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− 進路を決めるまで −
4月に前任の坂本校長に代わって大和商業高等専修学校
に着任した山廣です。
そろそろ進路を決定しなければならない生徒の皆さん
に、自分の経験をお話ししようと思います。
私の場合、最初から教員という目標を持っていたわけで
はありません。中学生の頃は、JR（当時は国鉄といいました）
の車掌、なかでも貨物列車の車掌になれたらいいなあと
思っていました。
踏切で貨物列車が通り過ぎるのを待っていると、長い連
結車両の最後尾には必ず小さな車掌専用車がくっついてい
て、片肘を窓枠にのせた車掌がぼんやりと進行方向を眺め
ているのをよく目にしたものでした。寒い冬には、その車
掌専用車の屋根からは石炭ストーブの煙がたなびいてい
て、ただで国内を旅行できそれで給料がもらえて何とうら
やましい仕事なんだろうと思っていました。
進路を考えなければならなくなった高校2年生の時には、
自分にはたぶん窮屈な会社勤めはつとまらないだろうな、
楽して自由に生きたいもんだと虫のいい事を考えていまし
た。子どもの頃から描くのが好きで少々絵には自信があっ
たのと、数学など理系科目がめっぽうできなかったので、
いっちょうアーティストになって一旗あげるかと考えまし
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た。とはいうものの、本当の自信はなかったので芸大という
ブランドが欲しくて美術の受験勉強を始めました。何年か
浪人をしましたが残念ながら芸大には合格せず、別の美大
にどうやらはいることができました。在学中、卒業後何回か
個展やグループ展を開きましたが、結局アーティストには
なれませんでした。そのかわり教員として、美術の面白さを
高校生に伝える仕事に携わることになり、現在に至ってい
ます。
私の場合、良い作品を創ろうと美術に没頭した10代の後
半から20代の後半までの経験のおかげで、それ以前よりき
ちんとモノを考えるようになりました。優れた美術作品の
鑑賞や分析をとおして「好き」
「嫌い」とは別の、
「良し」
「悪
し」という価値観が美術の世界だけでなくどんな世界にも
あることが解るようになってきました。
「お宝鑑定団」を思
い浮かべてみてください。良い作品も悪い作品も、その根拠
を伝えることができているでしょう。
すべての事が得意な人間は、あまり多くありません。簿記
でもパソコンでもスポーツでもかまいません。卒業するま
でに、自分が継続して取り組める分野を見つけてください。
今よりも少し上手くなろうとする経験は、きっと皆さんの将
来の財産となると思います。

体育祭

野球部・神奈川大会

6月12日（金）に予定されていた体育祭が、雨天の
ため順延となり、6月15日（月）に本校グラウンドに
おいて行われた。今年度は、赤・青・黄色・緑の4
組による色別対抗戦の形で、大縄跳び、むかでパン
食い競争、騎馬戦、障害物競走等の競技で争った。
結果は、以下の通り。

今年度の全国高等学校野球選手権神奈川大会の
抽選会が6月13日（土）に行われた。参加校は186校
で、本校野球部の第1試合は7月14日（火）13：30よ
り大和スタジアムにおいて、相原高校と対戦するこ
とが決定した。
またラジオ日本の番組「甲子園をめざして」の6
月23日（火）の回で本校の作品がオンエアされた。
今回は、視聴覚委員が中心となって企画を担当し、
視聴覚委員のほかに、野球部員が参加した。

総合優勝

黄色組

応援合戦1位
色別対抗リレー 1位
綱引き1位

黄色組
黄色組
赤組

軽音楽部活動報告
5月5日（祝・火）にアメ
リカ軍の横田基地でおこ
なわれた「JAPANDASIADay Culture Festival」に
招待された。顧問の佐藤
宏拓穣教諭とアメリカンスクールの先生との関係
で今回の演奏会が実現したが、軽音楽部からは11
名の生徒が参加した。演奏会では映画「アナと雪の
女王」の挿入歌「Let It Go」を演奏すると、聴衆も生
徒と一体となって英語で歌い、まさに異文化交流の
場となった。
5月9日（土）に軽音楽部は、
「第38回大和市民まつ
り」に参加した。大和駅プロムナードに設けられた
ステージでは多くの参加団体がパフォーマンスを
披露した。今年で3回目の参加となる本校も、生徒
の保護者らが声援を送るな
か、渾身の演奏をすることが
できた。今後もこのような地
元に根を下ろした活動に参加
していきたいと思う。

