
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。

陸上競技会 柏木学園高等学校 紅葉祭 柏木実業専門学校

紅葉祭 大和商業高等専修学校 おいもほり 都筑ヶ丘幼稚園

月号

No.149
奇数月発行

11
令和 4 年令和4年11月～令和5年1月行事予定表

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

12/26 職員仕事納め

1/10 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：牧野
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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



柏高祭
　9月2（金）、3日（土）に文化祭
が行われました。今年もコロナ
禍のため、規模を一部縮小し、
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企画を披
露しました。また総合体育館で
は部活動がステージ発表を行
い、大いに盛り上がりました。
保護者や中学生を招いた3日
（土）は好天に恵まれ多くの来
場者で賑わいました。

　9月9日（金）に大和
スポーツセンターにお
いて、第14回陸上競技
会が行われました。こ
の日も好天に恵まれ、
トラック競技・フィー
ルド競技ともに、生徒
たちは全力で取り組み
ました。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。

陸上競技会

　8月27日（土）に本校総合体育館において近隣の中学校、
高等学校を招いて剣道合同錬成会を行いました。
　大和市の大和中学校、下福田中学校、つきみ野中学校、
座間市の相模中学校、町田市の堺中学校、県立市ケ尾高
校、県立上溝南高校の生徒約80名が参加し、充実した稽古
会となりました。今後も開催したいと思います。

剣道部活動報告

　8月19日（金）に行われたJGA・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2022」で銀賞を、
また、8月21日（日）に行われ
た日本教育ギター連盟主催
「全日本学生ギターフェス
ティバル」で銅賞を受賞しま
した。両大会とも、地区予選
を通過した後、出場した全国
大会です。銅賞以上を受賞し
た学校は、「第53回全日本学生ギターコンクール」に出場する
ことができます。一つでも上の賞を取ることを目標に、部員
35名が心をひとつに演奏したいと頑張っています。
　また、9月19日（月・祝）に日本ギター連盟主催の「全国ギ
ター部＆軽音楽部フェスティバル2022」が開催され、出場48
バンドのうち、本校から参加した「戌月」が銅賞を、「アスチル
ベ」が奨励賞を受賞しました。そして、3年Ｌ組の冨田一沙さ
んが見事ベストギタリスト賞を受賞しました。

軽音楽部大会報告

第1回学校説明会
　10月15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600組を超える充実した
説明会になりました。

　9月18日（日）、19日（月・祝）に行われた北相地区バレーボー
ル大会の結果です。
1回戦　柏木学園 2-0（25-15, 25-22） 相模向陽館高校
2回戦　柏木学園 2-0（25-22, 25-19） 大和南高校
3回戦　柏木学園 0-2（12-25, 16-25） 東海大相模高校

男子バレーボール部大会報告

　9月17日（土）に行われた北相西地区予選新人戦ダブルスに
おいて男子 三好さん（2G）・尾﨑さん（1F）ペアが優勝、羽牟
さん（2C）・川越さん（1M）ペアが準優勝、また、女子では石井
さん（2C）・井田さん（2G）ペアが優勝し、それぞれ県大会出場
を決めました。
　9月18日（日）に行われた北相西地区予選新人戦シングルス
においては、男子 尾﨑さん（1F）が準優勝、三好さん（2G）が5
位、女子 石井さん（2C）が優勝し、その3名が県大会出場を決
めました。

バドミントン部大会報告

短歌書道部・書道授業報告

吟詠剣詩舞部門出場　
　宮本　和彰（3L）　　
　江坂　春菜（3J）
　長谷川杏莉（2H）   
　萩本　有紀（2I）

第46回全国高等学校総合文化祭・とうきょう総文

（硬筆の部）　●団体優秀賞（全国で3団体のみ受賞）
　　　　　　●日本武道館奨励賞　飯野 玄大（3C）
　　　　　　●日本武道館賞　江坂 春菜（3J） 他14名

第38回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会

●秀作　　　萩本 有紀（2I） 加藤 輝人（2G） 小久保美愛（2E）
　　　　　　守角歩駆翔（2A）  長谷川杏莉（2H）

第29回 青少年毎日書道展

●創作の部　第9位　神保 綺南（3A）　　
●奨励賞　   安齋 煌祐（3A）　宮本 和彰（3L）
　　　　　　萩本 有紀（2I）　 山川    天（1Ｍ）

第53回 神奈川県高等学校教育書道コンクール

●作品賞　第1位　宮本 和彰（3L）
　「アレルギー持って生まれた僕のため母の弁当十二年目に」

短歌結社「現代短歌ナイル」全国大会

【学校説明会のお知らせ】
第2回11月  3日（木・祝） 9：30～
第3回11月12日（土）　  9：30～
第4回11月19日（土）　  9：30～
第5回11月27日（日）　  9：30～
第6回12月  3日（土）　  9：30～
・予約制となります。ご予約は下記の本校ホームページまたは
　電話番号よりお願いします。

・当日は個別相談もあわせて実施いたします。

ホームページ：https://www.kashiwagi.ac.jp/
電 話 番 号：046-260-9011

　天気にも恵まれ運動会日
和の中、開催することがで
きました。

　温かい拍手や応援が子どもたちの自信に繋がり練習の成
果を発揮することができました。
　感染予防対策にご協力いただきありがとうございました。

10月1日（土）
川和小学校にて

　様々な模擬店やゲームコーナー、寄贈品販売やフリー
マーケット等、大盛況のバザーとなりました。
　今年度は新しい試みとして「古着市」も開かれ、たく
さんの方々が購入してくださいました。
　また、先生たちによる楽しい出し物も大盛り上がりで
した。

