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「 癸 巳（ み ず の と ・ み ）」
新 年 あ け ま し て お め で と う ご ざ い ま す 。 学校法人柏木学園

理事長 柏木

照正

年頭に際し、皆様にとりまして輝かしい年でありますようお祈り
「いずれ我が身」の関東・東海・南海など大地震を予想されている地
申し上げます。
域でも絶大な関心が寄せられています。瓦礫処理と復興こそは、国
2012年は、まさに激動の一年でした。これまでの常識が根本から
家の未来を占う要件と思われます。その余波が未だ尾を引き心配の
大きく覆されるような出来事がありました。2013年はそんな流れを
種が尽きない現在ですが、この問題に端を発した年金に絡む消費税
踏まえながら、世の中全体が次世代にふさわしい新たなルールをじ
増税関連、また近隣諸国との一触即発の緊張感など、一歩間違える
っくりと探しつづけていく一年であって欲しいものです。どんな対
と何処に転がっていくともわからぬ非常に危険な世の中の情勢です。
策や制度が必要か、どうすればよりよい社会を築くことができるの
経済・産業の空洞化も、政府の対応のまずさが原因とも言われて
か。過去の出来事を教訓に誰もが熱心に考え始め、さまざまな意見
います。円高や電気料金の値上げ、さらに消費税率の引き上げ案と、
が飛び交ってよりよい未来を築くために動き始める年のために、何
まるで国民の期待に自ら背いているかのようにも見えます。
事も慎重に、じっくりと検討したいものです。そして、個人個人が知
学園は、社会に有為な人材を育成することを建学の精神としてい
識や情報を学ぶことが明日を切り開く原動力となっていくでしょう。 ます。柏木学園は今日までどのような環境の中にあっても常に未来
「癸巳（みずのと・み）五黄土星」の星がまわる年は、水・陸両面で
に希望を持ち、他者の痛みを理解できる、そして現代社会の多様な
の自然災害、天変地異や大事件が過去九年毎に発生した記録があり
価値観に対応でき且つ創造力と判断力に富んだ人間を育てて参りま
ます。過去の記録から見ても油断できない年回りです。集中豪雨や
した。併せて生徒一人ひとりが持つ個性と才能を引き出す教育の実
台風の被害、土砂崩れ、地震、火山の噴火のほか冷夏や暖冬など不
践をしてきました。
安定な気候も心配です。日本では３. 11大地震以降災害に備えた
ただ、昨今の私学を取り巻く状況はご承知のとおり少子高齢化、
シミュレーションが盛んに行われています。今後はさらに安全対策を
国際化、情報化が急速に進み、教育環境は大きな変更を余儀なくさ
強化されるでしょう。家庭内における備えも万全にしておきましょう。 れております。本学園はこのような時代の変化にも柔軟に対応し、
千年に一度あるか無いかの想像を絶する東日本大震災から、１年
質の高い教育を推進し、未来を担う若者の育成に努めて参る所存で
10ヶ月が経過しました。職場や学校、家庭から大震災の話が少なく
ございます。そのためには教育環境の整備は喫緊の課題であると共
なり、過去形となりつつある中で、被災地ではまだ34万人が避難生
に、さらなる充実を図る必要がございます。そこで本年（平成25年）
活を強いられ、福島県からは６万人が故郷を追われ、慣れない地で
８月の完成を目途に学校法人柏木学園総合体育館建設を進めており
の生活を余儀なくされております。被災地では何一つ解決すること
ます。大和市から、いや柏木学園から文化とスポーツの発信ならび
なく、大震災は現在進行形で推移しているわけです。一日でも早い
に地域防災拠点の役割をめざして事業を進めております。ぜひご期
復旧復興されることを心よりお祈り申し上げます。緊急時の対応には、 待下さい。
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【柏木学園高等学校】

