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短歌書道部・全国高等学校総合文化祭

柏木学園高等学校

全国高等専修学校体育大会
野球部大会優勝 3連覇

大和商業高等専修学校

ネパール地震 見舞金給付

お泊り保育 ソレイユの丘

− 将来に備える心構え −
4月下旬に発生したネパール大地震では多数の犠牲者や建物
倒壊など甚大な被害が発生しました。犠牲者のご冥福をお祈り
するとともに、被災地の一日も早い復興を願ってやみません。
柏木学園の各学校と幼稚園でも募金活動が行われ、専門学校
に学ぶネパール人学生一人ひとりに学園長からお見舞い金が
手渡されました。また衣類等を現地に送り届ける救援活動な
ど、皆様のご協力に対し専門学校長として心よりお礼申し上げ
ます。
「天災は忘れた頃にやってくる。」どれほど大きな災害でも時
間が経てば記憶が薄れてしまう。次の災害への備えを忘れては
いけないとの警句です。折しも日本各地では火山活動が活発化
し、箱根大涌谷でも小規模噴火があるなど、我々も防災意識を
高めておく必要があります。
災害に限らず、将来の社会変化に備える心構えも忘れてはい
けません。米国の経済学者が著した「機械との競争」にはコン
ピュータやロボットの発達が人間の雇用を奪うとの予測が書
かれています。またある未来社会研究者によると、小学校に入
学する子供が大学を出る時に、その過半数が今はまだない職業
に就くそうです。
今後、機械が人間に取って代わる職業は何かを知ることは重
要です。今ある職業は雇用者の10％で足りる時代になると言わ
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れています。でも悲観的になることはありません。90％の人が
職を失うことはまずあり得ないでしょう。なぜなら大量の失業
者がでれば、経済が成り立たなくなるからです。今ある職業が
消えても、雇用は残るはずです。つまり、どんな職業にも対応
できるスキルを持っていれば、社会が変化し続けても有利な仕
事に就くことができます。
では、そのスキルとは何か。私は自分自身を常に磨き続ける
努力だと思います。スポーツの世界で優れたプレーヤーは人一
倍努力しています。黙々とトレーニングに励み、身体を動かし
ていない時もイメージトレーニングをしているそうです。
職場でも努力を欠かさない人は上司や同僚から信頼されま
す。学校生活はそれ以上に努力の積み重ねが求められるはずで
す。なぜなら将来に備えるトレーニング期間だからです。各種
検定の資格取得はその努力の証明となります。いざ社会に出た
時に、資格はありません、何もできませんでは誰も雇ってはく
れないでしょう。
山道にたとえるならば、登りは苦しいだけです。ようやく山
頂に立って登ってきた道を振り返ると、汗を流して辿った努力
の跡が見えます。爽やかに吹きすぎるそよ風を浴びながら、努
力した成果をしみじみと感じ取る喜びを日々積み重ねていきた
いものです。

硬式野球部大会報告
第97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2回戦から参戦し、7
月14日（火）に大和スタジアムで
行われた対相原高校戦におい
て、6対1で勝利した。
7月18日（土）にサーティーフォー相模原球場で行わ
れた3回戦では、昨年県3位の横浜隼人高校と対戦した。
強豪校を相手に本校は善戦したが、2点リードで迎えた
9回裏で逆転を許し、残念ながら3対4で敗退した。
2試合とも、野球部員・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、卒業生などが精一杯
声援を送り、試合終了後は選手たちの健闘を称えた。

バドミントン部大会報告
8月19日（水）に行われた北相西地区
バドミントン夏季大会ダブルスにおい
て、
野口友之（２−Ｇ）
・齋藤新（２−Ｄ）
ペアがブロック4位で入賞を果たした。

短歌書道部活動報告
7月14日（火）にTBS系列で全国放映された「あさチャ
ン！」の中のコーナー「ニッポン！部活応援キャラバン
ボ ク ら のMVP」に お い て、吉 川 小 幸（２−Ｉ）が「本
日のMVP」として表彰された。
8月1日（土）に行われた第39回全国高等学校総合文
化祭・2015滋賀びわこ総文の吟詠剣詩舞部門において、
詩舞と書道吟で「月夜荒城の曲を聞く」を発表した。
（全
国大会出場は今年で12回連続になる。）
ナレーション 菊地莉奈（２−Ｂ）
書士
菊地莉奈（２−Ｂ）・秋山和慶（２−C）
志田遼真（２−Ｄ）
舞士
黒田裕貴（２−Ｄ）
・三苫奈々（３−Ｆ）
今村彩乃（３−１）・平出月菜（２−Ａ）
稲葉 樹（２−Ｄ）・吉川小幸（２−Ｉ）