　畑いっぱいに「よいしょ! よいしょ!」「とれたよー!」と、
子どもたちの賑やかな声が広がりました。
　力いっぱい一生懸命掘り、大きなお芋が採れると大興奮!
11月8日（火）の
さ つ ま 芋 パ ー
ティーを楽しみ
にしている子ど
もたちです。

10月24日（月）10月24日（月）

運 動 会運 動 会

年少組
　ドキドキの表情でスタート
に立ち、ニコニコ笑顔で担任
の先生が待つゴールまで走り
切りました。

　両手に羽を付けて、元気いっ
ぱい踊ることができました。

年中組
　カラフルリボンを身に着け、
かわいいおそ松さんポーズを見
せてくれました。

　クラスみんなで息を合わせて大
きなバルーンを膨らませました。
　最後のポーズもかっこよく決ま
りました。

年長組

未就園児

　気合いたっぷりの掛け声と共
に入場し、一つひとつの技を格好
良く決めてくれました。

　99人の心を一つに、2曲を演奏
しました。練習の成果を立派に発
揮してくれました。

10月8日（土）

11月  1日（火）　令和5年度入園願書受付及び入園テスト
11月  2日（水）　令和5年度プレ保育願書受付
11月  9日（水）　令和5年度2歳児教室願書受付
11月22日（火）　お楽しみ会
11月26日（土）　親児の会（予定）
11月29日（火）　スマイルクラブ　未就園児対象
12月  1日（木）　お遊戯会1部
12月  2日（金）　お遊戯会2部
12月  5日（月）　お遊戯会3部
12月  6日（火）　お遊戯会4部
12月13日（火）　クリスマス会
12月14日（水）　未就園児クリスマス会
12月20日（火）　終業式

バザーバザー

芋

　親子で参加できる未就園児対象の“スマイルクラブ”は、
親子体操や季節に合わせた製作、絵本の読みきかせ等、幼
稚園の体験ができる保育内容で年間7回実
施しています。
　第4回目の今回は、ハロウィーンに向けて
製作をした後、ちょっぴり早いHalloween 
partyを行いました。次回は11月29日
（火）に実施予定です。是非、遊びに来てく
ださい!

10月11日（火）10月11日（火）スマイルクラブ

　今年度も4日間に分け、4部制で行います。
　各クラス日々一生懸命練習を重ねて頑張っ
ています。本番当日もお楽しみに!!

お遊戯会

クリスマス会

　12月13日（火）在園児、14日（水）未就園
児向けにクリスマス会が行われます!鈴の音
に合わせて今年もサンタクロースがやってき
てくれるのでしょうか?12月からはサンタバ
スも運行します♫

いちご組

ぶどう組

たんぽぽ組

＜ゴールに向かってよーいドン‼＞

＜遊戯　ブラザービート＞

＜組体操＞

　親子一緒にフルーツポーズ♫とて
もかわいかったです。

＜親子ダンス　フルフルフルーツ＞

　ゴールに向かって楽しく走り切ることができました。
＜かけっこ　みんなでヨーイドン!＞

＜鼓笛♬さんぽ♬崖の上のポニョ＞

＜パラバルーン＞

＜遊戯　ツバメ＞

堀り

今後の予定



　10月17日（月）に、1学年のKDDIスマホ・ケータイ
安全教室が開かれました。現在、高校生のスマート
フォンの利用率が増加し、それに伴って様々な
リスクも増えています。身近なSNSについて焦
点を当て、実際にあった事件を例にSNSの正し
い利用方法を学びました。スマートフォン依存
症についてもポイント診断をし、正しくスマー
トフォンを使えているか分析しました。生徒た
ちは身近に潜む危険性を知り、トラブルに巻き
込まれたり、加害者になったりしないためにス
マートフォンと向き合う時間となりました。

全経簿記電卓競技大会全国大会報告
　9月4日（日）に全経簿記電卓競技大会全国大
会が開催されました。昨年度は、新型コロナウ
イルス感染症予防の為リモートでの実施でし
たが、今年度は、東京ガーデンパレスにて実施
されました。簿記の部団体で3名、電卓の部団体
で3名が出場しました。結果は以下の通りです。
〈結果〉
【簿記の部 団体】
　5位（3年 相川、3年 齋藤、2年 柘植）
【電卓の部 団体】
　3位（2年 二又、2年 椛澤、2年 渡邊）

就職試験開始
　今年度も就職試験が9月16日（金）から開始と
なりました。3学年の生徒たちは、夏休み中も履
歴書の作成や面接練習に奮闘する姿が見られま
した。2学期が始まってからも、毎日自分と向き
合い、内定に向けて励んでいます。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

１学年KDDIスマホ・ケータイ安全教室

諸活動結果報告

紅葉祭

中学生対象オープンスクール

　9月22日（木）・23日（金・祝）に本校にて紅葉祭
が開催されました。22日（木）は、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
う競技大会が行われ、23日（金・祝）は各クラス
で出し物を準備し、出店をしました。競技大会
では電卓、簿記、PCの早打ちや漢字、一般常識の
問題に集中して取り組み、日頃の成果を発揮し
ていました。
　出し物では、各クラス生徒一人ひとりのアイ
デアが表現され、他クラスの生徒、専門学校の学
生、来校した保護者や中学生と明るく交流して
いました。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評価するクラスT
シャツコンテストでは、最優秀賞に1年A組、校
長賞に2年A組が選ばれました。おめでとうござ
います。

　9月23日（金・祝）の紅葉祭と同日、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
校生徒が奮励して授業等で作成した成果物と、
活気に溢れた雰囲気を肌で感じることで、大和
商業の魅力を知って頂けたと思います。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。

