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この度8月17日（月）から8月24日（月）の8日間、柏木学園高

のは、信号のない横断歩道に立つと、車が必ず止まってくれる

等学校が平成27年度の海外語学研修を実施しました。
参加生徒19名、引率教員2名と共にカナダ ブリティッシュ
コロンビア洲ビクトリアでホームステイと語学研修を行う、
グローバル体験研修を実施しました。
午前中の語学研修は現地講師（オックスフォード大学教授を

事でした。
私も帰国してから横断歩道に立っている人を優先するよう

歴任し、現在ビクトリア大学教授の先生と優しい年配の女性
の先生）により2グループに分け実施しました。午後は4グルー
プに分かれて、現地高校生のアシスタント（バディ）4名と共に
過ごすアクティビティを、毎日異なる内容で行ってきました。
1日目はビクトリアのダウンタウンの散策、2日目はBC洲議
事堂とRBC博物館の見学、
3日目は市内にある大きな公園
（ビー
コンヒルパーク）でのスポーツの交流等を行ってきました。4日
目はホームステイ先のホストファミリーを招いてのフェアウェル
パーティを実施しました。2年生の女生徒が日本から用意をし
ていったお餅で、磯部巻きやきな粉餅、塩昆布を使っての野菜
の浅漬けやおみそ汁と現地で買った鶏肉で唐揚げなどを作って
パーティに提供し、ホストファミリーに大変好評でした。
ビクトリアは治安もよく、現地の人たちはとても親切で、町
並みも大変美しく素晴らしい所でした。特に優しさを感じた

心がけています。
ビクトリアは日本と16時間の時差があり、時差ぼけが解消
するのに2 〜 3日かかり、やっと慣れたときには帰国で又2 〜 3
日慣れるまでにかかり大変でしたが、生徒達はホームステイや
バディとの交流で異文化を体験し、日本語から切り離された環
境で語学研修を受け、自分なりの英語を駆使しての8日間はと
ても意義ある貴重な体験であったと思います。
参加した生徒達は、
「現地の人たちがすごく優しかった。自然
も建物もすごく綺麗で、見るものすべてが新鮮であった。空港
を出たとき、言葉では言い表せない感じで、日本と空気が全然
違った。」
「英語が苦手などといった不安や心配を抱かずに、行
けるなら是非行ってください。
」などの感想がありました。
今年の海外研修が事故なく、全員無事帰国することができた
ことを、
企画・運営に携わった職員や学園関係者に感謝致します。
次年度以降もグローバル体験研修を継続して実施したいと
思っていますので、参加してほしいと思います。

第1回学校説明会
10月24日（土）に柏木
学 園 高 等 学 校 第1回 学
校説明会を開催し、参加
中 学 生・保 護 者 が 総 合
体育館に一杯となり、充
実した説明会となった。

陸上競技会
9月4日（金）に大和スポーツセンターにおいて、
第8回陸上競技会が行われた。当日は晴天に恵まれ、
トラック競技・フィールド競技ともに、生徒たちは
全力で取り組んだ。クラス総合結果や各競技の第1
位記録者は、以下の通り。

総合優勝 2年C組
準 優 勝 3年G組
第 ３ 位 2年A・B組
男子 100ｍ走
鈴木 彰吾（１−Ｄ）
200ｍ走
松下
敦（２−Ｃ）
400ｍ走
林
茂生（２−Ｉ）
1500ｍ走
石川 奨真（２−Ｆ）
走り幅跳び 内田
心（２−１）
走り高跳び 前田 大地（３−Ｆ）
砲丸投げ
飯森 弘樹（３−Ｃ）
ジャべリックスロー 酒井 神駆（３−Ｉ）
女子 100ｍ走
古屋亜友美（３−１）
200ｍ走
西山 梨里（３−Ｅ）
400ｍ走
黒川千恵美（２−Ｊ）
走り幅跳び 古屋亜友美（３−１）
走り高跳び 池上 朱里（３−Ａ）
砲丸投げ
鑪
彩香（３−Ｃ）
ジャべリックスロー 大和田ひより（２−Ｊ）
クラス対抗リレー優勝 3年I組

