
月号

令和4年度 体育祭 柏木学園高等学校 研修旅行 柏木実業専門学校

3学年 修学旅行 大和商業高等専修学校 プール開き 都筑ヶ丘幼稚園

　　　　　　　　　　　　　　大和商業高等専修学校　校長　萩野谷　洋一～幼い頃の世界には一生分の記憶がある～

　最近、よく本を買う。自分で読みたいからだ。生き
ることや失うこと、愉しさや悲しみについて、簡潔な
言葉で語りかけてくる本の深い味わいを、数年前に
ふとしたことから再発見した。本を開くと、山間の林
を散策する時に似て、忘れていた大事な感覚が甦っ
てくる。 
　そんななかで、ふと思ったのは、ある小説家のエッ
セイ集の一文だった。そのなかに、「あじさい」という
短文がある。
　彼は幼い頃、なぜかあじさいの花に好きでないもの
を感じていた。その理由を、今ではこう表現できる。
〈雨をしっとりと吸って重たげでもあり、こうした時期
（梅雨期）に咲かねばならぬ花としての諦めも持って
いる。〉大事なことは、幼い者の感覚は、その時は言
葉にできなくても、非常に確かだという点だ。 
　私も思い出す。母親に頼まれて台所裏の軒下の漬
物樽から白菜一株を取り出す時の、凍えるような水の
冷たさを。確かにそこに冬があった。 しかし、大人に
なるとその感性は失われてしまうのだ。

　よくわかる。私もそういう「はじまりの記憶」がいく
つも鮮明に浮かんでくる。
　田舎町では自動車が珍しかった頃のことだ。小学
校入学前だった私は、いつものように走って道を突っ
切ろうとした。その時、横から走ってきた車にはねら
れた。幸い足に打撲傷を負っただけだったが、私は、
家族には事故のことを告げずに寝てしまった。親に叱
られるのを恐れたのではない。頭の中が混乱し収拾
がつかなかったのだ。そのことを、今の私は、「事故
の不条理さにたじろいだ最初の体験」と表現するこ
とができる。 
　今の若者には昔と比べて鋭い感性があり、羨ましい
限りである。感性は生まれながらの才能だと言うが、
そうとは限らない。研ぎ澄ませれば物事の本質にも
迫ることができる。そして、同時に脆さも備えている。
　しかし、若者たちは日々確実に成長をしている。昨
日の失敗を今日は挽回している。私はそのような若者
たちのために、「若者たちの未来に通じる教育」の道
を進んでいきたい。
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令和 4 年令和4年 7月 ～ 9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

5/1 - 職員健康診断

9/1 教職員意向調査

研修センター

6/28-7/1 1学期期末試験

7/1 求人票解禁

7/4 試験予備日

7/5-7 試験返却日

7/6 相談日

7/9 実力診断テスト（1年アド）
 進研模試（2年アド）（スタ・情任意）

7/11 実力診断テスト（3年）

7/12 相談日・野球応援

7/14 進路行事
 実力診断テスト予備日（3年）
 職員研修（マナー研修）

7/15 進路行事

7/18 私学展

7/19 次年度履修ガイダンス
 進路行事

7/20 終業式・大掃除、相談日

7/21 後援会役員会

7/25 夏期講習第1期（～ 29日）
 企業訪問開始
 1学期学期末補習（～ 28日）

7/25-28 理科実験教室（小1～小6）

7/27 学費引き落とし

7/28 学期末補習試験（～ 29日）・相談日

7/29 オープンスクール

8/1-4 アドバンス勉強合宿

8/10-13 学校閉鎖期間

8/17-19 国内留学体験研修 

8/22 夏期講習第2期（～ 26日）

8/25 後援会役員会

8/29 始業式・漢字コンクール（2限）

8/30 文化祭準備・到達度テスト（1・2年）

8/31 文化祭準備

9/1 文化祭準備

9/2-3 文化祭

9/5 文化祭振替休日

9/8 次年度科目履修用紙提出締切

9/9 陸上競技会

9/16 就職選考試験開始
 陸上競技会（予備日）

9/22 防災訓練

9/30 第2回実用英語技能検定

7/2 全経文書処理能力検定
7/3 ＪＬＰＴ日本語能力試験
7/10 全経簿記能力検定
 診療報酬請求事務能力認定試験
7/14-21 前期試験
7/15-22 午後追試験
7/16 全経社会人常識マナー検定JapanBasic
 全経電卓計算能力検定
7/18 全経簿記電卓競技大会支部予選会（オンライン）
7/22 夏季終業式
7/23 全経コンピュータ会計能力検定
7/24 医科医療事務管理士技能認定試験
7/26-27 仕事のまなび場
8/1 第3回オープンキャンパス
8/1-2 高校生対象夏休み特別講座
8/28 医科医療事務管理士技能認定試験
 医療事務ＯＡ実務能力認定試験
8/30 講義開始・防災訓練
9/4 全経簿記電卓競技大会全国大会
9/10 第4回オープンキャンパス
9/20-21 紅葉祭準備 
9/22 紅葉祭
9/23 紅葉祭一般公開
9/24 全経社会人常識マナー検定
9/25 全経BANTO認定試験
 医科医療事務管理士技能認定試験

