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憩いのテラス完成

全国高等専修学校体育大会

柏木学園高等学校

大和商業高等専修学校

神奈川県専門学校体育大会

お泊まり保育

夏の風景に接して思うこと
昨年までは、夏休みをのんびりと過ごした経験がほと
んどなく、毎年教員の採用試験業務等でお盆休みもなく、
慌ただしく仕事をしていました。
そのような慌ただしい中、ここ数年７月下旬から８月
上旬にかけて、我が家の門柱に蝉の抜け殻がついている
のに気が付き、「蝉が羽化しているのではないか？」と思
い探すようになりました。
それ以来毎年何回かの羽化に遭遇することができました。
羽化の様子を観察しているといろいろな事を考え、想
いを巡らします。
蝉は通常、幼虫で７年間土の中で過ごし、羽化をして
１週間くらいで一生を終えているとのことです。
７年間で約2,556日間が幼虫で土の中で過ごし、羽化し
た後の７日間が地上にいる期間だそうです。
蝉の羽化の様子を見ながら、生徒達の姿と重ね合わせ
てしまいます。
土の中から出て、自分が羽化する場所を必死に探し、
自らの力で殻を破り、羽化したての、乳白色の体を力強
い褐色に、しわくちゃに縮んでいる羽を時間をかけて広げ、
蝉の成虫になっていきます。
誰の力も借りず自分ひとりで！
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このような夏の風景に接するたびに生徒達も自分で羽
化できる場所を探してほしいと思います。自分の力でし
っかりと羽化してほしいと願いながら毎年眺めています。
羽化していく蝉に欠かせないことは生育できる環境づ
くりだと思います。
アスファルトで覆われてしまった地面や少なくなった
木立など本当に悪化してきています。
私達は生徒が安全に羽化していける環境作りを心がけ、
大空に羽ばたいていけるように援助していきたいと思っ
ています。
具体的には、３年間でたくさんの資格を習得して、し
っかりと自分の進路を探し、「自分探しの旅」の終着駅を
見つけ、力強く羽ばたくことが生徒達の羽化になるのだ
と思います。
そして蝉のように短命ではなく、元気に力強く社会で
活躍できる生徒達を育ててい
きたいと思いながら蝉の羽化
の様子を見守っています。
このような夏の風景を見て、
毎年繰り返し想いを巡らして
います。

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−
（平成23年７月３日実施）

−硬筆書写検定−
（平成23年６月19日実施）
〈３級〉柴田菜那 松村梓水 赤石舞斗
須悠太 平林杏菜

〈１級〉古知亜希子 原井川光
甲斐美智子 落合久美子
〈２級〉甲斐美智子 片場和美 大林樹典
〈３級〉片場和美 山田一平 大木愛
菊池礼子

−文書デザイン検定−
−全経簿記能力検定

（平成23年７月３日実施）
〈１級〉草薙 功
〈２級〉富崎菜津子 鳩間駿 山田裕紀
國井大志 清水瞳 岩下唯
小儀慶太 後藤章太郎 鈴木眞央
西野瑞姫 阿部利紀 関口拓実
〈３級〉島津拓海 貝賀祐介 川名身佳
久保田燎 加藤里菜 小林太悟
橋雄大
神村優斗 佐藤宏樹
安田雄馬 進藤龍之祐 引田雅也

−

（平成23年７月10日実施）
〈１級会計〉神田純誉 山田一平
〈１級工簿〉山田一平 神田純誉
〈２級〉橋口祐弥 小澤加奈 甲斐美智子
江川萌 野田瑞樹
〈３級〉小島智之 渡部歩 郭長栄
周澤強 川合里緒 余標 李宏斌
薛貞貞 大村妃美 菊池礼子
池成彦 大北秀明 野田瑞樹
高倉理 相良衣美

−情報処理技能検定−
−情報処理技能検定−

（平成23年７月10日実施）
〈３級〉東島百合亜 黒田健太 山下翔太
柴田菜那 幸野純也 佐々木美穂
武田了 加藤里菜 平野元慶
遠藤賢三 岸名春佳 國井大志
小林太悟 小谷野舞 鈴木絵理
千野雄大 星野恒 天野友輔
木下竜一 木本巧祐 邱升
小儀慶太 近琢也 佐藤飛鳥
橋雄大 畠山翔馬
佐藤宏樹
西野瑞姫 安田雄馬 山本琴代
佐々木元気 進藤龍之祐
引田雅也

