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体育祭 柏木学園高等学校 スーツの着こなし講座 柏木実業専門学校

紅葉祭（競技大会） 大和商業高等専修学校 おいもほり 都筑ヶ丘幼稚園

柏木実業専門学校　校長　桐野 輝久満は損を招き、謙は益を受く
　大リーグ大谷翔平選手の活躍には目を見張りました。2桁ホーム
ラン、投手として９つの勝利、投打二刀流の活躍は「野球の神様」
ベーブ・ルース以来103年前の大記録に迫るものでした。
　大記録は惜しくも逃したものの、年間MVPとの前評判も高い大
谷選手の活躍はコロナ禍で鬱屈した思いを払いのけてくれたよう
な気がします。
　今年の米タイム誌「世界で最も影響力のある100人」に彼は選
ばれましたが、選考理由には「すべての特異な才能を、1人のプレ
イヤーに詰め込んだとしたら、きっと大谷翔平になるだろう」とあり
ます。
　チャーミングな表情に加え、敵方のバットを拾い上げバットボーイ
に手渡したり、落ちているゴミを拾ってポケットに入れる様子は、野
球ファンのみならず多くの人 を々魅了したのです。
　超人的な活躍と魅力的な性格を併せ持つ大谷選手をみてい
ると、中国の古典『書経』にある「満は損を招き、謙は益を受く」の
一説が思い浮かびます。
　人間は慢心を覚えると、自分を誇示したり、相手を見下したり、
力づくで押さえ込もうとする傾向があります。しかし、それは自分の

価値を落として反発を招き、それ以上の成長を阻むことにもなる
のです。
　逆に、大きな成果を出して周りから賞賛されても、謙虚さを失う
ことなく平常心で接していれば、さらに信頼を得て尊敬されること
になります。
　日本にも「実るほど頭を垂れる稲穂かな」のことわざがあります。
稲が成長し、たわわに実れば実るほど、その重みで稲穂が深く頭
を垂れ下がる様子を表現したものですが、立派な人格を持つ人
は、偉くなればなるほど謙虚さを増していきます。誰からも信頼され
尊敬される人とは、慢心せず、常に謙虚さを失わないで最善を尽
くす人のことを言うのでしょう。
　大谷選手のように、謙虚で、何事にも誠意をもってあたれば、誰
からも愛され、信頼されます。そして、信頼されることで、より自分の
成長を促していくのです。
　誰もが高い能力を発揮することはできませんが、謙虚さを失わ
ず誠実に努力を重ねていけば、自分の身の丈にあった成果を得
られ、成長にもつながっていくことでしょう。

令和3年11月～令和4年1月
柏木学園高等学校 柏木実業専門学校 大和商業高等専修学校 都筑ケ丘幼稚園

学　園　本　部

研修センター

11/3 湘南そろばん塚顕彰会

12/24 職員仕事納め

1/7 職員仕事始め

○学園本部：金久保・清水　　○柏木高校：本田・川津　　○大和商業：小笠原・榎本
○柏木実業：伊藤（史）・座間・荒井・小澤　　○幼 稚 園：髙田・笠井・赤岩・井上

11/3 第2回学校説明会

11/5 日本漢字能力検定（任意）

11/10 生徒会選挙（4・5限）・相談日

11/11 公開授業・保護者会・後援会役員会

11/14 第3回学校説明会

11/17 相談日・防災訓練（5限）

11/20 第4回学校説明会

11/22 2学期期末試験日程発表

11/24 相談日

11/27 第5回学校説明会

11/29 学費引き落とし

11/30-12/3 2学期期末試験 

12/4 第6回学校説明会

12/6 試験予備日

12/7 試験返却

12/8 相談日

12/14 学期末補習対象者発表

12/15 2学期学期末補習（～22日）・相談日

12/16 後援会役員会

12/22 終業式・大掃除・相談日

12/27 学費引き落とし

1/11 始業式

1/12 学力試験（1・2年）・
 3年授業開始・相談日

1/14 実用英語技能検定
 （1・2年アド・1年スタ情＋希望者）

1/15 大学入試共通テスト1日目

1/16 大学入試共通テスト2日目

1/19 相談日

1/20 後援会役員会

1/21 午前中40分授業

1/22 推薦入試

1/24-26 2年修学旅行

1/26 相談日 

1/27 学費引き落とし（3か月分）・
 推薦入学手続き

1/31-2/3 3年期末試験

11/4 委員会の日・介護職員初任者研修・
 推薦入試②願書受付締切
11/6 推薦入試②
11/9 介護職員初任者研修
11/11 学び場ジュニア（麻溝台中学校）・
 PTA運営委員会・介護職員初任者研修
11/13 学校説明会⑤・秘書技能検定
11/16 介護職員初任者研修
11/18 介護職員初任者研修
11/20 学校説明会⑥
11/22 検定特別授業（～26日）
11/27 学校説明会⑦
11/28 全経簿記能力検定
11/29 推薦入試願書受付（～12月1日）
11/30 介護職員初任者研修・
 すすき野中学校キャリア教育参加
12/1 学び場ジュニア（渋谷中学校）
12/2 介護職員初任者研修
12/4 学校説明会⑧・全経電卓計算能力検定
12/6 期末試験（～10日）
12/10 1学年進路ガイダンス
12/11 学校説明会⑨・
 全経コンピュータ会計能力検定
12/13 追再試日
12/14 成績処理日・介護職員初任者研修
12/16 テスト返却日・2学年進路ガイダンス・
 介護職員初任者研修・
 推薦入試③願書受付締切
12/17 復習授業（～21日）
12/18 推薦入試③
12/22 保護者会
12/23 大掃除・介護職員初任者研修
12/24 終業式
1/11 始業式・PTA運営委員会
1/12 平常授業開始・委員会の日
1/13 介護職員初任者研修
1/15 学校説明会⑩
1/18 介護職員初任者研修
1/19 卒業試験（～25日）
1/20 介護職員初任者研修・
 推薦入試④願書受付締切
1/22 推薦入試④
1/25 介護職員初任者研修
1/26 学び場ジュニア（上和田中）
1/27 介護職員初任者研修
1/28 学び場ジュニア（大住中）

11/1 令和4年度新入園児願書受付及び
 入園テスト
 在園児休園
 月謝引き落とし日
11/5 令和4年度親子プレ保育願書受付
11/8 避難訓練・役員会
11/9 誕生日会（11月）
11/12 令和4年度2歳児教室願書受付
11/15 お遊戯会予行1部
11/16 お遊戯会予行2部
11/17 面談日
11/18 お遊戯会予行3部
11/19 お遊戯会予行4部
11/24 お楽しみ会
11/25 お遊戯会予行予備日
11/27 親児の会（予定）
11/29 地域開放事業「製作」（予定）
11/30 スマイルクラブ⑤
12/1 月謝引き落とし日
12/2 お遊戯会1部
12/3 お遊戯会2部
12/6 お遊戯会3部
12/7 お遊戯会4部
12/8 面談日
12/9 避難訓練
12/13 誕生日会（12月）
12/14 クリスマス会
12/15 未就園児クリスマス会
 在園児休園
12/16 ダディー＆マミー（予定）
12/20 終業式・午前保育
12/21-24 冬期預かり保育
12/27-28 冬期預かり保育
12/29-31 預かり保育なし
1/3 預かり保育なし
1/4 月謝引き落とし日
1/4-6 冬期預かり保育
1/7 始業式・獅子舞
1/11 シャボン玉ショー（予定）
1/12 お楽しみ会・懇談会
1/13 ケータリング（年長）（予定）
1/17 誕生日会（1月）
1/18 クッキング保育（年長）（予定）
1/19 令和4年度体験保育
 在園児休園
1/22 幼稚園教育研究大会
1/24 避難訓練
 地域開放ストレッチ②（予定）
1/25 スマイルクラブ⑥
1/31 地域開放ヨガ③（予定）