稲垣未央

木下恵介

古谷田由美

− 情報処理技能検定検定 −

鳥羽悦子

畑中顕子

本宮七重

（平成24年10月14日実施）
細田直也

〈１級〉鈴木智昭

− 全経消費税法能力検定 −

〈２級〉内田翔
〈３級〉小原楓

（平成24年10月28日実施）
藤大史

川上航佑

君島拓馬

鈴木康樹

渡部貞時

根本千波

吉原正輝

− 文書デザイン検定 −
（平成24年10月14日実施）
〈２級〉押野愛咲子
〈３級〉段谷颯哉

斎藤博美

西村佳織

宮内麻子

長島綾子
木下恵介

〈３級〉伊藤正義

斎藤博美

長島綾子

松井洋子

相場健司

阿蘇育代

新垣智子

井潟忠之

稲垣未央

古谷田由美

本宮七重

鳥羽悦子

山田菜央
原嶋洸太
小原楓

金子幹弥

木村春輝

松橋成輝

三条瑞希
土屋愛

〈２級〉尾島久栄

門倉大芽
熊澤彩
藤]大史

中島康也

松井祐弥斗

青木宏樹

菅野睦津紀

南直哉

中西良太

小又俊介

村田直輝

池淵達也
州賀崎志郎

芦澤有加

渡部貞時

− 日本漢字能力検定 −
（平成24年11月２日実施）
〈準２級〉田勇輝 宮地那々実

− 全経文書処理能力検定 −
（平成24年11月３日実施）
〈ワープロ３級〉金城大樹
〈表計算２級〉渋谷慶汰
〈表計算３級〉SHRESTHA RAJ KUMAR

− 日商簿記検定 −
（平成24年11月18日実施）
〈２級〉木下恵介
〈３級〉川原栞

川合里緒

井潟忠之

相場健司

稲垣未央

古谷田由美

鴫原圭恵

畑中顕子

− 全経電卓計算能力検定 −
（平成24年12月１日実施）
〈１級〉齋藤介志

− 全経簿記能力検定 −
（平成24年11月25日実施）
〈１級会計〉木下恵介

【柏木実業専門学校】
− Microsoft −
（平成24年10月30日実施）
Microsoft Office Specialist Excel 2010（一般）
橋国孝

〈１級工業簿記〉木下恵介
〈２級〉新垣智子
〈３級〉陳検

井潟忠之

陳微偉

陳文

古谷田由美
余暁鴻

升

− 全経電卓計算能力検定 −
（平成24年12月１日実施）
〈１級〉小熊すず 佐藤愛紗
（平成24年11月４日実施）
Microsoft Office Specialist Word 2007（一般） 〈２級〉安西佳乃 王鵬飛
NGO THI NHU HOA
川原栞
〈３級〉趙金
大島啓太郎
〈４級〉
大島啓太郎
− Microsoft −

− Microsoft −

（平成24年11月16日実施）
Microsoft Office Specialist Excel 2010（一般）
服部俊也

− 全経所得税法能力検定 −
（平成24年10月28日実施）
〈３級〉川原栞

− 全経コンピュータ会計能力検定 −
（平成24年12月８日実施）
〈２級〉木下恵介
〈３級〉阿蘇育代 小沢未央 古谷田由美
井潟忠之 相場健司
〈初級〉大島啓太郎

− 全経法人税法能力検定 −
（平成24年10月28日実施）
〈２級〉木下恵介



【大和商業高等専修学校】
− 全経電卓計算能力検定 −

〈３級〉尾島久栄

斎藤博美

長島綾子

西村佳織

宮内麻子

相場健司

阿蘇育代

新垣智子

井潟忠之

− 全経簿記能力検定 −
（平成24年11月25日実施）
〈２級〉久保優希 佐藤龍 川崎翼
工藤樹 田邊大樹
〈３級〉久保優希 大野未南子
小林香菜 熊本夏海
中村好晴 内田洸人 遠藤美爽
工藤沙稀 戸塚和明 新倉将
橋本優大 保角漠椰 真壁幸佑
小浦千鶴 土門輝尚 西川結
水野大輝 長尾琴也 酒井佑梨
緑川翔太 山口朋也 山美緒
〈４級〉有賀友哉 池田若菜 大胡智則
家政翔 神山里奈 菊地智哉
斎藤一樹 佐藤裕一 長谷川祐二
本田愛 松涼太 松田涼
宮川隆仁 莫艇
山岸英之
山田誠 小村彩夏 齋藤勇貴
本多一真 森匠人 安藤和崇
内海渉辰 江良安紗美 小野奈緒
加藤梨奈 工藤京介 小林直斗
西條雅人 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 宮崎佳祐
室屋令磨 本川直樹 天野恵美香
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
野上星輝 長谷川裕紀 濱あかね
原田貴理斗 ファン ティエン フィロン
藤崎蓮 武藤直輝 矢野克弥
山田竜司 山野朱音 吉見北斗
野呂有紀