漢字コンクール結果
8月28日（金）に第1回校内漢字コンクールが行わ
れた。上位入賞者は以下の通り。
【最優秀賞】
小見山七瀬（３−Ｄ）
【優 秀 賞】
祐野 渓太（１−Ｂ） 菊地 莉奈（２−Ｂ）
塩谷 由香（１−Ｂ） 芥川 優太（３−Ｅ）
【優 良 賞】
畑
晴将（３−Ａ） 山﨑 大希（１−Ａ）
中村 利弥（１−Ｂ） 鈴木 大暁（３−Ｂ）
落合 広海（３−Ｄ） 石川 結稀（１−Ａ）
天利 佳奈（１−Ｂ）
【努 力 賞】
平本 晴菜（２−Ｃ） 大野 美結（２−Ｄ）
平出 月菜（２−Ａ） 巻嶋 潮璃（２−Ａ）
磯部寿太郎（１−Ｂ）

柏高祭
9月11日（金）、12日（土）に文
化祭が行われた。今年はスロー
ガンに「特別な柏高祭をあなた
に あ げ る、あ っ た か い ん だ か
らぁ」と掲げ、各クラス、部活、
委員会等がそれぞれに趣向を
凝らした企画を披露し、多くの
来場者を迎えて盛り上がった。今年度から新しい試
みとして、ミス＆ミスターコンテスト、クラスTシャ
ツコンテスト、企画コンテストが投票形式で実施さ
れ、後夜祭で表彰式を行った。
【コンテスト結果】
クラスTシャツ 1位 3年 H組
2位 1年 F組
3位 3年 J組
企画
1位 2年 F組 ・2年 G組
2位 3年 F組 ・3年 J組
3位 2年 C組 ・3年 H組

短歌書道部受賞報告
第46回神奈川県高等学校教育書道コンクール
【 団 体 5 位 】 短歌書道部
【個人10位】 今村 彩乃（３−１）
※応募総数13513点
第24回神奈川県青少年毎日書道展
【横浜市教育委員会賞】 秋山 和慶（２−Ｃ）

短歌書道部活動報告
11月3日（祝・火）に大和市生涯学習センターで行わ
れた第14回大和市民芸術祭において、吟詠剣詩舞を披
露し、書道作品の展示にも参加した。また、当日はボ
ランティアスタッフとして、運営にも携わった。

お知らせ
県高校総文祭・吟詠剣詩舞発表会
日 時：11月14日（土）13：00開演
場 所：大和市保健福祉センター
本校短歌書道部が剣詩舞と詩の朗詠と書道吟を発表
します。

卓球部大会報告
9月5日（土）に行われた第47回総合スポーツ選手権
大和市卓球大会高校男子シングルスの部において、
杉山雄飛（１−１）が優勝した。
9月22日（祝・火）に行われた神奈川県ジュニアオー
プン卓球大会男子Cグループにおいて、杉山が優勝、
永吉寿弥（１−Ｅ）が3位入賞した。

教員の活躍
10月17日（土）に行われた第46回神奈川県警察・実
業・学生対抗柔道大会（主催・神奈川県警察他）にお
いて、柔道部顧問の小島朋陽教諭が実業チームの一
員として参加し、団体戦で準優勝を果たした。