カナダ研修報告

8月19日（水）に行われた神奈川県高等学校新人卓球
大会において、シングルス戦で杉山雄飛（１−１）が、
ダブルス戦で佐藤灯（１−Ｃ）
・杉山ペアと永吉寿弥（１
−Ｅ）・杉山大晟（１−Ｇ）ペアが県大会出場を決めた。

8月17日（月）〜 24日（月）
、
ブリティッシュコロンビア
州ヴィクトリアにおいて、グ
ローバル体験研修が行われ
た。参加生徒19名は、語学研
修、ホームステイ、現地高校生との交流など、日常の学
校で学ぶ英語とは異なるコミュニケーションツールと
しての英語を実感し、異文化を体験し、生徒自身がそれ
ぞれの形で得るものが多かった研修となった。

柔道部大会報告

防災研修報告

7月26日（日）に行われた川崎市民総合体育大会柔道
大会において、尾﨑勇太（３−１）が男子初段の部で3
位入賞を果たした。

8月10日
（月）〜 12日
（水）に、宮城県東松島市と石巻市
で行われた被災地防災研修（主催：やまと災害ボラン
ティアネットワーク）に本校の有志生徒3名が参加した。
大川小学校視察や、避難所（五十鈴神社）の除草作業や
植樹作業、月浜海水浴場での震災残留物（ガラス片や鉄
片など）の除去作業、石巻西高等
学校を会場にした研修会や交流
会など、
さまざまな体験を通して、
今後おこりうる自然災害に対する
知識や心得などを身につけた。

卓球部大会報告

書道展受賞報告
第31回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会におい
て、以下の結果を収めた。
【日本武道館賞】
大塚莉々奈（１−Ａ）
佐藤 友香（３−Ｄ）
【大会奨励賞】
土屋 省太（１−Ａ）
小平美智子（１−Ｄ）
笹間 大成（１−Ｄ）
髙橋夏菜愛（１−Ｄ）
沖田 悠紀（１−Ｅ）
清水友華莉（１−Ｅ）
石塚 来輝（１−Ｆ）
菊地 莉奈（２−Ｂ）
志田 遼真（２−Ｄ）
西川 尚貴（３−Ｄ）

稲葉
樹（２−Ｄ）
三苫 奈々（３−Ｆ）

演劇部活動報告
藤田 拓実（１−Ａ）
近藤 真優（１−Ｄ）
瀨野ことみ（１−Ｄ）
吉田
桃（１−Ｄ）
桒田 陽平（１−Ｅ）
中島
肇（１−Ｅ）
作田 流奈（１−Ｆ）
秋山 和慶（２−Ｃ）
東小野彩奈（３−Ｃ）
今村 彩乃（３−１）

8月23日（日）に大和市生涯学
習センターホールで行われた
「大 和 市 演 劇 フ ェ ス テ ィ バ ル
2015」に参加し、創作劇を披露
した。同イベントへの参加は今
年が3回目であり、実行委員会にも毎回携わっている。
今年は、ポスター・チラシのデザイン画を渋谷健之介（３
−１）が担当した。
また、当日は本校の有志生徒10名がボランティアス
タッフとして、設営や受付、場内誘導等を務めた。

学校説明会のお知らせ
①10月24日（土） ②11月7日（土） ③11月21日（土） ④11月28日（土） ⑤12月5日（土）いずれも9：30 〜（要予約）

予約・お問合せ▶TEL 046 ー 260 ー 9011（HPにも予約フォームがあります）
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本校舎

