
、金子幹弥
（２−１）
、齋藤優作
（２
−５）、土橋亮太（２−６）、内堀直美（１−Ｃ）が奨
励賞を受賞した。

短歌大会報告
第12回杉原ウィーク2012・短歌大会において、
森山沙耶（３−Ｄ）、岡田美里（２−Ｈ）が勇気賞を、
小平太一（２−Ｉ）、西出彩織（１−Ｄ）が佳作を受
賞した。

バドミントン部大会報告
８月23日（木）に行われた北相地区夏季新人大会
学校対抗戦において、今市輝希（２−B）、谷口貴宏
（２−A）、田勇輝（２−Ｃ）、河合功貴（２−Ｇ）、
長井拓稀（２−Ｃ）、三田涼太（１−Ｄ）が６位入賞
した。

水泳部大会報告
７月24日（火）〜26日（木）に行われた関東高等学
校水泳競技大会に山内沙也香（１−D）が出場し、飛
板飛込で11位、高飛込で10位という成績を収めた。
７月31日（火）に行われた第29回北相地区高等学
校水泳選手権大会において、池田謙太（１−１）が
男子100ｍ自由形で４位入賞、100ｍバタフライで
４位入賞した。
８月26日（日）に行われた第41回北相地区水泳競技
大会において、大西優（２−Ｈ）が男子50ｍ自由形
で５位入賞、男子50ｍバタフライで６位入賞、男
子100ｍ自由形６位入賞、増田光太郎（１−Ｄ）が男
子50ｍ自由形で６位入賞、男子50ｍ背泳ぎで５位
入賞、池田が男子100ｍ自由形で５位入賞、男子
100ｍバタフライで３位入賞、男子200ｍバタフラ
イで２位入賞した。また、団体として、男子総合
で５位入賞した。

軽音楽部大会報告
８月４日（土）に行わ
れた第12回高等学校軽
音楽コンテスト神奈川
県大会において、本校
軽音楽部が連盟会長賞
を受賞した。

かるた全国大会報告
８月９日（木）〜12日（日）に行われた全国高等学
校総合文化祭・富山大会小倉百人一首かるた部門
において、中山明穂（１−Ａ）が神奈川県代表チー
ムとして参加した。４回戦まで進出したが、惜し
くも決勝トーナメント進出を逃した。

体育祭クラス旗学校長賞
６月25日（月）に行われた体育祭のために各クラ
スが作成・披露したクラス旗を、保田完次校長が
審査し、２年Ｆ組、２年１組、２年５組が学校長
賞に選出された。

学校説明会のお知らせ
①10月27日（土）
②11月10日（土）
③11月23日（金）
④12月１日（土）
⑤12月８日（土） いずれも９：30 〜（要予約）

予約・お問合せ

TEL 046-260-9011

KASHIWAGI GAKUEN HIGH SCHOOL 

柏木実業専門学校のページ

簿記・電卓・珠算大会出場
７月16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、電
卓の部に４名の学生が出場しました。
結果は、惜しくも入賞を
逃してしまいましたが、次
回につながる成績を残せま
した。リベンジに燃える学
生は、すでに自主トレに励
んでいます。

教育交流会・同窓会

総会開催

仕事のまなび場
７月26日（木）、27日（金）の
２日間に仕事のまなび場が催さ
れました。
会社経営を理解するためのマ
ネジメントゲーム、社会人とし
て役立つビジネスメールの作成
方法など充実した内容でした。
真剣な眼差しで聞き入る参加
者に向けて、担当の講師の先生
も熱のこもった弁舌をふるって
いました。

医療情報学科 普通救命講習

７月22日
（日）
、研修センターにて教育交流会総会・
柏木学園同窓会総会が盛大に行われました。当日
は懐かしい顔ぶれが揃い、
現役時代の話題に花が
咲いていました。また、
参加者全員の記念撮影
に一苦労する場面もあ
りました。

７月17日（火）
に大和市消
防本部救急救命課における
普通救命講習会が開催され、
１年生が参加し、心肺蘇生
法とAEDの使用方法を学
びました。
本番さながらのスピードと緊張感に学生は熱心
に講習を受講していました。

医療情報学科 けいゆう病院実習

神奈川県専門学校体育大会
バスケットボールの部出場

７月30日（月）から８月24日（金）の４週間、医療情
報学科２年巻島咲代が病院実習を行ってきました。
受付業務を丁寧に教えていただき、実際に患者様
と接する機会もありました。とても充実した実習
になったようです。