バレーボール部大会報告
4月29日（祝・水）に行われた関東高等学校バレー
ボール大会県予選会北相地区予選会において、男子
が代表決定リーグを勝ち抜き、県大会に出場した。

お知らせ
第39回全国高等学校総合文化祭
2015 滋賀 びわこ総文 吟詠剣詩舞部門
日 時：8月1日（土）
開会式9：30 〜
場 所：野州文化ホール
（ JR琵琶湖線 野洲駅下車 徒歩3分）
本校短歌書道部が、
「平成27年度神奈川県高
等学校総合文化祭」吟詠剣詩舞部門において優
秀な成績を収め、神奈川県代表として派遣され
ることになりました。

陸上部大会報告
5月3日（日）に行われた第53回高等学校総合体育
大会において、林茂生（2−I）が110ｍハードルで8
位入賞し、県大会に出場した。また、規定タイムに
達したため、神奈川県陸上競技選手権にも出場が決
まった。

バドミントン部大会報告
5月4日（祝・月）に行われた高等学校総合体育大
会県予選ダブルスの部において、船水秀平（ 3−J ）
・
松 井 優 樹（ 3−J ）ペ ア が5位・中 田 和 幸（ 3−B ）・
戸来陵雅（ 3−D ）ペアが6位入賞し、県大会出場を
決めた。
5月6日（祝・水）に行われた同大会シングルスの
部において、松井が優勝し、ダブルスと併せて県大
会に進出した。
5月10日（日）に行われた同大会団体の部におい
て、ブロック準優勝し、県ベスト16に入った。
6月21日（日）に行われた伊勢原市バドミントン
選手権において、松井がシングルスBクラス優勝、
野 口 友 之（ 2−G ）が シ ン グ ル スCク ラ ス 第3位 と
なった。

後援会バス研修旅行
5月30日（土）に本校の後援会主催のバス研修旅
行が行われた。今年は、保護者・
教員計37名が参加し、
「ミステ
リーツアー」と題して、浅草、
築地場外市場、東京スカイツ
リーなど、東京都内の観光名
所を見て回った。

お知らせ
大和市演劇フェスティバル2015
日 時： 8月23日（日）
開場12：00、開演12：30
場 所： 大和市生涯学習センターホール
（相鉄線・小田急線大和駅北口より徒歩10分）
入 場： 無料
本校の演劇部が参加します。
地元で活躍する個性豊かな7つの演劇団体が
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。
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【サークル活動が始動】
学生の講義外活動の一環として、平成27年度サークル活動
が5月より始動しました。今年度活動を行うのは、以下の5
サークルとなります。大会参加、資格取得など各サークルの
目標達成に向け頑張って下さい。
中国語研究会
（顧問：九嶋先生） 活動日：毎週月曜日
簿記・電卓研究会 （顧問：伊藤先生） 活動日：毎週火曜日
ＩＴ研究会
（顧問：小澤先生） 活動日：毎週水曜日
英語研究会
（顧問：上田教頭） 活動日：毎週木曜日
日本語研究会
（顧問：九嶋先生） 活動日：毎週金曜日

【神奈川県委託訓練6月生入校式】
6月16日（火）に 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。これから3
ヵ月間の訓練期間となりま
す。体調に留意し、頑張って
ください。

【春の文化交流会（バーベキュー）を開催】
5月15日（金）に、大和市泉の森キャン
プ場にて、春の文化交流会としてバーベ
キューを行いました。
平成27年度が始まってから最初の全校
行事でした。学生は15の班に分かれて、肉や野菜などを炭火
と鉄板を使って焼き、バーベキューを楽しんでいました。
竈（かまど）と竈の距離が近いこともあり、学生・教員それ
ぞれがお互いに親睦を深めることができました。

【神奈川県委託訓練8月生コース説明会・見学会実施】
5月28日（木）、6月2日（火）、6
月5日
（金）の3日 間 に わ た り、8
月4日（火）より開講する簿記パ
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コースのコース説明会・学
校見学会を実施しました。
参加された皆様は意欲的で質問も多数でていました。
〔次回コース説明会・学校見学会開催日 委託訓練10月生〕
・簿記パソコン事務科
7月23日、29日、30日
・介護職員初任者研修科
7月23日、29日、30日
・医療調剤介護事務・PC科
7月23日、27日、31日

