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− 井戸を掘れ −
ちょっといい文章があったので紹介します。
―大学を卒業して官庁や銀行・会社に勤めると、多くの者は勉
強をやめる。疑問にぶつかっても自分で調べ、考えてこれを解決
しようとしない。先輩や同僚に尋ねて最小限度の知識を得て何と
か解決しようとする。それでは表面的な知識が断片的に頭に入る
だけで、何ひとつ身についた知識が生まれない。たとえていえば、
流れの水を集めてきて池を作るようなものだ。少し日照りがつづ
くと、流れの水がなくなり池も涸（か）れる。それではダメだ。
井戸を掘れ、池も必要だが、池の中に井戸を一本掘っておけ。
かんばつが続いても涸れないような井戸を掘れ。何でもよい、ど
んな小さなことでもよい。それはあいつにやらせるのが一番よい、
と人の認めるものを身につけるまで、一つのことを自分で研究し、
自分で考えよ。それが井戸を掘ることである。何ひとつ特技がな
く、ただあれもできる、これもやれる、なかなか重宝だという男
が、頭のよい男とされ、早く出世することもないではない。しか
し、その出世は長続きはしない。いつかは馬脚を露わす。いや馬
脚を露わさずに出世して、一生を終わる者もあるかもしれない。
しかし、そういう者ばかりおっては、社会の進歩は語れない。
社会の進歩は、気のきかない男だと馬鹿にされながら黙々として
掘られた無数の井戸から、それぞれ特色ある水が湧き出る基盤の
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上でなければ築かれない―
―我妻栄『民法五十年』より―
示唆に富んだ文章だと思う。私がこの文章に共感するのは、「池」
の存在を否定しないことである。池の存在を肯定しつつなお「池
の中に井戸を一本掘っておけ」と訴えていることである。池を作
ることも実は容易なことではない。その池が深く、常に水の流入
が涸れなければ、それはむしろ井戸より有用な場合もあるだろう。
でも、著者が言うように池の中に井戸があるにこしたことはない。
誰にも負けない技術、能力を持つことは自信につながる。部活で
あれ何であれ、日々精進し、このことは負けないと言えるものを
身につければ、それが自信となり、前を向き、上を向いて歩ける
原動力となるに違いない。池の中にかすかでもいい、井戸を掘り
始める。そんな高校生活を送ってほしいものである。
最近、「夢の扉＋」というテレビ番組を好んで見ている。一本
の井戸を懸命に、わき目も振らず掘り続けた（ている）人たちの姿
がそこに映し出されているからである。もちろん、今回ノーベル
賞を受賞した山中さんもその一人である。
―茶の花や 黄にも白にも おぼつかな（蕪村）―

各種検定合格者
【柏木学園高等学校】

【大和商業高等専修学校】

− 全経計算実務能力検定 −

− 全経計算実務能力検定 −

（平成24年10月６日実施）

〈３級〉齋藤介志

（平成24年10月６日実施）

〈３級〉荒川楓 安藤忠植

− 全経電卓計算能力検定 −

− 情報処理技能検定試験（表計算）検定 −

（平成24年10月20日実施）

（平成24年10月14日実施）

〈２級〉向山和也

【柏木実業専門学校】
− 全経電卓計算能力検定 −
（平成24年７月14日実施）

〈２級〉小熊すず
〈３級〉安西佳乃

− 日本医療報酬調査会調剤事務検定 −
（平成24年８月24日実施）

青木亜図架 渥美紀子 石黒智美
伊藤有美 今泉真衣子 海野まりや
神]詩野 清水牧子 下田文子
鈴木弘子 鈴木美佐枝 立桶祐紀
中野光子 西村晶子 野村麻好
切羽しのぶ 平田伴子 三杉茂子
村尾洋子 山崎霞 山崎志保
山田景子 山田正代 吉田裕紀子

− 日本医療報酬調査会医科医療事務検定 −
（平成24年８月29日実施）

〈２級〉西村晶子
〈３級〉青木亜図架 渥美紀子
石黒智美 伊藤有美
今泉真衣子 海野まりや
笠井明日香 神]詩野
清水牧子 下田文子
鈴木弘子 鈴木美佐枝
鈴木保子 立桶祐紀 中野光子
野村麻好 切羽しのぶ
平田伴子 三杉茂子
村尾洋子 山崎霞 山崎志保
山田景子 山田正代
吉田裕紀子

