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入学式・新入生誓いの言葉

１学年 オリエンテーション

柏木学園高等学校

大和商業高等専修学校

磨

く

４月の始業式と入学式で、生徒諸君に学校生活を送る上
での行動指針・目標として『磨く』をキーワードにしてほ
しいと話した。本校の生徒は、ほとんどがまだ磨かれてい
ないか、磨きが不十分だと言える。したがって、磨くこと
によって光輝く余地が十分残っている。原石が玉に変わり
うる要素を十分持っている。だから、
『磨く』ことを訴えた
かったのである。
では、具体的には「何」を磨いたらいいのだろう。大き
く二つあって、一つ目は「学校を磨く」である。これにも
「良き伝統づくり」と、「良好な学習環境づくり」の二つが
ある。「良き伝統づくり」には、今年15周年を迎えるし、
年々学校の雰囲気も質も良くなっている、また評価も高く
なってきている、だから、ここから生徒会を中心に、自分
たちで誇れる伝統、校風を創りあげていってほしいという
思いが込められている。清新な校風〜さわやかな挨拶とと
もに〜 などというフレーズが私の脳裏をよぎる。
「良好な
学習環境づくり」は、学校をきれいにしましょう、という
ことである。きれいな学校・教室で勉学に励んでほしいの
である。
大きい二つ目は「自己を磨く」である。これにも具体的
には「知性を磨く」
「品性を磨く」「感性を磨く」の三つあ

研修センター 完成

柏木実業専門学校

新しい１年が始まりました。

都筑ヶ丘幼稚園

柏木学園高等学校 校長 保田 完次
る。「知性を磨く」のは、学力を向上させたり、教養を身に
つけたりするためであり、
「品性を磨く」のは、品格や品位
といった上品でたたずまいのいい人になるためであり、
「感
性を磨く」のは、いたわりの心や思いやりの心、また想像
力を身につけ、いじめなどをしないためである。彼らが柏
木学園高校にあるかぎり、行動の目標として「学校」と「自
己」を磨きつづけてほしいと願う。
よ
なんじ
り所として『汝、
そして、『磨く』という行動、活動の拠
あ
何のために、そこに在りや』の精神を常に心に持っていて
ほしいということも、併せてお願いした。
『汝、何のために、
そこに在りや』
（あなたは、なんのために、いま、そこにい
るのですか）という意味である。「自分は、今、何をするた
めにここにいるのだろう」という問いかけは、全ての場面
で当てはまる、すべての行動の基準となるものと考える。
その時、その場所は、何をすることが一番ふさわしいのか、
ということを自らに問うこと。そして、その問いの結果と
して、最もふさわしい行動がとれるようになること。それ
が私の願いである。
「努力する者は希望を語り、怠ける者は不満を語る」
とい
うが、本校のすべての生徒が、大いに希望を語り合える生
活を送ってほしいと願ってやまない。