【夏休み前終業式＆ネパール人留学生へ見舞金を給付】
7月17日（金）に 夏 休 み 前 終 業 式
を実施しました。学園長・校長より
4月からこれまでの全体的な総括、
教頭より夏休み中の過ごし方につ
いての話がありました。
また、4月29日に発生したネパール地震に対する学園
からのお見舞金が、学園長からネパール人留学生一人
ひとりに手渡されました。
【文部科学省 外国人留学生学習奨励費受給者決定】
平成27年度 文部科学省外国人
留学生学習奨励費の受給者に、本
校から経営経理研究科2年のムイ
ン タイ ハー クエン（写真最右。ベ
トナム・グレッグ外語専門学校横
浜校出身）と、情報ビジネス科2年の陳珊珊（写真最左。
中国・東京教育専門学院多摩川校出身）が選出され、伝
達式を行いました。
＜桐野校長からのメッセージ＞
人物・学業ともに優れたお二人に奨学金が授与され
ました。今後一層の努力を重ね、更なる学習成果を収め
られることを期待しています。
【第2回・第3回 オープンキャンパスを開催】
7月25日（土）と8月3日（月）に
オープンキャンパスを開催しま
した。
7月25日（土）は研修センター
で実施し、医療事務体験講座と
PC体験講座を開講しました。8月3日（月）は本校舎で
実施し、PCを使った体験授業を行いました。参加者60
名を越える盛況ぶりでした。
【仕事のまなび場を開催】
7 月 27 日（月）、28 日（火）の 2 日
間にわたり仕事のまなび場が催さ
れ、県内各地の高校生が参加しま
した。企業経営を理解するための
マネージメントゲームの体験、パ
ソコン演習（ビジネスメールの作成・パソコンでデザ
インしたうちわの作成）
、医療事務の仕事の1つである
レセプトの作成方法など、事務職・営業職に必要な知識・
技能についての講義を行いました。
【星槎学園高等部北斗校 高専連携プログラムを実施】
8月3日（月）〜 7日（金）に、星槎
学園高等部北斗校の生徒を対象
に、高専連携プログラムを実施し、
多くの高校生が参加しました。
レセプト作成講座・PowerPoint
作成講座・マネージメントゲーム演習・ＲＰＧゲーム
作成講座・初級プログラミング講座を各日で開催し、
本校の講義で展開している内容を中心に、知識や技能
の講義を行いました。

柏木実業専門学校 研修センター
【医療情報学科専門課程生 上級救命講習を受講】
7月6日（月）医療情報学科1年生が大和市消防本部におい
て上級救命講習を受講しました。午前は学科の講義となり、
筆記試験を受けた後、実技講習に入りました。昼休みも復習
をして、午後の実技試験では全員合格できました。その後も
三角巾や担架の使い方等の講義を受け、上級救命講習修了
証を受け取ることができました。充実した1日になりました。
【求職者支援訓練 4月生修了式】
7月22日（水）に医療・調剤・
介護事務PC科の修了式が行わ
れました。
すでに就職が内定している
者も多数おり、皆さん晴れや
かな表情でした。
【神奈川県委託訓練介護科 授業風景】
介護職員初任者研修科6月生は、学
科の授業を終え、実技の授業がスター
トしました。
介護技術だけでなく、介護される側
講師の石原磨油美先生
の立場をも学びます。
8月18日〜 21日迄四日間、施設実習に参加しました。
〔介護実習先一覧〕
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
【厚生労働省神奈川労働局委託事業シニアワークプログラム】
8月14日（金）より7日間、55歳以上の方を対象としたパソ
コンビジネス活用講習会が定員20名で実施されました。就
職へと繋げる為のWord・Excelを基礎から学びました。
【社会福祉会計簿記 対策講座 受講生募集】
社会福祉会計簿記認定試験 初級・中級を大和会場（柏木
実業専門学校研修センター）で受験される方を対象とした無
料講習会を今年も実施します。
講習会実施日：11月8日（日）、11月29（日）
※詳細は、研修センターへお問い合わせください。
【就職近況報告】
修了生 椙山和美さん
（平成26年簿記パソコン事務科6月生）
就職先
エクセルコンピュータサービス株式会社
職業訓練を終了後すぐに就職が決定
し、即戦力として勤務を開始しています。パソコンに関する
事以外にも幅広い知識が要求されるなか、毎日忙しく活躍
しています。

オープンキャンパス参加申込受付中
入学願書 10月1日より受付開始
9月26日（土）開催の第4回オープンキャンパス参加申込
受付中です。また10月1日（木）より、入学願書の受付が開
始されます。
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

第25回全国高等専修学校体育大会
7月27日（月）から29日（水）の3日間にわたり、
『第25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、野球部・バスケットボール部・バレーボール部・卓球部・バドミントン部・フットサル部・
陸上部が出場しました。結果詳細は以下の通りです。