　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27
日（火）に実施し、9月29日（木）より講義が行われ
ています。講義や実習を通して、介護の基礎的な
知識やスキル等を身に着けています。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、生徒
たちは真剣な眼
差しで、介護職
員初任者研修資
格取得を目指し
て取り組んでい
ます。

学校説明会 ＜要予約＞ 9：00受付 9：30～12：00
・第53回神奈川県高等学校教育書道コンクール
　　奨励賞 3年B組 石井　綾奈
 3年C組 松島　凜和
・科学技術学園　第51回美術展
　　金　賞 3年C組 清水　祇希

11月 5日（土）／11月12日（土）／11月19日（土）
11月26日（土）／12月 3日（土）／12月10日（土）
 1月14日（土）

※学校見学相談会受付中　平日10：00～16：00

【紅葉祭を開催】
　9月22日（木）、23日（金）に大和商業高等専修学校と合
同で紅葉祭を開催しました。初日のステージ発表では、中
国の変面からスタート。会場は
仮面の早変わりの妙技に驚きと
興奮の渦に包まれました。その
後は歌や民族衣装をまとったダ
ンスが続き大いに沸き返りまし
た。2日目は外部のお客様にもご来場いただき、日本人学
生ブースではＵＶレジンの製作体験やドローンの操縦体
験、射的などのゲームを楽しみました。留学生ブースで
は、ゆかたの着付け体験や各国の文化紹介などが行われ、
歌って踊って、楽しい時間を過ごしていました。3年ぶり
の開催とあって、学生たちも心から楽しんでいる様子が
うかがえました。

【ドローン競技会を開催】
　10月18日（火）にドローンの
授業を受講している学生でド
ローン競技会を開催しました。
2チームに分かれた紅白戦でバ
ルーンバスターを行い、日ごろ
の授業で培った力を発揮した競技会でした。チームメイ
トからの声援もあり昨年以上に白熱した勝負をしていま
した。学生たちのドローン操作技術力には目をみはるも
のがありました。

【日本語スピーチ・カラオケコ
ンテストを開催】
　10月19日（水）に日本語スピー
チ・カラオケコンテストを開催
しました。スピーチコンテスト
では、留学生スピーチ部門とア

ナウンス部門に分かれ、これまで勉強してきた日本語力
やアナウンスセンスを競い合いました。
　カラオケコンテストでは、ソロで自慢の歌声を披露す
る学生やクラス全員での歌唱など、学生たちの普段の生
活の様子と違った一面を見ることができました。

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
　12月20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。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。
　詳細については下記までお問い合わせください｡

【神奈川県委託訓練9月生入校式、7月生修了式】
　9月1日（木）に神奈川県委託訓
練「即戦力」簿記パソコン事務科、
医療調剤介護事務・PC科9月生の
入校式、9月30日（金）に、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7月
生の修了式が行われました。
　職業訓練での学びが再就職へ繋がるよう期待しています。

【神奈川県委託訓練　職業人講話・求人企業説明会開催】
　研修センターでは、各訓練科に関連する
職業人による講話を実施しています。また、
放課後には求人企業説明会も実施し、受講
生の再就職を支援しています。

【職業人講話】（経理分野・介護分野）
西迫会計事務所　所長　西迫一郎先生
小林貢公認会計士事務所　所長　小林貢先生
株式会社アスモ介護サービス　岡本光義先生
社会福祉法人緑樹会　難波かつら先生

【企業説明会】（医療分野・介護分野）
株式会社ソラスト、株式会社ニチイ学館、株式会社日本教育クリエイト、
社会福祉法人藤心会、社会福祉法人中心会、社会福祉法人愛成会

【神奈川県委託訓練　令和5年1月生コース説明・学校見学会開催】
　10月12日（水）、20日（木）、
25日（火）に神奈川県委託
訓練「即戦力」令和5年1月
生の訓練コース説明・学校
見学会を実施しました。当日
は、コース説明の他、訓練受
講を具体的にイメージしてい
ただけるよう授業風景の見
学や模擬授業などを行ない
ました。

【就職近況報告】
就職先　社会福祉法人愛成会　ヴィラ愛成
　遠田　真美さん　介護職員初任者研修科
　　（神奈川県委託訓練）（令和3年6月）修了生
「小規模多機能型居宅介護事業所にて、施設
への通いや宿泊、ご利用者様宅への訪問介護
など幅広く関わらせてもらっています。ご利用者
様や職場の皆さんにはとても親切にしていただき感謝でいっぱいで
す。これからも頑張ります。」

小林　貢先生

株式会社ソラスト 株式会社ニチイ学館 社会福祉法人愛成会

柏木実業専門学校 入学相談係
TEL：046-261-0158
E-mail：jitsugyo@kashiwagi.ac.jp

訓練コースについて説明する様子

【神奈川県委託訓練　授業の様子】

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

西迫　一郎先生

現在開講中ならびに実施予定の訓練
神奈川県委託訓練「即戦力」
令和4年  9月生  9月1日～11月30日
令和4年11月生 11月1日～  1月31日
令和5年  1月生  1月4日～  3月31日
詳しくは「柏木学園ホームページ」
またはTel：046-200-6170研修センターまで

研修センター
地図
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　10月17日（月）に、1学年のKDDIスマホ・ケータイ
安全教室が開かれました。現在、高校生のスマート
フォンの利用率が増加し、それに伴って様々な
リスクも増えています。身近なSNSについて焦
点を当て、実際にあった事件を例にSNSの正し
い利用方法を学びました。スマートフォン依存
症についてもポイント診断をし、正しくスマー
トフォンを使えているか分析しました。生徒た
ちは身近に潜む危険性を知り、トラブルに巻き
込まれたり、加害者になったりしないためにス
マートフォンと向き合う時間となりました。