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】
−文書デザイン検定−

首藤一暁

進藤麻衣

〈２級〉春井一哉

但馬颯太

谷野圭信

〈３級〉新田ゆき 山美緒

中村めぐみ

水野大輝

（平成23年２月20日実施）
〈２級〉佐々木エリカ

東田萌

大村彩香

日原亜弓

安部真輝

草薙功

〈３級〉石井阿可奈

乾花江

臼井綺耀 富崎奈津子
原田歩夢

川名伸佳

原田紗瑛

藤田三奈

細田直也 山田裕紀
関口拓実

東方亮磨

前田大輝

小谷野舞

谷野圭信

萩原瞭雅

中村めぐみ

橋本亜以子

−情報処理技能検定−
（平成23年２月27日実施）
〈１級〉久保愛美 引地健太
〈２級〉近藤裕太 岡崎春安

（平成23年２月20日実施）
〈上級〉木幸太

吉田佳祐

平野隆博

【大和商業高等専修学校】

〈３級〉青木康一 押野愛咲子
工藤美咲

水井浩樹

吉永真大

荒井優太

舘山雄大

丸山莉加

田中瑞穂

松崎将大

〈４級〉大久保美紅
菊地るみ

定行翔太

緑川翔太

土屋遥香

大川まい

砂押浩介

田中祐貴

村山護

工藤樹
−日本語ワープロ検定−
（平成23年２月20日実施）
〈３級〉田邉大樹

小金澤雅弘

佐藤主輝

川崎翼

エスタ・バラヤ・アレン・アクセル・ソルダ

臼居海

荒川楓

土屋遥香

新田ゆき

植草泰将

岩見谷未稀

村井幸一

長尾琴也

舘下愛美

小浦千鶴

荒井優太

小濱雄大

鷹野浩之

栗原累

石塚翔

藺牟田亮太

橋桃香
〈４級〉大川まい

−全経電卓計算能力検定−
佐藤主輝

エスタ・バラヤ・アレン・アクセル・ソルダ
川崎翼

萩原瞭雅

深谷論人

（平成23年２月26日実施）
〈１級〉小熊詩織
木村ケビンユウスケ

田中祐貴

小金澤雅弘

〈２級〉長岡悠奈

植草泰将

安藤忠植

〈３級〉植草泰将

菊池るみ

川裕人 師亮

荒川楓

小曲丈偉 富崎奈津子

内藤篤寛

中村亮太

平松大心

畠山智成

濱崎亜矢子

小浦千鶴

佐々木千咲

松川正一

井上好久

澁澤拓也

舘下愛美

−パソコンスピード認定試験−

渡部晶士 川名身佳

山口朋也

酒井佑梨

（平成23年２月27日実施）

久保田燎 鈴木智昭

溝口颯大

井上彩花

山裕貴

〈４級〉臼居海

佐々木嶺

関口拓実

平塚友太

−文書デザイン検定−

山智也

佐藤正也

（平成23年２月20日実施）
〈１級〉細谷勇太

定行翔太
籾山稜

〈３級〉今川隆

山田裕紀

羽鳥恵希 斉藤十実夫



−全経簿記能力検定試験−

中山拓也

清水瞳 畠山翔馬

東田萌

【柏木実業専門学校】

花井郁也

吉田蓮也

山美緒
〈５級〉村山護

土屋遥香
若林由樹
定行翔太

柏木学園高等学校のページ

入学式

桜美林大学入試説明会

４月５日（火）に入学式が挙
行され、548名（普通科337名、
情報経済科211名）の新入生を
迎えた。
今年度は例年より多くの入
学者があったため、普通科は午前、情報経済科は午
後の二部に分けての式になった。
新入生代表として伊藤雅人（普通科）、鴨志田唯
（情報経済科）が誓いの言葉を、在校生代表として小
島瑛理矩が歓迎の言葉を読み上げた。
この日は晴天に恵まれ、新生活のスタートにふさ
わしい日和であった。

４月８日（金）に本校視聴覚室において、桜美林大
学アドミッションセンターの進学アドバイザーであ
る小泉成子氏を迎えて説明会が行われた。
２・３学年のアドバンスクラスの生徒を中心に約
100名が参加し、大学入試の仕組みや対策などについ
て学んだ。今後の進路活動に役立つ有意義な説明会
であった。

バドミントン部大会報告

受賞報告
○城崎温泉観光協会短歌コンクール
【入選】
矢野 昌史（旧３−Ｂ） 武井 尚哉（旧３−Ｃ）
齋藤 和泰（旧３−Ｃ）
○ゆうちょ財団はがきコンクール
【入選】橋本 涼（旧３−Ｃ） 濱谷美代子（教諭）
○大和市さくら文芸祭
【入選】
末松 真実（旧３−A） 柳原 大輝（旧３−A）
蔵持 理恵（教諭）

新同好会発足
今年度より、ハンドボール同好会が正式に承認を
受け、本校の同好会として活動をすることが決定し
た。

２月20日（日）に行われた伊勢原市民大会男子ダブ
ルスにおいて、奥井雅也（旧１−1）、勝矢怜央（旧１−
D）組がベスト８位、男子シングルスにおいて乳井健
（旧２−Ｆ）
、
奥井がベスト８位という好成績を残した。
４月17日（日）に行われた北相西地区関東大会予選
（団体戦）に乳井健（３−F）、海藤翔（２−B）、勝矢怜
央（２−B）、須藤靖史（２−B）、野田誠（２−C）、岡
晃平（２−G）が出場し、６位となって県大会の出場権
を獲得した。