学校説明会＆体験入学
７月2 3日（ 月 ）
・８月
３日（金）の両日、学校
説明会および体験入学
が実施されました。
会計ソフトを使用し
て企業の健康診断書を
作成したり、実習を通して介護の仕事について学
んでいただきました。
大変熱心にメモをとる姿も見受けられ、参加者
各人が有意義な時を共有できたようです。
今後の予定は９月2 9日（土）、12月１日（土）、１月
19日（土）ですが、学校見学・体験入学は随時受付
けております。お電話、Ｅメールにてご連絡下さい。

Ｔ Ｅ Ｌ：046-261-0158
Ｅ‐mail ： jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

 KASHIWAGI BUSINESS COLLEGE

８月７日（火）から20日（月）に第21回神奈川県専
門学校体育大会が伊勢原市総合公園体育館など各
会場にて開催されました。本学は14日（火）、前年
と同様にバスケットボールの部に出場し、残念な
がら58対51と大接戦の末、横浜テクノオート専門
学校に敗れてしまいました。しかし、精一杯戦っ
た後の爽やかな汗が眩し
く感じられました。
なお、今回からオフィ
シャルも務め、審判の補
佐としての合格点をいた
だくことができました。

紅 葉 祭
大和商業高等専修学校と合同で９月21日（金）に
紅葉祭が行われました。来場者には、以下の出し
物でゲームを楽しんでもらったり、作品制作や語
学講座で異文化に触れてもらいました。また、人
体模型のあまりのリアルさに驚きの声があがって
いました。
経営経理研究科１年 ダーツ
２年 外国語教室
経理本科
１年 輪投げ・射的 ２年 中国切り絵・中国結び
医療情報学科１・２年 人体模型展示

入学願書受付開始
10月１日（月）より願書受付が開始されます。
詳細について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
Ｔ Ｅ Ｌ：０４６−２６１−０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

大和商業高等専修学校のページ

第22回全国高等専修学校体育大会
第22回全国高等専修学校体育大会
７月24日（火）から27日（金）の４日間にわたって、第22回全国高等専修学校体育大会が今年も山梨県の富
士北麓公園をメイン会場として行われました。今年からは「一心常勝」をテーマに掲げ、各部活動とも全国
大会に向けて、限られた時間や場所の中で熱意を持って日々練習を重ねてきました。結果として、女子バレ
ーボール部のみの優勝でしたが、これまでの過程において個人、組織ともに大きな成長が出来たと感じてい
ます。次年度は各部活動が優勝できるよう気持ちを新たに、学校生活、部活動へ取り組みたいと思います。

団体

女子バレーボール部
フットサル部
男子バスケットボール部

優 勝
準優勝
準優勝

男子バレーボール部

準優勝

男子卓球部団体

第三位

女子バレーボール部

フットサル部

陸上部

男子バスケットボール部

大会新記録

個人

女子砲丸投げ

優

勝

舘下

愛美

男子走り高跳び
女子走り高跳び
女子走り幅跳び
男子走り幅跳び
女子800ｍ
女子100ｍ
女子400ｍ
男子砲丸投げ

優 勝 南部 翔輝
優 勝 岩見谷未稀
優 勝 岩見谷未稀
準優勝 南部 翔輝
第二位 姉川
楓
第三位 岩見谷未稀
第三位 姉川
楓
第三位 松岡 時生

救命救急講習
３年福祉ビジネスコースの生徒たちが「心肺蘇生
法」と「ＡＥＤの使用法」を中心に応急手当を学び
ました。座学では応急手当の説明を受け、実技で
は事故現場に遭遇したことを想定し、心肺蘇生を
行いました。特に胸骨圧迫は30回連続で、リズム
よく続けなければならないため、生徒たちは汗を
流しながらの講習となりました。そして約３時間
の講習を経て普通救命講習修了証を手にすること
ができ、進路活動に活かされることも期待したい
です。

防犯活動報告

インターンシップ
７月９日（月）〜13日（金）に都筑ヶ丘幼稚園のイ
ンターンシップと自衛隊の施設見学が行われ、2・
３年生の20人が参加しました。都筑ヶ丘幼稚園では、
初めて先生と呼ばれた事で、仕事の厳しさと、社
会に出たときの責任感を体験することができました。
また、自衛隊では普段、間近で見ることができな
い施設を見学することで、自衛隊の仕事を身近に
感じることができ、スケールの大きさをあらため
て実感しました。