11/6 全経文書処理能力検定
11/7 サービス接遇検定
11/12 経理実務コンクール
11/14 秘書技能検定
11/18 簿記講習会修了式
11/21 日商簿記統一試験・
 ビジネス実務マナー検定
11/28 全経簿記能力検定
12/4 全経電卓計算能力検定
12/5 全経社会福祉会計簿記認定試験・
 JLPT日本語能力試験
12/11 全経社会人常識マナー検定
 （Japan Basic）・全経CP会計能力検定
12/21 第6回オープンキャンパス
12/23 冬季終業式
1/11 講義開始
1/15 全経社会人常識マナー検定
1/16 全経BANTO認定試験
1/18-24 進級・卒業試験
1/22 全経計算実務能力検定
 第7回オープンキャンパス
1/25-27 午後追試
1/25-2/25 検定授業週間

11/1 （県委託訓練）11月生　入校式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科
11/9 （県委託訓練）11月生　職業人講話
 NPO法人都筑区民交流協会
11/17 （県委託訓練）9月生
 調剤事務検定試験
11/29 （県委託訓練）9月生
 介護事務検定試験
11/30 （県委託訓練）9月生　修了式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科
12/21 （県委託訓練）11月生　職業人講話
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人緑樹会
12/24 （県委託訓練）11月生
 医科医療事務検定試験
1/4 （県委託訓練）1月生　入校式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科
1/19 （県委託訓練）11月生
 調剤事務検定試験
1/28 （県委託訓練）1月生　職業人講話
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人緑樹会
1/28 （県委託訓練）11月生
 介護事務検定試験
1/31 （県委託訓練）11月生　修了式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科



柏木学園高等学校後援会体育祭を終えて
ほっと胸を撫で下ろしております。
　今後も、感染の増減など、予測のつかない状況のため、
予定している活動も見通しがつかない事も多くありま
すが、安全に活動が進めていけるように、本部会、定例会
で話し合いを重ねています。
　これからも、保護者の皆様方のご支援、ご協力を賜り
ますよう、よろしくお願いいたします。
　冬も近づいてまいりましたので、どうぞお身体にお気
をつけてお過ごしください。

後援会会長　佐藤　佐代美

　晩秋の候、紅葉も終わりに近づき、日に日に寒さが加
わる季節となりました。
　日頃より、後援会の活動にご協力をいただきまして、
誠にありがとうございます。
　新型コロナウイルスの感染拡大の影響で1学期は、後
援会の活動も思うように行うことができませんでした
が、9月に体育祭が開催され、給水のお手伝いとして、
ペットボトルのドリンクや麦茶の提供を行いました。例
年とは違う形で、学年毎に２日間に渡っての開催という
ことで、役員間で役割分担や流れの確認などを細かく
打ち合わせをし、無事にお手伝いを終えることができ、

　イチョウの葉が鮮やかに色づき、金色のじゅうたんを
敷き詰める季節となりました。
　今年度の運動会は、10月2日（土）に川和小学校のグラ
ウンドをお借りして行われました。子ども達の一生懸命
な演技や競技に取り組む姿に何度も目頭が熱くなった
ことを覚えています。この気持ちは必ずしも練習回数や
完成度だけに比例するものではなく、子ども達一人ひと
りが「頑張るぞ」という気持ちや真剣な眼差しに心を動
かされたからだと思います。
　そして、このようなコロナ禍に開催するにあたり、ご
理解とご協力をくださった保護者の皆様、さらに感染症

予防対策と行事の両立にお力を注いでくださった園長
先生をはじめとした先生方に厚く御礼申し上げます。
　運動会が終わり、子ども達は麦わら帽子からフェルト
帽子に衣替えをしました。なんだか一回り大きくなった
ような姿を見て、今年度の残された時間の短さを感じる
ようになってきましたが、お遊戯会やクリスマス会など
まだまだ子ども達の楽しい行事が待っています。本部で
のお手伝いを通してハンカチが手放せそうにありませ
んが、今後も一つずつ無事に終えられるよう努めてまい
ります。

父母の会会長　金子　織江

都筑ヶ丘幼稚園父母の会運動会を終えて

柏木実業専門学校教育交流会切磋琢磨
　「切磋琢磨」という熟語は主に、「ライバルが互いに
励まし合いながら、知識や技術を磨いていく」ときに
使いますが、必ずしもライバルがいなくても学問や道
徳に励んで人間性を育み、自分を美しく磨いていくこ
と自体が切磋琢磨なのです。「切」はナイフで切り出す
こと、「磋」はヤスリなどで削ること、「琢」はノミで叩
くこと、「磨」は砂などで磨くことを意味します。よう
するに、こういった工程を経て宝石が美しく磨かれて
ゆくことを表しています。立派な原石も磨かなければ
宝石にならないという事です。皆さんも、自分の将来
の成功を夢見て、原石を磨いている最中だと思います

が、コロナ感染症の影響もあり、落ち着いて磨いてい
る暇がないかもしれません。しかし、今までに経験し
たことのないような、社会情勢の中で生活し、自分の
健康に気を付けて、勉学に励んでいる現実も、将来、
何が起こっても対処できる術を身につけているんだ
という自負を持って、次に来るコロナ感染症（第６波）
も無事乗り越えて、自分というものが、健全な肉体と、
精神と、特技を身につけて、美しい宝石になる事を信
じて頑張っていただきたいと思っております。

教育交流会会長　田部井　信夫

大和商業高等専修学校ＰＴＡ実りの秋
　過ごしやすい風が仲秋を感じさせる時節となりまし
た。
　5月の体育祭や10月に行われた文化祭は規模を縮小
してですが行うことが出来、コロナ禍のこのご時世にも
関わらず、負けじと生徒たちも頑張ってきました。
　10月1日からは緊急事態宣言も解除となり、感染対策
はしっかりと講じつつ、学校生活の中では生徒や先生間
の交流も今までより深められ、たくさんの友情や信頼も
実るのではないでしょうか。

　これからもコロナ禍による厳しい時代が続くとは思
いますが、その厳しい環境にも負けず、泥の中で懸命に
咲く蓮のように強く逞しくこの時代を乗り越えて行けた
らと願うと共に、我々一同も支えて行けたらと思いま
す。
　12月22日に保護者会が開催される予定ですので、開
催の折にはご参加のほどよろしくお願い致します。

PTA役員代表　吉村　真琴

各種検定合格者

【柏木学園高等学校】
日本数学検定協会主催
実用数学技能検定
（令和3年8月28施行）

〈準2級〉
後藤　獅生　　中馬　優真
野上　千寿　　劉　　鎧華
細木原悠翔

〈3級〉
清水　千理　　木村　直都
南　　緑仁

【柏木実業専門学校・研修センター】
日本医療報酬調査会主催
医科医療事務検定
（令和3年8月27日施行）

〈3級〉
足立美由起　　井芹絵理香
井上亜矢子　　梅原　友理
大塚　瑞希　　小川　典子
片岡小百合　　加藤　虹香
河合　佳織　　川野　由樹
工藤　美和　　河野　文子
佐藤　心凛　　高木　　茜
武石　夢叶　　田代佐由美
田村　敬子　　永井沙耶花
長井　広美　　萩原　仁美
藤井　菜摘　　宮脇　有紀
村田　麻美　　吉羽　美幸
依田真奈美　　米嶋　まゆ
ルメグ清美

日本医療報酬調査会主催
調剤事務検定

（令和3年7月30日施行）
魏　　　慧　　臼井絵里子
影島　弘美　　木村沙耶佳
葛谷さゆり　　小林　有美
佐藤　春佳　　志村　礼子
菅原　有里　　鈴木　教恵
高橋由衣子　　多田　沙季
中上　幸栄　　森田　　昌

山城　美穂　　吉田美恵子
渡辺　悦子

日本医療報酬調査会主催
介護事務検定

（令和3年8月11日施行）
魏　　　慧　　臼井絵里子
影島　弘美　　川岡由美子
木村沙耶佳　　葛谷さゆり
小林　有美　　佐藤　春佳
椎野　華苗　　志村　礼子
菅原　有里　　鈴木　教恵
高橋由衣子　　多田　沙季
中上　幸栄　　津曲　圭介
森田　　昌　　山城　美穂
吉田美恵子　　渡辺　悦子
大塚　篤子　　柿澤　治美
川端　卓治　　北村むつみ
NGUYEN CHAU HA
塩原　　潔　　高橋　耕平