−全経電卓計算能力検定−
（平成23年７月16日実施）
〈３級〉川野夏美 黒田健太 鳩間駿
向山和也 川名身佳 森下脩斗

（平成23年７月10日実施）
表計算
〈１級〉甲斐美智子
〈２級〉中澤操 道合由美 萩原桂子
甲斐美智子 大木愛 大林樹典
橋国孝 巻島咲代
浅黄力
〈３級〉山田一平 古知亜希子 片場和美
佐藤由美 石川舞子 大林樹典
菊池礼子 高山美咲

（平成23年７月23日実施）
〈２級〉奥秋玉貴 大木愛 落合久美子
甲斐美智子
橋雅樹
〈３級〉奥秋玉貴 大林樹典
真下眞知子 渡邊弘美 市毛ゆかり
井上統夫 江畑望 加戸智美

【柏木実業専門学校】

木村智子
齋田千晶

倉島あゆみ 小林萌
鈴木美佳 清野さやか

高野朋子
野本由美
金子優子

武野幸子 竹谷道子
林準子 藤井由美子

−全経文書処理能力検定−
（平成23年７月２日実施）
ワープロ

【大和商業高等専修学校】

〈１級〉道合由美 落合久美子
橋雅樹
〈２級〉野島未湖 金子優子
〈３級〉関水和雄 滝沢さち子

表計算

（平成23年７月３日実施）
〈２級〉田中祐貴 荒井優太
〈凖２級〉エスタバラヤアレンアクセルソルダ
〈３級〉菊地るみ 岩見谷未稀 大川まい
大久保美紅 植草泰将 溝口颯大
緑川翔太 澁澤拓也 石塚翔
定行翔太 原里花子 長岡悠奈
内藤篤寛 デルカウイ羽沙真
村山護 山 美緒 小金澤雅弘
中村亮太 小浦千鶴 酒井佑梨
〈４級〉赤尾龍啓 栗原光季 小林香菜
前田義幸 小野貴弘 今出川栞奈
堤早瑛 富山歩美 鈴木久信
安西純一 工藤沙稀 佐藤龍
橋本優大 吉田渚

−全経簿記能力検定−
（平成23年７月10日実施）
〈２級〉児玉直樹 長谷川実利 吉田蓮也
細谷勇太
〈３級〉近藤寿史 照沼克哲 長谷川拓実
上原美香 宮本世良 植草泰将
佐藤主輝 田邉大樹 大久保美紅
荒井優太 荒川楓 今川隆
エスタバラヤアレンアクセルソルダ
師亮
田中祐貴 デルカウイ羽沙真
内藤篤寛 原里花子 藤井大樹
〈４級〉下瀬航平 西川結

−全経電卓計算能力検定−
−全経コンピュータ会計能力検定−

山下翔大

〈１級〉甲斐美智子 落合久美子
〈２級〉 橋雅樹 服部俊也 高野桂輔
小幡大朗 李栄学 金子優子
〈３級〉川合里緒 小澤加奈 野島未湖

−日本語ワープロ検定−

−文書デザイン検定−
（平成23年７月３日実施）
〈２級〉宮本世良
〈３級〉上原美香 石塚翔 荒川楓
今川隆 籾山凌 工藤樹
〈４級〉内藤篤寛 村井幸一

赤ちゃんが生まれました！
平成23年９月21日 朝比奈朋子先生
（柏木学園高等学校）
おめでとうございます。

（平成23年７月16日実施）
〈１級〉水井浩貴 寺澤さつき 佐藤麻美
〈２級〉植草泰将 岩見谷未稀 澁澤拓也
平松大心 山 美緒 荒川楓 臼居海
〈３級〉荒井優太 緑川翔太
エスタバラヤアレンアクセルソルダ 田中祐貴
細谷勇太 野上彗佑 鷹野浩之
花井郁也
〈４級〉遠藤美爽 神山直輝 齋藤翔太
野美佐
芝浩貴 杉浦祐理
滝沢裕 角折英臣 森和貴
山口千笑 山本真広 姉川楓
木村祐太 熊本夏海 栗原光季
宝田あゆ美 二瓶美咲 平田敬太郎
前田佳祐 青木龍一 今出川栞奈
大野未南子 小野貴弘 グエンスアンコーイ
小山翔太 佐藤麻依 佐藤由菜
鈴木久信 堤早瑛 堀龍太
大石佑太 工藤沙稀 小原幸弘
佐藤龍 ソラニケビンアラン 高橋優鷹
永島悦樹 新倉将 橋本優大
保角漠椰 細川愛琳 吉田渚
渡辺絵里 椿啓太 原里花子