− 全経社会常識能力検定 −
（平成24年９月22日実施）

〈３級〉佐藤豊樹 佐藤稜
渋谷慶汰 川原栞

〈２級〉新倉将
〈３級〉中村好晴 内田洸人 神山直輝
古賀竜輝 戸塚和明 冨田直輔
斉藤翔太 野美里 立澤大地
成田彩 平林一馬 三國諒一
籾山凌
〈４級〉有賀友哉 池田若菜 内海純弥
家政翔 神山里奈 菊地智哉
斎藤一樹 佐藤裕一 渋井将司
治成 長谷川祐二 本田愛
松涼太 松田涼 莫艇
山田誠 安達美輝 伊集院誠
伊藤拓也 小村彩夏 木本絢矢
久保優希 齋田柚梨 齋藤勇貴
佐藤颯 佐藤康英 鈴木優一
橋萌 高橋礼実 長田愛夢
中村帆波 奈良怜奈 星南帆
本多一真 松藤玲夏 森匠人
山口信介 吉田陸 相田海斗
安藤和崇 内海渉辰
江良安紗美 小野奈緒
柏田真輝人 加藤梨奈
工藤京介 小林直斗 坂本亮太
菅原勘太 鈴木しおり 孫
高見澤蓮 田中直人 奈良優希
橋本椎菜 濱田レイ 宮崎佳祐
宮村遼太郎 室屋令磨
本川直樹 安藤忠泰 飯島義生
伊従恭 岩井智 柿沼聖也
川島輝哉 小林光瑠 斉田智則
佐々木直哉 下山佳代子
野上星輝 濱あかね
ファンティエンフィロン 藤崎蓮
武藤直輝 山田竜司 山野朱音
吉見北斗

− プレゼンテーション作成検定 −
（平成24年10月14日施行）

〈２級〉荒川楓 工藤樹
〈３級〉小金澤雅弘

− 日本語ワープロ検定 −
− 全経電卓計算能力検定−
（平成24年10月20日実施）

（平成24年10月14日施行）

〈２級〉永島悦樹
〈準２級〉真壁幸佑 酒井佑梨
〈１級〉余暁鴻
山美緒
〈３級〉余暁鴻 コイラララム
〈３級〉
渋井将司 本田愛 安達美輝
シランタピーリス 陳文
久保優希 齋田柚梨 高橋礼実
中村帆波 奈良怜奈 星南帆
−Microsoft −
（平成24年10月30日実施）
本多一真 森匠人 山口信介
Microsoft Office Specialist Word 2010（一般）
柏田真輝人 小林直人
高橋国孝
鈴木しおり 孫
宮崎佳祐



岩井智 柿沼聖也 川島輝哉
濱あかね 佐藤由菜 山口千笑
土門輝尚
〈４級〉宮川隆仁 安部祥一郎
有賀友哉 池田若菜 内海純弥
神山里奈 菊地智哉 斎藤一樹
佐藤裕一 高橋聖也
長谷川祐二 松田涼 莫艇
伊集院誠 小村彩夏
嘉津山直亜 佐藤颯 佐藤康英
橋萌 長田愛夢 松藤玲夏
山本悠介 吉田陸 奈良優希
相田海斗 安藤和崇 内海渉辰
江良安紗美 加藤梨奈
工藤京介 坂本亮太 西條雅人
高見澤蓮 田中直人 濱田レイ
宮村遼太郎 室屋令磨
本川直樹 安藤忠泰 飯島義生
伊従恭 小林光瑠 斉田智則
下山佳代子 野上星輝
佐々木直哉
ファンティエンフィロン 藤崎蓮
吉見北斗 山野朱音 山田竜司
武藤直輝 岩苔一樹

