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2015 年（平成 27 年）
「乙未（きのと・ひつじ）」
新年あけましておめでとうございます。
年頭に際し、皆様にとりまして輝かしい年でありますようお祈り申し上げます。
学校法人柏木学園

2015 年（平成 27 年）は乙（きのと）未（ひつじ）年。
羊は古来より馬や牛と同様、人間と深くかかわり

理事長

柏木照正

革や自然災害後の環境整備や都市計画、とくに汚染
土の行き所など頭の痛いテーマばかりです。

ながら現在に至り、今もその羊毛や羊乳は人間生

近年、問題視されている異常気象による季節感の

活にとって欠かせないものとなっています。未が

喪失など、世界全体の気候のバランスが崩れつつあ

来ると書いて未来と読みます。未来に向かって勇

る中で、平成 27 年度もまた気象災害の多発が懸念さ

気と情熱と行動力を持ってチャレンジして行きま

れます。突風や竜巻、集中豪雨などによる風災害。と

しょう。それにはまず、健康には十分気をつけ、

くに梅雨から台風シーズンには十分注意が必要です。

いつでもどこでも力が発揮できるよう体力を付け

明るいニュースとして、56 年ぶりに 2020 年の東
京五輪・パラリンピックが決定しています。日本の

ておきましょう。
本学園においては平成25年に完成した総合体育館

ホスピタリティー精神の「おもてなし」の心を大切

においてテレビ東京人気番組「出張！なんでも鑑定

にして海外から訪れる人々をお迎えしたいもので

団 in 大和」の公開収録が盛大に行われ、多くの来場

す。また、世界遺産や産業遺産で町おこしも各地方

者を迎えるとともに全国に学園（高校・専門学校・高

でブームになるのではないでしょうか。

等専修学校・幼稚園）
をアピールすることができました。

平成 27 年度は、学園としてグローバル教育に力

昨年は東京オリンピック開催とともに東海道新

を入れて行きたいと考えています。いつも時代と変

幹線が開業してから、50 年の節目の年でした。年

化に対応して人間性を失わず、目標に向かって自ら

明けはソチ・オリンピックから始まり、4 月には消

活動し、社会でまた世界においても即戦力として通

費税が 5％から 8％へ、6 月には富岡製糸場と絹産業

用し、適応できる人材育成を実践していきます。

遺産群の世界文化遺産の登録が決定、8 月には広島

平成 28 年度には柏木学園創立 70 周年記念を迎え、

北部の土砂災害、9 月には第 2 次安倍改造内閣が発

時代の変化にも柔軟に対応し、質の高い教育を推進

足、御嶽山噴火、10 月には、青色 LED でノーベル

し、未来を担う若者の育成に努めてまいります。そ

物理学賞を日本人 3 名が受賞、12 月衆院選と、日本

のための計画を進めております。本年も皆様のご多

全国でも様々な出来事がありました。

幸を祈りつつ、さらなるご支援ご協力を宜しくお願

本年 2015 年は、わが国において、更なる構造改

いいたします。

第45回神奈川県高等学校教育書道コンクール
神奈川県知事賞 足助祐花

平成26年度校外研修旅行

平成26年度修学旅行（沖縄）

も ち つ き

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

都筑ヶ丘幼稚園

芸術鑑賞会

短歌書道部活動報告

11 月 19 日（水）に大和市生涯学習センターホール
で芸術鑑賞会が行われた。今年度は、劇団芸優座
による演劇「アンクル・トムの小屋の灯に」を上演
し、生徒参加企画として、午前の部に野口響（３−
Ｂ）
、竹野碧（２−Ｉ）、渋谷健之介（２−１）、午後
の部に秋山和慶（１−Ｂ）、志田遼真（１−Ｂ）、稲
葉樹（１−Ｅ）が出演した。この作品は、アメリカ
の奴隷制度の悲劇を題材とした小説『アンクル・ト
ムの小屋』が生まれるまでを、作者ストウ夫人を中
心として描いた作品で、生徒た
ちもそれぞれ衣装やメイクを凝
らし、黒人奴隷やアメリカ人な
どに扮した。