ボランティア報告
東日本大震災の被災地への支援物資として、ボー
ルペン2000本、タオル216枚を、大和市役所を通して
提供した。
また、生徒会費より義援金10万円を宮城県災害対
策本部に送った。
５月より、校内において生徒会役員主催の募金活
動を行っている。

新たな出会い・教員紹介

保田 完次

黒 原孝一

２年Ｂ組担任

新田
校 長

副校長

英語科

假谷 大地
１年Ｇ組担任
理科

吹奏楽部顧問

バドミントン部顧問

辻本 美幸

又賀 啓義

１学年付
保健体育科
陸上部顧問

３学年付
地歴公民科
短歌書道部顧問

泉

藤平

翔

２学年付
国語科
バドミントン部顧問

萩原 悠太
２学年付
商業科
サッカー部顧問

寺尾 理美
３学年付
保健体育科
バドミントン部顧問

KASHIWAGI GAKUEN HIGH SCHOOL 

柏木実業専門学校のページ

平成23年度

入学式

４月８日（金）に大和商業高等専修学校との合同入
学式が行われ、新たな気持ちで新入生を迎えること
ができました。各種資格合格、短大・大学併修など
様々な目標に向かって共にがんばりましょう。

経理本科１年Ａ組

経理本科１年Ｂ組

経営経理研究科１年

医療情報学科１年

新校長先生の紹介
入学おめでとう。今日より自分の目
標への挑戦・チャレンジが始まります。
卒業後の就くべき職業への思いを常に
心に持ち、その実現の為に学び、考え、
理論づけて思索・創造することが大切
です。資格等の習得に挑戦・努力する 平光 愼思郎
校長先生
日々であることを期待します。

新任の先生の紹介
こんにちは、ニーハオ、ナマステ、ハ
ロー！今、専門学校には中国・ネパー
ル・ベトナムの留学生が在籍していま
す。
彼らからアジアの勢いを感じます。
留学生と共にアジアンパワーで専門学 九嶋 恵 先生
（経理本科１年Ａ組 担任）
校を盛りあげていきたいと思います。

池田利沙先生
（医療情報学科１年 担任）

今まで介護施設で高齢者の方々のケ
アをしてきました。
社会福祉の仕事に携わることの素晴
らしさを皆さんに伝えていけたらと思
っています。よろしくお願いします。

新入生を心より歓迎します
歓迎大家入学！！ネパールの皆さん
ナマステ！新入生のみなさん、ご入学、
誠におめでとうございます。心よりお
祝い申し上げます。
この柏木実業専門学校で共に充実し
た学生生活を送りましょう。
経営経理研究科２年
張 晶
今後、我 大家一起努力！！

 KASHIWAGI BUSINESS COLLEGE

〜 柏木実業専門学校研修センター 落成式 〜
研修センターにて
４月17日（日）
に柏
木実業専門学校研修
センター（大和市大
和南１-16-23）の落成
式が、大勢のご来賓
出席のもとに挙行さ
れました。
研修センターは「柏木学園総合発展計画21」第Ⅲ
期事業に係る柏木学園創立65周年記念事業の一環で
あり、職業訓練や研修事業を実施するために、昭和
21年（終戦の翌年）柏木
学園発祥の地である柏木
実業専門学校の跡地に新
たに研修センターとして
建設されました。

〜4月訓練生入校式〜
柏木実業専門学校
研修センター校舎沿
いの桜並木が満開を
迎える頃に、
「研修セ
ンター」新校舎が完
成して初めての入校
式が４月４日
（月）
に
挙行されました。
「研修センター」は、柏木学園が創造してきたさ
まざまな職業教育プログラムを、より一層飛躍させ
る思いを込めた校舎として誕生しました。職業訓練
を通して自己研鑽は勿論、その技術を社会に貢献で
きるようにとの熱い願いを込めて設計され、バリア
フリーなど環境に配慮された機能的でかつ最新の耐
震基準を備えています。壁式構造、屋上外断熱を採
用した明るく開放感のある校舎となっています。こ
のたび次の２コースが開講しました。
・コンピュータ会計科（４月生） 20名
・医療事務科（４月生） 25名
今後、訓練コースも増えていきます。一人でも多
くの夢と希望に満ちた社会人が育成されることを目
指していきます。