神奈川県
介護職員初任者研修
（令和3年9月29日修了）
安部　瑞紀　　天野　洋子
石原江里子　　伊藤真理子
植田　千尋　　大野　英喜
金澤　陽子　　曽我　京子
高橋久仁雄　　高橋　早苗
高村　由香　　竹内美奈子
田中　盛雄　　玉井久美子
中村　直美　　星野千香子
松岡　美和　　山根かおる

全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定

（令和3年10月16日施行）
〈1級〉
舩木　　祥

〈2級〉
TRAN THI THU THAO

〈3級〉
KADEL DEEPA　GHIMIRE ANKITA
NGUYEN THI LUONG　GURUNG NABIN
GURUNG POOJA　GURUNG SANGITA
SIJAPATI KESHAV　SUNUWAR KARUNA
THAPA LAXMI　DEVKOTA ROJINA
NEUAPANE BHANUBHAKTA
PANDEY RAJENDRA　
BISHOKARMA BISHWAS
PHAM THI PHUONG MINH　
MAHARJAN MELINA
R.M.M. ANUPAMA RATHNAYAKA
LAMA PHURPA　ROKA TILAK MAYA
KHADKA TILAK BAHADUR
GHALAN UMESH　KARKI SUSMITA
GURUNG YUBA RAJ　BUI THI TRANG
HOSSAIN SAWON　MALLA RACHANA
NGUYEN THI KIM THONG
THAPA LILA　PANDEY RABINA
PHAM THANH LAP　LUONG THI NHU Y
SHRESTHA JUNU　TAMANG SABITA
DARLAMI KABITA　HTAY AUNG KYAW
PHANTHI KHANH MY

【大和商業高等専修学校】
日本情報処理検定協会主催
文章入力スピード認定試験
（令和3年7月11日施行）

〈2級〉
二又　恭汰　　清水　祇希
〈準2級〉
須山　千寛　　中嶋　　葵
飯塚　瑛也　　畦本　幸秀

〈3級〉
ラピング ジョシュア ケイン マラリ
平本　竜朗

〈4級〉
飯塚　威風　　笠間　一心
下條　健弥

〈5級〉
上野　風我　　白井　幹大
細井戸瑞喜

令和3年度社会教育功労者表彰を柏木照正理事長が受彰されました
　11月5日（金）に文部科学省より、地域における社会教育活動を推進するために多年にわたり社会教育
の振興に功労のあった者、及び全国的見地から多年にわたり社会教育関係の団体活動に精励した者に対し、
その功績をたたえ全国で110名が社会教育功労者として表彰され受彰されました。



柏高祭

【学校説明会のお知らせ】

・当日は個別相談もあわせて実施いたします。
・予約制となります。ご予約は本校ホームページより
お願いします。
ホームページ：https://www.kashiwagi.ac.jp/
電話番号：046-260-9011
　上記日程については新型コロナウイルス感染拡
大等により変更となる場合があります。本校ホー
ムページにてご確認ください。

　9月3日（金）、4日（土）に
文化祭が行われました。今
年は緊急事態宣言下での実
施のため、規模を縮小し、
様々な制限の中での実施に
なりましたが各クラスがそ
れぞれに趣向を凝らした展
示中心の企画を披露しまし
た。また総合体育館やメモ
リアルホールでは有志団体
や部活動がステージ発表を
行い、大いに盛り上がりました。4日（土）は部活動見
学会・発表会と称し、中学生を招いて本校の紹介を行
いました。総合体育館やグラウンドなどそれぞれの
場所で各部の活動の見学に約100組の中学生が来校
しました。

11月14日（日）  第3回9：30～
11月20日（土）  第4回9：30～
11月27日（土）  第5回9：30～
12月04日（土）  第6回9：30～

　9月8日（水）午前に3年
生、9月10日（金）午前に2年
生、午後に1年生の体育祭を
実施しました。今年は新型
コロナウイルス感染症感染
防止の観点から、密を避け、
学年別で半日の実施としました。赤・青・黄色のチー
ム対抗で、大縄跳び、綱引き、リレーの競技を争いま
した。2年ぶりの実施となった体育祭に生徒たちは真
剣に参加し、クラスの団結を強め、短い時間でしたが
満喫できたようです。飲み物の用意をしていただい
た後援会の皆様に厚く御礼申し上げます。

体育祭

　軽音楽部は、ＪＧ
Ａ・ジャパンギター
アソシエイション主
催「全国学校ギター
合 奏 コ ン ク ー ル
2021」に参加しまし
た。動画による地区
予選に合格後、8月21日（土）に行われた全国大会に出
場し、「銅賞」を受賞することができました。会場は
「ミューザ川崎シンフォニーホール」という日本を代
表する、非常に音響の良いホールで、最高の舞台で演
奏をすることができました。コロナ禍の中で思うよ
うに練習ができませんでしたが、本校外部講師の岩
崎美由紀先生（国際新堀芸術学院講師）のもと、部員
20名（指揮者1名）が、集中して心を一つに練習をした
成果だと思います。今度はバンド演奏で全国コン
クール出場を目指します。

軽音楽部全国大会出場

　10月16日（土）に今年度第1回目となる柏木学園高
等学校学校説明会を開催しました。参加者が500組を
超える充実した説明会になりました。

第1回学校説明会

バドミントン部大会結果報告
　9月25日（土）に座間
総合高校で行われたバ
ドミントン新人大会北
相西地区予選 学校対抗
戦において、男女揃って
優勝しました。
・男子　 準決勝　向上高校に3-2 で勝利 　

決　勝　綾瀬西高校に3-2 で勝利 
・女子 　準決勝　秦野高校に3-2 で勝利 　

決　勝　向上高校に3-2 で勝利
この結果、県大会出場を決めました。

サッカー部大会結果報告
　9月19日（日）に相模
原総合高校で行われた
高円宮杯 J FA  U - 1 8  
サッカーリーグ 2021  
神奈川 Ｋ４・Ｄグループ
第4戦において、茅ヶ崎
西浜高校相手に快勝しました。
◆柏木学園高校 4-0 茅ヶ崎西浜高校

校内国内留学体験研修
　8月16日（月）～18日（水）
の3日間、外国人講師による
オールイングリッシュの環
境で、国際的な感覚を身に
つけることを目的に、国内
留学体験研修が行われまし
た。当初はホテルでの宿泊
型研修を予定していましたが、新型コロナウイルス
の感染状況の悪化により、本校を会場とする通学型
へと変更することになりました。
　約20名の参加者は、短い時間でしたが、自らの英語
力の向上を実感し、来年の参加も希望していました。
最終日には外国人講師に寄せ書きをプレゼントし、3
日間の感謝の気持ちを表しました。

　晴天の中、新型コロナウイルス感染予
防対策として、来場者の方の検温・マス
クの着用・手指消毒を徹底し、運動会が

無事に開催されました。毎日、一
生懸命練習に取り組み、成果を発
揮した子ども達。たくさんのあた
たかい拍手をありがとうございま
した。

10月2日（土）
川和小学校にて

　親子で参加できる
未就園児対象のイベ
ントです。今回は、ハ
ロウィンに因んで紙
コップを使ったおばけ

の飾りを作りました。その後は、親子体操や
ゲームをしてミニハロウィンパーティーを楽
しみました。次回は11月30日（火）に実施し
ます。是非遊びに来てください。

今後の予定

　「大きなお芋掘る！」と気
合い十分な子ども達を乗せバ
スが出発。畑に到着すると一
生懸命に土を掘り、お芋が見
え始めると目を輝かせていま

した。自分の力で掘ったお芋は、いつもより一段と
美味しかったことでしょう。

　4月の入園から7ヵ月
が経ち、友達同士名前を
呼んで遊ぶことが増えて
きました。
　大好きな友達の隣でお
昼寝がしたい！一緒に遊
びたい！と毎日色々な会
話が聞こえてきます。