【紅葉祭を開催】
6月5日（金）と6日（土）の2日間、大和商業高等専修学校と
合同で紅葉祭を開催しました。
<くずきり・ワッフルの提供、RPGゲームの発表>
日本人学生は、日本の伝統的な涼菓の一つ「くずきり」と
「ワッフル」を提供しました。また、IT研究会は昨年から制作
を進めていたRPGゲームの発表をパソコン室で行いました。
<ネパール語教室／ネパール焼きそば／ネパールショー >
ネパール人留学生は、3グループに分
かれて参加しました。
ネパール語教室では、ネパール語での
挨拶の仕方や、氏名の記入方法について
来場者の皆様に教授しました。
ダンスを披露した情報ビジネス科
１年 ネウパネ スニタ
屋外テントでは、本場ネパールの焼き
そば「チャウミン」を提供し、2日間で200食以上の売り上げ
を記録しました。
2日目のステージでは「ネパールショー」を公演。伝統的民
謡「Resham Firiri」と舞踊「Gairi Khet Ko Dance」を披露しま
した。
<中華食堂>
中国とモンゴルの留学生は、毎年恒例
となった中華食堂をオープン。もちもち
食感のスープ餃子とタピオカ入りココ
ナッツミルクドリンクを販売しました。
<ヘルシーベトナム麺>
ベトナム人留学生は、レモンと唐辛子の爽やかなピリ辛
スープがベースのベトナム麺の提供を行いました。
<テーカデ〜おいしいパンケーキ〜 >
スリランカ人留学生は、ココナッツが効いた甘いソースを、
筒状に丸めた生地に入れたパンケーキ（クレープ）とお茶を
提供しました。
<アタイヤ（セネガル茶）の試飲提供>
セネガル人留学生の情報ビジネス科1年
のチャム イディリサ ハユデイが、屋外テ
ントでセネガルのミントティー「アタイヤ」
の提供を行いました。普段飲み慣れない甘
いお茶の味に、試飲をしたお客様からは
「おいしい」との声が聞かれました。
【本校ホームページをリニューアル】
6月16日（火）に、本校ホームページをリニューアルしまし
た。新しくなった柏木実業専門学校のホームページを、どう
ぞ宜しくお願い致します。

【就職近況報告】
介護職員初任者研修科
修了生 渡辺 洋子さん
（平成26年12月生）
就職先 社会福祉法人 緑樹会
介護老人福祉施設 ラペ瀬谷
職業訓練を終了後、4月1日より勤
務を開始しています。
介護の現場にて即戦力として活躍
しています。

秋季簿記講習会のご案内
第141回日本商工会議所主催簿記検定の施行直前まで、
公開夜間簿記講習会を開催致します。本校の学生は、本校
事務局で申し込むと会員料金で受講することができます。
期
間 9月2日（水）〜 11月11日（水）
時
間 18：00 〜 20：15
会
場 大和商工会議所 会議室
受 講 料 2級 一般31,000円 会員19,000円
3級 一般25,000円 会員14,000円
申 込 締 切 平成27年8月25日（火）
※定員になり次第募集終了
※各級教材費として、上記受講料の他に3,000円程度必要と
なります。
問 合 せ 先 大和商工会議所 事務局（担当：多田）
TEL 046−263−9112

オープンキャンパス・学校見学・入学相談 受付中
7月25日（土）開催のオープンキャンパスの参加申込受
付中です。また、学校見学・入学相談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
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簿記チャンピオン大会優勝

『NEXT STEP』

6月7日（日）に開催されたTAC簿記チャンピオン
大会に簿記部の生徒が出場し、3年A組の村上航暉が
「日商2級個人の部」で優勝しました。次は7月に行わ
れる全関東簿記電卓珠算大会に向けて練習に励んで
います。

