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平成25年度入学試験

柏木学園高等学校

大和商業高等専修学校

外国人留学生による日本語スピーチコンテスト 柏木実業専門学校
ー横浜商工会議所会頭賞 受賞ー

お店屋さんごっこ

都筑ヶ丘幼稚園

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】
− 全経計算実務能力検定 −
（平成25年1月26日実施）

〈１級〉向山和也

− 全経社会常識能力検定 −
（平成25年1月19日実施）

〈２級〉山 正美

川原栞

〈３級〉金城大樹

（平成25年2月2日実施）

KOIRALA

高野桂輔

橋国孝 高山美咲

服部俊也 細谷優汰 巻島咲代

薛錦 余暁鴻

− 文書デザイン検定試験 −
（平成24年12月2日実施）

− 全経所得税法能力検定 −
（平成25年2月3日実施）

高野桂輔

〈１級〉橋本優大
〈３級〉 野美里

〈２級〉川原栞

− 全経法人税法能力検定 −
（平成24年11月28日実施）

小野奈緒 菅原勘太

PRASAD

山 正美

− 調剤事務検定 −

鈴木優一 福原広輝
天野恵美香

RAM

− 訪問介護員2級（ホームヘルパー2級）−
（平成24年10月31日取得）

ファン ティエン フィロン
〈４級〉山田誠 木本絢矢

− 全経文書処理能力検定 −
〈表計算３級〉

【柏木実業専門学校】

斉田智則
武藤直輝 吉見北斗

〈３級〉小原楓 前田章稀
伊藤有輝

伊従恭 小林光瑠

（平成25年2月3日実施）

〈３級〉須賀拓人 川合里緒

− パソコンスピード認定試験 −
（平成24年12月9日実施）

〈１級〉岩井智
〈４級〉天野恵美香 相田海斗

橋国孝 高山美咲

服部俊也 細谷優汰 巻島咲代
山 正美

− 全経消費税法能力検定 −
（平成25年2月3日実施）

〈２級〉澤田純一 松井洋子

− 医科医療事務検定 −
（平成24年12月17日実施）

〈３級〉齋藤正実 佐藤豊樹

〈３級〉王鵬飛 呉敬洋
NGO THI NHU HOA
趙金

− 全経簿記能力検定 −
（平成25年2月17日実施）

− Microsoft −

〈２級〉田村真紀子

（平成24年12月18日実施）

− Microsoft −
（平成24年12月25日実施）

− Microsoft −
（平成24年12月29日実施）
Microsoft Office Specialist Excel 2010 一般

山 正美

− Microsoft −
（平成25年1月20日実施）

〈３級〉芝浩貴
〈４級〉嘉津山直亜 佐藤美香
岩苔一樹 長谷川裕紀
矢野克弥

− 全経計算実務能力検定−
〈３級〉久保優希

野美里

【大和商業高等専修学校】
− 日本語ワープロ検定試験 −

− 全経所得税法能力検定−

（平成24年12月2日実施）

（平成25年2月3日実施）

岩井智
Microsoft Office Specialist Excel 2010 一般 〈２級〉
細谷優汰

〈２級〉橋本優大

（平成25年1月26日実施）

Microsoft Office Specialist Excel 2010 一般

高野桂輔

（平成24年12月9日実施）

山本悠介 天野恵美香

佐藤稜 渋谷慶汰
高橋雅樹

− 情報処理技能検定試験（表計算）−

川島輝哉

〈準２級〉久保優希 齋田柚梨

〈３級〉内海渉辰 鈴木しおり
田中直人 柿沼聖也

高橋礼実 奈良怜奈