団体戦

個人戦

軟式野球部

優

勝

男子バドミントン部

優

勝

<バドミントン部>

＜陸上部＞

（女子）

（男子）

（女子砲丸投げ）

フットサル部 Bチーム

準優勝

1位 2年 鈴木 馨月 3位 3年 西川 彩乃 1位 2年

男子バスケットボール部

３

位

2位 1年 伊藤

位

3位 3年 黒田 達也

女子バレーボール部

３

孔

＜卓球部＞
（男子）

植村 未来 3位 3年

田中 大樹

（女子400ｍ）
3位 2年

植村 未来

全経簿記電卓競技大会
7月20日（祝・月）に東京ガーデンパレスにて、
『全関東簿
記珠算電卓競技大会』が開催され、簿記と電卓の部に出場し
ました。結果詳細は以下の通りです。
簿 記
電 卓

個人の部

優

勝

団体の部

準優勝

個人の部

準優勝

団体の部

準優勝

村上

航暉

（全国大会出場決定）
永村 ナオミ ユキ

全国大会出場が決まった簿記チームは、9月6日（日）の本番に向けて、夏休み中も練習に取り組んできました。

生活体験発表大会（弁論大会）
7月8日（水）科学技術学園高等学校において生活体験発表大
会（弁論大会）が行われ、本校代表で出場した2年の嶌田美葵さ
んが最優秀賞を獲得しました。東京都の発表会出場は惜しくも
逃しましたが、今後は全国私立通信制高等学校協会「私の主張
作文コンクール」に応募する予定です。

ボランティア活動報告
相模原縁JOY（8月1日（土）・7名参加）・茅ヶ崎湘南くすの
木（8月8日（土）・2名参加）で高齢者施設の夏祭りボランティ
アが行われました。
参加した生徒からは、下記のような声が聞かれました。
「利用者さんと一緒に、話をしながら屋台をまわるという普段
できない体験ができてよかった。また是非参加したい。」
「利用者さんと一日付き添って行動し、最後の別れの際に、“今
日はありがとう”と言われ本当にうれしかった。」
貴重な体験を今後の学生生活、そして将来の職業選択に活か
しましょう。
●

●

進路活動報告

インターンシップ

入試情報

推薦入試

7月22日（水）に、横須賀の武山駐屯地で13名の生徒が自衛
隊の体験に参加しました。自衛隊の仕事についての講義や、実
際に自衛隊で使用している施設の見学、敬礼の練習、土嚢作り
等、充実した体験をしました。
来年も計画する予定ですので、興味のある方はぜひご参加く
ださい。

【剣道部】
8月3日（月）日本武道館において開催され、神奈川県女子
Bチーム先鋒として、2年の望月友梨佳さんが出場しました。
チームは2勝1敗の2位だった為、予選リーグで敗退してし
まいました。初の正選手としての出場に、緊張してしまった
面が多く見られたので、来年に向けて、さらに稽古に励んで
いきたいです。
【陸上部】
8月12日（木）〜 15日（土）に駒沢オリンピック公園陸上競
技場で実施されました。個人種目として女子100ｍ・200ｍで
出場した2年の植村未来さんは、２種目ともに準決勝には進
んだものの、目標としていた決勝に残ることはできません
でした。神奈川代表の第二走者として参加した4×100ｍで
は、6位入賞を果たしました。来年度も出場のチャンスがあ
るので、しっかり練習を積んでいきたいと思います。
【バドミントン部】
8月17日（月）〜 20日（木）に小田原アリーナにて開催され
ました。本校より2年の鈴木馨月くんが出場し、個人戦では
ベスト16、団体戦では神奈川県Bチームキャプテンとして
活躍しベスト8という結果を収めました。初出場にも関わら
ず、試合をする度に成長し、素晴らしい活躍をしてくれまし
た。来年は更に上を目指し日々練習に励みたいと思います
ので、応援宜しくお願い致します。

体 験 学 習

7月に入り、3学年が、
『校内ガイダンス（7月6日（月）ライセ
ンスアカデミー主催）』
・『進路相談会（7月13日（月）横浜新都
市ホール）
』
・
『高校生就職フェア（7月21日（火）パシフィコ横浜・
23名参加）
』の計3ガイダンスに、2学年が、
『校内ガイダンス（7
月13日（月）進学研究社主催）』に参加しました。
3学年の生徒は、夏休みも登校し面接練習を重ね、9月からの
就職試験、入学試験に向け日々努力をしています。