新入生の抱負
盛大、かつ厳かな入学式を慣行して
頂き、誠にありがとうございます。自
分に与えられたこの恵まれた環境で、
感謝の気持ちを持ちながら、学生生活
を送りたいと思います。
諸先生方、並びに先輩の皆様、未熟 経理本科１年Ｂ組
な私達ではありますが、ご指導ご助言 須賀 拓人
のほど、宜しくお願い申し上げます。

大和商業高等専修学校のページ

入学式
４月８日（金）に柏木実業専門学校との合同入学式が行われまし
た。大和商業でたくさんのことを学び、さまざまな経験をしてくだ
さい。皆さんの一歩一歩成長していく姿を期待しています。

対面式
４月11日（月）
に部活紹介を兼ねた対面式が行われました。生徒会
の指揮のもと、各部活が個性溢れるパフォーマンスを舞台上で繰り
広げ、楽しい時間を過ごすことができました。今回は、部活紹介用
のパンフレットが作成されたため、新入生はそれを頼りに、各部活
の見学をしています。新入生の部活動での活躍が楽しみです。

坂本 校 長 先 生 着 任
４月１日付けで前柏木照正校長先生の後
任で着任しました坂本 司です。
横浜市西谷中学の数学の教員として採用
されて以来、大和市の教員、神奈川県、大
和市の教育行政などの仕事をさせていただ
き、本年３月相模原養護学校を定年退職い
たしました。今までの経験を生かして大和商業高等専修学
校の教育発展に努めたいと思います。
趣味は特にありませんが、２年前より妻と旧東海道を歩
いています。現在、磐田まで到達しています。
今後、多々お世話になりますがよろしくお願いします。

永田幹治先生 １−Ａ担任 商業科
前任校の柏木学園高等学校では、軽音楽
部を担当し、生徒と一緒に楽しく過ごしま
した。本校においても、明るく楽しくをモ
ットーに、頑張りたいと思います。
宇野潔先生 １−Ａ副担任 地歴公民科
生徒の皆さんが元気よく、楽しい学校生
活が送れるよう、全力を注いで頑張ってい
きたいと思います。一緒に楽しい学校にし
ていきましょう。
須賀貴大先生 １−Ｂ副担任 体育科
教員生活１年目ということで、心も体も
フレッシュに、何事にも一生懸命取り組み
たいと思います。宜しくお願いします。

昨年度の検定取得率は、一昨
年度のおよそ２倍と、優秀な功
績を修めることができ、１級検
定の取得者には、表彰式が行わ
れました。表彰台を夢見て、検
定取得にさらなる意欲を燃やし
てほしいです。

４月28日（木）各学年で、オリエンテーションが行われ
ました。
１年生 体育館での学年集会のあと、場所を桜ヶ丘ボー
ルに移し、クラス対抗でのボウリング大会となりました。
オリエンテーションを通じて、かけがえのない一生の友
達との仲を深めることができました。この仲間と共に、
大和商業全体を盛り上げてほしいです。
２年生 11月に予定されている修学旅行の事前学習とし
て、羽田空港見学を行いました。修学旅行もオリエンテ
ーション同様きちんと行動できることを期待しています。
３年生 新横浜国際ホテルにおいて、テーブルマナー講
習が行われました。集団行動や礼儀作法を学びながら、
美味しいお食事をいただくことができ、大満足の一日で
した。

坂場友里佳先生 １−Ｃ副担任 英語科
生徒の皆さんの成長を、全力でサポート
し、私自身も成長していけたらと思ってい
ます。未熟なところもありますが、一生懸
命頑張りますので、宜しくお願いします！
大石奈緒美先生 １−Ｄ担任 商業科
みなさん、はじめまして。４月から大和
商業高等専修学校で商業科目を担当しま
す。一緒に笑顔の絶えない毎日にしていき
ましょう。
岩城真理子先生 キャリアアドバイザー 英語科
主に、就職の進路指導について担当させ
て頂きます。
「日々勉強」をモットーに頑張りますの
で、宜しくお願い致します。
吉田節子先生 キャリアアドバイザー 体育科
皆さま、はじめまして。生徒の皆さまの
学校生活がより有意義になるよう、少しで
もお力添えさせていただけたらと思いま
す。宜しくお願いします。