ファン ティエン フィロン

本多一真 森匠人

武藤直輝

工藤京介 鈴木しおり

山田竜司 三國諒一

孫

宮崎佳祐

柿沼聖也
〈３級〉池田若菜 大胡智則
神山里奈 嘉津山直亜

Microsoft Office Specialist Excel 2007 一般

松藤玲夏 高見澤蓮

川原栞

田中直人 宮村遼太郎

柏木学園高等学校のページ

祝 卒業 −卒業生各賞受賞者−

高文連総合閉会式

卒業式が３月１日（金）に挙行された。卒業生代
表として小島瑛理矩が答辞を、在校生代表として
加藤芽依が送辞を読み上げた。
◎学校長賞
眞田 英知
◎日本私立中学高等学校協会連合会長賞 大井 敦太
◎全国高等学校定時制通信制教育振興会長賞 久保田 燎
黒田 健太
鳩間
駿
◎神奈川県高等学校定通教育振興会長彰 中山 陽香
◎全国商業高等学校協会表彰
細田 直也
◎御下賜金記念優良卒業生表彰
内田
翔
◎柏木学園高等学校後援会長賞
波多野有希
◎高校生新聞社賞
東島百合亜
３年間皆勤者
稲富
猛
小島瑛理矩
眞田 英知
須藤 靖史
東島百合亜
大橋 朋恵
上村 清隆
西口 貴大
工藤 美咲
高野 勝也
山口 湧貴
岸
吉勝
小川 隆次
園部 将平
野口 真琴
向山 和也
３年間精勤者
阿部
隼
梅谷 大樹
大江 苑歌
栗田 侑汰
白畑 龍弥
中西 諒太
荒木 航太
井上 彩花
押野愛咲子
加藤 将輝
辰巳 遼介
富崎菜津子
原田 歩夢
石原
魁
佐藤 美穂
須藤 翔太
伊藤 雅斗
加藤 睦海
野田
誠
森山 沙耶
伊澤 誠矢
滝田 滉基
古川 貴理
山下 雄也
岡
晃平
細田 祥平
加治佐里奈
草薙 早紀
塙
湧也
森下 脩斗
荒木 泰斗
中山 陽香
細田 直也
青木 元輝
内田
翔
神戸
凌
根本 文哉
船橋 佳奈

１月19日（土）に神奈川県高等学校総合文化祭総合
閉会式が神奈川県立青少年センターで行われ、吟詠
剣詩舞で「白虎隊」
「静御前」などを発表して県知事賞
を受賞した短歌書道部が表彰された。

修学旅行
１月28日（月）〜31日（木）
に２学年の修学旅行が行われ
た。普通科はニセコビレッジ
スキーリゾート、情報経済科
はキロロリゾートでのスキー
教室を中心に北海道の観光も交えた内容で、生徒
たちは楽しく思い出深い４日間を過ごした。

美術部活動報告
２月９日（土）にイオンモー
ル大和で行われたYAMATO
イラストレーションデザイン
コンペの高校生コラージュワ
ークショップに本校美術部員
が参加した。製作した作品は、大和市役所ロビー
に展示された。

漢字コンクール結果
１月９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】眞田 英知（３−Ａ） ※満点受賞
【優 秀 賞】
吉川 耀大（３−Ａ）
宮地那々実（２−Ａ）
丸山 大輝（２−１）
石川 香菜（２−Ｂ）
【優 良 賞】
小泉 公人（３−Ａ）
小島 未夢（２−Ａ）
功刀 裕基（２−Ａ）
長畠ほの花（３−Ｂ）
野原明日花（２−１）
【努 力 賞】
庄司 周平（３−１）
黒岩 彩花（１−Ｄ）
太田 健介（２−Ａ）
相原
葵（２−Ｂ）
鎌田 美穂（１−Ａ）
黒滝 理菜（１−Ａ）
田 勇輝（２−Ｃ）

美化委員会活動報告
ペットボトルのキャップを集めて、世界の子ども
達にワクチンを届けるECOCAP運動を美化委員が中
心となり実施した。この運動は回収・資源化するこ
とで、途上国で貧困な子ども達を救う一助になる活
動で、今回が２回目の取り組みで、28380個のキャッ
プ（累計65人分のワクチンに相当）をNPO法人に寄付
することができた。