（平成24年10月20日実施）
〈３段〉前田義幸
〈３級〉伊藤拓也

− 全経電卓計算能力検定 −
（平成24年12月１日実施）
〈２段〉佐藤龍
〈１級〉齋藤勇貴
〈２級〉神山里奈 久保優希 奈良怜奈
福原広輝 山口信介 江良安紗美
鈴木しおり 高見澤蓮 田中直人
本川直樹 柿沼聖也 野上星輝
大野未南子 真壁幸佑 竹内達哉
〈３級〉佐藤裕一 伊集院誠 中村帆波
森匠人 内海渉辰 小野奈緒
安藤忠泰 飯島義生 川島輝哉
武藤直輝 南部翔輝 新倉将
〈４級〉杉千明 嘉津山直亜 高橋礼実
松藤玲夏 小林直斗 天野恵美香

− プレゼンテーション作成検定 −
（平成24年12月１日実施）
〈３級〉安西純一 滝沢裕 竹内達哉
新倉将 保角漠椰 三國諒一
岩見谷未稀
〈４級〉小林香菜 斉藤翔太 野美里

柏木学園高等学校のページ

芸術鑑賞会
11月21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。今年度は、本
校では初の演目である中国古典芸能（中国雑技）を
鑑賞した。ステージで繰り広げられる難度の高い
技の数々に、生徒たちは驚嘆しながら大きな声援
を送った。

クリスマスパーティー
12月７日（金）に本校調理
室において、英語科主催の
クリスマスパーティーが行
われ、１年生普通科の希望
者が参加した。異文化理解
の一環として本校のアメリ
カ人講師２名が、母国式のパーティーを紹介し、
生徒たちはクリスマス料理やデコレーションを堪
能して、ゲームに興じた。

ボランティア活動報告
11月３日（祝・土）、４
日（ 日 ）に、大和駅前プロ
ムナード等を会場にして
行われた「やまと産業フェ
ア2012」
（主催：大和商工
会議所）に本校の有志生徒
10名がボランティアスタッフとして参加し、「こど
も職業体験」コーナーでこどもたちがアロマお香作
りやカッティングシート体験に取り組むのをサポ
ートしたり、「こども大迷路」コーナーで誘導員を
務めたりなどした。

作文コンクール表彰
第40回大和市青少年
健全育成大会作文コン
クールにおいて、斉藤
瑞希（ ２−Ａ）が市長
表彰を受け、11月25日
（日）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。

普通救命講習
12月20日（木）に大和市消防署において行われた
普通救命講習に本校の硬式野球部、柔道部、テニ
ス部、バレー部、卓球部、ダンス部の部員計23名
が参加した。心肺蘇生やAED、
異物除去などについて講義
形式の説明を受けた後、訓
練用の人形を使って実技の
講習に取り組んだ。

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19日（土）の県高総文祭総合閉
会式にて行われる。
【第13回高等学校吟詠剣詩舞発表会】
（県大会）
県知事賞（団体）
短歌書道部
【第49回高等学校書道展】12月10日から開催
奨励賞
朝田 麻耶（３−Ｄ）
篠原ゆみり（３−Ｇ）

短歌書道部活動報告
11月４日（日）に行われた茅ヶ崎市民文化祭第39
回茅ヶ崎吟詠コンクール決選一般一部において、
岩崎友香（２−Ａ）が２位、斉藤瑞希（２−Ａ）が３
位入賞した。

バドミントン部活動報告
12月25日（火）に秦野市総合体育館で行われた北
相西地区1年生強化練習会に６名の部員が参加し、
内堀直美（１−Ｃ）がＣブロック３位に勝ち残り、
北相西地区冬季大会（シングルス）の出場権を獲得
した。