柏木実業専門学校

本校舎

【検定合格証書授与式】
9月1日（火）に検定合格証
書授与式を実施しました。
この日はあいにくの雨で、
予定していた防災訓練を実
施することができませんで
したが、桐野校長と防災担当
より、地震に対する備えの重要性や、いざという時に身
を守るための知識についての話がありました。
その後、4月から8月にかけて行われた資格・検定試
験の合格者に対し、桐野校長より合格証書を学生一人
一人に授与しました。
【第4回・第5回オープンキャンパスを実施】
9月26日（土）に 第4回 オ ー
プンキャンパスを、10月31日
（土）に第5回オープンキャン
パスを開催しました。
両日共に本校舎で実施し、
9月のオープンキャンパスで
はパソコンを使用した体験授業を行いました。参加者
全員に授業内で制作したキーホルダーをお土産として
手渡し、ご好評を頂きました。
また、10月のオープンキャンパスでは医療事務等の
体験講座を行いました。
尚、11月28日
（土）
・12月5日
（土）開催のオープンキャ
ンパスの参加申込を受付中です。お申込は、本ページ右
下の入学相談係まで。
【企業実習に行ってきました】
10月中旬から下旬にかけての4日間、
情報ビジネス科1年・経営経理研究科2
年の学生が企業実習に行ってきました。
実社会での業務遂行手順や各業界の
現状等について、講演やデモンストレー
ションが行われ、社会人に求められる
知識・技能について学びました。体験
先企業名は以下の通り。
13日（火）
松和電子システム株式会社
15日（木）
江の島ヨットハーバー（谷津建設）
20日（火）
野村證券株式会社横浜支店
27日（火）
三菱東京UFJ銀行大和支店
【校内スピーチ・カラオケコンテストを実施】
10月16日（金）、4階アリーナ
で校内スピーチ・カラオケコ
ンテストを実施しました。
スピーチコンテストは1月に
行われる神奈川県専修学校各
種学校協会主催留学生スピー
チコンテストの予選を兼ねての実施でした。カラオケコ
ンテストは日本人学生も交えて、日本語の歌とパフォー
マンスについて審査を行いました。金賞は次の通り。
スピーチコンテスト金賞 情報ビジネス科1年B組 ガイレ ビラト
カラオケコンテスト金賞 情報ビジネス科2年 陳 珊珊

柏木実業専門学校 研修センター
【神奈川県委託訓練10月生入校式】
10月2日（金）に神奈川県委
託 訓 練「即 戦 力」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。12月末までの3 ヵ月間を意欲的に取り組み、
再就職を目指します。
また、10月30日（金）には「即戦力」8月生3コースの
修了式が行われました。訓練成果をもって社会で活
躍されることを期待しています。
【会社説明会（神奈川県委託訓練生対象）】

株式会社ソラスト
首都圏ブロック 横浜支社
村野 瑞樹様
医療調剤介護事務・PC科8月生
を対象とした会社説明会が実施さ
れました。関連する企業による説明会は、訓練生にと
り医療現場の声を直接聞く絶好の機会となりました。
【就職近況報告】
介護職員初任者研修科 修了生
内山 良二さん（平成26年10月生）
就職先
社会福祉法人宝珠会
特別養護老人ホーム レストフルヴィレッジ
職 業 訓 練 終 了 後、即 戦 力 と して頑
張っています。ご利用者様との触れ合いを大切に、
日々を過ごしています。職業訓練で学んだ事も活か
すことができています。
医療調剤介護事務・PC科 修了生
中嶋 裕子さん（平成27年6月生）
就職先
医療法人篠原湘南クリニック
ひろき訪問看護ステーション
即戦力として再就職し、患者様と日々接する忙し
い日々を過ごしています。医師や看護師との連携が
大切な職務であることを実感し、積極的に取り組ん
でいます。

オープンキャンパス参加申込受付中
第２期 入学願書受付中
11月28日（土）・12月5日（土）開 催 の オ ー プ ン
キャンパス参加申込受付中です。また、第2期（11
月28日（土）試験）の入学願書受付が開始しました。
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