全国高等学校定時制通信制体育大会

午前の部（9：30 〜 12：00） 午後の部（13：00 〜 15：30）

9月12日（土）
10月10日（土）
1月 9日（土）

10月 24日（土）
11月 7日（土）
11月 28日（土）
12月 5日（土）

願 書 受 付

平成27年10月 1日（木）〜

試

平成27年10月17日（土）〜

験

日

同 窓 会

夕涼 み 会

8月25日（火） 8月19日（水）

8月5日（水）

（平成26年度卒） （平成21年度卒）

（平成13年度卒）

平成26年度卒園児の同窓会を行いました。久し振り
にクラスの友達に会えて、小学校で頑張っていること
など、近況報告を受けました。
（元年長にじ組写真）

7月21日（火）

当日は、天候にも恵まれ、沢山の方に参加して頂き、
とても賑やかな夕涼み会になりました。
また、今年も川和御輿保存会の皆様にもご協力頂き、
夕涼み会を盛り上げてもらいました。
お囃子の演奏を聴いたり、おみこしをかついだり、盆
踊りを踊ったりと、とても楽しい1日となりました。

平成21年度卒園児
（現在6年生）
の同窓会があり、懐か
しい話や中学生になる期待感などで盛り上がりました。
平成13年度卒園児（現在20才）の同窓会では、成人
式を迎えた若者たちが、幼稚園の遊具を懐かしんだり、
担任の中世古先生と楽しい一時を過ごしました。

お泊り保育

7月23日（木）
〜24日（金）

年長組の大きな行事の1つ、お泊り保育を行いまし
た。1日目、少し緊張しながら登園してきた子どもた
ちでしたが、長井海の手公園ソレイユの丘では自分の
好きな形のパンを作り、その後、川和小学校の体育館
でスポーツ大会（リレーやドッヂボール）を行いまし
た。幼稚園に戻り、夜は皆でカレーライスを食べ、お
楽しみ会での先生の出し物を楽しみました。つづきの
湯で1日の疲れを取り、夜空にはきれいな打ち上げ花
火を見ることができました。

ǻ¼ȏƤ
年 少 組 は、初
めてのプール遊
び。水 着 に 着 替

2日目は皆で作ったおそろいのTシャツを着て、1
日目に子どもたち1人ひとりが作ったハチマキを目隠
し替わりにしてスイカ割りを行い、大きな歓声に包ま
れとても盛り上がりました。
この2日間で沢山の経験をした子どもたちも最後に
は大きく成長した姿が見られ、素敵な思い出を作るこ
とができました。

平成28年度 園児募集
《願書配布》
10月15日（木）より
平 日 午前9時〜午後4時
土曜日 午前9時30分〜午後1時30分
《願書受付及び入園テスト》
11月1日（日）

え る だ け で、大
喜びの子どもたち。ニコニコで楽し
く、水遊びに参加していました。
年中組、年長組は、プールに入る
日、朝から元気いっぱいで登園。水
鉄 砲 で、友 達 と
水をかけ合った
り、笑 顔 が 溢 れ
ていました。

《優先入園対象》
在園児の弟妹
プレ保育在籍者
（たんぽぽ組・つくしんぼ組・カンガルーランド）

卒園児の弟妹・卒園者のお子様
近隣枠 等
園内見学は随時行っております。
（要電話連絡）045-941-2023

説明会 午前10時30分より

ۥݟƟǈǽȗǬǝǕǜȉ¼ȏ
9月 2日（水）…総合避難訓練（園庭、川和高校）
園児引き渡し訓練
9月 8日（火）…入園説明会（2階ホールにて）
午前10時30分より
9月15日（火）…未就園児運動会（園庭にて）
午前10時30分より
9月28日（月）…平成28年度
プレ保育たんぽぽ組入園説明会
午前10時30分より
10月10日（土）…運動会（川和東小学校校庭にて）
10月15日（木）…平成28年度願書配布及び説明会
10月19日（月）…芋掘り
10月24日（土）…バザー（園舎内にて）
10月27日（火）…平成28年度優先入園者対象説明

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ
朝夕涼しくなりました
初秋の候、会員の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。
長い夏休みはどのように過ごされましたか。2学
期に入り、早々に陸上競技会・文化祭と、子ども達
の活躍の場がございます。後援会では、陸上競技会
の際、麦茶やスポーツドリンク等を準備し、子ども
達の頑張りに負けないくらいの声援を送ります。
また、文化祭では恒例となりました、おにぎりと
豚汁の販売をいたします。文化祭は、文化系部活動
の大切な発表の場でもありますので、日ごろの成果