水泳部大会報告
７月21日（土）に行なわれた神奈川県選手権にお
いて、山内沙也香（１−Ｄ）が高飛込３位入賞した。
また、９月30日（日）に行なわれた県ジュニア選手
権において、２位入賞した。

吹奏楽部活動報告
12月23日（日）に大和市生涯
学習センターホールにおいて
行われた「大和市音楽フェス
ティバル2012吹奏楽の部クリ
スマス・コンサート」に参加し、
「スリラー」
（マイケル・ジャクソン）、「恋人たち
のクリスマス」
（マライア・キャリー）、「情熱大陸
のテーマ」
（葉加瀬太郎）の３曲を披露した。

お知らせ
吹奏楽部第１回定期演奏会
日時：３月16日（土）
開場12：30、開演13：00
場所：横浜市旭区民文化センター サンハート
（相鉄線二俣川駅北口より徒歩５分）
入場：無料
日頃の練習の成果をぜひご覧いただきますよ
うご案内申し上げます。

KASHIWAGI GAKUEN HIGH SCHOOL 

柏木実業専門学校のページ
校内経理実務コンクール
12月12日（水）に、本学の伝統行事である「経理実
務コンクール」が開催され、今年度は「簿記の部」
「電
卓の部」
「一般常識・社会常識の部」の３部門で競技
が行われました。
本科１年生はこの日、企業実
習に赴いていたため、前日の11
日（ 火 ）の実施となりましたが、
全学科の学生が普段の勉学の成
果を如何なく発揮していたよう
です。相当な集中力で臨んでい ２部門を制覇した川原栞
た学生たちは、最終種目の終了
後「電卓を叩くのに力を入れす
ぎて腕が痛くなってしまった」
「今
回は不調だったので、来年は絶
対にがんばります」などと口々
に感想を述べていました。
12月19日（水）に行われた表彰式
また、今年度より「クラス表
彰の部」も設けられ、ペンとペンのぶつかり合いによ
る激しい熱戦が繰り広げられました。
各部門の優勝者は以下のとおりで、入賞者には12
月19日（水）に校長先生より賞状と賞品が授与されま
した。
簿記の部

90点獲得（100点満点）

経営経理研究科１年
経理本科１年
電卓の部

王 鵬飛
川原 栞

645点獲得（800点満点）

経理本科１年

川原

栞

一般・社会常識の部 121点獲得（150点満点）
経理本科２年Ａ組

林

晶晶

クラス表彰の部 経理本科１年
入賞した皆さん、誠におめでとうございます。

留学生 日本語作文コンクール
留学生の日本語力向上を目的とした「日本語作文コ
ンクール」を実施しました。日々、学業とアルバイト
の両立で多忙な留学生ならではの内容で、クスッと
笑わせながらも、改めて「日本とは？日本人とは？」
と考えさせられる作文が多くありました。
特に林柳燕の作文は、３.11以後の日本人の行動や
精神に関するもので、こちらも襟を正して熟読しな
ければ、彼女の日本や日本人に対する思いを台無し
にしてしまうと感じさせるほどでした。
コンクールの結果は次のとおりです。
◆

金賞 ◆
銀賞
銅賞

経理本科２年Ａ組
経理本科２年Ｂ組
経理本科２年Ａ組
経理本科２年Ｂ組

林

柳燕

林 琴
余
薛 洪青

 KASHIWAGI BUSINESS COLLEGE

本学生がＭＯSの取得に成功
他にも検定合格者が続々
経理本科１年の川原栞が、１１月上旬に行われた「MOS
Word 2007」の試験を受験し、見事に合格を果たしました。
本学生は、現在「MOS Excel」の取得を目指し、引き続
きパソコンの鍛練に励んでいます。
さらに「日商簿記検定・全経簿記検定・全経税法検定・
全経電卓検定」においても、多くの合格者が出ています。
前期から積み重ねてきた知識・技能の成果が着実に検
定合格という形で現れ始めています。
今後の学生達の活躍にご期待下さい。