第 45 回神奈川県教育書道コンクール団体の部に
おいて学校奨励賞（県内 9 位）を、個人の部におい
て足助祐花（３−Ａ）が県知事賞を受賞した。
11 月 2 日（日）に行われた第 41 回茅ヶ崎市吟詠コ
ンクール一般一部において、今村彩乃（２−１）が
優勝、三苫奈々（２−Ｆ）が準優勝、志田遼真（１
−Ｂ）が 3 位、秋 山 和 慶（１−Ｂ）が 4 位 と、上 位 4
位を本校が独占した。
11 月 24 日（祝・月）に行われた神奈川県高等学校
総合文化祭 第 15 回吟詠剣詩舞発表会において、県
教育長賞（団体）を受賞した。
11 月 22 日（土）に行われた第 42 回大和市青少年
健全育成大会で、落合広海（２−Ｄ）が、青少年善
行者として表彰された。また同大会で、青少年健
全育成作文集「明るくたくましく」の掲載者代表と
して表彰および作文朗読も行われた。落合広海は、
全て暗唱によって発表し、喝采を受けた。

バスケットボール部大会報告
平成 26 年度神奈川県高等学校バスケットボール
新人大会 A グループ予選において、初戦は城山高
校に 108 対 14、2 回戦は川崎市立商業に 79 対 37 で
勝利した。決勝戦は大和南高校と対戦し、序盤は
リードされたが、部長の松本さとみ（２−Ｇ）と副
部長の鑪彩香（２−Ｃ）を中心に点数を重ね、前半
終了間際に逆転し、後半はリードを広げ、62 対 49
で勝利し、県大会に初出場を決めた。

卓球部大会報告
11 月 3 日（祝・月）に行われた神奈川県新人卓球
大会女子シングルスにおいて、狩野美姫（２−Ｉ）
が北相地区代表として出場し、4 回戦に進出した。

吹奏楽部活動報告
12 月 21 日（日）に市内の楽団および中学校・高校
の吹奏学部による「大和市音楽フェスティバル 2014
吹奏楽の部 クリスマスコンサート」が大和市生涯
学習センターホールで行われ、本校吹奏楽部も参
加して 2 曲を演奏した。
クリスマスらしい趣向を凝
らした発表で、来場したお客
様の方々から好評を博した。

吹奏楽部よりお知らせ
第3回定期演奏会
時：3 月 15 日（日）
開場 15：30、開演 16：00（予定）
場 所：大和市渋谷学習センター 多目的ホール
（小田急線高座渋谷駅西口より徒歩 2 分）
入 場：無料
今年も吹奏楽部の一年間の活動の集大成とし
て、精一杯取り組みます。多数の方々の来場を
お待ちしております。
日

書道展受賞報告
神奈川県高等学校総合文化
祭 第 51 回高等学校書道展にお
い て、海 沼 舞 夢（３−Ｆ）、志
田遼真（１−Ｂ）、木野翔太（１
−Ｆ）、山 田 拓 海（１−１）が
特選に選ばれた。中でも海沼
舞夢の作品は、優秀作品として
選抜され、平成 27 年 1 月 29 日
（木）〜 2 月 3 日（火）に 神 奈 川
県 庁・新 庁 舎 1 階 ロ ビ ー、平
成 27 年 2 月〜 8 月に神奈川県
教育局内において展示される。

大作の部特選
木野翔太

演劇サークルよりお知らせ
りんぶん村の芝居小屋
（主催：大和市教育委員会）
日 時：3 月 15 日（日）
開場 11：30、開演 12：00（予定）
場 所：大和市林間学習センター
（小田急線南林間駅東口より徒歩 8 分）
入 場：無料
本校の演劇部が出演します。
他にも、地元で活躍する個性豊かな演劇団体
が出場する楽しいイベントなので、どうぞ皆様
お誘い合わせの上、ご来場ください。