YAMATO COMMERCE SPECIAL HIGH SCHOOL 

都筑ヶ丘幼稚園のページ
楽しい思い出を
たくさんつくりたいです。

進級おめでとう！

幼 稚 園に
新しい先生 が
やってきました 。

始業式 4/6（水）
ピカピカの新しいバッチを自慢気に見せる子、
少し恥ずかしそうにしている子、様々な可愛い表
情を見せてくれました。少しずつお兄さん、お姉
さんになった子
ども達が、これ
からもきっと頼
もしい姿を見せ
てくれることで

岩田ありさ 先生

一日いちにちを大切に子ども
（りす組副担任）
達と過ごしていきたいと思いますので、宜しく
お願いします。
河野

智美 先生

たくさんの友達と楽しく元気
に過ごし、楽しい１年にしたいと思います。
（うさぎ組副担任）

しょう。

根深

希先生

子ども達から「のん先生」と呼
ばれるようになりました。これからも、子ども
達と楽しく過ごしていきたいと思います。
（年長学年付）

入園おめでとう！
入園式 4/9（土）
154名の新しい友達が、目をキラキラと輝かせ、
幼稚園にやって来ました。これから始まる新しい
生活にきっと胸をドキドキワクワクさせているこ
とでしょう。子ども達一人ひとりが、元気に笑顔
で楽しく過ごしていけたらいいですね。

根深

希

岩田ありさ 河野 智美

永年勤続表彰
横浜市幼稚園協会
6/22（水） 横浜文化体育館

お弁当給食が始まりました!!
4/18（月）より一日保育が始まり、
子ども達の大好きな時間、お弁当が
スタートしました。空っぽのお弁当
箱を持ち帰るのをお楽しみに〜！！

平成23年度、永年勤続表彰において、八ツ橋先生、
尾崎先生、茂木先生が教育への尽力を表彰される
ことになりました。おめでとうございます。
10年表彰
私は21世紀に入った年の4月に、
この都筑ヶ丘幼稚園に就職させて
頂きました。それから10年。父母
八ツ橋鉄兵先生 の会の皆様や、園長先生をはじめ
（全学年付）
現職の先生方や、退職された先生
方の支えがあっての10年だと感じております。今、
日本は未曾有の大災害により多くの方が被災され
た中、心から喜ぶことは出来ませんが、支えてく
ださった皆様に感謝致します。

平成22年度 卒園記念品

まめまき ト
ジョイントマッ
平成22年度 卒園記念品として、ジ
ョイントマットを頂きました。保育の中、
遊びの中、様々な環境設定の中で取り入れていき
たいと思います。ありがとうございました。

５年表彰

尾崎由美子先生
（もも組担任）

幼い頃からの夢であった幼稚園の
先生を今こうして実現し、続けられ
ている事を嬉しく思います。皆様に
は、感謝の気持ちで一杯です。
５年表彰

茂木なぎさ先生
（うさぎ組担任）

 TSUZUKIGAOKA KINDERGARTEN

出会った子ども達や保護者の皆様、
先生方に感謝の気持ちでいっぱいで
す、ありがとうございました。

後援会・教育交流会・PTA・父母の会のページ

３年分の感謝をこめて
満開の桜の下、新１年生のみなさん、ご入学お
めでとうございます。これからの３年間多くのこ
とを学び、悩み、知り、楽しみ、感謝し、卒業ま
で逞しく育ち成長されることを願っています。
後援会では、５月の総会をもって22年度の役員
は終わります。生徒たちと共に保護者の方々と楽
しく、勉強になる３年間を過ごすことが出来まし
た。23年度の新役員によって、新しい行事への取
り組みはスタートしています。行動力、速さ、全
ての面に於いて優れた方々ばかりです。益々の学

柏木学園高等学校後援会
園の発展と生徒への熱い思いで、サポートしてい
くことでしょう。
一人一人の家庭での生活を大事にし、子どもと
向き合い、しっかりと将来を見つめて、毎日を大
切に生きてくださることを願って、私も後援会を
卒業したいと思います。保護者のみなさま、先生
方のご指導とご協力に心より感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
（22年度後援会会長 関口 好枝）