− パソコンスピード認定試験 −
（平成24年10月14日施行）

〈２級〉宮崎佳祐 鈴木しおり
柿沼聖也
〈３級〉本多一真 孫
柏田真輝人 岩井智
〈４級〉星南帆 工藤京介
濱あかね 川島輝哉

− 全経電卓計算能力検定 −
（平成24年10月20日実施）

〈１級〉松尾晃 宝田あゆ美 小林亮太
神山直輝 細川愛琳 永島悦樹
〈２級〉齋藤勇貴 孫
堤早瑛
齋藤翔太 山口千笑
〈３級〉神山里奈 山岸英之 安達美輝
久保優希 齋田柚梨 橋萌
長田愛夢 奈良怜奈 福原広輝
山口信介 江良安紗美
加藤梨奈 坂本亮太
鈴木しおり 高見澤蓮
田中直人 本川直樹 柿沼聖也
斉田智則 佐々木直哉
下山桂代子 野上星輝
ファンティエンフィロン 藤崎蓮
熊本夏海 中村好春 鈴木遥香
依藤美紀 大浦永耀 真壁幸佑
〈４級〉安部祥一郎 有賀友哉
大胡智則 斎藤一樹 吉田一斗
伊集院誠 中村帆波 森匠人
吉田陸 内海渉辰 柏田真輝人
小野奈緒 奈良優希 工藤京介
室屋令磨 安藤忠泰 岩井智
下山桂代子 野上星輝
山田竜司 山野朱音
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柏高祭
９月28日
（金）
、29日
（土）
に文化祭が行われた。今
年のスローガンは「団結
してからの絆、深めよう
ぜ! ! 」と掲げ、各クラス、
部活、委員会等がそれぞ
れに趣向を凝らした企画を披露し、多くの来場者
を迎えて盛り上がった。

漢字コンクール結果
８月29日（水）に第１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】橋七海（２−Ｃ）
【優 秀 賞】 刀裕基（２−Ａ） 佐藤千寿（３−Ａ）
宮地那々実（２−Ａ） 吉田京樹（３−Ａ）
【優 良 賞】石川香菜（３−Ｂ） 黒滝理菜（１−Ａ）
相原 葵（２−Ｂ） 小島未夢（２−Ａ）
小泉公人（３−Ａ）
【努 力 賞】野原明日花（２−１） 庄司周平（３−１）
大田健介（２−Ａ） 高田勇輝（２−Ｃ）
宮尾優貴（１−１） 岩崎友香（２−Ａ）
黒岩彩花（１−Ｄ） 井上ゆかり（３−Ａ）
串間楓花（２−Ａ） 鎌田美穂（１−Ａ）
丸山大輝（２−１） 阿部 隼（３−Ａ）
宮下直紀（２−Ｂ） 小嶋俊平（３−Ａ）
友寄秀平（２−４） 中山明穂（１−Ａ）
古谷望美（１−Ｃ） 井上陽勇（２−Ｂ）
大澤夏樹
（３−Ｆ） 川野 翼（３−Ｅ）
波多野有希（３−Ｇ） 大戸久美（３−１）

短歌書道部活動報告
10月13日（土）、20日（土）に行われたやまと市民
討議会に岩崎友香（２−Ａ）、斉藤瑞希（２−Ａ）、
宮地那々実（２−Ａ）が参加し、「学校教育について」
「大和市の魅力とPRについて」等のテーマで、他校
生と議論を戦わせた。

陸上競技大会
10月５日（金）に大和スポ
ーツセンターにおいて、第
６回陸上競技大会が行われた。
クラス総合結果や各競技の
第１位記録者は、以下の通り。

総合優勝 ３年Ｇ組
準優勝
２年Ｈ組
第３位
２年Ｉ組
男子 100ｍ走
200ｍ走
400ｍ走
1500ｍ走
走り幅跳び
走り高跳び
砲丸投げ
ジャベリックスロー
女子 100ｍ走
200ｍ走
400ｍ走
走り幅跳び
走り高跳び
砲丸投げ
ジャベリックスロー

青木
颯（２−Ｈ）
小金井真俊（２−Ｇ）
阿部 優気（２−４）
阿部 慎也（２−Ｄ）
勝田
怜（１−１）
尾崎
稜（１−Ｇ）
二木 翔大（３−Ｄ）
本田 力也（２−４）◎
波多野有希（３−Ｇ）
大塚 千波（３−Ｆ）
佐伯恵美里（２−Ａ）
大塚 千波（３−Ｆ）
橋 みき（２−Ｉ）
田中 睦月（１−Ｄ）
大江 苑歌（３−Ａ）
◎は大会新記録更新者
クラス対抗リレー優勝 １年１組

柔道部大会報告
10月13日（土）に行われた北相地区高等学校新人
柔道大会男子無段の部において、齋藤介志（２−１）
が優勝、朝比奈雅一（１−Ｃ）が３位入賞した。

バドミントン部大会報告
10月８日（祝・月）に行われた第37回会長杯争奪
バドミントン大会（伊勢原市）男子シングルス（Ｃク
ラス）において、野口真琴（３−１）が優勝、星野恒
（平成23年度卒業生）が準優勝した。