柏木実業専門学校 本校舎
【留学生受入適正校に認定されました】
東京入国管理局より、留学生受け入れ適正校に認定さ
れました。これにより、本校に入学する留学生は、2 年
ビザが付与され、ビザの更新審査項目が軽減されます。
【星槎学園高等部北斗校との高専連携プログラムを開始】
10 月 2 日（木）〜 2 月 17 日（火）までの予定で、星槎学園
高等部北斗校との高専連携プログラムが開始されました。
毎週火曜日と木曜日に、電卓とパソコンに関する講座
を 2 時間ずつ開講し、全経電卓計算能力検定と全経文書
処理能力検定ワープロ部門に関する知識・技能を指導。
来年 2 月に施行予定の両検定試験の合格を目指します。
【研修旅行に行ってきました】
11 月 27 日（木）〜 28 日（金）、山梨
方面に研修旅行に行ってきました。
27 日（木）は、河口湖クラフトパー
クにてサンドブラスト体験を行いま
した。ほとんどの学生が初めての体験となりましたが、で
きあがった作品に満足気な様子でした。その後、石和温泉
「華やぎの章甲斐路」で 一泊し、夕食と温泉を楽しみました。
28 日（金）は昇仙峡散策を行いました。散策コースから
見える滝や紅葉の美しさに、学生か
ら感嘆の声が上がっていました。
2 日間の研修旅行を通して、日本
の技術と四季の美しさに触れると共
に、クラスメイトとの良い交流の機
会となったようです。
【第 4 回・第 5 回オープンキャンパスを開催】
11 月 29 日（土）と 12 月 6 日（土）に オ ー プ
ンキャンパスを開催しました。
11月 29 日（土）は本校舎にて「PowerPoint
の使い方講座」を、12 月 6 日（土）は研修セ
ンターにて「医事コンピュータ講座」を体験
参加者の作品
授業として行い、参加した本校に出願予定
の高校生からは「進学後の授業がイメージできた」との声
が聞かれました。
次回、今年度最後のオープンキャンパスは平成 27 年 1
月 24 日（土）本校舎にて「ビジネスメール基礎知識講座」
を体験授業として行う予定です。参加をご希望の方は、
右下の問い合わせ先までご連絡下さい。
【平成 26 年度 経理実務コンクールを開催】
12 月 10 日（水）に経理実務コンクールを開催しました。
本校で最も伝統ある文化行事で、今年
度は簿記・パソコン・一般社会常識の 3
部門で開催しました。普段の学習の成果
を如何なく発揮し見事優勝を果たしたの
は、以下の学生・クラスです。
簿 記 の 部 医療情報学科 1 年 土屋
愛
パ ソ コ ン の 部 医療情報学科 1 年 土屋
愛
一般社会常識の部 医療情報学科 1 年 長島 朋美
クラス対抗の部 医療情報学科 1 年
個 人 総 合
日本人学生の部 医療情報学科 1 年 土屋
愛
之凱
中国人学生の部 経営経理研究科 2 年 孫
非漢字圏学生の部 情報ビジネス科 1 年 MISHRA PANKAJ