進路報告−大学合格状況
平成25年2月18日現在
桜美林大学
４名 嘉悦大学
神奈川大学
４名 神奈川工科大学
関東学院大学
４名 国士舘大学
相模女子大学
７名 松蔭大学
城西国際大学
１名 湘南工科大学
高千穂大学
１名 多摩大学
鶴見大学
４名 帝京大学
帝京科学大学
３名 桐蔭横浜大学
東海大学
２名 東京工科大学
東京工芸大学
６名 東京未来大学
東洋大学
１名 日本女子体育大学
日本文化大学
１名 文教大学
明星大学
４名 横浜商科大学
横浜創英大学
１名 立正大学
和光大学
25名
神奈川県立産業技術短期大学校
湘北短期大学
４名
聖セシリア女子短期大学
鶴川女子短期大学 １名 山野美容短期大学
横浜女子短期大学 １名

２名
９名
２名
４名
８名
２名
１名
５名
１名
１名
１名
４名
４名
３名
５名
１名
１名

KASHIWAGI GAKUEN HIGH SCHOOL

柏木実業専門学校のページ
平成24年度 卒業式表彰者
平成24年度卒業生のうち、以下の学生が各賞を
受賞し、卒業式（３月８日（金）挙行）で表彰されます。
おめでとうございます。
学校長賞

高瀬賞

医療情報学科２年

経理本科２年Ｂ組

服部 俊也

川合 里緒

全国経理教育協会賞

経営経理研究科２年
GURU PRASAD BASHYAL

経理本科２年Ａ組
林
晶晶

医療情報学科２年
細谷 優汰

全国経理教育協会検定表彰
簿
記
所得税法
法人税法
消費税法
社会常識
文書処理
電卓計算

経理本科２年Ｂ組
経 理 本 科 １ 年
経理本科２年Ｂ組
経営経理研究科１年
医療情報学科２年
医療情報学科１年
経 理 本 科 １ 年

陳
検
川原
栞
川合 里緒
NGO THI NHU HOA
山
正美
渋谷 慶汰
余
暁鴻

卒業生からのメッセージ
医療情報学科２年
服部 俊也
私は柏木実業専門学校 医療情報学科に入学し、
医療と介護についてたくさんの知識を学びました。
医療系では医療事務や調剤事務を学び、介護系で
はホームヘルパー２級を取得するため、施設実習
に行きました。どちらの勉強も大変難しかったの
ですが、先生方の熱心なご指導により、医療事務
とホームヘルパー２級、その他にも種々の検定を
取得することができました。在学中お世話になり
ました先生方に心より感謝申し上げます。

文化交流会（ご当地餃子作り）
12月19日（水）、一年の締めくくりとしてご当地
餃子を作る「文化交流会」を実施しました。
中国人留学生を主とするグループは、皮から作る
本格的な「水餃子」を、ネパール人留学生を主とす
るグループは、日本人がイメージする「餃子」とは
全く違う、スパイシーな「ネパール餃子」をそれぞ
れ一致団結して楽しくクッキング。その後は和気
あいあいと「大試食会」となりました。ほとんどの
ものがプロ級の出来で「本物の水餃子はとっても美
味しい」とおかわりをしている人も多くありました。
参加した学生のみならず、先生方にも好評だっ
た「文化交流会」はこの先、本学の伝統行事となる
に違いありません。