お知らせ

卓球部大会報告

12月10日（月）〜14日（金）に財団法人横浜市
民ギャラリーにおいて行われる神奈川県高等学
校総合文化祭第49回高等学校書道展に、本校短
歌書道部員の作品が出品されます。ぜひご高覧
をいただきますようご案内申し上げます。

９月22日（祝・土）に行われた第16回神奈川県ジ
ュニアオープン卓球大会において、小俣喬（２−６）
がＣ−６ブロックで３位入賞した。

図書委員会活動報告
大和市による「第１回大和市子ども読書フォーラ
ム」の一環として、本校図書委員会で作成した図書
紹介ポスターが、大和市立図書館に設けられた特
設コーナーに掲示された。

教員の活躍
９月23日（日）に行われた第３回allかながわスポ
ーツゲームズ知事杯神奈川県市町村柔道大会にお
いて、小島朋陽教諭が所属する川崎チームが３位
入賞した。
10月28日（日）に行われた川崎市秋季市民柔道大
会団体有段者の部において、小島朋陽教諭のチー
ムが優勝した。

KASHIWAGI GAKUEN HIGH SCHOOL 
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医療情報学科

職場見学

９月19日（水）
から21日（金）
に医療情報学科１年生が、
職場見学として企業・団体を訪問しました。
初日の野村證券横浜支店では、その日再上場とな
った日本航空の話題も交えながら日本経済について
の貴重なお話を、翌日の大和商工会議所では、その
歴史や変遷、今後の経済の展望等についてお話を伺
いました。最終日は、八千代銀行大和支店で預金と
為替の解説をしていただき、ATMの指紋認証システ
ムを体験しながら学びました。
通常の授業では経験できない分野を理解した学生
たちは、より広い視野で医療に関われるはずです。
ご教授くださった皆様に御礼申し上げます。

第3回学校説明会＆体験入学
９月29日（土）に第３回学
校説明会および体験入学が行
われました。
はじめにスライドにより本
学の全体像を紹介し、その後、
参加者個々の将来を見据えた個別相談の時間をもち
ました。卒業後、どのような職業に就くかによって
取得するべき資格が異なるため、かなり具体的な話
になりました。
さらに体験入学では、お茶の出し方などのマナー
実習、初歩的な医療に関するQ＆Aで、社会人として
の常識や医療のイロハを楽しく学んでいただきました。
次回の日程は、12月１日（土）です。予約・お問い
合わせは、お電話・Ｅメールにてご連絡ください。
※電話番号・メールアドレスは、本ページ右下に記
載しています。

ホームページリニューアル

外国人留学生 奨学金後期受給者決定
日本学生支援機構私費外国人留学生学習奨励費
の後期追加受給者が次のとおり決定いたしました。
経営経理研究科１年 呉 敬洋
趙 金
経理本科２年
王 云
評価されたこの現状に満足せず、それぞれの能
力を維持向上させて、他の留学生のお手本となる
よう努力を重ねていってください。

財団法人神奈川県警友会
けいゆう病院に就職内定！
医療情報学科２年の巻島が、財団法人神奈川県
警友会けいゆう病院（入院施設410床の総合病院）に
医療秘書としての就職が内定しました。
夏季１か月間の病院実習（この件の記事は前号に
掲載済み）を経て、就職試験を乗り越え、希望の就
職につながりました。医療事務に携わりたいとい
う強い意欲、そして真面目に仕事に取組む姿勢が
評価されたものと思われます。彼女の頑張りは、
後輩たちに引き継がれていくことでしょう。

秋のレクリエーション大会
11月１日（木）、校舎４階ア
リーナにて「秋のレクリエー
ション大会」が催されました。
久しぶりのゲームに最初は
戸惑っていた学生でしたが、
プログラムが進行するのにしたがって真剣勝負に
なっていました。
なんといっても、優勝賞品が学園長からのお寿
司ということで力の入れ具合も半端ではありません。
やはり皆の大好きな食べ物のパワーは凄いものです。
なお、パワー全開で優勝したのは、経営経理研
究科１年で、２位は経理本科２年Ｂ組、３位は経
理本科２年Ａ組でした。

