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箱根宿泊研修

入学式・生徒による我ら五訓

柏木学園高等学校

入学式

柏木実業専門学校

大和商業高等専修学校

園庭遊び

都筑ヶ丘幼稚園

なせば成る
「なせば成る」ということばであるが、よく使われる。「成
そうという強い意思があれば何事も成すことができる」という
意味であり、心強いことばである。が、このことばのあとに「な
さねば成らぬ何事も」と続く文言があって、「成そうとしなけ
ればどんなささいなこともできませんよ」とも言っているので
ある。そしてさらに、「成らぬは人のなさぬなりけり」と続く。
「できないのはその人が成そうとしないからだ」、つまり「や
ろうとしないからだ」となり、つまるところ「事に当たって、
やり遂げようとする強い意思、姿勢の重要性」を訴えているこ
とになる。
ご存じのように、これは「なせば成るなさねば成らぬ何事も
成らぬは人のなさぬなりけり」という道歌になっており、米沢
藩（現在の山形県米沢市）の藩主上杉鷹山（うえすぎようざん）が
詠んだものと言われている。彼が藩主のころは米沢藩もご他聞
にもれず財政は逼迫（ひっぱく）し、台所は火の車であった。そ
んな状況の中、鷹山は藩政の改革に努め節約・倹約を率先して
励行し、財政改革・殖産興業・新田開発を行い、藩政を立て直
した。米沢藩中興の祖と呼ばれるゆえんである。
この歌は、リーダーとしての心構えの側面が強いが、個々人

柏木学園高等学校 校長 保田

完次

にももちろん当てはまる。子ども達には一人一人夢や希望があ
る。それをどうやって叶えるか、実現させられるかのヒントが
この歌のなかに込められている。夢や希望は、何もしない人に
とっては無縁のことだ。しかし、それを見据え、常に努力を怠
らず、前向きに考え、少々のことにはへこたれずに突き進む人
には、限りなく微笑んでくれるものらしい。成功する秘訣を聞
かれたあるノーベル賞受賞者が、「成功するまでやることだ」
と答えたことや、松井秀喜野球記念館にある「天才とは努力で
きる才能のことである」といった言葉は、平凡な私たちには説
得力がある。
子ども達が夢を叶えるには、家族・友人の支えが必要不可欠
であると同時に、挫折の原因にもなりうる存在であることも忘
れてはならない。時には、家族や友人に背を向けることも求め
られるだろう。その時、どうするか。 汝、何のためにそこに
在りや の心構えが生きてくるにちがいない。「なせば、成る」
の一念は、「夢は夢にあらず」とも通じあうし、「自己を磨く」
延長線上にあるものだろう。共々、持ち続けていたい思いであ
る。
− 不二ひとつ うづみ残して若葉かな（蕪村）−