柏木実業専門学校 研修センター
【神奈川県委託訓練 12 月生入校式】
12 月 2 日（火）簿記パソコン事務科、介
護職員初任者研修科、医療調剤介護事務・
PC 科、3 コースの入校式が行われました。
再就職につなげる為の貴重な訓練期間と
なりますので体調管理に留意し、頑張ってください。
【職業人講話】
研修センターで学ぶ受講生を対象とした職業人講話や職場
見学、企業説明会が 11 月、12 月も数多く実施されました。
《職業人講話：就職支援授業》
医療調剤介護事務・PC 科
11 月 13 日（木）全国医療教育推進協会
青木崇幸先生
簿記パソコン事務科
11 月 18 日（火）ネットスクール株式会社
法人営業部 原田政樹先生
12 月 22 日（月）相鉄ホールディングス株式会社
監査部長 岩井未知男先生
介護職員初任者研修科
12 月 11 日（木）社会福祉法人緑樹会
介護老人福祉施設ラペ瀬谷の施設長 三畑晃先生
大樹の郷 武内喜久子先生
12 月 12 日（金）アスモ介護サービス株式会社
人事課 沼田利昭先生
《職場見学》
医療・調剤・介護事務 PC 科 9 月生
11 月 19 日（水）大和徳洲会病院 佐々木新一先生
《企業説明会》
介護分野…株式会社ニチイケアパレス
特別養護老人ホーム和喜園
ワタミの介護株式会社
株式会社ユニマットそよ風
医療分野…株式会社ソラスト
【社会福祉会計簿記初級・中級無料講習会を開催】
11 月 9 日（日）
、30 日（日）に 社 会 福 祉 会
計簿記認定試験対策講座の初級と中級コー
スを開講しました。今回は大和会場にて認
定試験申込をされた方を対象に無料での実
施となりました。
社会福祉会計簿記は「社会福祉法人会計基準」に基づく簿記
で、介護施設等の社会福祉法人団体では日常的に使用されてい
るものです。講習会は 50 名の参加のもと、初級コースは川向和
平講師、中級コースは小泉あずさ講師により実施されました。
また、12 月 7 日（日）には研修センターにて第 10 回社会福祉
会計簿記認定試験を施行しました。
【就職近況報告】
修了生 野田歩惟さん
大和徳洲会病院へ就職、看護助手担当
医療・調剤事務科を平成 26 年 3 月に修了後
すぐに就職が決まり、看護助手業務を担当、
医療現場にて即戦力として活躍されています。

入学願書・学校見学・体験入学 受付中
入学願書・学校見学・体験入学の受付は随時行っており
ます。詳細については下記までお問い合わせください。

柏木実業専門学校 入学相談係
Ｔ Ｅ Ｌ：０４６−２６１−０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

修学旅行

簿記チャンピオン大会

2 学 年 は 11 月 3 日（祝・月）〜 11 月 6 日（木）に 修
学旅行で沖縄へ行ってきました。
初日は首里城、守礼門へ行き、沖縄の歴史に触れ、
道の駅「かでな」では、米軍の嘉手納基地を一望す
ることができました。2 日目はバナナボード、シュ
ノーケリング体験、クラフト体験をした後、美ら
海水族館、ナゴパイナップルパークを巡りました。
3 日目はおきなわワールドで沖縄の伝統、エイサー
を見た後、ひめゆりの塔、平和記念公園へ行き、
沖縄での戦争の出来事を知り、戦争の悲惨さを学
びました。また、琉球ガラス村では各クラスの代
表が吹きガラス体験もしました。最終日の国際通
りではたくさんのお土産を買っている生徒の姿が
見られました。
4 日間と長いようで短い期間の修学旅行でした
が、笑顔あふれる楽しい修学旅行でたくさんの思
い出がつくれました。

11 月 9 日（日）に開催された TAC 簿記チャンピオ
ン大会で簿記部の生徒が出場し、村上君と阿部さ
んが高成績を残すことが出来ました。結果は以下
の通りです。
日商 2 級の部 個人 2 位 村上 航暉
日商 3 級の部 個人 2 位 阿部 美有紀

美術展書道の部 銅賞
科学技術学園高校主催平成 26 年度第 43 回美術展
書道の部において、3A 安達美輝さんの「蜂去花心
静」が銅賞を獲得しました。昨年の金賞に引き続き
2 回目の入賞となりました。今後は書道を趣味とし
てではなく、進路先にいかしてほしいと思います。