校外研修旅行
11月29日（木）から30日（金）にバスによる校外研修旅
行が実施されました。初日は群馬・沼田での「りんご
狩り」や「こけしの絵付け体験」後、名湯・草津温泉の
ホテルに宿泊しました。
自分たちで採ったりんごの甘さ、
卵型の白木に様々のデザインを
施し、色とりどりに塗り上げた
楽しい作品、宴会場でのゆかた姿、
紅葉が美しかった露天風呂など
が良き思い出となったようです。
二日目は草津温泉での「湯畑見
学」や軽井沢での「白糸の滝見学」
を行い、帰路に就きました。
湯畑見学では、無料で入るこ
とのできる「足湯」を数名の学生
が体験し、「身体が芯から温まった」と喜んでいました。
「白糸の滝」では小雪がちらつく中、滝の前で記念撮影
をする学生が多く、マイナスイオンを全身に取り込み
ながら軽井沢の観光名所を堪能していました。

経理本科１年生が企業実習
（インターンシップ）を行いました
12月12日（水）〜14日（金）の３日間、経理本科１年の
学生が企業実習に行ってきました。
大和市内の「八千代銀行」
「大和商工会議所」、横浜市
内の「野村證券」にて各日、講義を受け施設見学をしま
した。担当者の方の身近な体験談と日頃学習してきた
ことが有機的に結びつき、おぼろげな知識がくっきり
と形作られたのを実感できました。今回の経験を将来
大いに生かせるよう、しっかりフィードバックしまし
ょう。

第5回学校説明会・入学願書 受付中
ただいま１月19日（土）実施の学校説明会の受付と入
学願書受付をしております。
また、当日の都合が悪い方のために学校見学・体験
入学を随時実施いたします。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

検定取得状況

修 学 旅 行
10月31日（水）から11月３日（土）にかけて３泊４
日で沖縄本島へ修学旅行に行ってきました。１日
目は首里城を見学し、沖縄の歴史と文化に関する
知識を深めました。２日目は平和祈念公園・ひめ
ゆりの塔（献花）、ひめゆり平和祈念資料館の見学
を行い、南部戦跡における67年前の戦争の悲惨さ
を実感しました。また、おきなわワールドでは玉
泉洞やスーパーエイサーを見学し、沖縄の風土や
亜熱帯の気候、伝統芸能や伝統工芸・伝統衣装を
目の当たりにすることができました。３日目はマ
リン体験・クラフト体験を堪能し、最終日は国際
通りの散策を行いました。４日間の滞在期間であ
りましたが、生徒達にとって、平和の尊さや命の
大切さを考えるよい機会になったことと思います。
貴重な経験や体験を重ね、見聞を広めることがで
きました。

２年Ａ組の前田義幸君が電卓検定３段を取得し
ました。前田くんは今年７月の簿記珠算電卓競技
大会の全国大会に出場して、よい成績を修めるた
めに、もっと日々の練習に励みたいと決意を新た
にしています。
本校は年に３回、検定特別授業が行われます。
またそれぞれの検定１週間前の放課後には、必ず
補習をおこなっています。現段階では電卓検定が
好調で、段取得が２人、またすべての級において
前年比（生徒一人当たりの検定合格数）を上回って
います。２月に行われる検定特別授業後も期待が
持てそうです。

セーフティーかながわユースカレッジ
12月13日（木）に県庁災害対策本部室において神
奈川セーフティーカレッジ（防犯ボランティア）に
参加し、各学校の報告を行いました。本校におい
ても今後の活動を更に活性化できるよう生徒が主
体となって地域防犯に協力していきたいと感じた
一日でした。終了後は特別に県警本部の上階展望
室へ案内してもらうなど生徒にとっては貴重な体
験となりました。

１年進路ガイダンス
自分の進路をより身近に捉えることのできるよ
うに、12月７日（金）ライセンスアカデミー主催の
進路ガイダンスに一年生が進路活動の一環として
参加しました。役者による分かりやすい講演内容
に加え、職業別デモ型ガイダンスによって様々な
職業の知識を得ることができ、デモ体験も出来ま
した。この体験により、理解を深めることができ、
進路の先に見据える就職について各職業の興味、
関心をより一層持つことのできるいい機会になっ
たと思います。