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】

【柏木実業専門学校】

【大和商業高等専修学校】

−日本漢字能力検定−

−文書デザイン検定−

−日本語ワープロ検定試験−

（平成24年１月27日実施）

（平成23年12月２日実施）

〈３級〉副島恵

串間楓花

伊藤雅人

金津久子

〈２級〉BUDDHI BAHADUR GURUNG

龍野叶多

須藤沙希

橋七海

五十嵐祐哉
太田雄大

相原葵

〈３級〉山 哲

内田大海

〈４級〉齋藤光子

横須賀ヒトミ

年代ミカエル拓矢
金子弘子

須田紀美子

〈２級〉岸田麗夫

−情報処理技能検定−
（平成23年12月９日実施）

久保田燎

〈１級〉鳩間駿

表計算

佐々木乙羽

大戸久美

川名身佳

鈴木智昭

〈２級〉杉原智幸

〈３級〉横溝直也

松岡陽穂

伊東慶亮

〈３級〉山

奥井雅也

神戸凌

木幡美和

園部将平

田中孝一郎

畑中和則

樋口大樹

和田隼弥

渡辺美夢

加治佐里奈
田原聖也

野口真琴

哲

〈４級〉金子弘子

横須賀ヒトミ
石渡光

庵谷学

向山和也

−全経社会常識能力検定−
（平成24年１月21日実施）
森下脩斗
〈２級〉 橋国孝

山下翔大

〈２級〉鈴木久信

工藤樹

〈凖２級〉成田彩

植草泰将

〈３級〉菊地優希

野美里

（平成24年２月25日実施）
〈２級〉齋藤介志

船橋佳奈

中山陽香

堀口裕哉

浅沼優希

草薙早紀

田原聖也

綱島健也

川合里緒

（平成24年２月19日実施）
〈２級〉荒川楓
〈３級〉津谷和巳

遠藤美爽

〈３級〉鳩間駿

神山直輝

菊地優希
滝沢裕

角折英臣

夏目悠哉

成田彩

南部翔輝

森和貴 山口千笑

前田佳祐

栗原光季

二瓶美咲

赤尾龍啓

堤早瑛

鈴木遥香

大野未南子

今出川栞奈

〈２級〉関水和雄

〈３級〉岸田麗夫

木村祐太

佐藤千寿

大橋朋恵

依藤美紀

小林亮太

平田敬太郎

高須将人

佐藤由菜

細川愛琳

〈２級〉工藤樹

瀬戸清誠
福地映子

中村幸代

〈３級〉荒川楓

−情報処理技能検定試験−

〈１級〉瀬戸清誠

早田真奈美

（平成24年２月20日実施）
〈１級〉加瀬里志

福地映子

−全経簿記能力検定−

〈上級〉

〈２級〉細田直也

吉田渚

佐藤龍

（平成24年２月19日実施）

〈１級〉早田真奈美

（平成24年２月19日実施）

〈１級〉鳩間駿

熊本夏海

鈴木久信

工藤沙稀

〈２級〉荒川楓

（平成24年２月26日実施）

芝浩貴

野美里

−パソコンスピード認定試験−

ワープロ

〈３級〉中村幸代

−情報処理技能検定−

大浦永耀

（平成24年２月４日実施）

表計算

（平成24年２月26日実施）

平林一馬

〈４級〉後藤侑輝

〈４級〉二瓶滉貴

−全経文書処理能力検定−

〈３級〉石川真

−日商簿記検定−

荒川楓

細川愛琳

姉川楓

−全経電卓計算検定−

〈３級〉神戸凌

須藤沙希

須田紀美子

小林雅樹

〈１級〉小原幸弘

−文書デザイン検定試験−

−文書デザイン検定−
（平成24年２月19日実施）

（平成24年２月19日実施）

山道芳徳

〈１級会計〉
〈１級工業簿記〉

青木元輝

伊東慶亮

奥井雅也

小玉貴裕

園部将平

坂康太

〈２級〉川合里緒

柚木将弘

荒木泰斗

榎本萌香

細谷優汰

渡辺美夢

小林雅樹

田原聖也

細谷勇太

〈３級〉遠藤美爽

大浦永耀
滝沢裕

角折英臣

真壁幸佑

森和貴

山口千笑

小林香菜

木村祐太

伊澤優維

二瓶滉貴

堤早瑛

澤田拓弥

佐藤由菜

大野未南子

〈４級〉安濟亘史

陳恵堅

服部俊也

巻島咲代

林晶晶

小椋海斗

菊地優希

保角漠椰

竹内達哉

今出川栞奈
佐藤龍

伊藤大機

船橋翔

〈４級〉後藤侑輝

姉川楓

永島悦樹

柏木学園高等学校のページ

４月６日（金）に入学式
が挙行され、253名（普通
科223名、情報経済科30名）
の新入生を迎えた。
新入生代表として岡田
有騎が誓いの言葉を、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。
本校の一員として、一日も早く学校生活に溶け
込んでもらいたい。

４月20日（金）、２・３学年がそれぞれディズニ
ーシーとディズニーランドで社会見学を行った。
みんなでアトラ
クションを回っ
たり写真を撮っ
たりしながら楽
しい一日を過ご
し、新しいクラ
スの仲間と友好
を深めていった。

４月19日（木）・20日（金）にかけて、１学年の箱
根宿泊研修を実施した。１日目は、宿泊所内で本
校教員が学校生活
についての研修を
テーマ別に行い、
２日目は箱根山ハ
イキングを通して
教員と生徒および
生徒同士の親睦を
深めた。