堀
10月25日（月）10月25日（月）

運 動 会運 動 会

年少組
＜かけっこ　ゴールに向かってレッツゴー＞
　初めての運動会にドキドキしな
がらも、先生達が待つゴールに向
かって全力で走りました。

＜遊戯　たこやきマントマン＞
　たこやきマントマンに変身した可
愛い子ども達がニコニコ笑顔で元気
に踊りました。

年中組
＜パラバルーン＞
　クラスの皆で息を合わせ、大き
なパラバルーンを膨らませること
ができ、友達と目を合わせにっこ
り笑う姿がありました。

＜遊戯　ともに＞
　お揃いのサングラスと腕輪を身
に付けた子ども達。キラキラ輝く腕
輪に負けない位、とびきりの笑顔で
踊りました。

年長組

未就園児

＜組体操＞
　「ヤー」と気合いの入った掛け
声と共に技を決め、年長組らし
い、格好良い姿を見せてくれまし
た。

＜鼓笛　パプリカ・CHEERS＞
　皆の心を一つにして、素敵な曲を
奏で観客の皆さんから大きな拍手
をもらい、自信に満ちた表情を浮か
べていました。

＜親子ダンス
　サンサン体操＞
　アンパンマンの
曲に合わせ手を
振って踊る姿が可
愛らしかったです。

＜かけっこ　みんなでよーいドン＞
　親子でゴールを目指して楽しく
走ることができ、嬉しそうな表情を
見せてくれました。

10月12日（火）

11月  1日（月） 令和4年度 入園願書受付及び入園テスト
11月  5日（金） 令和4年度 親子プレ保育願書受付
11月12日（金） 令和4年度 2歳児教室願書受付
11月24日（水） お楽しみ会
12月  2日（木） お遊戯会 1部
12月  3日（金） お遊戯会 2部
12月  6日（月） お遊戯会 3部
12月  7日（火） お遊戯会 4部
12月14日（火） クリスマス会
12月20日（月） 終業式

スマイルクラブスマイルクラブ

芋 り

いちご組

ぶどう組

たんぽぽ組

いちご組・ぶどう組2歳児教室歳児教室

2歳児教室・
　　親子プレ保育

願書配布随時受付中‼

　ご希望の方には個別
で説明・見学も行ってい
ますので、お気軽にお問
い合わせください。



　10月13日（水）に１学年が本校体育館にて行わ
れたエイズ性感染症予防講演会を受講しまし
た。今回の講演会では性に対する正しい知識と
性感染症を予防するためにできることについて
講演していただきました。生徒からは「性感染症
の恐ろしさを改めて学ぶことができた。」「自分
には関係のないことだと思っていたけど、大切
なことだと分かった。」など性の知識を知る良い
機会になった様子で
した。今回の講演会で
性感染症予防をする
ことは、自分自身や相
手を大切にすること
につながることを、
しっかりと理解して
ほしいです。

紅葉祭（競技大会）
　9月23日（木）に本校にて紅葉祭（競技大会）が
行われました。今年度の紅葉祭は例年とは違い、
全校生徒が大和商業で学び、身に付けた知識と
技術を競い合う競技大会という形での開催とな
りました。
　商業科目である電卓や簿記、PCの早打ち、漢字
や一般常識など様々な分野の競技に生徒一人一
人が熱心に取り組んでいました。競技会の結果、
全競技総合優勝は3年C組でした。
　また、体育祭で作成した各クラスのクラスT
シャツのデザインを萩野谷校長に審査していた
だいた結果、1年D組のクラスTシャツが最優秀
賞に選ばれました。
　3年C組と1年D組の皆さん、おめでとうござ
います。

就職試験開始
　今年度も就職試験が9月16日（木）から開始と
なりました。3学年の生徒たちは夏休み中も登校
し、履歴書の作成や面接練習などに取り組んで
きました。2学期が始まってからも放課後の時間
を利用して面接練習に励んでいる姿が見られま
した。一人でも多くの生徒が希望する就職先に
内定をもらえるよう学校が一丸となって指導に
努めていきます。

介護職員初任者研修開講
　今年度も2学年福祉ビジネスコースでは介護
職員初任者研修が始まりました。開校式を9月22
日（水）に実施し、10月5日（火）より講義が行われ
ています。介護職員初任者研修では講義や実習
を通して、福祉に関する知識や介護技術等を学
んでいきます。福祉施設への就職や福祉系の大
学・専門学校等への進
学を目指す生徒も多
いため、実践的な学習
を通して、様々な知識
や技術を身に付けて
いきましょう。

エイズ性感染症予防講演会

諸活動結果報告

中学生対象オープンスクール
　9月23日（木）の紅葉祭・競技大会と同日、中学
生を対象としたオープンスクールを実施しまし
た。本校の特色である商業科目の問題に真剣に
取り組んでいる姿を見ることで大和商業の魅力
を感じ取ってもらえたのではないかなと思いま
す。今後も以下の日程で学校説明会が実施され
ます。ご来校お待ちしております。

学校説明会 ＜要予約＞ 9：00受付 9：30開会
11月13日（土）／11月20日（土）／11月27日（土）
12月 4日（土）／12月11日（土）／ 1月15日（土）

個別見学相談会 ＜要予約＞ 一日一組限定の個別対応

・第52回神奈川県高等学校教育書道コンクール
　　奨励賞 3年A組 坪田　靖明
 3年C組 藤井　美祈
・科学技術学園　第50回美術展
　　佳　作 2年C組 津崎　優美

研修センター柏木実業専門学校

オープンキャンパス参加申込受付中

【留学生受入適正校に認定されました】
　東京入国管理局より、留学生受け入れ適正校に認定さ
れました。これにより、本校に入学する留学生は、２年
ビザが付与され、ビザの更新審査項目が軽減されます。

【防災訓練を実施しました】
　9月1日（水）の防災の日を
前に、8月30日（月）に防災訓
練を行いました。今年度は初
の試みとしてシェイクアウト
訓練を実施しました｡シェイ
クアウト訓練とは地震の際の
安全確保行動である「命を守

る3動作」を誰でも・どこでも・気軽に・簡単に行うこ
とができる防災訓練で、学生はいつ地震などが起きても
自分の身を守れるよう、真剣に訓練に臨んでいました。

【本校職員が全国簿記電卓競技大会の
　　　　　　　　　　       運営委員を務めました】
　9月5日（日）に公益社団法人全国経理教育協会が主
催する全国簿記電卓競技大会が開催されました。7月
に支部ごとの予選会が行われ、支部予選会を勝ち抜い
た学校が本大会に臨みました。
　本校は全国経理教育協会より運営委員の依頼を受け、
職員総出で大会の運営の協力にあたりました。

【スーツの着こなし講座】
　就職活動オリエンテーショ
ンの一環として、株式会社
AOKI様にご来校いただき、
各学科の1年生に向けてスー
ツの着こなし講座を開講していただきました。これか
ら始まる就職活動に向けてどんなスーツが望ましいの
か、身だしなみがどれだけ影響があるものなのかなど
多くのアドバイスをいただきました。参加した学生に
は学んだ知識を活かし就職活動に挑んでほしいです。

【第4回・第5回オープンキャンパスを開催】
　9月11日（土）に第4回オープンキャンパス、10月30

日（土）に第5回オープン
キャンパスを開催しまし
た。
　第6回オープンキャンパス
は12月21日（火）の 開 催
となります。お申込は、本

ページ下記の入試相談係まで。

　12月21日（火）実施のオープンキャンパスの参加
申込を受け付けております。詳細については下記まで
お問い合わせください｡また、ZOOMでのオンライン
オープンキャンパスも随時開催しております。

【神奈川県委託訓練9月生入校式、7月生修了式】
　神奈川県委託訓練「即戦力」簿記パソコン事務科、医療調剤介
護事務・ＰＣ科、介護職員初任者研修科9月生の入校式が9月1日
（水）、7月生の修了式が9月29日（水）に行われました。修了式で
は皆晴れ晴れとした表情の中、修了証が授与され、各クラスより
謝辞をいただきました。受講生の活躍を期待しています。

【求職者支援訓練6月生修了式】
　求職者支援訓練　パソコンスキルアップ
基礎科6月生の修了式が9月6日（月）に行な
われました。訓練では社会人の基礎を学ぶ
職業能力基礎講習やWord・Excel・Power
Pointといったパソコン授業の学びと並行し
て、就職活動をする意欲的な取り組みが見られました。