訃

報

謹んでお悔やみ申し上げます。
渡辺 岳門様
平成23年７月17日逝去
柏木学園高等学校 普通科１年Ｈ組

柏木学園高等学校のページ

「憩いのテラス」完成

短歌書道部大会報告

本校中庭に新しくウッド
デッキが設置され、生徒た
ちが昼休みや放課後に自由
にくつろぐスペースとして
利用されている。このウッ
ドデッキの名称を全校生徒
から募集し、「憩いのテラ
ス」
と名づけられた。

神奈川大会報告・硬式野球部
第93回全国高等学校野球選手権神奈川大会におい
て、本校硬式野球部は７月14日
（木）
の１回戦で強豪
横浜隼人高校を相手に健闘したが、残念ながら０対
７で敗退した。
当日は、生徒有志・
吹奏楽部・教員で結成
した応援団や、後援会
の方々などが精一杯声
援を送りながら試合の
行方を見守った。

バドミントン部大会報告
７月10日（日）に行われた神奈川県私立高等学校バド
ミントン大会男子団体において、奥井雅也（２−１）、
野口真琴（２−４）、海藤翔（２−B）、勝矢怜央（２−
Ｂ）、須藤靖央（２−Ｂ）
、岡晃平
（２−Ｇ）
、小嶋俊平（２
−Ａ）、野田誠（２−Ｃ）、今市輝希（１−Ｂ）、長井拓
稀
（１−Ｂ）のチームが出場し、ベスト８に入った。
８月14日（日）に行われた大和市会長杯大会男子ダブ
ルス２部において、奥井・野口が準優勝、女子シング
ルス２部において、横山遥（１−Ｊ）が３位入賞を果た
した。
８月19日（金）に行われた北相地区高等学校夏季大会
男子シングルスにおいて、奥井が優勝し、勝矢が５位
となった。
８月21日（日）に行われた北相地区高等学校夏季大会
男子ダブルスにおいて、奥井・野口組が５位となった。
８月24日（水）に行われた北相地区高等学校夏季大会
男子団体において、奥井、野口、干場慎平
（１−１）、
田勇輝（１−Ｂ）、河合功貴（１−Ｊ）のチームが６
位に入った。

卓球部大会報告
８月24日
（水）に行われた神奈川県高等学校新人卓
球大会北相地区予選会において、金井大気（１−Ｃ）
がブロック１位となり、県大会進出を決めた。
８月28日
（日）
に行われた第43回大和市総合スポー
ツ選手権卓球大会男子シングルス高校の部において、
羽鳥恵希
（３−２）
が準優勝した。

８月７日（日）に行われた第35
回全国高等学校総会・福島大会
吟詠剣詩舞部門に神奈川県代表
として眞田英知（２ − A）、佐藤
和哉（２− A）、伊藤雅人（１− A）、丹治恭介（１−
A）、太田健介（１− A）、岩崎友香（１− A）、金
子幹弥（１− ３）、早川文子（１− ３）の８名が参加
し、「神奈川に詩歌を求めて」と題した20分の構成
番組を吟詠・剣舞・書道で披露し、文化連盟賞を
受賞した。また、眞田はナレーションを全て暗記
によって堂々と行い、好評を博した。
また、短歌結社「ナイル」第14回全国大会・浜名
湖大会に伊藤が参加し、２泊３日のハードスケジ
ュールを立派にこなして選者賞を受賞した。また、
詠草参加により、金子の作品が優秀作品賞第２位、
顧問の濱谷美代子教諭の作品が第１位を受賞した。

私学展
７月18日（祝・月）にパシフィコ横浜で行われた神
奈川全私学中高展に、本校も学校案内ブースを設け
て参加した。また、ステー
ジイベントに本校ダンス部
が参加し、パワフルな演技を披
露した。

ボランティア活動報告
７月23日（土）、24日（日）に大和駅プロムナード
を中心に第35回神奈川大和阿波おどりが行われ、
１日目の大和駅前イベントに本校ダンス部、吹奏
楽部、短歌書道部が参加し、駅前東側に設けられ
た特設ステージで、大勢の観客を前に堂々と発表
した。
また、この両日に生徒50名がボランティアスタ
ッフとして参加し、放送・給水・販売・美化活動
などを行った。
８月27日（土）に行われたチャリティー湘南オー
プンウォータースイミング2011に
本校有志生徒22名がボランティア
スタッフとして参加し、受付や誘
導、給水などの仕事を務めた。