４月15日（日）に行われた関東高等学校バドミン
トン大会北相地区予選において、勝矢怜央（３−B）、
海藤翔（３−C）、岡晃平（３−G）、小嶋俊平（３
−A）、須藤靖史（３−A）、長井拓稀（２−C）、
今市輝希（２−B）、河合功貴（２−G）が男子団体
戦で６位に入り、県大会出場を決めた。

４月21日（土）、県立体育センターにて、第50回
神奈川県高校総体総合開会式が行われた。今年は
190校総勢約3000名が
参加し、ダイナミック
な入場行進となった。
本校も、新入生を含め
た生徒会・ダンス部・
卓球部の生徒25名が参
列した。

湯川 俊輔
３学年付 国語科
テニス部顧問

２月16日
（木）に本校生
徒ホールにお
いて、「Thanks
Concert」と
題して演奏会
を行った。日
頃の練習の成果を発揮して４曲を演奏し、会場は
盛大な拍手に包まれた。

第６回大和市さくら文芸祭
【最優秀賞】〈短歌〉 湯川 俊輔（教諭）
【優 秀 賞】〈短歌〉
須 悠太（旧３−E）
槌谷美奈実（旧１−A）
【優 秀 賞】〈俳句〉 佐伯恵美里（旧１−A）

古屋 麻衣
２学年付 国語科
短歌書道部顧問

田
純
２学年付 英語科
バレーボール部顧問

KASHIWAGI GAKUEN HIGH SCHOOL

柏木実業専門学校のページ

平成24年度

入学式

４月９日
（月）に大和商
業高等専修学校との合
同入学式が行われました。
各種資格取得、短大・
大学併修など自分の目
標に向かってがんばり
ましょう。

●医療情報学科
・日本商工会議所 簿記検定３級以上
・全経簿記２級以上
・社会常識検定３級以上
・介護職員初任者研修（ホームヘルパー２級）以上
・医療事務検定３級以上
・調剤事務検定３級以上
・Microsoft Office Specialist Word 2010 合格
・Microsoft Office Specialist Excel 2010 合格

ご入学おめでとうございます！
学校より新入生の皆さんへ
経理本科、医療情報学科、経営経理研究科の皆
さん、また、言葉の壁や経済的問題をかかえて勉
強に励もうとしている留学生の皆さん、皆さんの
入学を心より歓迎いたします。そして進級された
２年生の皆さんは早くも就職活動の時期で、厳し
い状況と思いますが自信をもって就職・進学活動
をしましょう。
さて、専門学校は時代と学生のニーズに応え、
社会で役立つ即戦力になる教育をする学校である
ということは言うまでもありません。本校では即
戦力となる知識・資格と人間性の涵養を体得する
教育システムを組んでいます。特に資格取得につ
いては数ある検定試験の中から最も社会的に評価
が高く、ニーズの多いものを選び、自分の目標を
少しずつ高くして確実に積み重ねてゆける学習シ
ステムを組んで、実績をあげてきました。
資格取得は最終目的ではありません。要はその
資格をどのように社会に活かして行くかが大切です。
それを活かすための幅広い教養や人間性も併せ身
に付けなければなりません。検定試験というと、
堅苦しく敬遠されがちです。休日に出なければな
らないこともあるでしょう。しかし、検定試験に
挑戦した後は、スポーツで汗を流した後と同様す
がすがしく、さわやかです。その後の友達との語
らい、ホッと一息ついて飲むコーヒーの味、そし
て合格をした後の充実感、祝杯。そんな楽しみを
あなた自身の中で発見して下さい。また、学校で
は資格取得を単位として認定していきます。皆さ
ん方の精進を心より期待しています。
〈２年間の目標取得資格〉
●経理本科・経営経理研究科
・日本商工会議所 簿記検定２級以上
・全経簿記１級以上取得
・全経所得税法３級以上
・全経法人税法３級以上
・全経消費税法３級以上
・コンピュータ会計３級以上
・計算実務３級以上
・電卓３級以上
・社会常識検定３級以上
・文書処理能力検定ワープロ・表計算２級以上