短い在学期間に
専門学校の在学期間は短い。
「その間に何をなす
べきか？」と問えば、
「出来るだけ多くの資格をとり
たい」そして「いい所に就職したい」と答えるだろ
う。その通りである。しかし、それだけでは少し淋
しくないだろうか。
いつも仲良く付き合ってくれる友を得るのも良
いし、やさしく親切に指導してくれる先生と接する
ことも有難い。
しかし、
「本気で接してくれる人」との出会いは難
しい。時には突っ放してくれる友、時には叱り飛ば
してくれる先生。理非曲直のある人である。自分で
歩く勇気をもらえる人である。

二学期を迎えて
初秋の候、保護者の皆様には、日頃よりPTA活動
にご協力頂きありがとうございます。
7月に行われた研修旅行では、みなとみらいにあ
るカップヌードルミュージアムに行きました。麺か
ら手作りをし、みんなでチキンラーメンを作りまし
た。当日は参加者のみなさん、先生方と共にとても楽
しい時間を過ごし交流を深めることが出来ました。
猛暑の夏休みも終わり、いよいよ2学期の始まり
です。保護者会でも話があったように、1・2年生は

秋に向けて
1 学期末に行われた夕涼み会は沢山の方々のご協
力により、無事に終えられましたことを感謝いた
します。
2 学期が始まり、楽しかった夏休みの思い出話に
花が咲く子ども達で賑わっています。そして、10
月 10 日（土）の運動会に向けて 1 学期から引き続き、
先生方のご指導の下、子ども達は日々練習に励ん
でいます。また 24 日（土）には、皆様の寄贈品や手
作り品によるバザーを開催いたします。模擬店・
ゲーム・先生方のアトラクション等、1 日楽しめる
内容も予定しております。是非ご近所の方もお誘

柏木学園高等学校後援会
を拝見させていただきます。子ども達の活躍してい
る姿を多くの保護者の皆様にご覧いただきたいと
思います。
スポーツの秋・食欲の秋・読書の秋といろいろ
例えられる過ごしやすい時期ではありますが、夏の
疲れも出る頃ですので、体調管理にお気をつけくだ
さい。
平成27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
長い人生、絶望と孤独に打ちひしがれる時も多
い。そんな時、ふとその人の姿が浮かび、叱責や励
ましが聞える。そんな師や友は、多感な若い時代に
しか得られない。
特に留学生の多い専門学校では、言葉で意思の疎
通は困難でも、本気でひたむきな心や態度は却って
通ずるのではないか。留学の意味は、する側も受け
入れる側もそこにあると思う。
短い専門学校の在学期間が、人生のひとこまを彩
る実りの多い期間であって欲しい。
教育交流会会長 中川 光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
検定試験も多く、3年生は、進学・就職への大事な
時期です。みなさん自分の目標に向かって頑張って
下さい。子ども達の夢が叶えられる様に応援をした
いと思います。
PTAでは、11月にイベントを計画しております。
皆様のご参加お待ちしています。
二年役員一同

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
い合わせの上、ご来園ください。
父母の会会長 尾籠 映子
模擬店予定
（食 品）やきそば、からあげ、おにぎり、
フランクフルト、今川焼き、コロッケ
（ゲーム）宝つり、スーパーボールすくい、
ボウリング
（先 生）カレーライス、ポップコーン
（Ｏ Ｇ）コーヒー、フライドポテト
●川和太鼓・川和高校吹奏楽部による演奏

平成 27 年 9月 〜 11月行事予定表
9/4

柏木学園高等学校

柏木実業専門学校

履修科目生徒締切

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
10/1
入学願書受付開始
10/3
全経計算実務能力検定
10/17 全経電卓計算能力検定
10/18 産能大科目修得試験
10/24 推薦・一般入試
10/25 全経所得税法・法人税法・
消費税法能力検定
10/31 第5回オープンキャンパス
11/7
全経文書処理能力検定
秘書技能検定
11/11 夜間簿記講習会閉講式
11/14 サービス接遇実務検定
11/15 日商簿記検定
11/22 全経簿記能力検定
11/28 第6回オープンキャンパス
推薦・一般入試
11/29 ビジネス電話実務検定