体育祭クラス旗学校長賞
６月24日（金）に行われた体育祭のために各クラス
が 作 成・披 露したクラス旗を、保 田
完次校長が審査し、３年２組のクラ
ス旗を学校長賞に選出し、表彰した。

学校説明会のお知らせ
㈰ １０月２９日（土）
㈬ １２月 ３ 日（土）

㈪ １１月１２日（土）
㈭ １２月１０日（土）

予約・お問合せ

㈫１１月２６日（土）
いずれも １０：００ 〜
（要予約）

TEL ０４６-２６０-９０１１

KASHIWAGI GAKUEN HIGH SCHOOL

柏木実業専門学校のページ

学校説明会開催

外国人留学生

平成23年８月19日（ 金 ）に柏木実業専門学校学

日本学生支援機構

校説明会が行われました。その中の体験入学で医

私費外国人留学生学

療情報学科２年生の

習奨励費の授与式が

橋口祐弥君が内容を

７月14日（木）に行わ

説明するなどして、

れました。
学業・人物共に優れた私費留学生に対し給付され

参加者との交流を深

ます。

めていました。

〜5月・6月開講 職業訓練生修了式〜
〜9月開講 職業訓練生入校式〜
研修センターにて

●修了式

神奈川県専門学校体育大会
バスケットボールの部 第4位入賞！
平成23年８月２日（火）〜４日（木）に神奈川県専
門学校体育大会が開かれました。本校はバスケット

・７月25日（月）
中央職業能力開発協会

奨学金授与式

ボールの部で活躍し、４

神奈川センター主催

位入賞を果たしました。

基金訓練

選手のみなさん、お疲れ

「ヘルパー２級・介護事務科」
（３か月コース）26名

さまでした。

・８月26日（金）
神奈川県立産業技術短期大学校
人材育成支援センター主催

委託訓練

「医療事務科」（３か月コース）26名
・８月30日（火）
中央職業能力開発協会

神奈川センター主催

基金訓練
「ヘルパー２級・介護事務科」
（３か月コース）26名
●入校式

教育交流会・同窓会 合同役員会開催

・９月５日（月）
中央職業能力開発協会

神奈川センター主催

基金訓練
「医療事務科」（３か月コース）27名
「ヘルパー２級・介護事務科」
（３か月コース）27名

職業人講話が行われました
平成23年８月24日（水）に研修センターにおいて、
「まごころ館大和東」の職員
の方による職業人講話が催さ
れました。職業訓練生、学生
が参加し、貴重な話に耳を傾
けていました。

KASHIWAGI BUSINESS COLLEGE

平成23年７月23日（土）に柏木実業専門学校研修
センターにて柏木学園同窓会総会が開催されまし
た。

入学願書受付開始
10月３日（月）より願書受付が開始されます。
詳細は、以下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

ＴＥＬ：０４６−２６１−０１５８
Ｅ-mail：jitsugyo@kashiwagi.ac.jp

大和商業高等専修学校のページ

７月25日（月）から28日（木）の４日間にわたって、第21回全国高等専修学校体育大会が山梨県の富士
北麓公園をメイン会場として行われました。今年度は昨年度に引き続き、バスケットボール、バレー
ボール、バドミントン、卓球、フットサル、陸上競技、駅伝競走、軟式野球の８競技に出場しました。
団体競技では、フットサル・軟式野球が優勝し、女子バレーボール部は、初出場で優勝を飾りました。
また、個人の陸上競技・男子バドミントンに関しても、メダルを獲得することができました。
なお、９月12日（月）には、本校体育館にて大木哲大和市長をはじめ、来賓をお招きして、祝勝会を
行いました。優秀な成績を収めたことに喜ぶ一方で、来年度の大会に向けての志を見せてくれました。

団
体

女子バレーボール部
軟式野球部
フットサル部
男子バレーボール部
男子駅伝競走
女子駅伝競走
男子走り高跳び
女子走り高跳び

個
人

優 勝
優 勝
準優勝
女子砲丸投げ
優 勝
男子走り幅跳び 準優勝
女子走り幅跳び 準優勝
男子800ｍ
第三位
女子800ｍ
第三位
男子バドミントン個人 第三位