KASHIWAGI BUSINESS COLLEGE

外国人留学生スピーチコンテスト
横浜商工会議所会頭賞受賞
１月25日（金）に神奈川県専修学校各種学校協
会横浜支部主催の「第24回外国人留学生による日
本語スピーチコンテスト」が神奈川県立青少年セ
ンターにて開催され、経理本科１年の余暁鴻が参
加し、見事「横浜商工会議所会頭賞」を受賞しま
した。（表紙に写真掲載あり）
「私の心の穴をうめたもの」と題したスピーチ
の内容は、日本に対して良い印象を持っていなか
った彼女の心に、日本への理解が深まっていくう
ちに変化が生じ、さらには３.11後「日本を助けた
い！」という気持ちが湧き起こるまでに。そして
福島県郡山市でのボランティア活動を通じて、「人
を救うことは自分を救うこと。人の喜びは自分の
喜び」と気づき、心が満たされたというものでした。
体調万全とはいえない状態の中、当日直前まで
何回も繰り返しスピーチ原稿を暗唱していた甲斐
があり、本番では「最高の出来」でひのき舞台に
立つことができました。独特のソフトな語り口は
会場を埋め尽くした聴衆を魅了し、審査委員の方
から「感動しました！」とお褒めのことばを頂戴
しました。
この受賞を機に日本語がますます上達し、将来
は母国・中国と日本の橋渡しとして大いに活躍し
てくれることでしょう。
指導にあたってくださった九嶋恵先生、大変お
疲れ様でした。

本科1年の川原栞がＭＯS 2冠達成
経理本科１年の川原栞が、１月20日（日）に実施
されたMicrosoft Office Specialist Excelの試験に
合格し、MOS ２冠を達成しました。現在はPower
Point部門の合格を目指し学習を進めており、今
年度中に受験を予定しています。
また、本学において所得税法能力検定に合格し
たことにより、日本経理実務士会の「経理実務士補」
の認定要件を満たしたため、同資格を取得する予
定です。来年度は、全経簿記１級と、他の税法能
力検定の学習を進め、「経理実務士」の認定を目
指します。
パソコン・簿記・ビジネスと、多種多様の資格
取得を果たした彼女の挑戦は、来年度以降も続き
ます。今後の活躍にご期待下さい。

入学願書 受付中
3月22日（金）まで自己推薦入学および一般入学
の願書受付をしております。また、学校見学・入
学相談も随時受付ております。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

YAMATO COMMERCE SPECIAL HIGH SCHOOL

都筑ヶ丘幼稚園のページ

バザー委員会の皆様の協力のお陰で今年もTVな
どのシャボン玉ショーで大活躍中の杉山兄弟が来
園しました。子どもたちは様々な色・形そして大
量のシャボン玉に大興奮でした。

2月3日
（日）
子どもたちが1年間取り組んできた絵画や製
作物を飾って、幼稚園が美術館に変身しました！
ホールでの工作コーナーも大人気で、ロケット
やけん玉などを親子で協力しながら楽しんで作っ
ている姿が見られました。先生達によるコーン
スープとポン菓子も大好評でした。

ひなまつり会
2月22日（ 金 ） − 宮前市民館にて −

3月1日
（金）

ひなまつり会では各学年のおひなさまを紹介し
ました。そして、先生達による劇を観て楽しく過
ごした後は、カルピスとひなあられのおやつでお
祝いをしました。

今年は「ブレーメンの音楽隊」の劇を観ました。
動物達の動きやセリフにたくさんの笑いや拍手が
ありました。各学年の先生達によるダンスや体操
の出し物にも、保護者の方・子どもたちから温か
い拍手を頂きました。全学年で楽しい一日を過ご
すことができました。

賞状授与者
卒 園 児
3年皆勤
2年皆勤
1年皆勤

… 180 名 精 勤 … 16 名
… 5 名 親子二代卒園… 9 名
… 9 名 園児3人卒園… 5 名
… 23 名

TSUZUKIGAOKA KINDERGARTEN

年中組

年少組

2年皆勤 … 10名
1年皆勤 … 11名
精 勤 … 10名

1年皆勤 … 3 名
精 勤…4名

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

早春

柏木学園高等学校後援会

卒業シーズンを迎え、春の便りも聞こえて来
る今日この頃です。我が柏木学園も３年生は卒
業し、4月には新しい生徒を迎えます。寂しさと、
期待感、いろいろな感情が入り混ざり、気持ち
も揺れ動きます。高校生活の３年間は、親にと
ってはとても短く、子供にとっては悩み多く、
心身ともに、成長の著しいかけがえのない時期
だったことでしょう。
毎日、登校することが苦痛な人、学校に行く
のが楽しくて仕方のない人、本当に一人一人様々

