
柏木実業専門学校　校長　桐野 輝久備えよ常に
　ソロキャンプやファミリーキャンプが流行っています。スイッチひと
つの便利な生活に物足りなさを覚え、あえて不自由さを求める人
や、自然との一体感を味わう人が増えているのでしょう。
　この3年間、新型コロナウイルスで人との接触が制限されてきま
した。密を避けるため、オンライン授業やテレワークなど、時間や場
所を選ばない生活スタイルの普及もあり、自分流の生き方をする人
が増えているようにも見受けられます。
　野外生活への憧れは複雑化した現代社会の息苦しさからの
逃避行動だとも言えますが、ヒト本来が持つ本能を取り戻す兆し
なのかもしれません。たとえば、激しい雨が降りだす前には冷たい
風が吹くと感じたことはないでしょうか。雨粒よりも先に冷たい空気
が下りてくる現象だと聞くと、ああなるほどと納得しますが、あたり
が急に暗くなり風が吹き始めると、とっさに雨が近づいていると肌
で感じる力が人間に備わっているのです。
　日本では夏から秋にかけて台風シーズンになります。今年は、日
本近海で多くの台風が発生し、暴風や水害が全国各地で起きま
した。それにより断水や停電、通信、交通など生活インフラが途絶
し被災地を苦しめたのです。

　海外でも地球規模の気象異変で干ばつや水害が世界各地で
起きています。パキスタンでは国土の3分の1が水没するなど、想
像を絶する被害が出ました。ヨーロッパでは広大な森林を焼き尽く
す山火事が頻発しています。火の不始末など人為的な原因が多
いとはいえ、乾燥しきった空気が被害を拡大させていることは疑い
ありません。
　人類の活動が環境に大きな影響を及ぼしている現在、危機が
地球全体に及んでいることを考えると、野外活動を通してヒトが持
つ予知能力やサバイバル能力を研ぎ澄ますことは大切なことだと
思えます。
　青少年の野外活動を進めるボーイスカウト運動の標語「備えよ
常に（BePrepared）」は、困難に直面しても適切に対処できる心
構えを示しています。同時にサバイバル技術の必要性を述べても
います。
　地球規模の環境悪化、世界各地で起きている紛争、原油や食
糧の供給減による物価上昇など、混迷の中で生きる術の一つとし
て、まさかの時に備える心構えを持つことが求められています。
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11/3 湘南そろばん塚顕彰会

12/26 職員仕事納め

1/10 職員仕事始め
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11/3 第2回学校説明会
11/4 日本漢字能力検定（任意）
11/5 実力診断テスト（1年アド）・
 進研模試5科（2年アド）他任意
11/9 生徒会選挙（4・5限）
11/10 公開授業・後援会役員会
11/12 第3回学校説明会
11/17 2学期期末試験日程発表
11/19 第4回学校説明会
11/24-29  2学期期末試験
11/27 第5回学校説明会
11/28 学費引き落とし
11/30 試験予備日
12/1-2 試験返却
12/3 第6回学校説明会
12/5 試験返却
12/6 普通救命講習（生徒対象）・
 放課後個別相談会（15時）・相談日
12/8 放課後個別相談会（15時）
12/10 個別相談会（9時～12時）
12/12 学期末補習対象者発表・
 2年生保健講話
12/13 学期末補習・3年生球技大会
12/14 学期末補習・1年生球技大会・相談日
12/19 学期末補習試験
12/20 学期末補習試験・進路行事
 （1年1・2限／ 2年3・4限）
12/22 終業式・大掃除（2限）・
 後援会役員会・相談日
12/27 学費引き落とし
1/10 始業式
1/11 授業開始（3年）・到達度テスト（1年）・
 総合学力記述模試（アド）・
 実力診断テスト（スタ・情）
1/12 授業開始（1・2年）
1/13 第3回実用英語技能検定
1/14 大学入学共通テスト1日目
1/15 大学入学共通テスト2日目
1/16 推薦入試インターネット出願
1/19 後援会役員会
1/20 午前中40分授業
1/22 推薦入試
1/23 推薦合格発表（インターネット）
1/24-27 一般・オープン入試インターネット出願
1/27 学費引き落とし
1/31 期末試験（3年）