例年9月に行われていた紅葉祭ですが、今年は初の試
みで、6月に実施しました。新年度早々から始まった展
示・模擬店団体の準備は、実行委員をはじめとする生
徒が核となり、順調に進めることができました。
今までよりも次の段階へ、
『NEXT STEP』へと歩み
続けることを、今年のテーマとして誓い、多くの努力を
重ねた結果、生徒一人ひとりが例年以上の充実感を味
わうことができました。また、今年はとくに委員会や学
年での発表に力を入れました。次年度は文化・学術の
日頃の成果をより披露できるように、1年間活動してほ
しいと思います。

部活動大会成績
【陸上部】
6月6日（土）にShonanＢＭＷス タ ジ ア ム 平 塚 競 技
場で開催された全国高等学校定時制通信制陸上競技
大会神奈川県予選会において、2年D組の植村未来が
女子100ｍ・200ｍで2位となり8月に行われる全国大
会の出場を決めました。また、植村は神奈川代表のリ
レーメンバーにも選出されました。
【バドミントン部】
5月30日（土）・6月6日（土）に行われた全国高等学
校定時制通信制大会県予選では2年A組鈴木馨月が3
位になり、8月に行われる定通全国大会に出場するこ
とになりました。6月28日（日）に行われた北相地区
球技大会では、鈴木が優勝し、2連覇を達成、1年A組
小林將貴が3位になりました。

電卓4段取得
3年C組の永村ナオミユキが
電卓４段を取得しました。今後
は全関東簿記電卓大会に向けて
頑張ってほしいと思います。

母校訪問実施
在校生の母校訪問を今年も実施しました。
母校訪問でいただいた
中学校の先生方からの一言
・ アポイントをとって訪問してくれました。大人になっ
た彼に感動です。ご指導ありがとうございました。
・ この度は貴重な機会をありがとうございました。活き
活きとした高校生活を話す姿に嬉しくなりました。
・ たくさん資格をとって進学や就職に向けてがんばっ
てほしいです。

卒業生の就職先から
今年、3月に卒業した安達美輝さんは三和プランニン
グセンター（株）が発行する沿線情報新聞で編集の仕事
をしています。以下は5月に掲載された本人紹介記事の
一部です。
「編集部便り。入社して一ヶ月以上経過した
が若すぎて大丈夫？の心配は無用だったようで、持ち
前の明るさと素直さで仕事をテキパキとこなし、社の
アイドル的存在となっている。立派な社会人に育って
ほしい。」

【バスケットボール部】
6月20日
（土）神奈川県高等専修学校体育大会では男
子は準優勝をおさめ、6月28日
（日）北相地区定通高校
球技大会では3位という結果を残しました。また、今
年度は女子も公式戦に参加できることになりました。
【野球部】
神奈川県高等専修学校体育大会が6月20日（土）保
土ヶ谷公園軟式野球場において行われ、生蘭高等専
修学校に勝ち、2年連続優勝を果たしました。7月の全
国大会は3連覇がかかる大会だけに、気を引き締めて
戦う準備をしたいです。
【卓球部】
6月20日（土）に開催された神奈川県高等専修学校
体育大会において、団体戦で準優勝、個人戦では男子
の部で3年A組の田中大樹が準優勝、3年B組の平田
一樹がベスト4、女子の部で2年A組の北村彩花が第3
位となりました。これからも全国大会に向け練習に
励んでいきたいです。
【剣道部】
6月13日（土）に開催された全国高等学校定時制通
信制剣道大会神奈川県予選において、2年C組望月友
梨佳が、2年連続で神奈川県女子代表チームに選出さ
れました。全国大会は、8月3日（月）に日本武道館で
開催されます。
【サッカー部】
6月28日
（日）北相地区定通高校球技大会サッカー部
門が行われ、準優勝という結果を収めました。この大
会で得た経験を活かし、7月の全国高等専修学校体育
大会では、優勝できるように毎日、取り組んでいます。

5月21日（木）
6月4日（木）
5月29日（金）

今年の遠足は曇り空で、過ごしやすい1日となり
ました。子どもたちは汗をかきながらも元気に遊ん
でいました。
今年も年長組は園児だけの参加による遠足でク
ラスの友達との絆が深まる1日となりました。
年少・年中組は親
子遠足でゲームをし
たり皆でお弁当を食

6月3日（水）の虫歯予防集会で歯の大切さを
学び、歯磨きの約束をしました。歯科検診では
歯医者さんの前で
子どもたちは少し
緊張気味の様子で
したが、大きな口を
開けて診てもらう
ことができました。