全経簿記電卓競技大会全国大会報告
　9月4日（日）に全経簿記電卓競技大会全国大
会が開催されました。昨年度は、新型コロナウ
イルス感染症予防の為リモートでの実施でし
たが、今年度は、東京ガーデンパレスにて実施
されました。簿記の部団体で3名、電卓の部団体
で3名が出場しました。結果は以下の通りです。
〈結果〉
【簿記の部 団体】
　5位（3年 相川、3年 齋藤、2年 柘植）
【電卓の部 団体】
　3位（2年 二又、2年 椛澤、2年 渡邊）

就職試験開始
　今年度も就職試験が9月16日（金）から開始と
なりました。3学年の生徒たちは、夏休み中も履
歴書の作成や面接練習に奮闘する姿が見られま
した。2学期が始まってからも、毎日自分と向き
合い、内定に向けて励んでいます。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

１学年KDDIスマホ・ケータイ安全教室
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　9月22日（木）・23日（金・祝）に本校にて紅葉祭
が開催されました。22日（木）は、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
う競技大会が行われ、23日（金・祝）は各クラス
で出し物を準備し、出店をしました。競技大会
では電卓、簿記、PCの早打ちや漢字、一般常識の
問題に集中して取り組み、日頃の成果を発揮し
ていました。
　出し物では、各クラス生徒一人ひとりのアイ
デアが表現され、他クラスの生徒、専門学校の学
生、来校した保護者や中学生と明るく交流して
いました。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評価するクラスT
シャツコンテストでは、最優秀賞に1年A組、校
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います。

　9月23日（金・祝）の紅葉祭と同日、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
校生徒が奮励して授業等で作成した成果物と、
活気に溢れた雰囲気を肌で感じることで、大和
商業の魅力を知って頂けたと思います。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。

　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27
日（火）に実施し、9月29日（木）より講義が行われ
ています。講義や実習を通して、介護の基礎的な
知識やスキル等を身に着けています。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、生徒
たちは真剣な眼
差しで、介護職
員初任者研修資
格取得を目指し
て取り組んでい
ます。

学校説明会 ＜要予約＞ 9：00受付 9：30～12：00
・第53回神奈川県高等学校教育書道コンクール
　　奨励賞 3年B組 石井　綾奈
 3年C組 松島　凜和
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※学校見学相談会受付中　平日10：00～16：00

【紅葉祭を開催】
　9月22日（木）、23日（金）に大和商業高等専修学校と合
同で紅葉祭を開催しました。初日のステージ発表では、中
国の変面からスタート。会場は
仮面の早変わりの妙技に驚きと
興奮の渦に包まれました。その
後は歌や民族衣装をまとったダ
ンスが続き大いに沸き返りまし
た。2日目は外部のお客様にもご来場いただき、日本人学
生ブースではＵＶレジンの製作体験やドローンの操縦体
験、射的などのゲームを楽しみました。留学生ブースで
は、ゆかたの着付け体験や各国の文化紹介などが行われ、
歌って踊って、楽しい時間を過ごしていました。3年ぶり
の開催とあって、学生たちも心から楽しんでいる様子が
うかがえました。

【ドローン競技会を開催】
　10月18日（火）にドローンの
授業を受講している学生でド
ローン競技会を開催しました。
2チームに分かれた紅白戦でバ
ルーンバスターを行い、日ごろ
の授業で培った力を発揮した競技会でした。チームメイ
トからの声援もあり昨年以上に白熱した勝負をしていま
した。学生たちのドローン操作技術力には目をみはるも
のがありました。

【日本語スピーチ・カラオケコ
ンテストを開催】
　10月19日（水）に日本語スピー
チ・カラオケコンテストを開催
しました。スピーチコンテスト
では、留学生スピーチ部門とア

ナウンス部門に分かれ、これまで勉強してきた日本語力
やアナウンスセンスを競い合いました。
　カラオケコンテストでは、ソロで自慢の歌声を披露す
る学生やクラス全員での歌唱など、学生たちの普段の生
活の様子と違った一面を見ることができました。

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
　12月20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。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。
　詳細については下記までお問い合わせください｡

【神奈川県委託訓練9月生入校式、7月生修了式】
　9月1日（木）に神奈川県委託訓
練「即戦力」簿記パソコン事務科、
医療調剤介護事務・PC科9月生の
入校式、9月30日（金）に、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7月
生の修了式が行われました。
　職業訓練での学びが再就職へ繋がるよう期待しています。

【神奈川県委託訓練　職業人講話・求人企業説明会開催】
　研修センターでは、各訓練科に関連する
職業人による講話を実施しています。また、
放課後には求人企業説明会も実施し、受講
生の再就職を支援しています。

【職業人講話】（経理分野・介護分野）
西迫会計事務所　所長　西迫一郎先生
小林貢公認会計士事務所　所長　小林貢先生
株式会社アスモ介護サービス　岡本光義先生
社会福祉法人緑樹会　難波かつら先生

【企業説明会】（医療分野・介護分野）
株式会社ソラスト、株式会社ニチイ学館、株式会社日本教育クリエイト、
社会福祉法人藤心会、社会福祉法人中心会、社会福祉法人愛成会

【神奈川県委託訓練　令和5年1月生コース説明・学校見学会開催】
　10月12日（水）、20日（木）、
25日（火）に神奈川県委託
訓練「即戦力」令和5年1月
生の訓練コース説明・学校
見学会を実施しました。当日
は、コース説明の他、訓練受
講を具体的にイメージしてい
ただけるよう授業風景の見
学や模擬授業などを行ない
ました。