優 勝
優 勝
優 勝
準優勝
第三位
第三位

男子・女子
陸上競技部

南部 翔輝
成田
彩
岩見谷未稀
舘下 愛美
南部 翔輝
成田
彩
澁澤 拓也
姉川
楓
小金澤雅弘

軟式野球部
女子バレー
ボール部

祝勝会

会社訪問・説明会開始

簿記電卓競技大会

７月１日（金）から求人票が開示され、３年生が
就職に向けて動き出しました。
１学期から、就職希望者は面接練習や履歴書の作
成などを行ってきました。夏休みも登校し、内定を

７月18日（月）に、全関東簿記珠算電卓競技大会
が行われました。本校からは、簿記の部に４名・
電卓の部に４名が参加し、両方の部で準優勝しま
した。日頃から練習を重ねて大会に臨みましたが、

もらうために生徒同士で自主的に面接練習を重ねま
した。10月からは進学者の入学試験も始まります。

惜しくも全国大会の切符を獲得することはできま
せんでした。来年度の大会は、優勝に向けてさら

みなさん頑張ってください。

に努力を重ねたいと思います。

インターンシップ

入試情報

７月・８月に２、
３年生対象に新横浜国際ホテル・
善部保育園などでインターンシップが行われました。
現場での体験を通して、挨拶の大切さやコミュニ
ケーションの重要性を学ぶことが出来ました。

学校見学会

今後もインターンシップが行われるので、積極的
に参加しましょう。

推薦入試

学校説明会

10月８日（土）10時から12時
※中学校の先生対象
10月15日（土）10時から12時
※中学生と保護者対象
願書受付：
平成23年10月３日（月）から
平成24年１月20日（金）まで
試 験 日（土曜日）：
11月5日・12日・19日・26日
12月3日・10日・17日
１月14日・21日

YAMATO COMMERCE SPECIAL HIGH SCHOOL

都筑ヶ丘幼稚園のページ

プールあそび

6月16（木）START

待ちに待ったプールあ
そびが始まりました！年
少さんは初めてのプール
にドキドキ・ワクワク！

夕涼み会

7月20日（水）

今年は台風の影響によりホールでの盆踊と
小ホールでさかなつり、わなげゲームといっ
た夕涼み会となりました。
年中さん、年長さ
んはホースの噴水、
ボールやすべり台と
大はしゃぎ！
ワニになって競争
する姿も見られました。

イベントスケジュー
今後の
ル
9月 7（水）
9月13（火）
9月27（火）
10月 8（土）
10月13（木）
10月15（土）

総合避難訓練 川和高校にて
H24年度入園説明会
未就園児運動会 園庭にて
運動会 川和小にて
起震車体験
バザー 園庭にて
平成24年度入園願書配布
10月22（土） 音楽の集い（年長出演）
10月24（月） おいもほり

入園説明会

7月25（月）
・26（火）
当日はとても良い天気
に恵まれ、バスに乗って
王禅寺公園に行き、世界
に一つだけのお皿を作る
といった陶芸に挑戦しま
した。川和東小ではドッ
チボールとリレー大会！！
先生と子ども達が一致
団結する姿が見られました。

9月13（火）

平成24年度入園希望の未就園児対象に
入園説明会を行いました。
たくさんの方に足を運
んで頂きありがとうござ
いました。
DVDを見たり、運動会に
向けての子ども達の発表
を見たり…。
多くの拍手を頂きました。

平成24年度

お泊まり保育

幼稚園に戻って大盛りのカレーを食べた後は夜
のお楽しみ♪先生達によるお楽しみ会とキャンプ
ファイヤー！
最後の花火には目を輝か
せていました。
2日目はクラスで力を合
わせてすいか割りをしま
した。力仕事をした後の
すいかはとびっきり美味
しく感じた様です。

園児募集

あっという間の2日間
でしたが、子ども達は
とてもたくましく成長
した姿を見せてくれま
した。
役員の方々もご協力
ありがとうございました。

●願書配布 10月15日（土）
●願書受付 11月 1日（火）
園内の見学は随時行っております。
（要電話連絡）

●優先 在園児・卒園児の弟妹、
卒園者のお子様、カンガルーランド在籍者、
近隣・地域枠等

総合避難訓練実施（地震・火災）について
訓練内容

9月7日（水）

午前10時20分地震発生。その後火災発生を想定し、
川和高校校庭へ避難。保護者にはメール配信にて連
絡と安否確認。その後、園に戻り、園庭にて学年ご
とに保護者への引渡し訓練を実施しました。

TSUZUKIGAOKA KINDERGARTEN

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

活動報告・後期活動に向けて
残暑の中にもつい虫の音を感じたくなる季節
となってまいりました。
夏休みも終わり、校内は明るい声が響き、賑
やかさを取り戻しています。これから子ども達
の関心は「陸上競技会」
「文化祭」へと移り、特に「文