7/1 （県委託訓練）7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
7/5 （求職者支援訓練）5月生　職業人講話
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
 医療法人社団総生会
7/15 （求職者支援訓練）4月生
 介護事務検定試験
7/19 （求職者支援訓練）4月生　修了式
 パソコンスキルアップ基礎科
 簿記パソコン・オフィスワーク科
 介護職員養成（初任者研修）科
7/20 （求職者支援訓練）5月生
 医科医療事務検定試験
7/29 （県委託訓練）7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
8/2 （求職者支援訓練）5月生
 調剤事務検定試験
8/12 （求職者支援訓練）5月生
 介護事務検定試験
8/15 （求職者支援訓練）5月生 修了式
 医療・調剤・介護事務ＰＣ科
8/18 （県委託訓練）7月生　職業人講話
 簿記パソコン事務科
 西迫会計事務所
8/26 （県委託訓練）7月生
 医科医療事務検定試験
9/1 （県委託訓練）9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
9/15 （県委託訓練）7月生
 調剤事務検定試験
9/29 （県委託訓練）7月生
 介護事務検定試験
9/30 （県委託訓練）7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 

7/1 月謝引き落とし日
 クッキング保育（年少）(予定)
7/4 誕生日会（7月）
 役員会（予定）
7/6 七夕会
 七夕親子製作
7/7 令和5年度見学説明会
7/11  誕生日会（8月）
7/12  避難訓練
 スマイルクラブ
7/13 面談日
 就職フェア（2回）
7/19 夕涼み会
7/20 終業式・午前保育
7/21-22 お泊り保育（予定）
8/1 月謝引き落とし日
8/10-16 預かり保育なし
8/22 夏期保育・午前保育
8/23 夏期保育・午前保育
 スマイルクラブ
8/24 夏期保育・午前保育
 令和2年度卒園児同窓会
8/25 夏期保育・午前保育
 令和3年度卒園児同窓会
8/26 夏期保育・午前保育
9/1 月謝引き落とし日・始業式
 総合避難訓練・午前保育
9/2 運動会実行委員会
9/3 子育て講演会
9/4-7 パネル展
9/5 バザー実行委員会
9/6 ちびっこ運動会
9/7 懇談会
9/8 運動会園内予行
9/12 誕生日会
 役員会
9/13 令和5年度入園説明会
9/14 面談日
9/15 運動会園外予行
9/16 運動会園外予行
9/20 令和5年度たんぽぽ組説明会
 令和5年度2歳児教室説明会
9/22 運動会園外予行予備日
9/24 学生見学会
9/26 地域開放ヨガ（予定）
9/29 バザー実行委員会
9/30 午前保育

7/1 求人票解禁・期末試験（～7/1）
 就職決起会
 校内進路ガイダンス（2年）
 中期授業料等学納金（全学年）
 修学旅行積立金（1年）納入締切日

7/4-8 検定特別授業

7/5 座間南中進路説明会

7/7 校外進路ガイダンス（３年進学希望者）

7/10 全経簿記能力検定

7/11 追再試日・まなび場Jr（滝の沢中）

7/12 テスト返却日・大掃除

7/13-15 復習授業 

7/15 校外進路ガイダンス（３年就職希望者）
 まなび場Jr（鶴間中）

7/16 全経電卓計算能力検定

7/18 専修学校展
 全経簿記電卓競技大会支部予選会（オンライン）

7/20 1学期終業式・保護者会

7/21 夏季休業（～ 8/31）

7/25-27 全国高等専修学校体育大会

7/30 学校説明会②

8/11 学校説明会③

8/18-19 専各中学校教諭対象説明会

8/31 上級学校訪問（有馬中生徒来校）

9/1 始業式

9/2 平常授業開始

9/4 全経簿記電卓競技大会全国大会

9/8 PTA運営委員会

9/11 学びリンク合同相談会

9/13 委員会の日

9/16 就職試験解禁

9/22-23 紅葉祭

9/26 紅葉祭振替休日

○学園本部：金久保・清水　　　○柏木高校：本田・川津　　　○大和商業：才木
○柏木実業：伊藤（史）・座間・乾・小澤　　　　　○幼 稚 園：熊谷・藤野