【就職近況報告】
就職先　社会福祉法人愛成会　ヴィラ愛成
　遠田　真美さん　介護職員初任者研修科
　　（神奈川県委託訓練）（令和3年6月）修了生
「小規模多機能型居宅介護事業所にて、施設
への通いや宿泊、ご利用者様宅への訪問介護
など幅広く関わらせてもらっています。ご利用者
様や職場の皆さんにはとても親切にしていただき感謝でいっぱいで
す。これからも頑張ります。」

小林　貢先生

株式会社ソラスト 株式会社ニチイ学館 社会福祉法人愛成会

柏木実業専門学校 入学相談係
TEL：046-261-0158
E-mail：jitsugyo@kashiwagi.ac.jp

訓練コースについて説明する様子

【神奈川県委託訓練　授業の様子】

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

西迫　一郎先生

現在開講中ならびに実施予定の訓練
神奈川県委託訓練「即戦力」
令和4年  9月生  9月1日～11月30日
令和4年11月生 11月1日～  1月31日
令和5年  1月生  1月4日～  3月31日
詳しくは「柏木学園ホームページ」
またはTel：046-200-6170研修センターまで

研修センター
地図

認定証発行番号
第2022JM0004（2）号



柏高祭
　9月2（金）、3日（土）に文化祭
が行われました。今年もコロナ
禍のため、規模を一部縮小し、
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企画を披
露しました。また総合体育館で
は部活動がステージ発表を行
い、大いに盛り上がりました。
保護者や中学生を招いた3日
（土）は好天に恵まれ多くの来
場者で賑わいました。

　9月9日（金）に大和
スポーツセンターにお
いて、第14回陸上競技
会が行われました。こ
の日も好天に恵まれ、
トラック競技・フィー
ルド競技ともに、生徒
たちは全力で取り組み
ました。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。

陸上競技会

　8月27日（土）に本校総合体育館において近隣の中学校、
高等学校を招いて剣道合同錬成会を行いました。
　大和市の大和中学校、下福田中学校、つきみ野中学校、
座間市の相模中学校、町田市の堺中学校、県立市ケ尾高
校、県立上溝南高校の生徒約80名が参加し、充実した稽古
会となりました。今後も開催したいと思います。

剣道部活動報告

　8月19日（金）に行われたJGA・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2022」で銀賞を、
また、8月21日（日）に行われ
た日本教育ギター連盟主催
「全日本学生ギターフェス
ティバル」で銅賞を受賞しま
した。両大会とも、地区予選
を通過した後、出場した全国
大会です。銅賞以上を受賞し
た学校は、「第53回全日本学生ギターコンクール」に出場する
ことができます。一つでも上の賞を取ることを目標に、部員
35名が心をひとつに演奏したいと頑張っています。
　また、9月19日（月・祝）に日本ギター連盟主催の「全国ギ
ター部＆軽音楽部フェスティバル2022」が開催され、出場48
バンドのうち、本校から参加した「戌月」が銅賞を、「アスチル
ベ」が奨励賞を受賞しました。そして、3年Ｌ組の冨田一沙さ
んが見事ベストギタリスト賞を受賞しました。

軽音楽部大会報告

第1回学校説明会
　10月15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600組を超える充実した
説明会になりました。

　9月18日（日）、19日（月・祝）に行われた北相地区バレーボー
ル大会の結果です。
1回戦　柏木学園 2-0（25-15, 25-22） 相模向陽館高校
2回戦　柏木学園 2-0（25-22, 25-19） 大和南高校
3回戦　柏木学園 0-2（12-25, 16-25） 東海大相模高校

男子バレーボール部大会報告

　9月17日（土）に行われた北相西地区予選新人戦ダブルスに
おいて男子 三好さん（2G）・尾﨑さん（1F）ペアが優勝、羽牟
さん（2C）・川越さん（1M）ペアが準優勝、また、女子では石井
さん（2C）・井田さん（2G）ペアが優勝し、それぞれ県大会出場
を決めました。
　9月18日（日）に行われた北相西地区予選新人戦シングルス
においては、男子 尾﨑さん（1F）が準優勝、三好さん（2G）が5
位、女子 石井さん（2C）が優勝し、その3名が県大会出場を決
めました。

バドミントン部大会報告

短歌書道部・書道授業報告

吟詠剣詩舞部門出場　
　宮本　和彰（3L）　　
　江坂　春菜（3J）
　長谷川杏莉（2H）   
　萩本　有紀（2I）

第46回全国高等学校総合文化祭・とうきょう総文

（硬筆の部）　●団体優秀賞（全国で3団体のみ受賞）
　　　　　　●日本武道館奨励賞　飯野 玄大（3C）
　　　　　　●日本武道館賞　江坂 春菜（3J） 他14名

第38回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会

●秀作　　　萩本 有紀（2I） 加藤 輝人（2G） 小久保美愛（2E）
　　　　　　守角歩駆翔（2A）  長谷川杏莉（2H）

第29回 青少年毎日書道展

●創作の部　第9位　神保 綺南（3A）　　
●奨励賞　   安齋 煌祐（3A）　宮本 和彰（3L）
　　　　　　萩本 有紀（2I）　 山川    天（1Ｍ）

第53回 神奈川県高等学校教育書道コンクール

●作品賞　第1位　宮本 和彰（3L）
　「アレルギー持って生まれた僕のため母の弁当十二年目に」

短歌結社「現代短歌ナイル」全国大会

【学校説明会のお知らせ】
第2回11月  3日（木・祝） 9：30～
第3回11月12日（土）　  9：30～
第4回11月19日（土）　  9：30～
第5回11月27日（日）　  9：30～
第6回12月  3日（土）　  9：30～
・予約制となります。ご予約は下記の本校ホームページまたは
　電話番号よりお願いします。