陸上競技会

9/7-10/3 履修面談（ 1・2年）

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

大和商業高等専修学校

10/1 衣替え

10/20-23 中間試験

10/22 ふれあいパトロール

10/24 第1回学校説明会

11/7 第2回学校説明会

11/11 生徒会選挙

11/18 芸術鑑賞会

11/20 公開授業
第2回保護者会

11/21 第3回学校説明会

11/28 第4回学校説明会

始業式・防災訓練

9/2

平常授業開始

9/2-8 あいさつ週間
9/3

PTA運営委員会

9/6

全国簿記電卓競技大会

9/9

委員会活動の日

9/12

体験学習③

9/18

生徒集会

9/24

月曜日授業

10/1

推薦入試願書受付

10/2

ワープロ・デザイン・スピード検定

10/3

授業参観日・全経計算実務検定
修学旅行説明会
介護職員初任者研修説明会

10/5

授業参観振替休日

10/6

情報処理・プレゼン・HP検定

10/10 体験学習④
10/11 英語検定

研修センター
9/16 就職選考試験開始

9/1

10/13-16 中間考査

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
介護職員初任者研修科
6月生 介護事務検定
10/2 （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
10月生 入校式
10/5-8 （県委託訓練）
介護職員初任者研修科
8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
10/6 （県委託訓練）
医療調剤介護事務・PC科
8月生 医科医療事務検定
10/29 （県委託訓練）
医療調剤介護事務・PC科
8月生 調剤事務検定
10/30 （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 修了式
（県委託訓練）
医療調剤介護事務・PC科
8月生 介護事務検定
11/8・29 社会福祉会計簿記
初級・中級認定試験及び試験対策講座
11/17 （県委託訓練）
介護職員初任者研修科
10月生 職業人講話
社会福祉法人 緑樹会
株式会社アスモ介護サービス

○学園本部：高村・細川
○柏木実業：伊藤（正）・伊藤（史）

（

）

10/16 美化デー・救命救急講習
10/17 推薦入試①・全経電卓検定
10/19 委員会活動の日
10/22 体育祭
10/23 生徒集会
10/24 体験学習⑤PM
10/25 全経税務会計検定
11/2-5 修学旅行
11/6

2年振替休日

11/7

体験学習⑥PM・秘書検定

11/9

介護職員初任者研修開講式

11/10 介護職員初任者研修
11/11 委員会活動の日
11/12 介護職員初任者研修
11/13 生徒会役員選挙
11/14 推薦入試②・サービス接遇検定
11/15 日商簿記検定
11/16-20 検定特別授業6・7限
11/17 介護職員初任者研修
11/22 全経簿記検定
11/24 介護職員初任者研修
11/24-27 あいさつ週間

都筑ケ丘幼稚園
9/1

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
9/7
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 未就園児運動会
9/16 面談日・スマイルクラブ
9/18 運動会園外予行
9/21-23 休園
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
10/1 月謝引き落とし日
誕生日会（ 10月）
10/6 バザー実行委員会
ケータリング（年長）
10/10 運動会
10/12 休園
運動会予備日
10/13 役員会
10/14 面談日
10/15 28年度願書配布及び説明会
10/17 音楽の集い（年長）
10/19 芋掘り
10/20 スマイルクラブ
芋掘り予備日
10/24 バザー
10/26 お遊戯会実行委員会
10/27 28年度優先入園者対象説明
10/30 午前保育
11/1 28年度入園願書受付
11/2 月謝引き落とし日・役員会
11/3 休園
11/4 懇談会
28年度たんぽぽ組入園受付
11/9 誕生日会（ 11月）
11/16 お遊戯会予行1部
11/17 お遊戯会予行2部
11/19 お遊戯会予行3部
11/23 休園
11/25 お楽しみ会
11/27 お遊戯会予行予備日
11/28 親児の会
11/30 スマイルクラブ

学 園 本 部

11/26 PTA中間監査・研修会
介護職員初任者研修
11/27 渋谷中学 まなび場Ｊr.
11/28 体験学習⑦PM

9/1
9/29
11/3

教職員意向調査
役員会
湘南そろばん塚顕彰会

○柏木高校：谷村・佐光
○大和商業：大友・青木・榎本・坂場・岩城
○幼稚園：中世古・長井・天野・柴村・北畠・山口・西山