べたりして楽しく過
ごしました。
年長 5月22日（金）

6月16日（火）

子どもたちが楽しみにしていたプール！天気
が良い日には思いきり水遊びを楽しんでいま
す。安全面に充分配慮
し、子どもたちと約束
を確認しながらプール
遊びを楽しく過ごして
いきたいです。

今年も幼稚園に蚕が
やって き ま し た。5ミ
リの大きさの蚕が桑の

menu
タコライス
コンソメスープ
パインゼリー

子どもたちは野菜をちぎったり包丁で材料を切っ
たり盛り付けをして、料理を作る楽しさを知りまし
た。一生懸命作った料理はおいしさも格別でした！

●平成28年度園児募集に向けて、6月より園

葉を毎日食べて人差し
指大まで成長します。
生き物の大切さや成
長の過程を毎日観察することができました。

見学を開始しています。
●7月14日（火）に第1回入園説明会、9月8日
（火）に第2回入園説明会を行います。
●7月21日（火）に 夕 涼 み 会 が あ り
ます。ご家族の方、地域の方、沢山
のご来園お待ちしています。

6月24日（水）

10年
栁 寿乃
先生

5年
伊藤美紀子
先生

会 長：尾籠

映子

副会長：池澤沙知子 佐藤 利枝

書 記：久保田友美 廣川 美香
会 計：加川 友恵 和田美也子
監 査：川村由紀子 藤野 博子

横浜文化体育館にて表彰式を行いました。

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ
ごあいさつ
初夏の候、皆様におかれましてはますますご健勝
のこととお慶び申し上げます。日頃より後援会活動
にご支援・ご協力をいただきましてありがとうご
ざいます。5月の総会で承認を頂き、新1年生の役員
を迎え総勢67名で後援会が始動しました。
早速、5月22日に神奈川県私学父母連合会総会に
出席、また、30日には後援会企画による築地場外市
場・浅草・東京スカイツリーに日帰りバス研修旅
行に行きました。浅草寺では、若手役者のお二人が
2グループに分かれて、普段見逃してしまう所やお

柏木学園高等学校後援会
店、
「仲見世」の由来等、丁寧な説明をしてくださる
のを聞きながら廻り、大変有意義な時間を過ごしま
した。
間もなく夏休みになりますが、事故のないように
過ごしていただきたいと思います。本年度も子ども
達の学校生活の応援団として務めますので、よろし
くお願いいたします。
平成27年度後援会会長

山雨来たらんと欲して風楼に満つ
平成27年度が始まり、早いもので3 ヶ月という月
日が流れました。学生の皆さん、資格取得や進路の
決定等、確固たる目標を見定め、有意義な学生生活
を過ごしていますか？
さて、夏の暑さと雨の鬱陶しさが同居する今日
この頃ですが、
「雨」にまつわる言葉に「山雨来たら
んと欲して風楼に満つ」という諺があります。
「山
雨が来る前には、まず高楼へ風がさっと吹きつけ
てくる。転じて、変事の前に情勢が穏やかなことは
ない」という意味です。

たくさんの笑顔
梅雨空と共に夏の訪れを感じる季節となりました。
入園・進級から3 ヶ月が経ち、元気に挨拶をした
り、楽しそうに園庭をかけ回っていたりと、4月か
らの成長をあちらこちらで見られるようになりま
した。
先日の遠足はぐずついたお天気でしたが、とても
楽しく過ごすことができました。保護者の皆様、ご

みゆき

柏木実業専門学校教育交流会
人は、とかく楽な生き方に走りやすい生き物で
す。若い学生の皆さんは、日々の平穏さを甘受する
ことなく、それ（＝自分の殻）を自ら打ち破り、知識
や技能の探求に明け暮れて下さい。きっと、未来を
切り開く力（＝スキルや検定資格等）が手に入るこ
とでしょう。
学生の皆さんの今後の活躍を期待しています。
教育交流会会長