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
東日本大震災により被災された皆様およびご家
族の方々に心よりお見舞い申し上げます。この
『未曾有の大震災』は巨大な地震、津波被害に加え、
原発事故を引き起こし、日本は今大変な危機に直
面しています。今回の災害は、日本経済だけでな
く世界経済にまで大きな影響を及ぼしています。
今後日本がどのように復興していくか世界が注目
しています。
３月に卒業生を送り出す際、社会の厳しい現実
と多くの困難の中でこそ、柏木実業専門学校で培

柏木実業専門学校教育交流会
った実力を発揮してほしいと活躍を祈念しました。
更にこの４月新入生を迎え、２年後・４年後の日
本を希望の持てる未来として描き、そこで活躍で
きる力を養ってほしいと願っています。
柏木実業専門学校は、社会に貢献する人材を育
成する学校です。新入生には世界の多くの国々か
らの留学生もいます。ともに世界を造り上げてい
く、そんな人材になっていただきたいと切望しま
す。
（教育交流会会長 安藤 満）

新入生を迎えて

大和商業高等専修学校PTA

新入生の皆さんご入学おめでとうございます。
また、保護者の皆様もおめでとうございます。

色々な勉強をし、たくさんの資格を取得されると
思いますが、学校や家庭の環境に感謝し、努力を

３月に大震災が起き、落ち着かない日々が続い

惜しまず、充実した３年間を送ってほしいと思い

ておりましたが、少しずつ復興に向け、今、日本

ます。

全体が頑張っています。毎日当たり前のように生

私達大人も、これからの日本を担っていく子ど

活していることが、どれだけ幸せなことで、あり

も達が、夢や希望を持ち続けられるよう、優しく

がたいことか、改めて実感しました。

見守っていきましょう。

入学された皆さんは、義務教育を終え、自分の
力で人生の進路を決めたのは初めてという人も多
いのではないでしょうか。これからこの学校で

ご入園・ご進級おめでとうございます。
３月の東日本大震災から約１ヶ月、寒さも緩み、
ようやく暖かい春がやってきました。

また、PTA活動には保護者の皆様のご協力が必
要です。どうぞ宜しくお願いします。
（ＰＴＡ２年

師

富子）

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
頃泣いているのでは…、トイレは大丈夫かしら…、
お友達に馴染めるかどうかとご心配もあるかと思

ご入園・ご進級おめでとうございます。

います。ですが、園長先生を始め先生方は、明る

まだまだ大きな余震が続き、お子様だけでなく

く優しくご指導して下さいます。先生方を信じて、

保護者の皆様もご心痛のことと思いますが、幼稚
園では子ども達が安心して園生活を送れるような
保育環境作りに努めていますので、どうぞ安心し
てお子様を園に送り出して下さい。
新入園児の保護者の皆様におかれましては、今

温かく見守ってほしいと思います。
最後になりましたが、父母の会の活動には保護
者の皆様のご理解とご協力が不可欠です。
１年間どうぞよろしくお願い致します。
（父母の会会長

伊藤

明美）



平成２３年５月〜７月行事予定表
柏木学園高等学校
5/2

交通安全教室（１年）

柏木実業専門学校
5/9

進路相談
5/6

5/14振替休日

5/14 公開授業
後援会総会
5/18 生徒総会（情報経済科）
5/20 生徒総会（普通科）

6/3

6/6

5/30-6/3 短縮授業・追試験
6/1

衣更

6/9

創立記念日

5/20 尿検査（再検査）
5/21 全経電卓計算能力検定試験

5/27 体育祭

エキスパート科６月生 入校式

6/3

生徒総会

6/4

漢字検定

6/9

創立記念日

ヘルパー２級・

ヘルパー2級・

6/6-10 経理本科・経営経理研究科

6/11 同窓会（15周年記念）
6/12 日商簿記検定

6/12 日商簿記検定試験

7/2

全経文書処理能力検定試験

求人票開示

7/3

産能短大・大学科目修得試験

文書デザイン検定

7/4

コンピュータ会計実務科

後援会役員会

7/8・11 追試験
情報処理技能検定
7/10 全経簿記検定
7/12 保健講話（１年）
試験返却
7/13 薬物教室（２年）
7/14 保健講話（２年）
7/18 私学展
7/19 大掃除
7/20 終業式
7/21 生徒夏期休暇開始
7/25 夏期講習