救命救急講習を受講

ボランティア活動
9月18日（金）〜 20日（日）に横浜市・みなとみら

10月16日（金）に救命救急講習が行われました。

い地区および神奈川県庁・日本大通りで開催され

受講したのは2年生福祉ビジネスコースの生徒た

た「ベトナムフェスタin神奈川」にボランティアと

ち。消防士の方に来校していただき、AEDの使用方

して参加してきました。参加した生徒は3年生の田

法や人工呼吸の正しいやり方など救急時の対応を

中一輝、田中奈々子、深津楽和、2年生の系浴会柊、

学ぶことができました。また、人形を使った胸骨圧

川崎隆治、瀧竜雅の6名。会場ではゴミの回収、分

迫の練習では真剣に取り組んでいる姿が見られま

別や出演者管理などの作業を行いました。今回のボ

した。命にかかわるこ

ランティアで多くの方と交流し、様々な体験ができ

とはいつ、どんな時に

ました。そこでそれぞれの生徒が感じたことがある

起こるかはわかりませ

と思います。様々なこ

ん。その時に是非今回

とに挑戦、経験し、普

のことを活かしてもら

段の勉強では学べな

いたいです。

いことも身につけて

体育祭

ほしいです。

授業参観

10月21日（水）に柏木学園グラウンドで体育祭が
行われました。生徒会、体育委員が中心となり、企

10月3日（土）に授業参観が行われました。当日は

画、準備、当日の運営に取り組んでいました。今年

59名の保護者の方々が来校し、授業の様子を見てい

度から学年対抗の種目も新しく追加され、クラスだ

ただきました。生徒も授業を受けている姿を保護者

けでなく、各学年で一致団結し、種目に臨んでいま

の方に見られることで、緊張した様子も見受けられ

した。この体育祭で各クラスの絆がより深まり、思

ました。しかし、これもまた良い刺激になったと思

い出に残る良い体育

います。これからも学校での様子を生徒と保護者で

祭になりました。

話をしていただけたらと思います。

介護職員初任者研修開始
今年も2年生福祉ビジネスコース対象に介護職員

＜結果＞
優勝

２年Ｃ組

準優勝

１年Ｂ組

初任者研修が11月9日（月）から始まります。週に2

3年生進路速報

日、9時から16時半までの時間、福祉についての知
識や技術を学んでいきます。実習や筆記試験もあり

2学期も残りわずかとなり、3年生にとっては卒業

ますが、将来就職するときに役に立つ資格です。み

が近くなってきたと感じる時期になってきました。

んなで協力し、全員が資格を取得できるよう頑張り

今は進路活動が本格的になってきており、9月から

ましょう。

は就職の申込、試験が始まっております。また、進

研究授業
生徒たちの学力向上のため、先生方は日々の授業
をより「わかる授業」にすることが大切です。その
ために9月14日（月）〜 18日（金）の期間で研究授業

学も願書の提出や面接試験も行われています。3年
生1人ひとりが自分のためにしっかりと考え、努力
を重ねています。
これからの活躍に期待しています。
☆現在の進路決定状況（10月19日現在）
☆
進学

が行われました。研究授業では校長先生をはじめ、

多摩大学、日本文化大学、小田原短期大学、

副校長先生や教頭先生、他の授業の先生方が授業を

横浜テクノオート専門学校、情報科学専門学校、

見学し、参考になった点や改善点を今後の授業に活

アルファ医療福祉専門学校、東京デザイナー学院、

かしていく取り組みです。多くの先生が授業を見学

神奈川開発能力センター

に来ることで、先生、生徒ともに緊張感を持った授

就職

業を行うことができました。これからも学力向上を

株式会社東急トランセ、株式会社エムイーエス、

目指し、先生と生徒ともに頑張っていきましょう。

いすゞライネックス株式会社、興業建設株式会社

9月2日（水）
毎月あらゆる災害を想定して避難訓練を実施してい
ますが、この日は保護者への引き渡し訓練も行いまし
た。広域避難場所の川和高校へは雨のため行けませんで
したが、各クラス毎しっかりと訓練の必要性を伝えまし
た。万が一に備える心構えが大切です。

10月17日（土）川和中学校にて
年長組による秋の音楽祭。この日
の為に6月から一生懸命練習をして
きました。今年は「地球をくすぐっチャオ！」
「ひと
いきつきながら」
「にじいろ」の3曲を発表しました。大
きな口を開けて元気よく歌う姿にたくさんのお客さんか
ら温かい拍手をいただきました。
幼稚園のホームページに練習の様子を動画でアップし
ますので是非ご覧下さい。

10月10日（土）川和東小学校にて

〜かけっこよーいドン！〜
ゴールにいる担任の先生
を目指して元気よく走りま
した。全員が完走することが
できました。みんな1等賞!!
〜玉入れ〜
親子で楽しく踊ってから玉入れ競争!!
一味変わった玉入れはお客さんにも楽し
んでもらうことができました。玉を一心
に投げる姿はとても可愛かったです。
〜遊戯「がむしゃら行進曲」〜
カラフルなポンポンを
持って笑顔で頑張りました。
皆で花に見立てる演技には
大歓声が上がりました。
〜パラバルーン〜
大きな一枚の布をクラス全員で力を合
わせて膨らませました。練習を重ねた成
果が十分に発揮できました。
〜組体操〜
裸足で元気な掛け声と共に
入場し、逞しい姿を見せてく
れました。一つ一つの演技に
子どもたちの成長がしっかりと感じられました。
〜鼓笛〜
5月から本番に向けて少しずつ楽器に
触れたり、練習に取り組んできました。
全員で演奏を合わせる難しさや楽器の重
さにも負けず、真剣な表情は日増に深まりを見せました。た
くさんの方に温かい拍手をもらい感動の一時でした。