しゅん ぷう たい とう

だと思います。夢に向かって真っ直ぐに進んで
いる人、目的も見つからなくて迷っている人も
多いと思います。
今、目標が無くても、いつか必ず夢に巡り会
う時が来ます。その「いつか」に備えて、前を向
いて進んでいってください。きっと、その時に
柏木学園での経験が想い出され、役に立つでし
ょう。
ご卒業、おめでとうございます。
平成24年度後援会会長 柚木 貴子

たい じん

いつの日か「春風駘蕩たる大人」に
ご卒業おめでとうございます。この先それぞ
れの道を歩んでいく諸君に、人生の先輩として
ささやかな助言をいたします。
今までは先生方から与えられた課題に取組む
だけで良かったかもしれませんが、これからは
主体的に学ぶべきこと、なすべきことを探し、
究めなければなりません。他の人が言っていた
ことを鵜呑みにせず、周囲の意見に惑わされず、
自分の頭で考え、判断し、行動することが大事
です。無論、若い皆さんには「恐れ・迷い・不安」
があるのは当然のことです。しかし、果敢にチ
ャレンジし一所懸命に努力すれば、多くの人々

卒業を迎えて
ことのほか厳しかった今年の冬も間もなく陽
春へと移り変わろうとしております。
卒業生の皆さん、保護者の皆様、ご卒業おめ
でとうございます。大和商業高等専修学校での
３年間の学生生活はどうだったでしょうか？こ
の３年間で経験し学んだことはたとえ成功に終
わっても、失敗に終わっても、無駄な事は一つ
もないと思います。これから進学、就職等、新
たな生活を迎える上での土台となっている事で
しょう。

ご卒園おめでとうございます
日ごとに暖かさが増し、ようやく春めいてま
いりました。
年長の皆さん、ご卒園おめでとうございます！
ちょっと大きな制服に身を包んで、都筑ヶ丘
幼稚園の門をくぐった３年前が振り返ればつい
最近のように思い出されます。本当に立派なお
兄さん、お姉さんになりました。色々な行事で
会う度にどんどんたくましくなっていく皆さん
を見て本当に嬉しかったです。これも先生方の
温かいご指導のお陰だと思っております。先生

柏木実業専門学校教育交流会

の応援や協力を得られます。苦しいこと、つら
いことも乗り越えてしまえば何でもなくなります。
人生に無駄な経験など一つもありません。その
経験が後に「宝物」と変化するのです。自信を持
って事に当たりましょう。
さあ、勇気を出して思い切り遠くへ飛び立っ
てください。いつの日か「春風駘蕩たる大人」に
成長した皆さんにお会いできるのを楽しみにし
ております。毎年７月に行われる「教育交流会総
会・柏木学園同窓会総会」にご参加くださるよう
併せてお願いいたします。
教育交流会会長 安藤 満

大和商業高等専修学校ＰＴＡ

最後になりましたが、校長先生をはじめ諸先
生方におきましては、私もまた一卒業生の母と
して、心から厚くお礼申し上げます。３年間ご
指導いただきありがとうございました。
保護者の皆様におきましても、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。
ＰＴＡ会長 細谷 和恵

都筑ヶ丘幼稚園父母の会

方の子ども達に対しての真摯な姿、沢山の愛情
を持って心の豊かさや、やさしさ、時には厳し
さを教えて下さいました事、卒園時の保護者を
代表しまして、心より御礼申し上げます。
また、24年度の父母会の活動にご協力いただ
きました保護者の皆様、感謝の気持ちでいっぱ
いです。本当にありがとうございました！
そして最後にいつもいつも私をサポートして
くれた本部の仲間・先生方心からありがとう…。
父母の会会長 森川 由美