柏木学園高等学校後援会

た金額を「支援金」として朝日新聞厚生文化事業
団「こども応援金」に贈りました。小さな行動で
はありますが、少しでも被災した子ども達の笑
顔につながればいいと思います。
２学期の活動は例年通り「陸上競技会」
「文化祭」

化祭」に向けて動きが活発になっていくでしょう。

への参加で始まります。これからも子ども達と

後援会では、７月の役員会の中で震災被害に

喜怒哀楽を共有できる喜びを皆様方と味わって

対する支援について話し合いがもたれ、特別支

いきたいと思いますので、ご協力お願い申し上

出として、生徒一人当たりに対して300円を乗じ

げます。

努力と成果
苦しいぐらいの暑い夏もひと区切りでしょうか。
９月は専門学校では前期末にあたり、４月にス
タートした新学期も前期試験でひと区切りです。
10月からはじまる後期のスタートをいい形で切
ることができるように、試験では思う存分自分
の力を発揮し、成果を出してほしいものです。
世間では、なでしこジャパン・サムライブル
ーと連日その活躍が大きく取り上げられていま
すが、今日に至るまでには大変な努力をされて
きたのだと想像します。そしてその成果をいか

2学期を迎えて
記録的な猛暑に加えて、節電ということもあ

（23年度後援会会長 金 貴浩）

柏木実業専門学校教育交流会

んなく発揮することで、日本中、世界中の注目
を浴び、称賛されるのではないでしょうか。
柏木実業専門学校の学生は、皆さん大いなる
能力や可能性を秘めている方ばかりです。社会
に貢献する人材を育成するこの学校で、努力を
重ね、その成果を是非資格取得という形にして
ほしいものです。後期スタートまもなく検定試
験が続きますので、このチャンスを逃がさずに
頑張ってください。
（教育交流会会長 安藤 満）

大和商業高等専修学校ＰＴＡ

うに頑張って欲しいと思います。

り、体調管理にとても注意した夏でしたが、皆

９月29日（木）30日（金）には恒例となりまし

様はどのようにお過ごしになられたことでしょ

た紅葉祭が予定されています。各クラスが一致

うか？

団結して、色々な催し物を見せてくれると思い

２学期には、資格取得試験・就職試験・大学

ます。是非この機会に生徒の頑張っている姿を

入試試験と学校行事も多くあります。まだ、残

見にいらしてはいかがでしょうか？ＰＴＡでも

暑は続くかと思いますが、体調管理をしっかり

お店を出す予定です。多くの皆さまのご来場を

として、自分の可能性を最大限に発揮できるよ

お待ちしています。（PTA１学年 小野 ひろみ）

バザーに向けて
１学期を締めくくる夕涼み会が台風の影響で
例年通り行われず、とても残念な思いをしまし
たが、楽しい夏休みも終わり、１年の中で最も
行事が盛りだくさんの２学期がスタートしまし
た。
父母の会では10月15日（土）
に開催するバザー
に向けて準備を進めています。当日は、皆様に
ご協力いただいた寄贈品コーナーや模擬店、ゲ

都筑ヶ丘幼稚園父母の会

ーム、先生のアトラクション等を行う予定です。
皆様お誘い合わせの上、ぜひご来園下さい。
（父母の会会長

伊藤

明美）

出店・模擬店予定
（年長）焼きそば・フランクフルト・チョコバナナ
（年中）宝つり・ボウリング・スーパーボールすくい
（年少）からあげ・たこやき･おにぎり・ジュース
（先生）カレーライス・ポップコーン
（ＯＢ）コーヒー・アクセサリー