本学のホームページをご覧になった方はすでにお
気づきになったかもしれませんが、以前と比べて内
容を頻繁に更新しております。
「What's New」と題して学校行事などのあれこれ・
学生の活躍などを逐次、紹介しております。
また、「全経検定合格発表」も新たに加わりました。
校内経理実務コンクール開催
これは「全国経理教育協会主催」の「各種検定」を本学
来たる12月12日（水）に校内経理実務コンクール
で受験された方のみ対象ですが、パソコンやスマー
を開催します。競技種目は「簿記の部」
「電卓の部」
トフォンで合否がご確認いただけるというものです。
「社会・一般常識の部」の３部門で、入賞者には賞
合格発表日にわざわざ来校する手間もなくなり「とて
状と賞品が校長先生から授与されます。
も便利になって良かった！」と好評です。
日頃の学習成果を発揮すべきコンクールですから、
いつも新鮮な情報で溢れている本学ホームページ
当日まで学友と切磋琢磨して好成績を残しましょう。
にぜひアクセスしてみてください。

全経電卓検定

1級合格

10月20日（土）に施行した全経電卓検定において、
経理本科１年の余暁鴻が、入学してわずか半年とい
う短い期間で「１級」の取得に成功しました。今後は、
段位の取得と来夏に行われる全経簿記電卓競技会の
参加に向け、技術の更なる向上に努めていくようです。
この先の活躍にご期待ください。

 KASHIWAGI BUSINESS COLLEGE

入学願書・学校見学・体験入学 受付中
ただいま入学願書および学校見学・体験入学の
受付をしております。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

本校の文化祭
（紅葉祭）
が９月21日
（金）
22日
（祝・
土）に専門学校と合同で開催されました。今年
度は22日が一般公開となり、地域の方々や、大
勢の保護者の方にも来校していただき大変盛り
上がりました。
今年度のスローガンは、みなさんのたくさん
の笑顔で、大輪の花を咲かせたいという希望か
ら「ENJOY・SMILE」になりました。今年度の
実行委員長の山美緒さんを中心に実行委員が
夏休みを返上し準備をしてきました。
ステージでは、ミス大商・ミスター大商コン
テストやマネキン11が行われ、クラスでは、中

ヘルパー2級講座開始

防犯ボランティア
10月19日（金）に大和駅前で、大和警察署の方と
一緒に、振り込み詐欺や空き巣に合わないように
呼びかけるビラを配布しました。その記事が10月
20日（土）神奈川新聞相模原・県央版に掲載されま
した。記者のインタビューに、３年生の大久保美
紅さんが「身近な犯罪に関心があったので参加しま
した。一件でも犯罪が減ってほしい」と話しました。
また、近所の方からは、生徒たちに触れ、優しい
語り口や笑顔に癒され今後も頑張ってほしいとい
う激励のお手紙をいただきました。

科学技術学園の書道展にて銅賞受賞
今年も秋に行われた、科学技術学園高等学校主
催第41回美術展、書道の部において、１年Ｂ組の
安達美輝さんが作品を出品し、見事銅賞を受賞し
ました。この度の受賞は本校にとっても初めての
受賞となります。

全関東野球大会優勝
10月17日（水）、サンケイスポーツセンターにお
いて全関東野球大会が行われました。近くの球場
を借りて練習を続け、チームが一丸となり優勝す
ることができました。来年度も期待しています。

華まんやかき氷、お化け屋敷などクラスで協力し、
色々な催し物がありました。後日催し物NO.１は、
１年D組に決まりました。売上金は、東日本大
震災の義援金として寄付します。

今年度も11月13日（火）から週２回２年生対象の
ヘルパー講習会が始まりました。９時から16時ま
で長時間にわたる講義や介護施設などの実習を経
て資格取得を目指しています。みなさん頑張って
下さい。

3年生進路速報
今年も９月より就職試験、また10月より専門学
校や大学の入試が始まりました。特に就職を目指
している生徒は、夏休み毎日学校に登校し、面接
練習、筆記試験、履歴書を書いたりなど、自分の
目標に向け頑張っていました。
進学
国士舘大学、和光大学、大原簿記法律専門学校、
カコトリミングスクールカコ動物看護学院、
国際総合ビューティカレッジ、町田福祉保育専門学校、
横浜テクノオート専門学校、アルファ医療福祉専門学校
就職
（株）オーイズミフーズ、（社）誠幸会、
（株）ライフコーポレーション、（株）タナカ
10月30日現在の状況