6/25 神奈川県高等専修学校体育大会
（バスケ・卓球）
全経IT活用能力検定
7/1

全経文書処理能力検定

7/3

日本語ﾜｰﾌﾟﾛ検定
文書デザイン検定
プレゼンテーション作成検定

7/4
7/8

パソコンスピード認定
情報処理技能検定
ホームページ作成検定
7/14 保護者会､学級懇談会
7/16 体験学習（情報①）
全経電卓計算能力検定試験

研究科・医療情報学科
午前授業

漢字検定

7/10 全経簿記能力検定

7/10 全経簿記能力検定試験

7/19-22 経理本科・経営経理

保護者面談開始

7/4-8 検定特別授業､追試験

７月生 入校式

7/16 全経電卓計算能力検定試験

求人票開示、美化デー

7/2

４月生 修了式

6/28 体育祭予備日

7/7

実用英語検定
6/19 漢字検定

コンピュータ会計実務科

6/25 体育祭

7/4-7 期末試験

6/12 日商簿記検定

創立記念日

6/27 医療事務科４月生・

6/23 体育祭予行・準備

7/1

6/10 漢字検定

簿記特別授業
6/9

6/29 保護者会（午後）

5/24 ＰＴＡ総会、学級懇談

介護事務科６月生 入校式

6/10 実用英語検定（２・３年）

6/16 後援会役員会

5/23-26 中間考査

医療事務科６月生・経理ビジネス

介護事務科３月生 修了式

尿検査（再検査・３回目）
5/24-28 中間試験

ヘルパー2級・
介護事務科５月生 入校式

5/21 全経電卓計算能力検定試験
6/2

大和商業高等専修学校

7/18 私学展
全関東簿記珠算電卓競技会

7/23 全経コンピュータ会計
能力検定試験
7/25 学校説明会
ヘルパー２級・介護事務科

7/19 大掃除

都筑ケ丘幼稚園
5/2
月謝引落日
5/6
父母の会決算総会
5/9
内科検診
5/10 保育参観日（年長）
5/11 保育参観日（年中）
5/12 保育参観日（年少）
5/13 夕涼みリーダー会
5/16 内科検診
5/17 誕生会（５月）
5/18 面談日
5/19 歯科検診
5/23 役員会、
ケータリング（年長）
5/24 お楽しみ会、
避難訓練（火災）
5/25 教員研修会
5/26 歯科検診
5/27 夕涼み実行委員会
5/30 講演会シュガーレディ（食育）
5/31 クッキング保育（年長）
6/1
月謝引落日
6/2
横浜開港記念日（休園）
6/3
遠足
6/6
役員会
H24年度新入園児入園説明会（第１回目）
6/7
6/8
教員研修会
6/9
創立記念日（休園）
6/13 誕生会（６月）、避難訓練（地震）
6/14 講習会（療育センター）
6/16 プール開き
6/17 年中クッキング保育
6/19 保育参観日
6/20 保育参観振替休日
6/21-23 視聴覚検査
6/24 技術援助（斉藤先生）
6/27 未就園児七夕製作
6/28-30 個人面談
7/1
月謝引落日、個人面談
7/4
誕生会（７月）
7/5
役員会
7/6
七夕会
7/8
夕涼み実行委員会
7/11 運動会実行委員会、避難訓練（火災）
7/12 誕生会（８月）
7/13 教員研修会
7/19 終業式（午前保育）
7/20 夕涼み会
7/25･26 お泊まり保育（年長）

7/20 終業式

学

7/22 全校登校日
全国高等専修学校体育大会壮行会
7/23 体験学習（福祉①）

５月生 修了式

全経コンピュータ会計能力検定試験

7/26-27 高校生体験学習「仕事のまなび場」 7/25-28 全国高等専修学校体育大会

○学園本部：布川 勝二・池田久美子・西辻 綾子

○柏木高校：谷村 利恵・岡野

○大和商業：大友あかね・青木美和子・足立英里佳

○柏木実業：横山 淑恵・大下久仁子

桜

5/13
5/23
5/26
5/30
6/9

○幼稚園：田中 清花・堀口 実那・
小室

園

本

部

現況調査（高校・専修学校）
現況調査
（幼稚園）
監事監査
役員会
創立記念日

寿乃・茂木なぎさ

優・伊藤美紀子・岩田ありさ・根深

希