平成２３年９月〜１１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

経営経理研究科・経理本科 9/1 始業式
医療情報学科 午前講義、 9/2 平常授業開始
9/4
全国簿記電卓競技会
9/6
防災訓練
防災訓練、簿記講習会開講 9/8 ＰＴＡ運営委員会
9/12-16 短縮授業・再履修検定
9/5 介護ヘルパー２級・
9/17 体験学習（福祉③）
9/24 体験学習（情報④）
9/15 後援会役員会
介護事務科９月生、
全経社会常識検定
9/16〜 就職採用試験
医療事務科９月生入校式
9/29-30 紅葉祭
9/30 陸上競技会
9/12-16 経営経理研究科・経理本科・ 10/1 体験学習（福祉④）
10/1 全経計算実務検定
全経計算実務検定
医療情報学科 前期試験
10/3 推薦入試・一般入試願書受付
10/3 衣更え
9/17 学校説明会・体験入学
衣替え
文書デザイン検定
9/20-27 経営経理研究科・
10/8 学校見学会（先生対象）
10/5 １〜４時間目授業
経理本科・医療情報学科 10/9 日本語ワープロ・文書デザイン
午後文化祭準備
情報処理・プレゼンテーション
追・再試験
ホームページ作成検定
10/6 文化祭準備（３時間）
9/24 全経社会常識検定
10/11-14 中間考査
10/7 文化祭１日目（非公開）
10/14 美化デー、就職ガイダンス
9/29-30 紅葉祭
10/8 文化祭２日目（限定公開）
10/15 学校見学会（生徒・保護者対象）
10/1 全経計算実務検定
10/11 振り替え休日（文化祭）
体験学習（情報⑤）、全経電卓検定
10/3 経営経理研究科・経理本科・ 10/16 英語検定
10/12 情報処理技能検定
医療情報学科 入学願書受付開始 10/18 全関東野球大会
10/15 実用英語検定（希望者）
10/4 介護福祉サービス科10月生、 10/22 体験学習（福祉⑤）
10/16 中萬学院相談会
全経ＩＴ活用検定
経理ビジネス科10月生入校式 10/23 漢字検定
10/18-21 中間試験
10/9 日情協文書デザイン・情報処理検定 10/27 仕事の学び場Ｊｒ．
10/22 湘南地区相談会
10/29 体験学習（情報⑥）
10/15 全経電卓検定
10/23 臨海セミナー入試相談会
10/30 全経税務会計検定
10/16
産能大学・短大科目試験
10/29 第一回学校説明会
11/1-3 修学旅行
11/4 ２年振り替え休日
神奈川県高等学校総合文化祭総合開会式 10/30 全経税務会計検定
11/5 推薦入試①、全経文書処理検定、漢字検定
11/5 全経文書処理検定
11/12 第二回学校説明会
11/10 ＰＴＡ中間監査・ＰＴＡ運営委員会
11/14-18 簿記集中講義
11/17 後援会役員会
11/12 推薦入試②、体験学習（福祉⑥）
11/20 日商簿記検定
11/18 1・2限公開授業
11/19 推薦入試③、体験学習（情報⑦）
11/25 経理ビジネスエキスパート科６月生、 11/20 日商簿記検定
保護者会（学年・クラス）
11/21 検定特別授業
医療事務科９月生、
11/20 日商簿記検定
11/26 推薦入試④、体験学習（福祉⑦）
ヘルパー２級・介護事務科９月生修了式 11/27 全経簿記検定
11/26 第三回学校説明会
11/27 全経簿記検定
11/27 全経簿記検定
11/28-12/2 期末考査
9/1

始業式（２ｈ）

9/2

平常授業開始

9/1

柏木学園高等学校 募集要項
Ⅰ

募集人員
普通科（全日制）
推薦 70名、一般 70名
情報経済科（全日型通信制）
推薦 50名、一般 50名

Ⅱ 推薦入試
（１）推薦区分・特別推薦
入学金全額免除
・一般推薦
（２）願書受付 １月18日（水）・19日（木）
（３）試 験 日 １月22日（日）
※個人面接試験
Ⅲ 一般入試
（１）願書受付 ２月３日（金）・６日（月）
（２）試験日 ２月10日（金）
※筆記試験（国・数・英）
集団面接試験
（３）公立併願合格者に対して学費納
入手続きの延期措置あり
学校説明会
第１回 10月29日（土）
第２回 11月12日（土）
第３回 11月26日（土）
第４回 12月３日（土）
第５回 12月10日（土）
※各回とも午前10時開始
（要予約）

柏木学園ニュース編集委員会

柏木実業専門学校 募集要項
Ⅰ

専門課程 医療情報学科（2年制）
医療現場に出てすぐ役立つ専門的な職業能
力を身に付けた人材を育成する学科です。希
望者は、産業能率大学・自由が丘産能短期大
学と併修可能です。