推薦入試情報
平成25年度の入学願書受付が始まりました。詳
細は下記の通りです。
推薦入試
願書受付：平成24年10月１日（月）〜
平成25年１月18日（金）
試験日
（土曜日）
：11月17日・12月15日・１月19日
集合時間：午前 ９時30分
試験科目：面接試験（保護者同席）

YAMATO COMMERCE SPECIAL HIGH SCHOOL 

都筑ヶ丘幼稚園のページ

年長

クッキング保育
9月4日（ 火 ）
冷やし中華風そうめんと
フルーツサンドを作りまし
た。
大好きなフルーツを生ク
リームをのせたパンにトッ
ピングして美味しいデザー
トが完成しました！

総合 避 難 訓 練

10月6日（ 土 ）
当日は天候に恵まれ、
運動会日和となりました。
たくさんの来賓の方々
やご家族の方に声援を頂
きこれまでの練習の成果
を発揮することが出来ま
した。

年少組

9月5日（ 水 ）

かけっこ・遊戯・
玉入れ・中玉転がし

震災が起きた想定

ボールを一生懸命カ

で全園児が近くの川
和高校まで避難し、
保護者への引き渡し

ゴに入れました。最後
のお片付け競争まで力
を合わせて頑張ること

訓練を行いました。

が出来ました。

震災への意識も高まり、真剣に取
り組んでくれました。

バザ ー

10月13日（ 土 ）
今年もたくさんの方にお越し頂き、模擬店、
寄贈品、先生たちの出し物などでとても賑
やかな一日となりました。
寄贈品等のご協力ありがとうございました。

川和町 音 楽 の 集い
10月20日（ 土 ）
みんなの気持ちを合わせ心を込めて
歌いました。
「ピンク帽子のドレミファソ」
「あり
がとう」の 2 曲を披露し、観客を感動さ
せてくれました。

今 後 の スケジュー ル
11月 1 日（木） 平成25年度入園願書受付
14日（水） お楽しみ会
12月 2 日（日） お遊戯会
11日（火） 誕生会（12月）
12日（水） 未就園児クリスマス会（在園児休日）

ＧＯＮ ＧＯＮ ＧＯＮ
の曲に合わせ、背中にマ
ントをつけて可愛いらし
く踊りました。

年中組

障害物競走・パラバルーン・
遊戯・フルーツ運び
クラスごとにお揃い
の バ ン ダ ナ を 首 に 巻 き、
大きなパラバルーンが
上手に膨らみました。

両手にマラカスを持ち、
元気いっぱいの掛け声
に合わせて踊りました。

年長組

組体操・騎馬戦・遊戯・
鼓笛・クラス対抗リレー
トーテムポール・ブリッ
ジ・スペースシャトル等、
年長組らしくかっこ良く決
めてくれました。

「ジュピター」と「小さな
世界」の 2 曲をみんなで心を
１つにして演奏をしました。

13日（木） おもちつき
18日（火） クリスマス会
20日（木） 終業式

 TSUZUKIGAOKA KINDERGARTEN

クラス対抗で真剣勝負！
！
バトンをつなぎゴールを
目指し走りました。

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

秋に想う
今年の夏はとても暑く、とても長く、厳しく思
えました。暑い中での行事は、熱中症との戦いや、
体調不良等、色々な所での影響がありました。
そして、秋の気配が急に深まり、時には寒ささ
え感じる今日この頃です。
一大イベントの文化祭、陸上競技会も終わり、
今学期の大きな行事が終了すると、今年もあと何
日残っているだろうか、などと考えてしまいます。
果たして、この一年は充実していたのだろうか、
それとも、しなければならないことに目を瞑り、

向上心と弛まぬ努力
ようやく暑かった秋も過ぎ、あっという間に木
枯らしの吹く季節を迎えました。今年も残すとこ
ろおよそ一月半となり、時の早さに改めて驚いて
おります。
さて、学生の皆さんは充実した毎日・有意義な
時を過ごしていますか。年の初めにたてた目標に
は到達できましたか。そして検定月である今月、
各種検定試験にチャレンジしていますか。合格す
る自信がないからといって挑戦しないのは、好ま
しくないことです。つまらない言い訳などせず、
寸暇を惜しまず学び続け、ぜひ栄冠を勝取ってほ