25年度生徒会役員決定
12月17日（月）に25年度生徒会役員選挙が行われ
ました。今年度より役員数を増やし、生徒会役員
４名が執行部役員となったほか、新たに１年生が
副会長に選ばれました。総勢19人となった生徒会
の25年度の更なる活躍を期待します。
会長 鈴木久信（２Ａ）
副会長 内海渉辰（１Ｃ）
〃 熊本夏海（２Ｂ）
書記 依藤美紀（２Ｂ）
会計 鈴木遥香（２Ｂ）

◆ＰＴＡより傘の寄付がありました◆
午後の急な雨に対応できるようＰＴＡより傘を寄贈していただき
ました。職員室で貸出しています。また、本校ピロティー内に人工
芝のグリーンテラスが完成しました。ランチ時は生徒の憩いの場と
なっています。

YAMATO COMMERCE SPECIAL HIGH SCHOOL 

都筑ヶ丘幼稚園のページ

お遊戯会
1 2月2日（日）
短い期間の中で、子どもたち一人ひとりが遊戯・劇・

H25年度

未就園児クリスマス会

オペレッタと自分でやりたいものを選び、先生やク

12月12日（ 水 ）

ラスの友達と一生懸命練習に取り組んできました。

たくさんのお友達

自分で決めた役を友達同士で声を掛け合って練習す

が遊びに来てくれま

る姿もあり、行事を通して子どもたちもまたひとつ

した

大きく成長している姿が見られました

ホールの

サンタクロースの

舞台の上では、いつも以上に子どもたちの笑顔が輝

登場に始めは少し驚

きました！保護者の皆様、温かい拍手と声援をあり
がとうございました！

いていましたが、優しいサンタさんにみんな
大喜びでした

クリスマス会

12月18日（ 火 ）

子どもたちの大好きなサンタさんが幼稚園
に遊びに来てくれました!!サンタさんのお友
達も一緒に来てくれて、出し物を見たり、写
真を撮ったり、素敵なプレゼントももらいま
都 筑ヶ丘 幼 稚
園自慢の１つサンタ
バス
始めは幼稚園
バスをサンタさんが運
転していることに驚く子
もいましたが、サンタさ
んが迎えに来てくれて、
みんな大喜びでした

した
とても楽しい時間を過ごすことができました！

みんなで力を合わせて、園
庭でお餅をつきました！お手
伝いに来たお父さんと一緒に
「よいしょーよいしょ」と声を

おもちつき
12月13日（ 木 ）

出し頑張りました。
つきたてのお餅を味つけし、

1月7日（月）の幼稚園の始業式に獅子舞がやってき

きなこ、あんこ、海苔醤油の

ました。獅子舞の迫力に驚いてしまう子もたくさん

3 種類と先生達の手作り豚汁とデ

いましたが、しっかり

ザートにみかんを食べました！子

と頭を噛んでもらい、

どもたちは「柔らかくて美味し〜

今年も一年元気いっぱ

い♪」と笑顔で食べていました。

い健康に過ごすことが
出来そうです
保護者の皆様にとっ
ても素敵な一年になり
ますように

 TSUZUKIGAOKA KINDERGARTEN

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

柏高祭を終えて
今年も寒い冬がやってきました。朝、布団から
出るのがとても大変です。
思えば、昨年は厳しく長い夏が続き、秋がとて
も短く感じました。そんな中、行事の多い充実の
２学期、生徒も忙しく大変だったと思います。私
達後援会も、柏高祭等大きな行事を迎え、慌ただ
しい思いでした。
毎年柏高祭は雰囲気が違います。今年はどんな
祭りになるのだろうか？そんなことを思いながら
出し物を考えました。結局例年通り生徒達に温か
い母の味をと、とん汁、おにぎりを出店すること
にしました。