大和商業高等専修学校 募集要項
Ⅰ

総合ビジネス科募集人員
情報ビジネスコース（推薦20名・一般20名）
福祉ビジネスコース（推薦20名・一般20名）

Ⅱ

推薦入試
（１）願書受付：
10月３日（月）〜平成24年１月20日
（金）
（土・日・祝祭日を除く）
（２）試 験 日：
①11月５日（土） ②11月12日（土）
③11月19日（土） ④11月26日（土）
⑤12月３日（土） ⑥12月10日（土）
⑦12月17日（土） ⑧１月14日（土）
⑨１月21日（土） ※面接試験（保護者同席）
（３）推薦制度：
①特別推薦 入学金全額免除
②一般推薦 入学金半額免除

Ⅱ

専門課程 経理本科（2年制）
産業能率大学・自由が丘産能短期大学と併
修可能な経営情報コース、マネジメントに関
連する知識とコンピュータの操作を中心に学
習するＩＴマネジメントコース・インターネ
ットビジネスコースの３コースがあります。
Ⅲ

専門課程 経営経理研究科（2年制）
専門学校・短大等を卒業した方を対象とし、
上級ライセンスの取得・高度なマネジメント
知識の習得を目指します。なお、この課程は
産業能率大学との併修が可能です。
＝推薦制度＝
特 別 推 薦 入学金24万円の免除
指定校推薦 入学金のうち20万円の減免
自 己 推 薦 入学金のうち５万円の減免
＝願書受付＝
特別推薦入学 10月３日（月）〜12月20日（火）
指定校推薦入学 10月３日（月）〜11月25日（金）
自己推薦入学
10月３日（月）〜平成24年１月31日（火）
一 般 入 学
10月３日（月）〜平成24年３月23日（金）

一般入試
（１）願書受付：
10月３日
（月）
〜平成24年２月３日
（金）
（土・日・祝祭日を除く）
（２）試験日：
２月４日（土）
※学力検査（国語・数学・英語）
面接試験（保護者同席）

都筑ケ丘幼稚園
9/1
月謝引落日、始業式
9/2･10/7･11/2 役員会
9/5
年長クッキング保育
9/6
誕生会（９月）
9/7
総合避難訓練（川和高校）
9/8
バザー実行委員会
9/12 運動会実行委員会
9/13 Ｈ24年度入園説明会（第２回目）
9/14 懇談会
9/15 運動会園内予行
9/27 H24年度未就園児運動会
9/29 運動会園外予行
10/3 月謝引落日、
午前保育、
役員会
10/5 面談日
10/6 バザー実行委員会
10/8 運動会（10/9予備日）
10/11 運動会振替休日
10/13 避難訓練（火災）
10/15 Ｈ24年度願書配布、バザー
10/17 誕生会（10月）
10/19-21
自由保育参観日
10/22 音楽の集い（年長出演）
10/24 おいもほり（10/25予備日）
10/31 午前保育
11/1 入園願書受付及び入園テスト
月謝引落日、在園児休園
11/4 役員会
11/7 お遊戯会実行委員会
避難訓練（地震）
11/8 誕生会（11月）
11/9 懇談会
11/10 年少クッキング保育
11/16 お楽しみ会、教員研修会
11/22 お遊戯会予行（１部）
11/24 お遊戯会予行（２部）
11/25 お遊戯会予行（３部）
11/29 お遊戯会予行予備日

学

園

本

部

9/1 教職員意向調査
10/28 役員会
11/3 湘南そろばん塚顕彰会
都筑ヶ丘幼稚園 募集要項
＝募集人員＝
３歳児 150名（予定）
４歳児 15名（予定）
５歳児 若干名
＝願書配布＝
10月15日（土）〜
平日 午前９時〜午後４時30分
土曜 午前９時〜午後１時30分
＝願書受付＝
11月１日（火） 午前９時より先着順
入園願書提出、入園検定料 5,000円
＝面
接＝
11月１日（火） 午前９時〜
保護者および当該幼児

Ⅲ

＝学校見学会（中学校の先生方対象）＝
10月８日（土） 午前10時〜12時
＝学校説明会（中学生と保護者対象）＝
10月15日（土） 午前10時〜12時

＝その他＝
スクールバス…月額3,990円の施設援助金
がかかります。
・本園は週５日制です。
（原則として土曜日休み）
・延長保育（預り保育）は保育終了後より
午後５時30分まで行っています。
月・火・木・金曜日は700円、
水曜日は1,000円です。（当日受付）
・横浜型預り保育（平日型）
を実施してます。

○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 桜 ○柏木実業：横山 淑恵・大下久仁子
○大和商業：大友あかね・青木美和子・小笠原洋介 ○幼 稚 園：田中 清花・堀口 実那・
寿乃・茂木なぎさ・小室 優
伊藤美紀子・岩田ありさ・根深 希