紅葉祭を終えて
朝晩めっきり寒くなってまいりました。日頃は
ＰＴＡの活動にご協力いただきまして、誠にあり
がとうございます。
９月に行われた紅葉祭では、一年生は入学して
半年ですが、すっかりクラスメイトにもなじみ、
和気あいあいで、それぞれの模擬店や催し物に取
り組んでいました。家庭科部のペンネや軽音楽部
での楽しいトークありの演奏会で盛り上がりました。
ＰＴＡでは、今回揚げ物に挑戦しました。初め
ての試みでフライヤー１台では足りず、急遽給湯

運動会、バザーを終えて
朝晩めっきりと寒くなり秋の気配の深まりを感
じる季節となりました。
幼稚園では大きな行事が目白押しです。10月６
日（土）に行われました運動会では、年少さんのか
わいらしい遊戯や、年中さん全員で力を合わせた
パラバルーン、そして年長さんの力強い組体操や
上手に演奏できた鼓笛、全員全力で走り切ったリ
レーなど、全園児が沢山の種目を頑張りました。
保護者の皆様におかれましては、お子様の成長ぶ
りに感動ひとしおだったことと思います。
そして10月13日（土）、お天気にも恵まれ大盛況

柏木学園高等学校後援会
後回しにしていることが幾つあるだろう。そんな
ことを秋の夜長に考えてしまいます。特に、三年
生にとって今一番大切な時期ですね。進路の決ま
った人、まだ決まってない人、夢に向かい進んで
いる人、進む道も未だ見つからない人、様々だと
思います。
静かな秋の夜長に、皆さんも自分自身を振り返
って、後悔のない今年、を締めくくりたいもので
すね。
（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
しいものです。
先日、「けいゆう病院への就職内定」や「各種検
定試験の上位級合格」など大変良い知らせを耳に
することができ、我がことのようにうれしく思い
ました。これはそれぞれの学生達が向上心をもって、
弛まぬ努力を続けた結果なのでしょう。
人生に失敗などありません。失敗のまま終わら
せず、反省し改善点を見出し、次回に繋げること
ができればそれで十分です。さあ、一年の締めく
くりをしっかりとして、新しい年の準備をいたし
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
室での調理となり、汗だくの揚げ物になりましたが、
ポテト、エビナゲット、チュロス…特に定番のポ
テトはリピーターも多く、大盛況となり、無事に
紅葉祭を終わらせることが出来ました。ご指導い
ただいた先生方、お手伝いいただいた皆様ありが
とうございました。売上は、義援金として、生徒
の売り上げと一緒に、寄付をしました。
11月15日（木）
ＰＴＡ主催の「フラワーソープ教室」
が行われます。どうぞたくさんのご参加をお待ち
しています。 （ＰＴＡ １学年役員 鈴木 育世）

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
の中行われましたバザー。当日は先生方の出し物、
川和太鼓や川和高校吹奏楽部による演奏、各模擬店、
そして皆様にご協力頂きました寄贈品販売など賑
やかに行うことが出来ました。また沢山の方に足
を運んで頂きまして本当に有難うございました。
収益金は子ども達の為に来年1月に「杉山兄弟のシ
ャボン玉ショー」を開催する予定です。
運動会、バザーの各実行委員の皆様、クラスの
役員の皆様、お手伝いの程本当に有難うございま
した。
（父母の会会長 森川 由美）