「一意専心」の気持ちを忘れずに
明けましておめでとうございます。新年を迎え
た学生の皆さんは、昨年の結果を反省しつつ今年
の目標をきっちりと定めたことでしょう。
さて、次月２月は検定月です。各種検定試験に
合格している諸君は、上位級を獲得できるようさ
らに努力してください。「取り敢えず合格したのだ
からこれでいい」と下位級に満足せず「まだまだ不
完全だ。上には上がある」と認識し、是非とも上位
級にチャレンジしてください。
昨年、ノーベル医学生理学賞を受賞された山中

新春を迎えて
新年あけまして、おめでとうございます。保護
者の皆様には、日頃より沢山のご理解とご協力を
頂きましてありがとうございます。本年もどうぞ
よろしくお願いします。
昨年11月にＰＴＡ主催で行われましたフラワー
ソープ教室では、楽しいおしゃべりに花も咲き、
出来上がった作品は非常に個性にあふれたものに
なりました。それぞれのご家庭で香っていること
と思います。校長先生がふるまってくださった『焼
いも』のおいしいことと言ったら…
また12月19日には、保護者会も行われ、２学期
の生徒の様子など色々聞くことが出来ました。

あけましておめでとうございます
本格的な寒さの中、希望でいっぱいの新しい年
が始まりました。
幼稚園では12月にお遊戯会やおもちつき、クリ
スマス会などの楽しい行事が行われました。ご協
力頂きまし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、小学校入学に向け
ての準備、年中、年少さんはそれぞれ進級に向け
て準備をする３学期がスタートしました。本年も

柏木学園高等学校後援会
そしてもう一つは手作りをする体験。内容には
あまりこだわらないことにしましたが、何かのき
っかけを作ってほしいと思い、デコレーション体
験のコーナーを設けました。たくさんの可能性を
持った生徒達、私達が教えてあげられることは本
当に少しですが、一つでも多くの経験をさせてあ
げたいと思います。
次回の柏高祭は、もう少し生徒の意見や要望を
取り入れた、生徒達と一体の文化祭が出来たら嬉
しいと感じました。
（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
伸弥教授が大変素晴らしいことばを述べられました。
――ノーベル賞は私にとって過去形になる。これ
からの研究が本当に大切なので一生懸命やってい
きたい―― 他に心を動かされないでひたすら一
つのことに集中する心・強い意志を持つ、山中教
授らしい発言だったと私は思います。
卒業・進級までには時間が約２ヵ月あります。
挫けてしまいそうな弱い心に鞭打って「一意専心」
の気持ちを忘れず、日々努力して確実にステップ
アップしましょう。（教育交流会会長 安藤 満）

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
今年度も残り３ヶ月となりました。
１・２年生の皆さんは、新しい目標に向かって、
多くの事にチャレンジして下さい。
３年生の皆さん。春
にはそれぞれの道に進
みますが、活躍を期待
しています。そして卒
業までの数か月間を、
どうぞ大切に過ごして
ほしいと思います。
（ＰＴＡ３学年役員 野上利香）

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
先生方と協力しながら子ども達が安全に楽しく園
生活を送り、たくさんの思い出が作れる様、父母
の会役員一同頑張っていきたいと思っております。
父母の会の活動も残すところあと２ヶ月となり、
佳境に入ってまいりました。今後とも保護者の皆
様のご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
（父母の会会長 森川 由美）