生徒会選挙
平成 27 年度の新役員を選出する、生徒会役員選
挙が 11 月 10 日（月）に厳粛な雰囲気の中で行われま
した。近い将来に選挙の有権者となる生徒たちに、
生徒会役員選挙を通じ選挙について実際に体験し
学びとってもらうため、大和市の協力を得て衆参
議員選挙で実際に使われる投票箱、投票台、記載
台を使用し行われました。
新生徒会役員として選出されたのは以下のメン
バーです。
会 長
副会長

村上 航暉
田中 一輝
小川 純奈

書 記
会 計

西川
中林

彩乃
拓海

新生徒会役員達が、学校をより良くする為に、
様々な提案を掲げ、仕事に誇りを持ち張り切って
今後生徒会活動をしてくれる事を期待します。

日商簿記2級合格
本校の村上航暉君が 11 月の日商簿記検定 2 級に
合格しました。
「日商簿記は大人の方でも合格する
ことが難しい検定ですが、次は日商 1 級に合格した
いです。」と夢に向かって努力をしています。

地域の方々へ年賀状作成講習
12 月 6 日（土）に生徒会が近隣の小学生をお招き
して、年賀状作成講習を行いました。参加した子
ども達は「楽しかった。」と笑顔で嬉しそうに作品を
持ち帰りました。

1学年進路ガイダンス
12 月 5 日（金）に 1 学年の進路ガイダンスが行わ
れ 10 校の専門学校が来校しました。各々が興味を
持っている分野を、専門の講師から話を聞き、実
際に体験しながら作業をするという職業別デモ型
ガイダンスでした。
将来の職業を想定し実際に体験をさせることに
より、仕事への理解を深めると共に興味や関心を
持たせるガイダンスとなりました。

インターンシップ
12 月 12 日（金）に都筑ヶ丘幼稚園でインターン
シップが行われ、1 学年の 12 名が参加しました。
「先
生」という仕事がどのような流れで行われているの
かを実際に体験しました。
また、挨拶やコミュニケーションの重要性を学
ぶ良い機会となりました。

12月7日（日）

この日に向けて、各クラスでは一生懸命練習に
取り組んできました。遊戯・劇・オペレッタの中
で自分の希望した役を、一人ひとりの個性を発揮
しながら、堂々と発表することができました。沢
山のお客様を前にして、少し緊張した様子も見ら
れましたが、終わって舞台を下りた時の子どもた
ちの顔は、満足感に溢れていました。保護者の皆様、
温かい声援と拍手をありがとうございました。

あ る 日、幼 稚 園 に 登 園
するとサンタさんからの
お手紙が !! 子どもたちは、
その日から毎日クリスマ
ス会を楽しみにしていま
した。当日はサンタさんの登場に大喜びの子ども
たち♪一緒にうたを歌ったり、先生たちの出し物
を見たり、最後には、サンタさんからプレゼント
をもらい素敵な一日となりました。
限られた時間でしたが、沢山の未就園児が参加
してくれました。近くで見る大きな体のサンタさ
んに少し驚いている子も
いましたが、一緒に写真
を撮ったりプレゼントを
もらったり楽しい時間を
過ごしました。

Ƴ

ݟఱ

12月18日（木）

クリスマスよりも一
足早くサンタさんが
やってきて、子どもた
ちが通園するバスを運
転してくれました。朝
は「Good morning!!」
帰 り は「Good-bye!!」
と英語で挨拶を交わす姿が可愛らしかったで
す。来年も来てくれるかな？

地域開放事業でアートフ
ラワーと木の実を使って、
華やかなしめ縄を作り楽し
みました。

1 月 8 日（木）に獅子舞がやっ
てきます。毎年、獅子舞の迫力
に驚いて泣いてしまう子もいま
すが、幸せを招くと共に厄病退
治や災いのお払いをしてもらおうと思います。今年
一年も元気に過ごせますように。そして、保護者の