【神奈川県委託訓練、職業人講話授業、求人企業説明会の開催】
　研修センターでは各訓練科に関連する企業人による「職業人講
話」を実施しています。また放課後、学校内にて企業による説明会
を開催し、より多くの求人ニーズに触れる機会を提供しています。
［職業人講話］9月、10月実施
NPO法人都筑区民交流協会 岩井未知男先生
株式会社アスモ介護サービス 人事課 岡本光義先生
社会福祉法人緑樹会ラペ鎌倉 施設長 滝本智先生
［求人企業説明会］9月、10月実施
株式会社ソラスト横浜支社、神奈川支社、　　
株式会社ニチイ学館 藤沢支店、　　　　　　
株式会社日本教育クリエイト横浜支社、            
社会福祉法人二津屋福祉会 ロゼホームつきみ野、
株式会社アイシマ、社会福祉法人愛成会 ヴィラ愛成

（謝辞の様子、左から簿記パソコン事務科、医療調剤介護事務・PC科、介護職員初任者研修科）
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就職先　有限会社エイチ・エム・ジェイ
　八木　瑞季さん　簿記パソコン事務科
　　（神奈川県委託訓練）（令和2年9月）修了生
　「職場の環境にも慣れ、今では職業訓練での学びを活用しつつ、
新しい学びが知識として増えていく事に満足感を感じながら働い
ています。覚える事も多く難しく大変ですが、様々な方と関わり
を持って働ける環境なので充実感があります。」
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　　　　特別養護老人ホーム 愛成苑
　曽根　敦さん、知久　恭平さん　
　　　　　　　介護職員養成(初任者研修)科
　　（求職者支援訓練）（令和3年6月）修了生
　「同じクラスで学んだ仲間と就職先でも共に働ける事になり、
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ご利用者様の笑顔があふれる職場でこれからも頑張ります。」
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　10月13日（水）に１学年が本校体育館にて行わ
れたエイズ性感染症予防講演会を受講しまし
た。今回の講演会では性に対する正しい知識と
性感染症を予防するためにできることについて
講演していただきました。生徒からは「性感染症
の恐ろしさを改めて学ぶことができた。」「自分
には関係のないことだと思っていたけど、大切
なことだと分かった。」など性の知識を知る良い
機会になった様子で
した。今回の講演会で
性感染症予防をする
ことは、自分自身や相
手を大切にすること
につながることを、
しっかりと理解して
ほしいです。

紅葉祭（競技大会）
　9月23日（木）に本校にて紅葉祭（競技大会）が
行われました。今年度の紅葉祭は例年とは違い、
全校生徒が大和商業で学び、身に付けた知識と
技術を競い合う競技大会という形での開催とな
りました。
　商業科目である電卓や簿記、PCの早打ち、漢字
や一般常識など様々な分野の競技に生徒一人一
人が熱心に取り組んでいました。競技会の結果、
全競技総合優勝は3年C組でした。
　また、体育祭で作成した各クラスのクラスT
シャツのデザインを萩野谷校長に審査していた
だいた結果、1年D組のクラスTシャツが最優秀
賞に選ばれました。
　3年C組と1年D組の皆さん、おめでとうござ
います。

就職試験開始
　今年度も就職試験が9月16日（木）から開始と
なりました。3学年の生徒たちは夏休み中も登校
し、履歴書の作成や面接練習などに取り組んで
きました。2学期が始まってからも放課後の時間
を利用して面接練習に励んでいる姿が見られま
した。一人でも多くの生徒が希望する就職先に
内定をもらえるよう学校が一丸となって指導に
努めていきます。

介護職員初任者研修開講
　今年度も2学年福祉ビジネスコースでは介護
職員初任者研修が始まりました。開校式を9月22
日（水）に実施し、10月5日（火）より講義が行われ
ています。介護職員初任者研修では講義や実習
を通して、福祉に関する知識や介護技術等を学
んでいきます。福祉施設への就職や福祉系の大
学・専門学校等への進
学を目指す生徒も多
いため、実践的な学習
を通して、様々な知識
や技術を身に付けて
いきましょう。

エイズ性感染症予防講演会

諸活動結果報告

中学生対象オープンスクール
　9月23日（木）の紅葉祭・競技大会と同日、中学
生を対象としたオープンスクールを実施しまし
た。本校の特色である商業科目の問題に真剣に
取り組んでいる姿を見ることで大和商業の魅力
を感じ取ってもらえたのではないかなと思いま
す。今後も以下の日程で学校説明会が実施され
ます。ご来校お待ちしております。

学校説明会 ＜要予約＞ 9：00受付 9：30開会
11月13日（土）／11月20日（土）／11月27日（土）
12月 4日（土）／12月11日（土）／ 1月15日（土）

個別見学相談会 ＜要予約＞ 一日一組限定の個別対応

・第52回神奈川県高等学校教育書道コンクール
　　奨励賞 3年A組 坪田　靖明
 3年C組 藤井　美祈
・科学技術学園　第50回美術展
　　佳　作 2年C組 津崎　優美

研修センター柏木実業専門学校

オープンキャンパス参加申込受付中
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（謝辞の様子、左から簿記パソコン事務科、医療調剤介護事務・PC科、介護職員初任者研修科）
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　　（神奈川県委託訓練）（令和2年9月）修了生
　「職場の環境にも慣れ、今では職業訓練での学びを活用しつつ、
新しい学びが知識として増えていく事に満足感を感じながら働い
ています。覚える事も多く難しく大変ですが、様々な方と関わり
を持って働ける環境なので充実感があります。」
就職先　社会福祉法人愛成会 
　　　　特別養護老人ホーム 愛成苑
　曽根　敦さん、知久　恭平さん　
　　　　　　　介護職員養成(初任者研修)科
　　（求職者支援訓練）（令和3年6月）修了生
　「同じクラスで学んだ仲間と就職先でも共に働ける事になり、
お互いに学校で学んだ事を思い出しながら刺激しあっています。
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柏高祭

【学校説明会のお知らせ】

・当日は個別相談もあわせて実施いたします。
・予約制となります。ご予約は本校ホームページより
お願いします。
ホームページ：https://www.kashiwagi.ac.jp/
電話番号：046-260-9011
　上記日程については新型コロナウイルス感染拡
大等により変更となる場合があります。本校ホー
ムページにてご確認ください。

　9月3日（金）、4日（土）に
文化祭が行われました。今
年は緊急事態宣言下での実
施のため、規模を縮小し、
様々な制限の中での実施に
なりましたが各クラスがそ
れぞれに趣向を凝らした展
示中心の企画を披露しまし
た。また総合体育館やメモ
リアルホールでは有志団体
や部活動がステージ発表を
行い、大いに盛り上がりました。4日（土）は部活動見
学会・発表会と称し、中学生を招いて本校の紹介を行
いました。総合体育館やグラウンドなどそれぞれの
場所で各部の活動の見学に約100組の中学生が来校
しました。

11月14日（日）  第3回9：30～
11月20日（土）  第4回9：30～
11月27日（土）  第5回9：30～
12月04日（土）  第6回9：30～

　9月8日（水）午前に3年
生、9月10日（金）午前に2年
生、午後に1年生の体育祭を
実施しました。今年は新型
コロナウイルス感染症感染
防止の観点から、密を避け、
学年別で半日の実施としました。赤・青・黄色のチー
ム対抗で、大縄跳び、綱引き、リレーの競技を争いま
した。2年ぶりの実施となった体育祭に生徒たちは真
剣に参加し、クラスの団結を強め、短い時間でしたが
満喫できたようです。飲み物の用意をしていただい
た後援会の皆様に厚く御礼申し上げます。

体育祭

　軽音楽部は、ＪＧ
Ａ・ジャパンギター
アソシエイション主
催「全国学校ギター
合 奏 コ ン ク ー ル
2021」に参加しまし
た。動画による地区
予選に合格後、8月21日（土）に行われた全国大会に出
場し、「銅賞」を受賞することができました。会場は
「ミューザ川崎シンフォニーホール」という日本を代
表する、非常に音響の良いホールで、最高の舞台で演
奏をすることができました。コロナ禍の中で思うよ
うに練習ができませんでしたが、本校外部講師の岩
崎美由紀先生（国際新堀芸術学院講師）のもと、部員
20名（指揮者1名）が、集中して心を一つに練習をした
成果だと思います。今度はバンド演奏で全国コン
クール出場を目指します。