平成２４年11月〜平成２
５年１月行事予定表
柏木学園高等学校
11/1

衣替え

11/2

漢字能力検定
（任意受検・放課後）

11/7

柏木実業専門学校

大和商業高等専修学校

11/1 秋のレクリエーション大会

10/31-11/3 ２年生修学旅行
11/5 ２年生修学旅行振替休日
11/9 生徒集会・学年会
11/10 ⑥体験入学
11/12 ヘルパー開校式
11/13・15 ヘルパー
11/15 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
11/18 日商簿記検定
11/20・21 ヘルパー
11/21 第５回ボランティア活動
11/24 ⑦体験入学
11/25 全経簿記検定
11/27・29 ヘルパー
11/30 プレゼンテーション作成検定
12/1 全経電卓検定
12/3-7 期末考査
12/4・6 ヘルパー
12/5 美化デー
12/5-6 日本語ワープロ検定
パソコンスピード検定
文書デザイン検定
12/7 １年ガイダンス
12/8 ⑧体験入学・全経コンピュータ会計
12/10 保護者面談開始
12/10-14 追・再試験
12/11・13 ヘルパー
12/12 ２年福祉救命救急講習受講・
情報処理検定・HP検定
12/14 １年福祉救命救急講習受講
12/15 ②推薦入試
12/17 生徒会役員選挙
12/18・20 ヘルパー
12/19 保護者会・学級懇談会
12/21 大掃除
12/25 終業式
1/8
始業式、ＰTA運営委員会
1/9
平常授業開始
1/10 ヘルパー
1/11 第６回ボランティア
1/12 ⑨体験入学
1/15・17 ヘルパー
1/16 月曜日授業
1/17-23 卒業試験
1/19 ③推薦入試
1/22・24 ヘルパー
1/24 ３年追・再試験
1/25 生徒集会・
生徒会選挙管理委員会委嘱式
1/26 全経計算実務検定
1/27 英語検定
1/29・31 ヘルパー

11/3 全経文書処理検定

相談日

11/18 日商簿記検定

11/10 第２回学校説明会
11/14 相談日

11/25 全経簿記検定

11/15 １・２限公開授業
保護者会

11/29-30 専門課程生校外研修旅行

後援会役員会
11/17 後援会救急救命講習
（生涯学習センター）
11/18 日商簿記検定

11/30 介護ヘルパー科９月生修了式
12/1 学校説明会

11/21 芸術鑑賞会
11/23 第３回学校説明会

全経電卓計算検定

11/25 全経簿記検定（大和商業）
11/28 相談日
12/1

12/2 産能大学・短大科目試験

第４回学校説明会

12/4-7 ２学期期末試験
12/5

相談日

12/8

第５回学校説明会

12/3 介護ヘルパー科12月生入校式
12/4 医療事務科12月生入校式

12/11 登校日・試験返却

12/8 全経コンピュータ会計検定

12/12 相談日
12/13 後援会役員会

12/19 進路劇・進路講演（１年生対象） 12/12 経理実務コンクール
相談日
12/20 DV講演会（１年生対象）

12/19 専門課程生年内最終授業

大掃除

大掃除

12/21 終業式
12/25 冬季休業開始
1/7

生徒冬季休業終了

1/8

始業式

12/26 医療事務科12月生修了式

１・２年生統一試験・
３年生２限LHR
1/9

第２回漢字コンクール（５限）
相談日

1/17

後援会役員会

1/19

高文連総合閉会式

1/22

推薦入試

医療情報学科・経理本科・
経営経理研究科授業開始

授業開始

1/16

1/8

1/19 学校説明会
全経社会常識検定
1/21 介護ヘルパー科10月生修了式

生徒自宅学習日
1/23

生徒会選挙

1/25

２年生実用英語検定

1/22-25 専門課程２年生後期試験

相談日

1/26 全経計算実務検定

1/28-31 ２年生修学旅行
３年生期末試験
1/30

相談日

1/31 専門課程特別推薦入学
願書受付締切

都筑ケ丘幼稚園
11/1 月謝引落日
H25年度入園テスト、在園児休園
11/2 役員会（小ホール）
11/5 誕生会（11月）さつま芋パーティー
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 お遊戯会予行予備日
11/30 午前保育
12/2 お遊戯会
12/3 月謝引落日、お遊戯会振替休日
12/4 役員会
12/5 面談日
12/8 お遊戯会予備日
12/11 誕生会（12月）
12/12 H25年度未就園児クリスマス会
在園児休園
12/13 おもちつき
12/17 地域開放エアロビクス 避難訓練
12/18 クリスマス会 ダディ＆マミー
12/20 終業式、午前保育
1/4

月謝引落日

1/7

始業式、獅子舞

1/8

誕生会（１月）
年長、小学校に向けての話し合い

1/9

懇談会

1/15 役員会、避難訓練
1/16 H25年度未就園児体験保育、在園児休園
1/18 ダディ＆マミー
1/21 バザー収益還元ショー
1/23 教員研修会
1/26 横浜市幼稚園教育研究大会
1/28 お楽しみ会
1/29 地域開放ヨガ

学 園 本 部
11/3
12/21
12/26
1/7

湘南そろばん塚顕彰会
役員会
職員仕事納め
職員仕事始め

○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：

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