12月11日（木）

皆様にとりましても素敵な年になりますように。

あいにくの雨でしたが、子
どもたちの元気な掛け声が駐
車場に響き渡りました。あんこ・
きなこ・のりしょうゆの味付けの
おもちはどれも好評で、おかわり
もたくさんしていました。
豚汁とみかんも食べてお
腹いっぱいの一日でした。

1月19日（月）

今年もバザー収益による還元ショーを行
います。テレビやメディアで大活躍中の杉
山兄弟が来園して、いろいろなシャボン玉の技
を見せてくれます。どうぞお楽しみに！

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

新春のごあいさつ
会員の皆様には、昨年一年間大変お世話にな
り、ありがとうございました。早いもので今年
度も残すところあと一学期間となりました。
三年生は、高校生活最後となる時間を有意義
に過ごし沢山の思い出を作ってください。二年
生は、間もなく修学旅行を控えていますが、ケ
ガのないよう楽しい経験をしてきてください。
一年生は、新入生を迎えるにあたり、先輩にな
る心の準備を始めてください。
保護者の皆様におかれましては、朝晩大変寒

恭賀新嬉
2015 年、未年（ひつじ年）を迎えました。新
年明けましておめでとうございます。
元々、干支は「子から始まり亥に至る植物の
発達段階を十二段に分けて表したもの」で、庶
民が分かりやすいように身近な動物に割り当て
られたと言われております。そして、ひつじ年
の「未」は、
「まだ熟しきらない成長途上の植物」
（未熟の未）を表していると言われております。
人間として成長過程の段階である学生の皆さ
んの、資格検定試験の合格や就職内定の便りを
耳にし、大変嬉しく思います。3 月に卒業する学

新年、明けましておめでとうございます。
昨年は、保護者の皆様に、PTA 活動にご協
力いただきありがとうございました。今年もよ
ろしくお願いします。本格的な冬となり、寒さ
が厳しくなってきました。体調にはくれぐれも
お気を付けて下さい。
三年生は学園生活最後の学期となります。そ
れぞれの道へ進むべく、悔いの無いよう過ごし、
たくさんの思い出を作って下さい。
二学期は色々な行事や検定がありました。11
月 3 日（月）〜 11 月 6 日（木）、二年生は沖縄へ三

あけましておめでとうございます
おだやかな初春をご家族でお迎えされたこ
ととお慶び申し上げます。
お遊戯会、おもちつき、クリスマス会など、
先生方のご尽力と保護者の皆様のご協力によ
り、無事に終えることができましたことを心
より感謝申し上げます。
3 学期は、卒園や進級に向けての準備が始ま
ります。年長はケータリングで給食の練習を

柏木学園高等学校後援会

くなってきましたので、体調を崩さないように
気をつけていただき、また今年一年間が皆様に
とりまして幸多き年でありますようお祈り申し
上げます。
本年も、役員一同力を合わせて子ども達をサ
ポートしていけるよう努力してまいりますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。
平成 26 年度後援会会長

吉澤

みゆき

柏木実業専門学校教育交流会

生の皆さんにとっては、残りわずかとなった学
生生活ですが、社会人として少しでも「完熟」に
近づけるよう、精進を重ねて下さい。また、1
年生の皆さんは、4 月から本格化する就職活動
に備え、資格検定試験の上位級取得や一般常識
の学習など、できる限りの準備を進めて下さい。
3 月の卒業式で、卒業生の皆さんとお会いで
きるのを、楽しみにしております。
教育交流会会長 安藤 満

大和商業高等専修学校ＰＴＡ

泊四日の修学旅行に行きました。天候にも恵ま
れ、たくさんの思い出を作ることが出来ました。
11 月 20 日（木）の PTA 研修では、講師を招い
て Xmas キャンドルフラワーを制作しました。
センス溢れる素敵な作品に仕上がり、一つは学
校へ飾らせて頂きました。次回の研修も楽しく
できるような企画をしますので保護者の皆様の
ご参加をお待ちしております。
PTA 2 学年役員