新役員紹介
4月の入学式から早いもので3 ヶ月が経ちました。
5月のPTA総会に於いて役員改選が行われ、27年
度新メンバーでPTA活動を盛り上げるべく活動を
開始致しました。
毎年、2学期に行われている大イベントの『紅葉祭』
は、今年度は1学期開催となり、PTAでは恒例の揚
げ物模擬店と初のバザーを行いました。ご協力頂き
ました保護者の皆様、誠にありがとうございます。
さて、1学期も終わりに近づいてきました。各ご
家庭におかれましては、いま一度、充実した学校生
活を送れるよう話し合って頂けたらと思います。
PTA役員一同、微力ながらも皆さんが楽しい学校
生活を送れるよう、頑張ってまいりますので、ご協
力・ご支援をよろしくお願い致します。

吉澤

安藤

満

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
会
長
副 会 長
会
計
会計監査
書
記
運営委員

総

務

瀬戸みどり
田中祥子
中村友美
津山朱実
梅原陽子
望月久美子
永田恵
髙橋裕美子
品川淑実
鈴木淳子
青木美和子

川崎直子
下田和歌子
佐藤千晶
寺尾理恵子
笹岡順子
佐久間恵子
上間ちとみ 平田清美
手塚美納
川嶋知子
伊藤由紀子 木川マリン

PTA会長

瀬戸

みどり

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
協力・ご理解、ありがとうございました。
7月には夕涼み会が行われます。素敵な1日にな
るよう、保護者の皆様や先生方のご協力をいただき
ながら準備を進めております。たくさんの方々のご
参加をお待ちしております。
父母の会会長

尾籠

映子

平成 27 年 7月 〜 9月行事予定表
柏木学園高等学校
7/2-7 期末試験
7/9

試験返却
履修ガイダンス

7/11 総合学力記述模試（ 3年任意）
高校野球開会式
7/12 全経簿記検定
7/13 進路行事（ 1年）
7/14 進路行事（ 2年）
保健講話（ 1年）
野球応援
7/15 進路行事（ 3年）
7/16 薬物乱用防止教室（ 2年）
大学短大指定校推薦希望者ガイダンス
7/17 終業式
7/18 全経電卓検定
第39回全国高文祭滋賀大会派遣激励会

柏木実業専門学校
第2期AO入試エントリー受付期間
第3期AO入試エントリー受付期間
第2期AO入試面談日
全経文書処理能力検定
第4期AO入試エントリー受付期間
第3期AO入試面談日
販売士検定
全経簿記能力検定
第5期AO入試エントリー受付期間
講義終了・大掃除
第4期AO入試面談日
7/18
全経電卓計算能力検定
7/20
全関東簿記電卓大会※削除可能性有
7/23-29 第6期AO入試エントリー受付期間
7/24
第5期AO入試面談日
7/25
第2回オープンキャンパス
全経コンピュータ会計能力検定
7/27-28 仕事のまなび場
7/30-8/5 第7期AO入試エントリー受付期間
7/31
第6期AO入試面談日
8/3
第3回オープンキャンパス
8/6-26 第8期AO入試エントリー受付期間
8/7
第7期AO入試面談日
8/23
産能大科目修得試験
8/27-9/2 第9期AO入試エントリー受付期間
8/28
第8期AO入試面談日
9/1
講義開始
9/2-11/11 大和商工会議所主催 柏木実業専門学校共催
大和法人会後援 夜間簿記講習会
9/3-9
第10期AO入試エントリー受付期間
9/4
第9期AO入試面談日
9/9-11 前期試験
9/11
第10期AO入試面談日
9/14-16 午後追試験
9/26
第4回オープンキャンパス
販売士検定・全経社会人常識マナー検定

7/20 私学展
7/21-8/27 夏季休業
7/21-24 夏期講習1期
7/22-8/5 再履修期間
7/27-31 夏期講習2期
8/18-20 夏期講習3期
8/21 文化フェスタ2015
（県立青少年センター）
8/26-27 再履修検定試験
8/27 後援会役員会
8/28 始業式
8/31 基礎力診断テスト（ 1 〜 3年）
9/2

第1回漢字コンクール（ 5限）

9/4

履修科目生徒締切
陸上競技会

9/7-10/3 履修面談
9/9-10 文化祭準備
9/11-12 文化祭
9/14 文化祭片付け
（1・2限大掃除、3限以降授業）
就職選考試験受験激励会
9/15 文化祭代休
9/16 就職選考試験開始