11月 1日（日）平成28年度入園願書受付 12月 6日（日）お遊戯会
8日（火）誕生会
4日（水）平成28年度たんぽぽ組入園受付
10日（木）おもちつき
9日（月）誕生会
14日（月）スマイルクラブ
25日（水）お楽しみ会
15日（火）クリスマス会
28日（土）親児の会
16日（水）未就園児クリスマス会
30日（月）スマイルクラブ
21日（月）終業式

「よいしょー」
「よいしょー」の
大きな声が畑中に広がり、色々
10月19日（月）
な形のお芋に大興奮した子ども
たち。自分で掘ったお芋の味はきっと格別でしょう！ど
んな料理に変身するのか楽しみですね。

10月24日（土）
賑やかなバザーが開催され、た
くさんの方に足を運んでいただき
ました。様々な模擬店やゲームコー
ナーでは「いらっしゃいませ〜」の声が響いていました。
川和高校吹奏楽部による演奏は子どもたちの大好きな曲ば
かりで一緒に歌ったり踊ったり大盛り上がりでした。
川和太鼓の皆さんによる演奏や先生達の出し物も大好評
でした。ご協力いただいた実行委員の方々、本部役員さん、
準備を含め本当にありがとうございました。

6月からスタートし10月で5回目を終えました。毎回、
定員が埋まる程のたくさんの方に参加していただき体育
指導の岡田先生と元気に体を動かして楽しく過ごしてい
ます。
一人でかけっこが出来るようになったり、お母さんと少
し離れた場所で紙芝居を見られるようになりました。運動
遊び を通じて、親子の触れ合いやお友達との関わりがこ
れからもますます増えていけるように計画しています。

10月は運動会、お芋掘り、ハロウィンパーティーと楽し
いイベントが沢山ありました。母子分離も少しずつ始まり、
自由遊びや絵本を読んだりして過ごしています。
そして11月は、園外保育で公園に行く予定です。色々な
種類のどんぐりをみつけたり、秋の風を感じながらお外で
お弁当を食べるのが楽しみです。

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

芸術の秋・スポーツの秋
日頃より後援会の活動にご協力いただきまして、誠に
ありがとうございます。
秋は、芸術の秋・スポーツの秋・読書の秋・食欲の秋
といろいろ例えられますが、夏の暑さもやわらぎ過ごし
やすい季節だと思います。また、夏の疲れが出る方もい
ると思いますので、ゆっくりと睡眠をとりたいですね。
さて、後援会では、10月に子ども達の下校を見守るた
め、ふれあいパトロールを実施しました。学校から大和
駅・鶴間駅の間を、先生方と協力して数ヶ所に立ち、子

相手の状況を考える思考力を
夜遅く友人に電話をかけたい。しかし、夜更電話のベ
ルが鳴ったら迷惑ではないか。誰が電話口に出るだろ
う。母親か、いや父親かも知れない。どういう言葉遣い
をしたらよいか、迷った挙句に思い切って電話をかけ
る。案の定、家人が出る。ドキドキしながら「夜分遅く
大変失礼ですが…」と話を切り出す。漸く家人がつない
でくれて胸をなで下ろす…
何十年も前の話であるが、恐らく経験をお持ちのご父
母もおられると思う。日常の電話でも、いつも相手の状
況を慮って通話した。
現在は、時間は勿論、周囲にも相手にも気兼ねなく会
話やメールが出来る。挨拶や言葉遣いに気を使う事な
く、一度に多勢の友人に連絡し合える。こんな便利で能
率的な時代は、かつては想像も出来なかった。しかしい

秋の行事を終えて
木の葉も色づき、日増しに秋の深まりを感じる季節と
なりました。
2学期は、色々な行事がありました。10月3日（土）に
は、授業参観・懇談会が行われ、学校での子供たちの様
子を見ることができました。
また、10月21日（水）に体育祭を行いました。生徒た
ちは外で思い切り身体を動かし、各クラス団体力が深ま
りました。
2年生は11月2日（月）から沖縄修学旅行に行きます。
仲間との楽しい思い出をたくさん作って欲しいと思い
ます。そして、2年D組は介護職員初任者研修も始まり