KASHIWAGI BUSINESS COLLEGE

私は現在、経理本科の２
年生です。昨年は未曾有の
大災害に直面しました。そ
の後、日本で留学を続ける
か帰国するか悩みました。
しかし、やっと手に入れた
チャンスを無駄にしたくな
経理本科２年Ａ組
郭 長栄
いと、この学校に入学し勉
強を続ける決意をしました。それからは１日も休
まず登校し日々努力した結果が今、検定合格や成
績として表れています。また、やれば出来るとい
う自信にもつながりました。
みなさん、どうかこれからの学生生活を大切に
過ごしてください。ここには頼りになる仲間や先輩、
そして温かく見守ってくれる先生方がいます。互
いに刺激し合いながら成長していきましょう。

新入生抱負
私が数多い専門学校の中
からこの柏木実業専門学校
を選んだのは、高等学校の
恩師が勧めてくれたことと、
長い歴史に力強さを感じ、
少人数制で先生方と心の底
から語り合い、アドバイス
医療情報学科１年
石川里穂奈
を頂けそうだ、ということ
が理由となりました。また、外国からの留学生と
の交流もとても楽しみです。
私は、将来、医療の現場で、少しでも患者さん
の役に立てるような人材になる為、これからの２
年間、頑張っていきます。先生方、先輩方、ご指
導の程よろしくお願い申し上げます。

新任の先生の紹介
本校舎

研修センター

伊藤正義先生
（経理本科１年担任） 池田久美子先生 丸山悦伯先生 松山ひろみ先生 代田恵子先生

大和商業高等専修学校のページ

４月９日（月）に柏木実業専門学校との合同入学式
が行われました。新しい制服に身を包み、希望に満
ちた様子の100名の新入生が入学しました。これから
色々な勉強をし、資格を取得し頑張って下さい。ま
た翌日の10日（火）には生徒会主催の対面式・部活動
紹介が行われました。部活動紹介では、各部活趣向
を凝らし、活動内容を発表していました。ぜひ１年
生のみなさん、部活に入部し、先輩や友達との交流
を図り、楽しい学校生活を送って下さい。

新任職員紹介

１級表彰式
昨年度の一人当りの検定数が前年に比べ1.7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。

オリエンテーション
１学年は、４月19日（木）〜20日（金）に山梨県河
口湖、2学年は4月20日（金）に羽田空港・しながわ
水族館、３学年は、４月20日（金）にディズニーラ
ンドにオリエンテーションに行きました。
１学年の宿泊研修では、学校でのルールなどを
学び、かちかち山の登山や富士急ハイランドなど
に行きました。それぞれの学年とも新しいクラス
の友人との交流を深め、楽しいものとなりました。

昨年度キャリアアドバイザーとして就職関係で
お手伝いいただいていた、岩城真理子先生（２学年
副担任 英語科）、
吉田節子先生（１年Ｄ組担任 保健
体育科）の先生方が、職員として配属されました。
また、今年度より、西昭江先生（国語科）、畑野晃
緒先生（数学科）、小川三徳先生（商業科）が講師の
先生で配属されます。新しい教科がたくさんあり
ます。早く先生方の名前を覚え、頑張って下さい。

高体連開会式
今年度より高体連に柔道部が加盟しました。４
月21日（土）に開会式が行われ、本校も出席しました。
今後は各種大会に参加することが出来ます。みな
さん頑張って下さい。

自習室の完成

１年 ホテルでの勉強会

１年 かちかち山にて

４階に自習室が完成し
ました。今まで、自習す
る部屋がなく、放課後な
ど教室で勉強していまし
たが、静かな場所で取り
組みたいという生徒の要
望があり、完成しました。
ぜひ、検定勉強や補習な
どに活用してください。