11/4 まなび場ジュニア（秋葉台中学校）

11/5 学校説明会⑥

11/8 委員会の日

11/10 PTA運営委員会（介護講座研修会）・
 まなび場ジュニア（御所見中学校）

11/11 生徒会選挙

11/12 学校説明会⑦

11/13 秘書技能検定

11/18 まなび場ジュニア（麻溝台中学校）

11/19 学校説明会⑧・推薦B方式②

11/20 日商簿記検定

11/21-25 検定特別授業

11/26 学校説明会⑨

11/27 全経簿記能力検定

11/28 生徒会委嘱式

12/2 第3回後期分授業料等納入日

12/3 学校説明会⑩・
 全経電卓計算能力検定

12/5-9 期末試験

12/7 1学年進路ガイダンス

12/8 1学年エイズ講演会

12/9 2学年進路ガイダンス

12/10 学校説明会⑪・
 コンピュータ会計能力検定

12/12 追再試日

12/13 成績処理日

12/14 テスト返却日・小論文対策

12/17 推薦B方式③

12/21 保護者会・大掃除

12/23 終業式・救命救急講習

1/10 始業式・PTA運営委員会

1/11 平常授業開始

1/14 学校説明会⑫

1/17 委員会の日

1/18-24 卒業試験

1/20 まなび場ジュニア（上鶴間中学校）

1/21 推薦B方式④

1/25-27 一般入試願書受付

11/1 令和5年度入園願書受付及び
 入園テスト
 月謝引き落とし日・在園児休園
11/2 令和5年度プレ保育願書受付
11/7 役員会・避難訓練
11/8 誕生日会（11月）・
 さつまいもパーティー
11/9 令和5年度2歳児教室願書受付
11/14 お遊戯会予行1部
11/15 お遊戯会予行2部
11/16 面談日
11/17 お遊戯会予行3部
11/18 お遊戯会予行4部
11/22 お楽しみ会
11/24 お遊戯会予行予備日
11/26 親児の会（予定）
11/28 役員会・地域開放製作
11/29 スマイルクラブ
12/1 お遊戯会1部・月謝引き落とし日
12/2 お遊戯会2部
12/5 お遊戯会3部
12/6 お遊戯会4部
12/7 面談日
12/8 おもちつき
12/9 お遊戯会予行予備日
12/12 誕生日会（12月）・避難訓練
12/13 クリスマス会
12/14 未就園児クリスマス会・在園児休園
12/15 ダディー＆マミー
12/20 終業式・午前保育
12/21-28 冬期預かり保育
12/29-1/3 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
1/10 始業式・獅子舞
1/11 お楽しみ会・懇談会
1/12 避難訓練
1/16 シャボン玉ショー
1/18 令和5年度体験保育・在園児休園
1/21 幼稚園大会
1/23 誕生日会（1月）・
 地域開放事業ストレッチ
1/24 年長クッキング保育・
 スマイルクラブ
1/25 面談日
1/30 地域開放ヨガ
1/31 年長ケータリング

11/5 全経文書処理能力検定
11/6 サービス接遇検定
11/13 秘書技能検定
11/18 第2期推薦・一般入試試験日
11/20 日商簿記検定・
 ビジネス実務マナー検定
11/23 医療事務ＯＡ実務能力認定試験
11/27 全経簿記能力検定・
 医科医療事務管理士技能認定試験
12/3 全経電卓計算能力検定
12/4 全経社会福祉法人経営実務検定・
 JLPT日本語能力試験
12/10 全経社会人常識マナー検定（JapanBasic）
 ・全経コンピュータ会計能力検定
12/11 診療報酬請求事務能力認定試験
12/13 経理実務コンクール
12/20 第6回オープンキャンパス
12/23 終業式
12/25 医科医療事務管理士技能認定試験
1/11 講義開始
1/15 全経BANTO認定試験
1/23-27 進級・卒業試験
1/28 全経計算実務能力検定　
1/30-2/1 午後追試
1/30-2/24 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
11/16 （県委託訓練）9月生
 調剤事務検定試験
11/22 （県委託訓練）11月生 職業人講話
 簿記パソコン事務科
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
11/25 （県委託訓練）11月生 職業人講話
 介護職員初任者研修科
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人緑樹会
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
12/26 （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
1/18 （県委託訓練）11月生
 調剤事務検定試験
1/30 （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