軽音楽部全国大会出場

　10月16日（土）に今年度第1回目となる柏木学園高
等学校学校説明会を開催しました。参加者が500組を
超える充実した説明会になりました。

第1回学校説明会

バドミントン部大会結果報告
　9月25日（土）に座間
総合高校で行われたバ
ドミントン新人大会北
相西地区予選 学校対抗
戦において、男女揃って
優勝しました。
・男子　 準決勝　向上高校に3-2 で勝利 　

決　勝　綾瀬西高校に3-2 で勝利 
・女子 　準決勝　秦野高校に3-2 で勝利 　

決　勝　向上高校に3-2 で勝利
この結果、県大会出場を決めました。

サッカー部大会結果報告
　9月19日（日）に相模
原総合高校で行われた
高円宮杯 J FA  U - 1 8  
サッカーリーグ 2021  
神奈川 Ｋ４・Ｄグループ
第4戦において、茅ヶ崎
西浜高校相手に快勝しました。
◆柏木学園高校 4-0 茅ヶ崎西浜高校

校内国内留学体験研修
　8月16日（月）～18日（水）
の3日間、外国人講師による
オールイングリッシュの環
境で、国際的な感覚を身に
つけることを目的に、国内
留学体験研修が行われまし
た。当初はホテルでの宿泊
型研修を予定していましたが、新型コロナウイルス
の感染状況の悪化により、本校を会場とする通学型
へと変更することになりました。
　約20名の参加者は、短い時間でしたが、自らの英語
力の向上を実感し、来年の参加も希望していました。
最終日には外国人講師に寄せ書きをプレゼントし、3
日間の感謝の気持ちを表しました。

　晴天の中、新型コロナウイルス感染予
防対策として、来場者の方の検温・マス
クの着用・手指消毒を徹底し、運動会が

無事に開催されました。毎日、一
生懸命練習に取り組み、成果を発
揮した子ども達。たくさんのあた
たかい拍手をありがとうございま
した。

10月2日（土）
川和小学校にて

　親子で参加できる
未就園児対象のイベ
ントです。今回は、ハ
ロウィンに因んで紙
コップを使ったおばけ

の飾りを作りました。その後は、親子体操や
ゲームをしてミニハロウィンパーティーを楽
しみました。次回は11月30日（火）に実施し
ます。是非遊びに来てください。

今後の予定

　「大きなお芋掘る！」と気
合い十分な子ども達を乗せバ
スが出発。畑に到着すると一
生懸命に土を掘り、お芋が見
え始めると目を輝かせていま

した。自分の力で掘ったお芋は、いつもより一段と
美味しかったことでしょう。

　4月の入園から7ヵ月
が経ち、友達同士名前を
呼んで遊ぶことが増えて
きました。
　大好きな友達の隣でお
昼寝がしたい！一緒に遊
びたい！と毎日色々な会
話が聞こえてきます。

堀
10月25日（月）10月25日（月）

運 動 会運 動 会

年少組
＜かけっこ　ゴールに向かってレッツゴー＞
　初めての運動会にドキドキしな
がらも、先生達が待つゴールに向
かって全力で走りました。

＜遊戯　たこやきマントマン＞
　たこやきマントマンに変身した可
愛い子ども達がニコニコ笑顔で元気
に踊りました。

年中組
＜パラバルーン＞
　クラスの皆で息を合わせ、大き
なパラバルーンを膨らませること
ができ、友達と目を合わせにっこ
り笑う姿がありました。

＜遊戯　ともに＞
　お揃いのサングラスと腕輪を身
に付けた子ども達。キラキラ輝く腕
輪に負けない位、とびきりの笑顔で
踊りました。

年長組

未就園児

＜組体操＞
　「ヤー」と気合いの入った掛け
声と共に技を決め、年長組らし
い、格好良い姿を見せてくれまし
た。

＜鼓笛　パプリカ・CHEERS＞
　皆の心を一つにして、素敵な曲を
奏で観客の皆さんから大きな拍手
をもらい、自信に満ちた表情を浮か
べていました。

＜親子ダンス
　サンサン体操＞
　アンパンマンの
曲に合わせ手を
振って踊る姿が可
愛らしかったです。

＜かけっこ　みんなでよーいドン＞
　親子でゴールを目指して楽しく
走ることができ、嬉しそうな表情を
見せてくれました。

10月12日（火）

11月  1日（月） 令和4年度 入園願書受付及び入園テスト
11月  5日（金） 令和4年度 親子プレ保育願書受付
11月12日（金） 令和4年度 2歳児教室願書受付
11月24日（水） お楽しみ会
12月  2日（木） お遊戯会 1部
12月  3日（金） お遊戯会 2部
12月  6日（月） お遊戯会 3部
12月  7日（火） お遊戯会 4部
12月14日（火） クリスマス会
12月20日（月） 終業式

スマイルクラブスマイルクラブ

芋 り

いちご組

ぶどう組

たんぽぽ組

いちご組・ぶどう組2歳児教室歳児教室

2歳児教室・
　　親子プレ保育

願書配布随時受付中‼

　ご希望の方には個別
で説明・見学も行ってい
ますので、お気軽にお問
い合わせください。



柏木学園高等学校後援会体育祭を終えて
ほっと胸を撫で下ろしております。
　今後も、感染の増減など、予測のつかない状況のため、
予定している活動も見通しがつかない事も多くありま
すが、安全に活動が進めていけるように、本部会、定例会
で話し合いを重ねています。
　これからも、保護者の皆様方のご支援、ご協力を賜り
ますよう、よろしくお願いいたします。
　冬も近づいてまいりましたので、どうぞお身体にお気
をつけてお過ごしください。

後援会会長　佐藤　佐代美

　晩秋の候、紅葉も終わりに近づき、日に日に寒さが加
わる季節となりました。
　日頃より、後援会の活動にご協力をいただきまして、
誠にありがとうございます。
　新型コロナウイルスの感染拡大の影響で1学期は、後
援会の活動も思うように行うことができませんでした
が、9月に体育祭が開催され、給水のお手伝いとして、
ペットボトルのドリンクや麦茶の提供を行いました。例
年とは違う形で、学年毎に２日間に渡っての開催という
ことで、役員間で役割分担や流れの確認などを細かく
打ち合わせをし、無事にお手伝いを終えることができ、

　イチョウの葉が鮮やかに色づき、金色のじゅうたんを
敷き詰める季節となりました。
　今年度の運動会は、10月2日（土）に川和小学校のグラ
ウンドをお借りして行われました。子ども達の一生懸命
な演技や競技に取り組む姿に何度も目頭が熱くなった
ことを覚えています。この気持ちは必ずしも練習回数や
完成度だけに比例するものではなく、子ども達一人ひと
りが「頑張るぞ」という気持ちや真剣な眼差しに心を動
かされたからだと思います。
　そして、このようなコロナ禍に開催するにあたり、ご
理解とご協力をくださった保護者の皆様、さらに感染症

予防対策と行事の両立にお力を注いでくださった園長
先生をはじめとした先生方に厚く御礼申し上げます。
　運動会が終わり、子ども達は麦わら帽子からフェルト
帽子に衣替えをしました。なんだか一回り大きくなった
ような姿を見て、今年度の残された時間の短さを感じる
ようになってきましたが、お遊戯会やクリスマス会など
まだまだ子ども達の楽しい行事が待っています。本部で
のお手伝いを通してハンカチが手放せそうにありませ
んが、今後も一つずつ無事に終えられるよう努めてまい
ります。