簿記電卓競技大会
７月16日（祝・月）に、（社）全国経理教育協会関東
地方会主催簿記・電卓・珠算大会が行われました。
代表の選手は１年前から練習してきましたが、結
果は簿記・電卓の両部門ともに準優勝でした。こ
の結果に満足せず、来年度こそは優勝に向けて更
に練習に励んでいきたいと思います。

大和市内の犯罪抑止及び地域住民の防犯意識向
上を目的とし、生徒会生徒及び有志生徒で結成さ
れた防犯ボランティア部の第２回目の活動が７月
13日（金）に実施されました。今回の活動は、初め
入学願書受付開始
に警察官の方々より映像を見ながら警察官の仕事
や組織などについての講義をしていただきました。 総合ビジネス科
その後、防犯ベストを着用して学校近隣をパトロ
推薦入試受付 10月１日（月）〜１月18日（金）
ールしながら、防犯が必要な場所などを確認しな
一般入試受付 １月21日（月）〜２月１日（金）
（体験入学）９月29日
（土）、
10月６日
（土）、
10月20日
（土）
がら歩きました。生徒からは「街灯が少なく夜間
11月10日
（土）
、
11月24日
（土）
、
12月８日
（土）
、
１月12日
（土）
の出歩きは非常に危険。車道が狭いから歩くのが
（要予約）
大変。植木等で死角が多いから犯罪が起こりかね
TEL：0 4 6 - 2 6 2 - 0 1 2 2
ない家があった。」などの声が聞かれました。

YAMATO COMMERCE SPECIAL HIGH SCHOOL 

都筑ヶ丘幼稚園のページ

夕涼み会

プー ルあ そ び
子どもたちが大好きなプー
ル遊びを行いました。年少

１学期締めくくりの
行事 夕涼み会 を今年

さんは初めてのプールでワ
クワクドキドキ！お友達と
水をかけ合ったり、楽しく水

は川和神興保存会の
皆さんに参加していた
だきました。お囃子の
演奏を聞いたり、おみ
こしを見たり、盆踊りではお囃子に合わせて、お

遊びをしていました♪
年中さん、年長さんは
ボールを使ったり、顔に

祭りムードが更に高まりました。

水をつけてもぐってみた
りと様々なことに挑戦し
ている姿が見られました。

今後のイベントスケジュール

今年は天候が悪く、ホー
ルで盆踊り、保育室での
模擬店となりましたが、
思い出に残る素敵な１日
になりました。父母の皆
様ご協力ありがとうござ
いました。

願書配布 10月15日（月）より
平 日 9：00〜16：00
土曜日 9：00〜13：30
入園説明会 10月15日（月） ホールにて
10：30〜
来年度入園希望の未就園児保護者を対象に
説明会を行いました。

11月１日の願書受付に際しての説明や質問をお受けします。

願書受付 11月１日（木）
優先対象 在園児・卒園児の弟妹、卒園者のお子様
カンガルーランド在籍者、近隣・地域枠等

園内の見学は随時行っております。
（要電話連絡）045-941-2023

§

 TSUZUKIGAOKA KINDERGARTEN

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

後援会役員になって
この春、平成24年度後援会がスタートしてか
ら早いもので、もう秋の行事へ向けての準備が
始まりました。
総会・バス研修・体育祭・部活動応援等に参
加をしてきました。どの行事も、失敗がないか、
間違いがないか、不安と緊張で眠れないことも
多々あります。
体育祭は、天候が悪くとても肌寒い日で、い
つ中止になるかと気を揉みました。しかし、競
技に向かう生徒の真剣な顔を見ると不安も寒さ
も吹き飛び、雨が降らないことを願うばかりで

実りの秋
長く暑い夏が終わり、勉学に励むのに最適な
季節がやってきました。学生の皆さん、前期試
験の結果はいかがでしたか。より良い結果を出
そうと一所懸命に試験勉強をしていた姿は、大
変素晴らしく、私の胸を打ちました。
夢や目標をもつと人間は強くなります。なぜ
ならば、夢を実現させよう、目標をクリアしよ
うと努力するからです。身近な例で言えば、夏
のオリンピックや高校野球の選手たちを思い出
してください。彼らは、幼少の頃にその競技と
出会い、将来は一流選手として大舞台で活躍す