平成２５年１月〜平成２５年３月行事予定表
柏木学園高等学校
1/7
1/8

生徒冬季休業終了
始業式
１.２年統一試験（４限目終了後下校）
３年１.２限LHR（２限終了後下校）
1/9
授業開始
第２回漢字コンクール（５限）
選挙管理委員会召集
相談日
1/10 生徒会選挙
立候補者受付開始・選挙日程公示
1/11 修学旅行事前説明会
（情報経済科：６限体育館）
1/16 立候補者受付終了
修学旅行事前説明
（普通科：５限体育館）
校外清掃１−Ｇ
相談日
1/17 後援会役員会
1/17-18 推薦入試願書受付
1/17-23 選挙活動開始
1/19 高文連総合閉会式
1/21 期末試験日程発表（３年）
短縮６限大掃除
1/22 推薦入試
生徒自宅学習日
1/23 生徒会選挙 立会演説会・投票
推薦入試合否発表
相談日
1/24 生徒会選挙 選挙結果発表
1/25 実用英語検定（２年５・6限）
１.３年午前授業（４限終了後下校）
1/26 全経計算実務検定（大商）
1/28-31 ３年期末試験
２年修学旅行（北海道）
2/5
３年登校日（試験返却）
１.２年自宅学習日
2/5-6 一般入試願書受付
2/10 一般入試
2/11 一般入試合否発表
2/12 生徒自宅学習日
2/18-3/20 ３年追加認定試験
2/21 後援会役員会
2/24 日商簿記検定
2/25 期末試験日程発表（１.２年生）
2/28 卒業式準備
3/1
卒業証書授与式
3/4-7 期末試験
3/12 合格者説明会（午後）
3/18-20 １.２年追加認定試験
3/25 修了式
3/26 生徒春季休業開始

柏木実業専門学校
1/8

医療情報学科・経理本科・
研究科授業開始

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
1/22-25 専門課程２年生後期試験
1/26 全経計算実務検定
1/31 専門課程特別推薦入学
願書受付締切

大和商業高等専修学校
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

命の講演会

1/12

⑩体験入学

1/15

ヘルパー

1/16

月曜日授業

1/17

ヘルパー

1/17-23 卒業試験
1/18

第６回ボランティア

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

2/2
2/3

全経文書処理検定
全経税法検定

租税教室
1/26

全経計算実務検定

1/27

実用英語検定

1/29・31 ヘルパー

産能大学科目修得試験
2/4

医療事務科２月生 入校式

2/12 介護ヘルパー科 ２月生入校式

2/2

一般入試

2/3

全経税務会計検定・漢字検定

2/5

ヘルパー

2/8-15 検定特別授業
2/14

PTA運営委員会

2/17 全経簿記検定

2/15

生徒集会

2/19-25 専門課程１年生後期試験

2/17

全経簿記検定

2/18

プレゼンテーション作成検定

第７回ボランティア

2/23 全経電卓検定

2/20 日本語ワープロ検定
パソコンスピード認定試験

2/24 日商簿記検定

文書デザイン検定
2/20-26 期末考査

2/26 医療事務科12月生 修了式
2/28 専門課程指定校推薦入学
願書受付締切
3/4
3/8

介護ヘルパー科 ３月生入校式
卒業式

2/22

日本語ワープロ検定
パソコンスピード認定試験
文書デザイン検定

2/23

全経電卓検定

2/24

日商簿記検定

2/26

美化デー

2/27

情報処理検定・ＨＰ作成検定

2/27-3/5 追・再試験

3/15 入学者説明会
3/22 専門課程自己推薦入学・
一般入学願書受付締切

3/1

生徒会役員委嘱式

3/8

卒業式・謝恩会

3/22

大掃除

3/25

終業式

都筑ケ丘幼稚園
1/4
1/7
1/8
1/9
1/15
1/16

月謝引落日
始業式、獅子舞
誕生会（１月）
懇談会
役員会、避難訓練（火災）
25年度新入園児体験保育
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 地域開放事業ヨガ
2/1 月謝引落日
豆まき（午前保育）
2/3 作品展
2/4 作品展振替休日
2/5 役員会
ケータリング（年長）
2/6 教員研修会
2/7 お店屋やさんごっこ
2/12 誕生会（２月）
2/13 25年度新入園児一日入園及び教材渡し
在園児休園
2/14・15・18・19 個人面談（午前保育）
2/20 ダディ＆マミー
2/21 父母の会予算総会
2/22 観劇会（午前の部）
2/25 避難訓練（地震）
2/26 クッキング保育（年中）
3/1 月謝引落日
誕生会（３月）、ひなまつり会
3/4 卒園式予行
3/5 お別れ会、避難訓練（火災）
3/6 懇談会（年長）
3/8 午前保育
3/9 卒園式
3/13 懇談会（年中・年少）
3/19 修了式（午前保育）

学園本部
1/7
職員仕事始め
3/1
高等学校卒業式
3/8
専門学校・大和商業卒業式
3/9
幼稚園卒園式
3/下旬 役員会

○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