進路説明会
２年 太陽の塔にて

２年 しながわ水族館にて

３年 ディズニーランドにて

５月２日（水）にライセンスアカデミーによる３
年生対象の進路説明会が行われました。色々な分
野の学校が来校し、それぞれに別れ説明を聞きま
した。また就職希望生徒には、就職の心構えや適
性などの説明がありました。その後15時30分より、
本校の進路説明会が、保護者対象で行われました。
生徒・保護者とも自分の進路に向けて、真剣なま
なざしで聞いていました。

YAMATO COMMERCE SPECIAL HIGH SCHOOL

都筑ヶ丘幼稚園のページ

新しい１年がスタートしました。
先生、友達、クラス全てが新しく変
わり、まだドキドキしている子ども
達です。学年が一つ大きくなって、
これからの園生活がとても楽しみです。

桐野 輝久
（学監）

元気なあいさつ、輝く笑顔。
お子様たちの日々の成長をし
っかりと見守っていけるよう
努力します。どうぞ宜しくお
願いします。

子ども達と一緒に元気いっ
ぱい過ごしていきたいです。
いつも笑顔を忘れずに、一生
水野 早紀先生 懸命頑張ります。
（うさぎ組副担任）

笑顔を大切に楽しく過ごし
ていきたいです。音楽が大好
きなので、子ども達とたくさ
んの音楽を楽しみたいです。
寺田 瑛莉先生
どうぞ宜しくお願い致します。
（りす組副担任）

平成24年度永年勤続表彰において、菅谷先生、高砂
先生、根本先生が教育への尽力を表彰される事になり
ました。おめでとうございます。（横浜文化体育館にて）

少しブカブカな制服、リュック、とても
可愛らしい姿で、幼稚園にやってきました。
ピカピカのクラスバッチを見て大喜び！
！
初めての集団生活に、楽しみと不安が入り
混じっていることでしょう。
子ども達の成長を見守ると同時に
安心して過ごしていけるよう、家庭
との連絡を密に取っていきたいですね。

菅谷誠宏先生
（全学年付）

高砂公美子先生
（ひまわり組担任）

根本智枝子先生
（うさぎ組担任）

新しい生活が始まって、一週間が経ちました。
そして一日保育、子ども達の大好きなお弁当、
給食の時間の始まり
です。モリモリ食べ
てぐんぐん大きくな
って欲しいですね。
苦手な食べ物にも挑
戦しましょう！！

TSUZUKIGAOKA KINDERGARTEN

10年間という永い間、がむしゃら
に仕事に励んできました。毎日、可
愛い子ども達を無事に送迎でき、ま
た関わってこれた事を幸せに感じます。
これからも、どうぞ宜しくお願い致
します。
元気一杯の可愛い子ども達に囲ま
れ過ごした5年間！沢山の子ども達
に出会い、共に笑い、泣き、喜び、
成長できた事を幸せに思います。保
護者の皆様には、いつも温かく見守
って頂き、ありがとうございます。
小学校の頃からずっと夢みてた幼
稚園の先生になってから5年…。今
の私があるのは出逢えたたくさんの
子ども達や保護者の皆さんのおかげ
です。心から感謝しています。これ
からも宜しくお願い致します。

H23年度卒園記念品・室内遊具一式
今年も、素敵な遊具
が届きました。感謝の
気持ちを忘れずに、大
切に使わせて頂きます。
どうもありがとうござ
います。

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

皆さんに〜ＹＥＬＬ〜をおくります！
新１年生の皆さん、保護者の皆様、ご入学おめ
でとうございます。３年間の高校生活のスタート
地点に立ったばかりの皆さんには、その時間はま
だまだ長く、余裕があると感じるかもしれません。
しかし、これからの３年間は皆さんの人生の中で
最も大切であり、最も輝く時です。「まだ３年も
ある」ではなく、「もう３年しかない！」という
気持ちで毎日を大切に過ごしてください。また、
１年生をはじめ２・３年生の皆さんが、卒業の時
に充実した気持ちで羽ばたいていけるよう、悔い
のない高校生活を過ごされることを願っています。
さて、昨年度までを振り返りますと、柏木学園