二学期を迎えて
今年も予報通りの暑い夏でした。そして、日
本を更に熱くしたのが『ロンドンオリンピック』。
メダルを目指し競技に挑む選手の真剣な姿に心
から感動しました。目標を持つのは本当に素晴
らしいことです。生徒の皆さんも夢や目標に向
けて、有意義な夏休みを過ごされたことと思い
ます。これからも更に自分を磨き、将来を見据
え、一歩一歩進んでいってほしいと願います。
さて、９月21日（金）22日（土）に『紅葉祭』

運動会・バザーに向けて
空の高さを感じる季節となりました。楽しかっ
た夏休みも終わり、園内では子ども達の明るく元
気な声が響きわたり賑やかさを取り戻しています。
子ども達は10月６日（土）の運動会に向けて先生
方と一体となり、残暑の残る中一生懸命練習の毎
日です。
父母の会の活動については10月13日（土）に開催
するバザーに向けて準備を進めております。当日
は皆様にご協力を頂きました寄贈品コーナー、模

柏木学園高等学校後援会

した。
部活動の試合も観戦させていただきました。
本当に一生懸命な姿に、ただ感動の一言です。
最近は忙しい日々が坦々と流れる中で、これ
ほどの感動と活力を得たことはありませんでし
た。気持ちが満たされ、幸せな気分になれまし
た。この思いを持って、これからも後援会の活
動の原動力にしたいと思います。
皆様のご協力に感謝です。
（平成24年度後援会会長 柚木貴子）

柏木実業専門学校教育交流会

るのだと心に誓い、日々練習に励んで頂点に立
ったのです。
「ローマは一日にして成らず」という諺にも
ありますが、何事も努力なしに、短時間で成し
遂げることはできません。皆さんはとても有能
な方々ですが、今回の成果に慢心せずコツコツ
と努力することを忘れないでください。
まもなく後期スタートの10月です。ひとつで
も多くの資格を得られるよう友人たちと学び続
け、実りの秋を満喫しましょう！
（教育交流会会長 安藤 満）

大和商業高等専修学校ＰＴＡ

が行われました。クラスごとに模擬店やゲーム
など趣向を凝らした催し物でお客様を迎え、ま
たホールでの催し物は、軽音楽部の演奏や、ミ
スター大商・ミス大商など生き生きとした生徒
の姿が見られました。ＰＴＡでは、揚げ物屋を
行いました。11月15日（木）には、ＰＴＡ主催の
研修会が行われます。詳細は後日配布します。
是非皆様ご参加下さい。お待ちしています。
（ＰＴＡ２学年 木村清美）

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
擬店やゲーム、先生方のアトラクション等を行う
予定です。皆様お誘い合わせの上是非ご来園下さい。
（父母の会会長 森川 由美）
出店・模擬店予定
（食 品）やきそば・フランクフルト・おにぎり・
からあげ・チョコバナナ
（ゲーム）宝つり・スーパーボールすくい・ボーリング
（先 生）カレーライス・ポップコーン
（Ｏ Ｂ）コーヒー・アクセサリー・フライドポテト
※川和太鼓・川和高校吹奏楽部による演奏



平成２４年９月〜１
１月行事予定表
柏木学園高等学校
9/3

始業式

9/3

防災訓練
9/5

柏木実業専門学校
防災訓練
介護ヘルパー科６月生修了式

防災訓練予備日

簿記会計実務科６月生修了式

9/10 -14 短縮45分授業
介護ヘルパー科９月生入校式

9/13 後援会役員会

9/16〜 就職採用試験

簿記講習会開講
9/11-14 専門課程生 前期試験

9/26 文化祭準備（５限目）

始業式

9/4

平常授業開始

9/6

ＰTA運営委員会

9/7

第３回ボランティア

9/21-22 紅葉祭

9/21・22 紅葉祭

9/28 文化祭１日目
9/29 文化祭２日目

9/22 全経社会常識検定

10/1 文化祭振替休

9/29 学校説明会＆体験入学

10/4 陸上競技会準備

10/1 専門課程生 願書受付開始

10/5 陸上競技会
10/9 中間試験日程発表
陸上競技会予備日

9/28 生徒集会
9/29 ③体験入学
10/6 ④体験入学・計算実務検定

9/19-21 医療情報学科 企業見学

9/27 文化祭準備

10/9-12 中間考査
10/11 日本語ワープロ、
スピード検定
10/12 文書デザイン検定、
美化デー
10/14 英検
10/16 情報処理検定・HP検定
プレゼンテーション検定
10/19 第４回ボランティア