・当日は個別相談もあわせて実施いたします。

ホームページ：https://www.kashiwagi.ac.jp/
電 話 番 号：046-260-9011

　天気にも恵まれ運動会日
和の中、開催することがで
きました。

　温かい拍手や応援が子どもたちの自信に繋がり練習の成
果を発揮することができました。
　感染予防対策にご協力いただきありがとうございました。

10月1日（土）
川和小学校にて

　様々な模擬店やゲームコーナー、寄贈品販売やフリー
マーケット等、大盛況のバザーとなりました。
　今年度は新しい試みとして「古着市」も開かれ、たく
さんの方々が購入してくださいました。
　また、先生たちによる楽しい出し物も大盛り上がりで
した。

　畑いっぱいに「よいしょ! よいしょ!」「とれたよー!」と、
子どもたちの賑やかな声が広がりました。
　力いっぱい一生懸命掘り、大きなお芋が採れると大興奮!
11月8日（火）の
さ つ ま 芋 パ ー
ティーを楽しみ
にしている子ど
もたちです。

10月24日（月）10月24日（月）

運 動 会運 動 会

年少組
　ドキドキの表情でスタート
に立ち、ニコニコ笑顔で担任
の先生が待つゴールまで走り
切りました。

　両手に羽を付けて、元気いっ
ぱい踊ることができました。

年中組
　カラフルリボンを身に着け、
かわいいおそ松さんポーズを見
せてくれました。

　クラスみんなで息を合わせて大
きなバルーンを膨らませました。
　最後のポーズもかっこよく決ま
りました。

年長組

未就園児

　気合いたっぷりの掛け声と共
に入場し、一つひとつの技を格好
良く決めてくれました。

　99人の心を一つに、2曲を演奏
しました。練習の成果を立派に発
揮してくれました。

10月8日（土）

11月  1日（火）　令和5年度入園願書受付及び入園テスト
11月  2日（水）　令和5年度プレ保育願書受付
11月  9日（水）　令和5年度2歳児教室願書受付
11月22日（火）　お楽しみ会
11月26日（土）　親児の会（予定）
11月29日（火）　スマイルクラブ　未就園児対象
12月  1日（木）　お遊戯会1部
12月  2日（金）　お遊戯会2部
12月  5日（月）　お遊戯会3部
12月  6日（火）　お遊戯会4部
12月13日（火）　クリスマス会
12月14日（水）　未就園児クリスマス会
12月20日（火）　終業式

バザーバザー

芋

　親子で参加できる未就園児対象の“スマイルクラブ”は、
親子体操や季節に合わせた製作、絵本の読みきかせ等、幼
稚園の体験ができる保育内容で年間7回実
施しています。
　第4回目の今回は、ハロウィーンに向けて
製作をした後、ちょっぴり早いHalloween 
partyを行いました。次回は11月29日
（火）に実施予定です。是非、遊びに来てく
ださい!

10月11日（火）10月11日（火）スマイルクラブ

　今年度も4日間に分け、4部制で行います。
　各クラス日々一生懸命練習を重ねて頑張っ
ています。本番当日もお楽しみに!!

お遊戯会

クリスマス会

　12月13日（火）在園児、14日（水）未就園
児向けにクリスマス会が行われます!鈴の音
に合わせて今年もサンタクロースがやってき
てくれるのでしょうか?12月からはサンタバ
スも運行します♫

いちご組

ぶどう組

たんぽぽ組

＜ゴールに向かってよーいドン‼＞

＜遊戯　ブラザービート＞

＜組体操＞

　親子一緒にフルーツポーズ♫とて
もかわいかったです。

＜親子ダンス　フルフルフルーツ＞

　ゴールに向かって楽しく走り切ることができました。
＜かけっこ　みんなでヨーイドン!＞

＜鼓笛♬さんぽ♬崖の上のポニョ＞

＜パラバルーン＞

＜遊戯　ツバメ＞

堀り

今後の予定



柏木学園高等学校後援会秋の行事を終えて
　この様に、昨年と比べると今年は学校行事の再開とと
もに後援会の活動も大変充実していて、生徒の活動の場
を共有でき大変嬉しく思いました。
　この辺りで後援会の活動も少し落ち着いてきました
ので、これまでの行事の反省会をして来年に繋げたいと
思います。
　今後とも、後援会活動への保護者の皆様のご協力を賜
りますようよろしくお願いいたします。

後援会副会長　相馬　奈美子

　2学期に入り間もなくして、3年振りに開催されました
「文化祭」では、後援会も出店させていただきました。お
にぎり・まい泉のミニメンチカツサンド・フィナンシェ・
ゼリーを販売し、大変好評でした。そして、その一週間後
には陸上競技会が開催され、麦茶とスポ－ツドリンクを
提供し、生徒の活動を応援してまいりました。
　また、9月30日には、大和消防署に出向いて普通救命救
急講習会を受講し、万が一の事故等に備えて自身ができ
る行動を勉強してまいりました。10月13日には、生徒の
下校を見守るため、先生方と一緒に「ふれあいパトロ－
ル」を実施しました。

　夏の暑さも落ち着き、過ごしやすい季節となりました。
　10月1日には、青天の下、川和小学校のグラウンドを
お借りして運動会が行われました。子どもたちの演技や
競技に保護者の皆様も熱くなり、目頭にはきらりと光る
ものがあったことを昨日のことのように思い出します。
子どもたちの頑張りが保護者の皆様の心を動かしたの
は言うまでもありません。日頃の練習が実を結び、とて
も心に残る運動会でした。
　10月8日には、2年ぶりにバザーを開催しました。寄贈
品・ゲーム・フリーマーケット等、例年開催しているも
のに加え、古着の販売を新たに取り入れ例年以上の大盛
況となりました。また、先生方の演し物も開催されまし
た。普段とは少し違う先生方の姿に会場はとても盛り上
がりました。たくさんのご来場誠にありがとうござい