春たけなわ
今年も満開の桜の中で、柏木実業専門学校に多
くの新入生を迎えることができました。経理本科・
経営経理研究科・医療情報学科の新入生の皆さん、
ご入学おめでとうございます。
柏木実業専門学校は、即戦力となる社会人を育
成することを目標としています。その発祥はそろ
ばん塾であり、最近まで職業会計人を多数輩出し
てきました。新たに２年程前より医療情報学科が
加わり、今年３月には医療・介護の現場へも初め

新入生を迎えて
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。
在校生の皆さん進級おめでとうございます。
皆さんは、これからの３年間多くの事を学ばれ
ると思いますが、どのような目標を持って過ごそ
うと思っていますか？人それぞれ色々な目標、考
えがあると思いますが、自分に自信を持ち、一歩
一歩確実に進んでいく方向を見つけ、何事にも負
けない心を持って生活してください。３年間はあ
っという間です。一日一日を大切にし、何をすべ

ご入園・ご進級おめでとうございます

柏木学園高等学校後援会
は私達も共に育てられた 共育 の場であったと
実感しております。この場をお借りいたしまして、
諸先生方と後援会役員の皆さまに厚く御礼申し上
げます。
この号がお手元に届く頃には、後援会は平成24
年度の新体制で動き出しています。今年度も、バ
イタリティのある優秀な方々が揃っており、子ど
も達のために何が出来るかを考え行動していきます。
どうか、引き続き後援会活動にご理解とご協力
をお願いいたします。
（平成23年度後援会会長 金貴浩）

柏木実業専門学校教育交流会
て卒業生を送り出すことができました。諸先輩方
の今後の活躍を祈念するところです。そして、今
日その先輩方に続くべく柏木実業専門学校に入学
された皆さんも２年間をかけて、あらゆる知識・
技術を習得し、社会に一歩足を踏み出した瞬間か
ら即戦力となれるよう日々努力し、有意義な学生
生活を送っていただきたいと願っています。
（教育交流会会長 安藤 満）

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
きかを考え「学校生活はとても楽しかった。良か
った。」と胸張って言える３年間を送って下さい。
もし立ち止まってしまった時は、先生、友達、先輩、
家族に相談してみてください。きっと良い道が開
けます。
保護者の皆様、今年も色々な学校行事等があり
ますが、中でも９月末にある、紅葉祭は子どもの
成長を感じる一時です。ぜひ足をお運びいただけ
ればと思います。１年間どうぞよろしくお願いし
ます。
（３学年運営委員）

都筑ヶ丘幼稚園父母の会

暖かい春の日差しが嬉しい季節となりました。
東日本大震災から１年が過ぎ、それぞれが様々
な問題を抱えながらも復興へ向けて、少しずつ歩
きだしています。
保護者の皆様におかれましては、大切なお子様
を幼稚園に送り出すにあたりご心配事等たくさん
あるかと思います。都筑ヶ丘幼稚園では、園長先

て団体生活に慣れていける様に温かくご指導して
下さっていますので、安心して見守っていただき
たいと思います。
本年度、微力ながらも父母の会会長を務めさせ
ていただきます。父母の会の活動は、保護者の皆
様のご理解・ご協力が不可欠でございます。
どうぞ１年間よろしくお願い申し上げます。