都筑ヶ丘幼稚園父母の会

し、年中・年少はクラスにかかわらず、たく
さんのお友達との交流を図り、次年度に備え
ます。今までとは違う緊張感がまた子ども達
を強くします。
子ども達の健やかな成長に感謝し、1 日 1 日
を大切に過ごしていきたいと思います。
父母の会会長

髙橋

廣子

平成 27 年 1 月 〜 3 月行事予定表
1/7
1/8

柏木学園高等学校

柏木実業専門学校

生徒冬季休業終了

1/8
冬の文化交流会
1/17
全経社会常識能力検定
1/21-23 進級・卒業試験（後期試験）
1/24
第 6 回オープンキャンパス
全経計算実務能力検定
1/26-2/20 検定授業週間
1/26-28 追試験（午後）
1/30
再試験者発表
全経所得税、法人税、消費税法能力検定
2/1
産能大科目修得試験
2/2
再試験（午後）
2/3
特別試験者発表
2/4
特別試験（午後）
2/7
全経文書処理能力検定
秘書技能検定
2/13
進級・卒業判定会議
2/15
全経簿記能力検定
2/21
全経電卓計算能力検定
2/22
日商簿記検定
3/9
卒業式・卒業記念パーティー
3/20
修了式

始業式

1/14 第 2 回漢字コンクール
1/17 大学入試センター試験
実力診断テスト
（ 1 年アド＋希望者）
（ 2 年アド＋希望者）
1/18 県高等学校総合文化祭閉会式
1/20 期末試験日程発表（ 3 年）

1/23 英語検定
1/27-30 期末試験（ 3 年）
2/2

期末試験予備日（ 3 年）
修学旅行事前指導（ 2 年）

2/3-6 修学旅行（ 2 年）
2/9

短縮 45 分授業・大掃除

2/10 生徒自宅学習日
2/16 登校日（ 3 年）
2/24 期末試験日程発表（ 1・2 年）
2/27 短縮 40 分授業
卒業生を送る会
3/2-4 期末試験（ 1・2 年）
大掃除（ 3 限）
3/6

卒業証書授与式

3/9

期末試験予備日

3/18-23 2 者進路面談期間（ 1・2 年）
3/24 大掃除
3/25 修了式
3/26 生徒春季休業開始

1/15

医療・調剤・介護事務 PC 科
１月生 入校式
1/19 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
12 月生 職業人講話
（ネットスクール株式会社）
1/20 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC 科
12 月生 職業人講話
（全国医療教育推進協会）
（県委託訓練）介護職員初任者研修科
2/3
2 月生 入校式
2/3-6 介護職員初任者研修科
12 月生 介護実習
ル・リアンふかみ
サンホーム鶴間
グリーンライフ湘南台
グリーンケア善行
（県委託訓練）医療調剤介護事務・PC 科
2/4
12 月生 医科医療事務検定
2/9
医療・調剤・介護事務 PC 科
1 月生 職場見学（大和徳洲会病院）
2/17
簿記・パソコン基礎科
2 月生 入校式
2/26
簿記・パソコン基礎科
2 月生 職業人講話
（相鉄ホールディングス株式会社）
（県委託訓練）医療調剤介護事務・PC 科
12 月生 調剤事務検定
2/27 （県委託訓練）
簿記パソコン事務科
介護職員初任者研修科
医療調剤介護事務・PC 科
12 月生 修了式
3/4
短期訓練 介護補助員養成科
3 月生 入校式
3/5
簿記・パソコン基礎科
2 月生 職業人講話（西迫会計事務所）
3/12
簿記・パソコン基礎科
2月生 職業人講話（佐々木行政書士事務所）
3/18 （県委託訓練）介護職員初任者研修科
2 月生 職業人講話
（株式会社アスモ介護サービス）
社会福祉法人緑樹会
介護老人福祉施設ラペ瀬谷
3/19
簿記・パソコン基礎科
2 月生 職業人講話
（プルデンシャル生命保険株式会社）
3/26
医療・調剤・介護事務 PC 科
3 月生 入校式
簿記・パソコン基礎科
2月生 職業人講話（ネットスクール株式会社）
3/30-31 短期訓練 介護補助員養成科
3 月生 介護実習
ル・リアンふかみ・サンホーム鶴間
ひまわりの郷・和喜園