ました。
　そして、今年度も運動会・バザーの開催にあたり、ご
理解とご協力をくださった保護者の皆様、さらに、新型
コロナウイルス感染の状況も不透明なまま感染症対策
と行事の両立にお力を注いでくださった園長先生を始
めとした先生方に厚く御礼申し上げます。
　運動会・バザーは終わりましたが、12月にはお遊戯会
やクリスマス会などまだまだ子どもたちの楽しい行事
が待っています。本部でのお手伝いを通してまだまだハ
ンカチが手放せそうにありませんが、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　後藤　麻衣子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会運動会・バザーを終えて

柏木実業専門学校教育交流会楓蔦黄（もみじつたきばむ）／五感による記憶
　紅葉が綾なす秋の山、野山の葉が色づく、紅葉狩りのシー
ズンです。紅葉は樹木の冬支度、モミジは気温が下がると
葉の付け根に層（離層）ができ、葉で作られた糖分が回ら
なくなります。この糖分が赤い色素（アントシアニン）に
変わり、葉が色づき、落葉します。日照が少なくなるため
不要な葉をなくすのです。人間は植物と違って考えると
同時に記憶する事が出来るのです。その記憶を有効に活
用することにより、人生も変わってきます。記憶には「記
銘」、「保持」、「想起」の三つのプロセスがあります。「記銘」
とは覚えること、「保持」とは記憶を貯蔵しておくこと、
「想起」とは貯蔵してある記憶を必要なときに取り出す
ことです。また、「視覚」、「聴覚」、「触覚」、「味覚」、「嗅覚」
で司さどる五感をいかに活性化させるかが記憶に影響
します。人間は五感を介して脳に情報を送り、記憶や学

習、判断などの処理をしています。五感を働かせて記憶
する場合、働かせる感覚器官が多ければ多いほど、記憶
は強化されやすく、長時間にわたって残りやすいとされ
ています。例えば、本の内容を暗記する場合、視覚を使
うだけの黙読よりも、視覚と聴覚を働かせて音読するほ
うが、より記憶は確かなものになるでしょう。また本の
内容を音読しながら手を使って紙に写すほうが、もう一
つの感覚を働かせている分、より記憶を鮮明なものにで
きるはずです。受験勉強でも、五感を活用するのは有効
です。音読や書いてみるなどの方法はさほど苦労なく、
すぐできると思いますので、是非やってみてほしいと思
います。

教育交流会会長　田部井　信夫

大和商業高等専修学校ＰＴＡ笑顔が増えて
　穏やかな小春日和の中、秋も暮れようとしております。
　今年は体育祭、紅葉祭、修学旅行も開催が出来、少し
ずつニューノーマルにも慣れながら行事をこなせて嬉
しく思います。
　先日紅葉祭に参加した際には、活気ある賑やかな声と
笑顔が学校に溢れていて、参加させていただいたこちら
が幸福な気持ちになりました。
　また、柏木実業専門学校様の展示でも、通常の文化祭

ではなかなか経験できない交流ができました。先生方、
関係者の皆様、お忙しい中紅葉祭を準備・開催していた
だき、本当にありがとうございました。
　気温差が激しく、体調管理も気を遣うことが多いです
が、どうぞ健やかにお過ごしください。

PTA役員代表　田中　淳子

各種検定合格者（太字は満点合格者です。）

〈2級〉
岩瀬　大和
〈準2級〉
福冨　航大　　小椋　愛美　　並木　　葵
〈3級〉
北村　航一　　南　　樹里　　加藤　　颯
宮坂　知奈

〈1級〉
南　　緑仁　　石岡美里奈　　大城　新奈
後藤　獅生　　佐久間陽花　　田中　暖人
青木　　愛　　和田　愛純
〈2級〉
上水流春音　　岡田陵太郎　　橘田　桜介
関口拳太朗　　平良　健登　　森　　日和
森山　拓洋
〈3級〉
志村　晃人　　田島　琉心　　立岡　朋樹
守角歩駆翔　　五十嵐美春　　田中　　舞
持丸　葉月　　井田　姫花　　奥野　小雪
押切　美羽　　菊池愛由梨　　北村　大空
大川日菜子　　吉田　　好　　菊地　駿斗

〈1級〉
渋谷　哲也　　並木　　葵　　齊藤　那音
馬場　春菜　　江下　桃花　　宮坂　知奈
〈準1級〉
津嘉山ケン
〈2級〉
田中　暖人　　中澤　　凜　　青木　　愛
長澤　雄輝　　小笠原　柊　　山本駿之介
橘田　桜介　　森山　拓洋　　吉岡　勇太
〈準2級〉
本吉丈太郎　　村澤　祐汰
〈3級〉
川井　海翔　　有原エリカ　　菊池愛由梨
青木　　愛　　茨木　一仁　　北村　大空
寺坪　知哉

〈準2級〉
木村　直都
〈3級〉
上島　幌太　　阿久津登哉　　古瀬裡渚菜
峯尾隼太朗　　神戸　希彩

〈3級〉
髙橋　大樹　SHRESTHA JUNU
渡邉恵理子　　蛯名　孝子　　田邊　智士
安達千絵子　　斎藤　優里

澤田　笑佳　筒井　千賀

伊藤由美子　　岩本祐布子　　大木恵美子
大城　真幸　　大畑　直美　　金子　琴乃
榑松　大輔　　齊藤　律子　　崎山友里恵
高橋　恵美　　仲沢美由紀　　西野入好未
西村　花音　　古里　弓枝　　三浦　しま
三嶋　　愛　　望月ひな子　　山本　美果
渡邊　裕美