生を始め諸先生方が子ども達の安全を１番に考え
ると共に、個性を尊重しながら様々な行事を通し

（父母の会会長 森川 由美）

平成２４年５月〜７月行事予定表
柏木学園高等学校
5/8

柏木実業専門学校
5/19 全経電卓検定

尿検査（３回目）

5/12 2・3時間目公開授業
5/21-25 校外清掃週間

後援会総会
5/14 公開授業振替休日

6/4

簿記会計実務科・介護ヘルパー科・

5/16 生徒総会（情報経済科）
医療事務科 ６月生入校式

5/18 生徒総会（普通科）
5/22-25 中間試験

6/9

創立記念日

5/26 後援会バス研修旅行
6/10 日商簿記検定

6/1

衣更

6/4

試験返却

6/8

英語検定（１・３年）

6/9

創立記念日

6/30 全経文書処理検定
7/1

産能大学・短大科目試験

7/4

球技大会

7/8

全経簿記検定

6/14 保護者会
後援会役員会
6/21 体育祭準備
6/22 体育祭
7/14 全経電卓検定

6/25 体育祭予備日
7/2

求人票開示
7/16 全関東簿記珠算電卓競技大会

7/3-6 期末試験
7/9

１年生履修ガイダンス

7/20 大掃除、終業式

7/10 ２年生履修ガイダンス
医療・調剤事務科

7/11 登校日・試験返却
7/12 後援会役員会

４月生修了式

7/17 １年保健講話
7/19 １年大学専門ガイダンス

7/21 全経コンピュータ会計検定

大和商業高等専修学校
5/1

都筑ケ丘幼稚園

金曜日授業

5/1 月謝引落日
5/7 内科検診
5/2 木曜日授業・校内ガイダンス（３年） 5/8 保育参観日（年長）
5/9 保育参観日（年少）
5/8 尿検査（再検）
5/10 保育参観日（年中）
5/11 父母の会決算総会
5/19 電卓検定
5/14 内科検診
5/24 体育祭
5/15 誕生会（５月）
5/16 面談日、新任研修会
5/25 生徒集会・学年会
5/17 歯科検診
5/29 ３年証明写真卒業写真撮影 5/18 夕涼みリーダー会
5/21 役員会
5/22 お楽しみ会
5/29-/6/1 中間考査
5/25 夕涼み実行委員会
5/31 ＰＴＡ総会・学級懇談会
5/28 避難訓練（午前）、地域開放講演会
5/29 年長ケータリングダディ＆マミー
6/1 美化デー
6/1 月謝引落日、遠足
6/4 役員会、虫歯予防集会
6/9 創立記念日
6/5 年長クッキング保育、地域開放ヨガ
6/6 教員研修会
6/10 英検、日商簿記検定
6/7 歯科検診
6/17 漢字検定
6/8 遠足予備日
6/9 創立記念日
6/22 生徒集会・学年会
6/11 誕生会（６月）
6/12 年中クッキング保育、地域開放講演会
6/25-29 期末考査
6/13 避難訓練、浴衣着付け
6/28 日本語ワープロ、
スピード検定
6/14 プール開き、浴衣着付け
6/17 保育参観日
6/29 藤沢市御所見学びＪＲ
6/18 保育参観日振替休日
6/19-22 視聴覚検査
文書デザイン検定、
美化デー
6/20 横浜市幼稚園大会
6/25 地域開放エアロビクス
7/2 保護者面談開始
6/26-29 個人面談（午前保育）
7/2-6 検定特別授業、追再試験
7/2 月謝引落日、誕生会（７月）
7/3 役員会
7/4 伊勢原市中沢中学び場ＪＲ
7/4 未就園児七夕製作（14：30〜）
7/5 七夕会
7/5 藤沢市善行中学び場ＪＲ
7/6 夕涼み実行委員会、年少クッキング保育
7/9 地域開放ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ、
7/6 ２期分納入期限
運動会・リーダー会（年長のみ）
7/8 全経簿記検定
7/10 誕生会（８月）
7/11 面談日
7/13 情報処理検定
7/12 バザー実行委員会
7/13 運動会実行委員会
7/14 電卓検定
7/17 避難訓練
7/16 全関東簿記珠算電卓競技大会
7/19 終業式（午前保育）
7/20 夕涼み会
専修学校展
7/24-25 お泊り保育（年長）
7/26-27 お泊り保育（年長）予備日
7/17 保護者会・学級懇談会

学

7/19 大掃除

大掃除

7/23 学校説明会

7/20 終業式
7/21 生徒夏季休業開始

7/20 終業式
7/21 全経コンピュータ会計能力検定試験

7/26-27 仕事の学び場

7/23 全校登校日

5/21
5/25
5/28
5/30
6/9

○学園本部：安田 美穂・小平 雄貴

○柏木高校：谷村 利恵・岡野

○大和商業：大友あかね・青木美和子

○柏木実業：横山 淑恵・大下久仁子

○幼 稚 園：

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

桜

寿乃・保坂 望・林 美郷・飛田 有紀・佐野友里恵・鈴木安佳里・根深 希・寺田 瑛莉