10/2 医療事務科10月生入校式

10/20 ⑤体験入学・電卓検定

10/6 全経計算実務検定

10/26 生徒集会
10/28 全経税務会計検定

10/12 文書デザイン検定
10/16-19 中間試験

10/12 介護ヘルパー科７月生修了式

10/29 藤沢市立秋葉台中まなび場JR

10/14 産能大学・短大科目試験

10/31-11/3 修学旅行（２年）

10/18 後援会役員会

11/5 ２年代休

10/19 進路ガイダンス（２年生）

10/20 全経電卓検定

大掃除

10/22 介護ヘルパー科10月生入校式

表計算検定

10/23 調剤事務検定
10/25 医療事務検定

高文連総合開会式
11/2 漢字能力検定

9/3

9/24 紅葉祭振替休日

9/14 就職者壮行会（３年生）

10/27 第１回学校説明会

大和商業高等専修学校

10/28 全経税務会計検定

11/9 生徒集会
11/10 ⑥体験入学
11/12 ヘルパー開校式
11/13 ヘルパー講習
11/15 ヘルパー・ＰTA中間監査・運営委員会
11/16-22 検定特別授業
11/17 ①推薦入試

11/10 第２回学校説明会

11/3 全経文書処理検定

11/18 日商簿記検定

11/15１.２限公開授業

11/14 簿記講習会閉講式

11/20 ヘルパー講習

保護者会

11/22 ヘルパー講習・第５回ボランティア

11/18 日商簿記検定

11/24 ⑦体験入学

11/25 全経簿記検定

11/25 全経簿記検定

後援会役員会
11/21 芸術鑑賞会

都筑ケ丘幼稚園
9/3 月謝引き落とし日、始業式、午前保育
9/4 役員会、年長クッキング保育
9/5 教員研修会、総合避難訓練、預かりなし
9/6 バザー実行委員会
9/7 運動会実行委員会
9/10 誕生会（９月）
9/11 未就園児見学説明会
9/12 懇談会
9/13 運動会園内予行
9/17 敬老の日（休園）
9/18 地域開放講演会
9/20 ダディー＆マミー
9/21 運動会園外予行
9/22 秋分の日
9/24 園外予行予備日
9/25 未就園児見学運動会
9/26 面談日
9/28 おたより帳回収日
10/1 衣替え、
月謝引き落とし日
10/1-3 寄贈品回収期間
10/2 役員会
10/4 バザー実行委員会
10/5 午前保育、預かりなし
10/6 運動会
10/7 運動会予備日
10/8 体育の日、運動会予備日
10/9 運動会振替休日６、
７、
８日実施の場合
10/10 教員研修会、預かりなし
10/12 午前保育、預かりなし
10/13 バザー、運動会予備日
10/14 運動会予備日
10/15 H25年度願書配布、入園説明会
10/16 誕生会（10月）
10/17-19 自由保育参観日
10/20 音楽の集い（年長出演）
10/22 おいもほり
10/23 おいもほり予備日
10/24 面談日
10/26 横浜DeNAベイスターズ野球交流会10：30〜
10/30 年長ケータリング
10/31 午前保育、預かりなし
11/1 月謝引き落とし日
H25年度入園願書受付及び入園テスト、在園児休園
11/2 役員会
11/5 誕生会（11月）、
さつまいもパーティー
お遊戯会実行委員会
11/6 避難訓練
11/7 懇談会
11/9 年少クッキング保育
11/12 地域開放講演会
11/14 お楽しみ会、教員研修会
11/19 お遊戯会予行 １部
11/20 お遊戯会予行 ２部
11/22 お遊戯会予行 ３部
11/27 お遊戯会予備日
11/30 午前保育

学

11/27 ヘルパー講習

11/23 第３回学校説明会

11/29-30 専門課程研修旅行（予定）

11/27 期末試験発表

11/30 介護ヘルパー科９月生修了式

11/29 ヘルパー講習
11/30 プレゼンテーション検定

9/3
10/3
11/3

○学園本部：安田 美穂・小平 雄貴

○柏木高校：谷村 利恵・岡野

○大和商業：大友あかね・青木美和子

○柏木実業：池田久美子・伊藤 史江

○幼 稚 園：

園

本

部

教職員意向調査
役員会・地鎮祭
湘南そろばん塚顕彰会

桜

寿乃・保坂 望・林 美郷・飛田 有紀・佐野友里恵・鈴木安佳里・根深 希・寺田 瑛莉