父母の会会長　金子　織江

都筑ヶ丘幼稚園父母の会運動会を終えて

柏木実業専門学校教育交流会切磋琢磨
　「切磋琢磨」という熟語は主に、「ライバルが互いに
励まし合いながら、知識や技術を磨いていく」ときに
使いますが、必ずしもライバルがいなくても学問や道
徳に励んで人間性を育み、自分を美しく磨いていくこ
と自体が切磋琢磨なのです。「切」はナイフで切り出す
こと、「磋」はヤスリなどで削ること、「琢」はノミで叩
くこと、「磨」は砂などで磨くことを意味します。よう
するに、こういった工程を経て宝石が美しく磨かれて
ゆくことを表しています。立派な原石も磨かなければ
宝石にならないという事です。皆さんも、自分の将来
の成功を夢見て、原石を磨いている最中だと思います

が、コロナ感染症の影響もあり、落ち着いて磨いてい
る暇がないかもしれません。しかし、今までに経験し
たことのないような、社会情勢の中で生活し、自分の
健康に気を付けて、勉学に励んでいる現実も、将来、
何が起こっても対処できる術を身につけているんだ
という自負を持って、次に来るコロナ感染症（第６波）
も無事乗り越えて、自分というものが、健全な肉体と、
精神と、特技を身につけて、美しい宝石になる事を信
じて頑張っていただきたいと思っております。

教育交流会会長　田部井　信夫

大和商業高等専修学校ＰＴＡ実りの秋
　過ごしやすい風が仲秋を感じさせる時節となりまし
た。
　5月の体育祭や10月に行われた文化祭は規模を縮小
してですが行うことが出来、コロナ禍のこのご時世にも
関わらず、負けじと生徒たちも頑張ってきました。
　10月1日からは緊急事態宣言も解除となり、感染対策
はしっかりと講じつつ、学校生活の中では生徒や先生間
の交流も今までより深められ、たくさんの友情や信頼も
実るのではないでしょうか。

　これからもコロナ禍による厳しい時代が続くとは思
いますが、その厳しい環境にも負けず、泥の中で懸命に
咲く蓮のように強く逞しくこの時代を乗り越えて行けた
らと願うと共に、我々一同も支えて行けたらと思いま
す。
　12月22日に保護者会が開催される予定ですので、開
催の折にはご参加のほどよろしくお願い致します。

PTA役員代表　吉村　真琴

各種検定合格者

【柏木学園高等学校】
日本数学検定協会主催
実用数学技能検定
（令和3年8月28施行）

〈準2級〉
後藤　獅生　　中馬　優真
野上　千寿　　劉　　鎧華
細木原悠翔

〈3級〉
清水　千理　　木村　直都
南　　緑仁

【柏木実業専門学校・研修センター】
日本医療報酬調査会主催
医科医療事務検定
（令和3年8月27日施行）

〈3級〉
足立美由起　　井芹絵理香
井上亜矢子　　梅原　友理
大塚　瑞希　　小川　典子
片岡小百合　　加藤　虹香
河合　佳織　　川野　由樹
工藤　美和　　河野　文子
佐藤　心凛　　高木　　茜
武石　夢叶　　田代佐由美
田村　敬子　　永井沙耶花
長井　広美　　萩原　仁美
藤井　菜摘　　宮脇　有紀
村田　麻美　　吉羽　美幸
依田真奈美　　米嶋　まゆ
ルメグ清美

日本医療報酬調査会主催
調剤事務検定

（令和3年7月30日施行）
魏　　　慧　　臼井絵里子
影島　弘美　　木村沙耶佳
葛谷さゆり　　小林　有美
佐藤　春佳　　志村　礼子
菅原　有里　　鈴木　教恵
高橋由衣子　　多田　沙季
中上　幸栄　　森田　　昌

山城　美穂　　吉田美恵子
渡辺　悦子

日本医療報酬調査会主催
介護事務検定

（令和3年8月11日施行）
魏　　　慧　　臼井絵里子
影島　弘美　　川岡由美子
木村沙耶佳　　葛谷さゆり
小林　有美　　佐藤　春佳
椎野　華苗　　志村　礼子
菅原　有里　　鈴木　教恵
高橋由衣子　　多田　沙季
中上　幸栄　　津曲　圭介
森田　　昌　　山城　美穂
吉田美恵子　　渡辺　悦子
大塚　篤子　　柿澤　治美
川端　卓治　　北村むつみ
NGUYEN CHAU HA
塩原　　潔　　高橋　耕平

神奈川県
介護職員初任者研修
（令和3年9月29日修了）
安部　瑞紀　　天野　洋子
石原江里子　　伊藤真理子
植田　千尋　　大野　英喜
金澤　陽子　　曽我　京子
高橋久仁雄　　高橋　早苗
高村　由香　　竹内美奈子
田中　盛雄　　玉井久美子
中村　直美　　星野千香子
松岡　美和　　山根かおる

全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定

（令和3年10月16日施行）
〈1級〉
舩木　　祥

〈2級〉
TRAN THI THU THAO

〈3級〉
KADEL DEEPA　GHIMIRE ANKITA
NGUYEN THI LUONG　GURUNG NABIN
GURUNG POOJA　GURUNG SANGITA
SIJAPATI KESHAV　SUNUWAR KARUNA
THAPA LAXMI　DEVKOTA ROJINA
NEUAPANE BHANUBHAKTA
PANDEY RAJENDRA　
BISHOKARMA BISHWAS
PHAM THI PHUONG MINH　
MAHARJAN MELINA
R.M.M. ANUPAMA RATHNAYAKA
LAMA PHURPA　ROKA TILAK MAYA
KHADKA TILAK BAHADUR
GHALAN UMESH　KARKI SUSMITA
GURUNG YUBA RAJ　BUI THI TRANG
HOSSAIN SAWON　MALLA RACHANA
NGUYEN THI KIM THONG
THAPA LILA　PANDEY RABINA
PHAM THANH LAP　LUONG THI NHU Y
SHRESTHA JUNU　TAMANG SABITA
DARLAMI KABITA　HTAY AUNG KYAW
PHANTHI KHANH MY

【大和商業高等専修学校】
日本情報処理検定協会主催
文章入力スピード認定試験
（令和3年7月11日施行）

〈2級〉
二又　恭汰　　清水　祇希
〈準2級〉
須山　千寛　　中嶋　　葵
飯塚　瑛也　　畦本　幸秀

〈3級〉
ラピング ジョシュア ケイン マラリ
平本　竜朗

〈4級〉
飯塚　威風　　笠間　一心
下條　健弥

〈5級〉
上野　風我　　白井　幹大
細井戸瑞喜

令和3年度社会教育功労者表彰を柏木照正理事長が受彰されました
　11月5日（金）に文部科学省より、地域における社会教育活動を推進するために多年にわたり社会教育
の振興に功労のあった者、及び全国的見地から多年にわたり社会教育関係の団体活動に精励した者に対し、
その功績をたたえ全国で110名が社会教育功労者として表彰され受彰されました。
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体育祭 柏木学園高等学校 スーツの着こなし講座 柏木実業専門学校

紅葉祭（競技大会） 大和商業高等専修学校 おいもほり 都筑ヶ丘幼稚園

柏木実業専門学校　校長　桐野 輝久満は損を招き、謙は益を受く
　大リーグ大谷翔平選手の活躍には目を見張りました。2桁ホーム
ラン、投手として９つの勝利、投打二刀流の活躍は「野球の神様」
ベーブ・ルース以来103年前の大記録に迫るものでした。
　大記録は惜しくも逃したものの、年間MVPとの前評判も高い大
谷選手の活躍はコロナ禍で鬱屈した思いを払いのけてくれたよう
な気がします。
　今年の米タイム誌「世界で最も影響力のある100人」に彼は選
ばれましたが、選考理由には「すべての特異な才能を、1人のプレ
イヤーに詰め込んだとしたら、きっと大谷翔平になるだろう」とあり
ます。
　チャーミングな表情に加え、敵方のバットを拾い上げバットボーイ
に手渡したり、落ちているゴミを拾ってポケットに入れる様子は、野
球ファンのみならず多くの人 を々魅了したのです。
　超人的な活躍と魅力的な性格を併せ持つ大谷選手をみてい
ると、中国の古典『書経』にある「満は損を招き、謙は益を受く」の
一説が思い浮かびます。
　人間は慢心を覚えると、自分を誇示したり、相手を見下したり、
力づくで押さえ込もうとする傾向があります。しかし、それは自分の