（

（

（

1/8

始業式・PTA 運営委員会

1/9

平常授業開始

1/9-16 あいさつ週間
1/10 体験学習⑨
1/13・15 介護職員初任者研修
1/16 月曜日授業・生徒集会
1/17 推薦入試③
1/19-23 卒業試験
1/20・22 介護職員初任者研修
1/23 防犯ボランティア⑥
1/24 全経計算実務検定
1/25 英語検定
1/27・29 介護職員初任者研修

研修センター

1/21 大掃除（ 5 限・LHR）
1/22 生徒自宅学習日

大和商業高等専修学校

）

）

）

2/1

全経税務会計検定

2/2

生徒集会

2/3・5 介護職員初任者研修
2/6

３限までの授業
（翌日の入試準備のため）

2/7

一般入試

2/8

秘書検定

2/9-13 特別授業
2/15 全経簿記検定
2/16 ワープロ、デザイン、
プレゼン検定
2/16-20 期末考査
2/17 介護職員初任者研修
2/19 PTA 運営委員会
介護職員初任者研修
2/20 校内ガイダンス（２年）
美化デー
2/21 全経電卓検定
2/22 日商簿記検定
2/23 表計算、ＨＰ、スピード検定
保護者面談開始
2/24・26 介護職員初任者研修
2/27 全関東ボウリング大会
3/2

スポーツ文化デー

3/3

介護職員初任者研修

3/9

卒業式

3/10・12・17・19
介護職員初任者研修
3/24 大掃除
3/25 修了式

都筑ケ丘幼稚園
1/5
1/7
1/8
1/13
1/14

月謝引き落とし日
始業式
獅子舞
役員会
懇談会
川和小学校玉川先生のお話（年長）
1/19 バザー収益還元ショー
1/20 プレ保育「つくしんぼ組」
地域開放事業ヨガ
川和東小学校と交流会
1/21 平成 27 年度新入園児体験保育
在園児休園
1/24 横浜市幼稚園大会
1/26 地域開放事業エアロビクス
お楽しみ会・ダディー＆マミー
1/27 誕生日会（ 1 月）
1/28 教員研修会
1/29 川和小学校と交流会
1/30 午前保育
2/1
作品展
2/2
作品展振替休日
月謝引き落とし日
2/3
豆まき
2/4
教員研修会
2/5
お店やさんごっこ
2/9
役員会
2/10 誕生日会（ 2 月）
2/12・13・16・17 個人面談（午前保育）
2/18 27年度新入園児一日入園及び教材渡し
在園児休園
2/19 クッキング保育（年中）
2/23 父母の会予算総会
ケータリング（年長）
2/24 プレ保育「つくしんぼ組」
2/26 観劇会
2/29 川和東小学校交流会（年長）
3/2
月謝引き落とし日
誕生日会（ 3 月）
3/3
ひなまつり会
3/4
教員研修会
3/9
卒園式予行
3/10 お別れ会
3/11 懇談会（年長）
3/13 午前保育
3/14 卒園式
3/17 プレ保育「つくしんぼ組」
3/18 懇談会（年中・年少）
3/20 修了式
午前保育

学 園 本 部
1/7
3/6
3/9
3/14
3/27

職員仕事始め
高等学校卒業式
専門学校・大和商業卒業式
幼稚園卒園式
役員会

○学園本部：高村・井川・丸山・細川 ○柏木高校：谷村・小島
○大和商業：岩城・大友・青木
○柏木実業：伊藤（正）・伊藤（史）
○幼稚園：中世古・長井・飛田・伊藤・上阪・山口・天野