朝野　慧美　　伊藤由美子　　大木恵美子
大城　真幸　　大畑　直美　　金子　琴乃
倉増　芹菜　　榑松　大輔　　齊藤　律子
崎山友里恵　　高橋　恵美　　仲沢美由紀
西野入好未　　西村　花音　　古里　弓枝
三浦　しま　　三嶋　　愛　　溝口　麻央
山本　美果　　山本　稜子　　渡邊　裕美

〈3級〉
池田　三世　　伊藤　真美　　岩本　晴美
江﨑　智美　　大倉　慶子　　大原　　都
小笠原若菜　　笠原　江里　　川﨑　由起
里見　栄子　　下村　春佳　　鈴木　佳奈
橋本　茉季　　本間美紀代　　峯尾奈都美
宮浦　泰則　　宮脇　和子　　本杉　博幸
森　眞由美　　山田　夏実　　渡辺　洋子

石島　乃愛　　澤田　笑佳　　筒井　千賀
土井　陸斗

土井　陸斗

青山　　晃　　岡田　麗萍　　勝井　直人
木村日出子　　小島　和子　　坂本　和正
清水　信雄　　進藤美穂子　　千葉　由貴
堀　美代子　　山本　雅美

〈1級〉
DAU THI HUYEN TRANG
〈3級〉
伊藤　純一
NGUYEN THI LUONG
PHAM THI PHUONG MINH
TRAN THI THU THAO

〈２級（商業簿記）〉
吉野　　麟　　榎本勘次郎　　小野寺智輝
沓澤　昴暉　　大山　力生　　髙麗　咲月
齊藤　　蓮　　津﨑　優美　　平本　竜朗
渡邊　日向　　椛澤　　将
〈２級（工業簿記）〉
塚田　涼斗　　吉村　胡香　　石井　綾奈
小村　晃雅　　寺川　雄人　　内田　　嶺
森田　　駿　　西村　亮祐　　松島　凜和
〈３級（商業簿記）〉
今井　太陽　　金子　大瞬　　橋本康太郎
阿部　　絆　　太田隆之介　　柏樹　紅月
島﨑　和輝　　江波戸秀冴　　板屋羽弥人
片山　　渚　　ラピングジョシュア ケインマラリ
竹内　凱星　　鈴木　輝帝　　宮内　皓輝
伊藤　慧司　　半杭マウリシオ
岩田　聡吾　　高坂　　碧　　西森　洋宇

〈１級〉
齋藤　蒼憂　　塚田　涼斗　　松崎　碧流
〈準１級〉
森田　　駿
〈２級〉
飯塚　威風
〈準２級〉
飯塚　瑛也　　岩﨑　英和　　大城ダニエラ
関　　幸毅　　蜷川　崇大　　原田　一輝
大川　輝琉　　金子　喬也　　島崎　和輝
白井　幹大　　柘植　晶翔　　内藤　翔呂
二又　恭汰　　渡辺　崇寛　　生田竜之介
大野　　樹　　椛澤　　将　　庄司　　晶
鈴木　輝帝　　須山　千寛　　原田　優輝
藤井琥太郎　　藤岡　竜霧　　渡邊　日向
岩田　聡吾　　片根　　羽　　鳴海　由幸
西森　洋字　　丸山時風獅
〈３級〉
カスティヨ ニコラス　　浜本ひろし
松本　優姫　　板屋羽弥人　　梅野　裕雅
古川　陸斗　　井上　早紀　　細井戸瑞喜
吉澤　　庵　　石黒　秀虎　　伊藤　慧司
亀井　和紀　　半杭マウリシオ
吉江　　翼

日本ニュース時事能力検定協会主催
ニュース時事能力検定
（令和4年6月26日施行）

日本商工会議所主催
簿記検定

（令和4年6月12日施行）

技能認定振興協会主催
医科医療事務管理士
（令和4年7月24日施行）

日本医療報酬調査会主催
調剤事務検定

（令和4年8月2日施行）

日本医療報酬調査会主催
介護事務検定

（令和4年8月12日施行）

日本医療報酬調査会主催
医科医療事務検定
（令和4年8月26日施行）

全国医療福祉教育協会主催
医療事務ＯＡ実務能力認定試験

（令和4年8月28日施行）

技能認定振興協会主催
医科医療事務管理士
（令和4年8月28日施行）

神奈川県
介護職員初任者研修
（令和4年9月30日修了）

全国経理教育協会主催
簿記能力検定

（令和4年7月10日施行）

日本情報処理検定協会主催
情報処理技能検定（表計算）
（令和4年7月10日施行）

日本情報処理検定協会主催
文書デザイン検定
（令和4年7月3日施行）

日本情報処理検定協会主催
情報処理技能検定（表計算）
（令和4年7月10日施行）

日本数学検定協会主催
実用数学技能検定
（令和4年8月27日施行）

全国経理教育協会主催
計算実務能力検定

（令和4年10月1日施行）

【柏木学園高等学校】 【柏木実業専門学校・研修センター】

【大和商業高等専修学校】



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。

陸上競技会 柏木学園高等学校 紅葉祭 柏木実業専門学校

紅葉祭 大和商業高等専修学校 おいもほり 都筑ヶ丘幼稚園
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令和 4 年令和4年11月～令和5年1月行事予定表

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

12/26 職員仕事納め

1/10 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：牧野
○柏木実業：伊藤（史）・座間・乾・小澤　　○幼 稚 園：海野

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