大和商業高等専修学校

-7/1
7/2-8
7/3
7/4
7/9-15
7/10
7/11
7/12
7/16-22
7/17

美化デー
第2期分納入金締切
7/6

3年校内ガイダンス

7/7
7/8

7/3
7/6

年少・クッキング保育
誕生日会（ 7月）
スマイルクラブ

7/7

七夕会
役員会

7/8

面談日

座間南中学進路説明会

7/9

避難訓練

委員会活動の日

7/13 誕生日会（ 8月）

7/12 全経簿記検定
7/13 2年校内ガイダンス
3年校外ガイダンス
7/14 情報処理・プレゼン・HP検定
保護者会・学級懇談会
7/16 大掃除
7/17 終業式

（予選会）

7/14 28年度入園説明会
7/17 終業式（午前保育）
7/20 休園
7/21 夕涼み会
7/23-24 お泊まり保育（年長）
7/27-28 お泊まり保育予備日
8/3

7/27-29 全国高等専修体育大会
体験学習①

8/19-20 教員進学説明会

8/20-21 自由夏期保育（午前保育）
8/24 スマイルクラブ
8/24-26 夏期保育（午前保育）
8/25 26年度同窓会
9/1

（アミューあつぎ）
8/22 体験学習②
8/25 職員会議
9/1

始業式

9/2

平常授業開始

始業式
月謝引き落とし日
役員会

9/2

総合避難訓練

9/3

バザー実行委員会

9/4

運動会実行委員会

（かながわ県民センター） 9/7
8/21 教員進学説明会

月謝引き落とし日

8/10-14 預かり保育なし

7/25 コンピュータ会計能力検定
8/8

月謝引き落とし日
七夕親子製作

補習・保護者面談開始

全関東簿記珠算電卓競技大会

）

7/1

7/6-10 検定特別授業

7/20 高等専修学校展

7/13

（

ワープロ・デザイン・
スピード検定

7/18 全経電卓検定

研修センター
（県委託訓練）
介護職員初任者研修科
6月生 職業人講話
社会福祉法人 緑樹会
介護老人福祉施設 ラペ瀬谷
株式会社アスモ介護サービス
7/21
医療・調剤・介護事務PC科
4月生 調剤事務検定
7/22
医療・調剤・介護事務PC科
4月生 介護事務検定
医療・調剤・介護事務PC科
4月生 修了式
8/4
（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
8月生 入校式
8/18
（県委託訓練）
医療調剤介護事務・PC科
6月生 医科医療事務検定
8/18-21 （県委託訓練）
介護職員初任者研修科
6月生 介護実習
サンホーム鶴間／ひまわりの郷
わかたけ青葉／和喜園
ル・リアンふかみ
グリーンケア善行
グリーンライフ湘南
グリーンライフ湘南台
レストヴィラ高座渋谷
ハッピーデイズ高座渋谷
8/20
（県委託訓練）
介護職員初任者研修科
8月生 職業人講話
8/24
（県委託訓練）
簿記パソコン事務科
6月生 職業人講話
（佐々木行政書士事務所）
9/10
（県委託訓練）
医療調剤介護事務・PC科
6月生 調剤事務検定
9/11
（県委託訓練）
医療調剤介護事務・PC科
6月生 介護事務検定
（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
6月生 修了式

7/3

都筑ケ丘幼稚園

誕生日会（ 9月）

9/8

28年度入園説明会

9/9

懇談会

9/11 運動会園内予行
9/14 地域開放事業エアロビクス
個人カウンセリング（早乙女先生）
9/15 ちびっこ運動会
9/16 面談日

9/2-8 あいさつ週間

スマイルクラブ

9/3

PTA運営委員会

9/18 運動会園外予行

9/6

全国簿記電卓競技大会

9/21-23 休園

（本大会）
9/9

委員会活動の日

9/25 運動会園外予行予備日
9/28 28年度たんぽぽ組入園説明会
9/29 地域開放事業ヨガ

9/12 体験学習③

学 園 本 部

9/18 生徒集会
9/24 月曜日授業

9/1

教職員意向調査

○学園本部：高村・細川
○柏木高校：谷村・佐光
○大和商業：大友・青木・榎本・坂場・岩城 ○柏木実業：伊藤（正）・伊藤（史）
○幼稚園：中世古・長井・天野・柴村・北畠・山口・西山