価値を落として反発を招き、それ以上の成長を阻むことにもなる
のです。
　逆に、大きな成果を出して周りから賞賛されても、謙虚さを失う
ことなく平常心で接していれば、さらに信頼を得て尊敬されること
になります。
　日本にも「実るほど頭を垂れる稲穂かな」のことわざがあります。
稲が成長し、たわわに実れば実るほど、その重みで稲穂が深く頭
を垂れ下がる様子を表現したものですが、立派な人格を持つ人
は、偉くなればなるほど謙虚さを増していきます。誰からも信頼され
尊敬される人とは、慢心せず、常に謙虚さを失わないで最善を尽
くす人のことを言うのでしょう。
　大谷選手のように、謙虚で、何事にも誠意をもってあたれば、誰
からも愛され、信頼されます。そして、信頼されることで、より自分の
成長を促していくのです。
　誰もが高い能力を発揮することはできませんが、謙虚さを失わ
ず誠実に努力を重ねていけば、自分の身の丈にあった成果を得
られ、成長にもつながっていくことでしょう。

令和3年11月～令和4年1月
柏木学園高等学校 柏木実業専門学校 大和商業高等専修学校 都筑ケ丘幼稚園

学　園　本　部

研修センター

11/3 湘南そろばん塚顕彰会

12/24 職員仕事納め

1/7 職員仕事始め

○学園本部：金久保・清水　　○柏木高校：本田・川津　　○大和商業：小笠原・榎本
○柏木実業：伊藤（史）・座間・荒井・小澤　　○幼 稚 園：髙田・笠井・赤岩・井上

11/3 第2回学校説明会

11/5 日本漢字能力検定（任意）

11/10 生徒会選挙（4・5限）・相談日

11/11 公開授業・保護者会・後援会役員会

11/14 第3回学校説明会

11/17 相談日・防災訓練（5限）

11/20 第4回学校説明会

11/22 2学期期末試験日程発表

11/24 相談日

11/27 第5回学校説明会

11/29 学費引き落とし

11/30-12/3 2学期期末試験 

12/4 第6回学校説明会

12/6 試験予備日

12/7 試験返却

12/8 相談日

12/14 学期末補習対象者発表

12/15 2学期学期末補習（～22日）・相談日

12/16 後援会役員会

12/22 終業式・大掃除・相談日

12/27 学費引き落とし

1/11 始業式

1/12 学力試験（1・2年）・
 3年授業開始・相談日

1/14 実用英語技能検定
 （1・2年アド・1年スタ情＋希望者）

1/15 大学入試共通テスト1日目

1/16 大学入試共通テスト2日目

1/19 相談日

1/20 後援会役員会

1/21 午前中40分授業

1/22 推薦入試

1/24-26 2年修学旅行

1/26 相談日 

1/27 学費引き落とし（3か月分）・
 推薦入学手続き

1/31-2/3 3年期末試験

11/4 委員会の日・介護職員初任者研修・
 推薦入試②願書受付締切
11/6 推薦入試②
11/9 介護職員初任者研修
11/11 学び場ジュニア（麻溝台中学校）・
 PTA運営委員会・介護職員初任者研修
11/13 学校説明会⑤・秘書技能検定
11/16 介護職員初任者研修
11/18 介護職員初任者研修
11/20 学校説明会⑥
11/22 検定特別授業（～26日）
11/27 学校説明会⑦
11/28 全経簿記能力検定
11/29 推薦入試願書受付（～12月1日）
11/30 介護職員初任者研修・
 すすき野中学校キャリア教育参加
12/1 学び場ジュニア（渋谷中学校）
12/2 介護職員初任者研修
12/4 学校説明会⑧・全経電卓計算能力検定
12/6 期末試験（～10日）
12/10 1学年進路ガイダンス
12/11 学校説明会⑨・
 全経コンピュータ会計能力検定
12/13 追再試日
12/14 成績処理日・介護職員初任者研修
12/16 テスト返却日・2学年進路ガイダンス・
 介護職員初任者研修・
 推薦入試③願書受付締切
12/17 復習授業（～21日）
12/18 推薦入試③
12/22 保護者会
12/23 大掃除・介護職員初任者研修
12/24 終業式
1/11 始業式・PTA運営委員会
1/12 平常授業開始・委員会の日
1/13 介護職員初任者研修
1/15 学校説明会⑩
1/18 介護職員初任者研修
1/19 卒業試験（～25日）
1/20 介護職員初任者研修・
 推薦入試④願書受付締切
1/22 推薦入試④
1/25 介護職員初任者研修
1/26 学び場ジュニア（上和田中）
1/27 介護職員初任者研修
1/28 学び場ジュニア（大住中）

11/1 令和4年度新入園児願書受付及び
 入園テスト
 在園児休園
 月謝引き落とし日
11/5 令和4年度親子プレ保育願書受付
11/8 避難訓練・役員会
11/9 誕生日会（11月）
11/12 令和4年度2歳児教室願書受付
11/15 お遊戯会予行1部
11/16 お遊戯会予行2部
11/17 面談日
11/18 お遊戯会予行3部
11/19 お遊戯会予行4部
11/24 お楽しみ会
11/25 お遊戯会予行予備日
11/27 親児の会（予定）
11/29 地域開放事業「製作」（予定）
11/30 スマイルクラブ⑤
12/1 月謝引き落とし日
12/2 お遊戯会1部
12/3 お遊戯会2部
12/6 お遊戯会3部
12/7 お遊戯会4部
12/8 面談日
12/9 避難訓練
12/13 誕生日会（12月）
12/14 クリスマス会
12/15 未就園児クリスマス会
 在園児休園
12/16 ダディー＆マミー（予定）
12/20 終業式・午前保育
12/21-24 冬期預かり保育
12/27-28 冬期預かり保育
12/29-31 預かり保育なし
1/3 預かり保育なし
1/4 月謝引き落とし日
1/4-6 冬期預かり保育
1/7 始業式・獅子舞
1/11 シャボン玉ショー（予定）
1/12 お楽しみ会・懇談会
1/13 ケータリング（年長）（予定）
1/17 誕生日会（1月）
1/18 クッキング保育（年長）（予定）
1/19 令和4年度体験保育
 在園児休園
1/22 幼稚園教育研究大会
1/24 避難訓練
 地域開放ストレッチ②（予定）
1/25 スマイルクラブ⑥
1/31 地域開放ヨガ③（予定）

11/6 全経文書処理能力検定
11/7 サービス接遇検定
11/12 経理実務コンクール
11/14 秘書技能検定
11/18 簿記講習会修了式
11/21 日商簿記統一試験・
 ビジネス実務マナー検定
11/28 全経簿記能力検定
12/4 全経電卓計算能力検定
12/5 全経社会福祉会計簿記認定試験・
 JLPT日本語能力試験
12/11 全経社会人常識マナー検定
 （Japan Basic）・全経CP会計能力検定
12/21 第6回オープンキャンパス
12/23 冬季終業式
1/11 講義開始
1/15 全経社会人常識マナー検定
1/16 全経BANTO認定試験
1/18-24 進級・卒業試験
1/22 全経計算実務能力検定
 第7回オープンキャンパス
1/25-27 午後追試
1/25-2/25 検定授業週間

11/1 （県委託訓練）11月生　入校式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科
11/9 （県委託訓練）11月生　職業人講話
 NPO法人都筑区民交流協会
11/17 （県委託訓練）9月生
 調剤事務検定試験
11/29 （県委託訓練）9月生
 介護事務検定試験
11/30 （県委託訓練）9月生　修了式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科
12/21 （県委託訓練）11月生　職業人講話
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人緑樹会
12/24 （県委託訓練）11月生
 医科医療事務検定試験
1/4 （県委託訓練）1月生　入校式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科
1/19 （県委託訓練）11月生
 調剤事務検定試験
1/28 （県委託訓練）1月生　職業人講話
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人緑樹会
1/28 （県委託訓練）11月生
 介護事務検定試験
1/31 （県委託訓練）11月生　修了式
 簿記パソコン事務科
 医療調剤介護事務・PC科
 介護職員初任者研修科