運動会・バザーを終えて
朝晩と肌寒くなり、秋の深まりを感じる季節になり
ました。
10 月 10 日（土）は運動会が行われました。今年度の会
場は川和東小学校に変更となりましたが、先生方のご
配慮、保護者の皆様のご理解により無事に終えること
ができました。また、心配されていた天候も過ごしや
すいお天気となり、子ども達の一生懸命な姿、日々の
練習の成果に、沢山の感動をもらいました。先生方、
これまでの熱心なご指導ありがとうございました。
そして 10 月 24 日（土）にはバザーが開催されました。

柏木学園高等学校後援会
ども達に声をかけました。
また11月は、普通救急救命講習会を学校裏の大和消
防署に出向いて受講し、万が一身近で事故などが起きた
時にそなえて勉強します。他にも、毎年私学振興大会が
みなとみらいで行われますので、役員が出席します。
過ごしやすい時季は大変短く、すぐに寒さがやってき
ますが、どうぞ皆様体調管理に気をつけてください。
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
つの間にか言葉を忘れ、キチンとした会話やマナーを身
につけることを怠ってはいないか。いやそれよりも、相
手の状況を考える思考力を失っているのだ。
目に見えないところに思いを馳せる力、相手の立場に
なって考える思考力や判断力は、社会人として最も大切
な事だと思う。
かつては日常の些細な経験の中で体得できた常識が、
今では家庭や学校でキチンと指導していかねばならな
い。ご父母や先生方のご苦労はお察しする。
年寄りの上から目線の言い方で大変失礼ですが、学生
諸君の自覚は言うまでもなく、ご父母の皆様や先生方の
更なるご指導をお願いします。
教育交流会会長

中川

光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
ます。資格取得を目指し頑張って下さい。
12月1日（火）はPTA研修会としてエアロビクス教室
を開催します。日頃の運動不足を汗と共に解消しましょ
う。12月16日（水）は保護者会です。
保護者の皆様には、色々な活動にご理解を頂きありが
とうございます。ご都合のよろしいときには気軽にご参
加ください。PTA役員一同嬉しく思います。今後もよろ
しくお願いいたします。
一学年役員一同

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
保護者の皆様にご協力いただいた寄贈品や各模擬店を
はじめ、先生方の出し物、川和小和太鼓クラブ、川和
高校吹奏楽部の演奏により会場も盛り上がり、賑やか
な 1 日となりました。
こうして気持ち良く行事を行うことができるのも、
クラス役員の皆様、実行委員の皆様、保護者の皆様の
おかげです。本当にありがとうございました。
父母の会会長

尾籠

映子

平成 27 年 11月 〜 平成 28 年 1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

11/24 期末試験日程発表

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
11/27 校外研修旅行
11/28 第6回オープンキャンパス
第2期推薦・一般入試
11/29 ビジネス電話実務検定
12/5
第7回オープンキャンパス
全経電卓計算能力検定
12/6
産能大科目修得試験
12/10 経理実務コンクール
12/12 全経コンピュータ会計能力検定
12/18 講義終了・大掃除
1/8
講義開始
1/9
第3期推薦・一般入試
1/16
全経社会人常識マナー検定
1/20-22 進級・卒業試験
1/23
第8回オープンキャンパス
全経計算実務能力検定
1/25-2/26 検定授業週間
1/31
産能大科目修得試験

11/28 第4回学校説明会

研修センター

11/2-5 修学旅行
11/6 2年振休
6限1年進路ガイダンス
11/7 秘書検定・体験学習⑥PM
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
11/26 介護職員初任者研修
PTA中間監査
11/27 渋谷中学 まなび場Jr．
11/28 体験学習⑦PM
12/1 PTA研修会（PM）
12/1-4 期末考査
12/3 介護職員初任者研修
12/4 美化デー、ワープロ・
デザイン・スピード検定
12/5 全経電卓検定・体験学習⑧PM
12/7 2年進路ガイダンス（PM）
12/8 介護職員初任者研修
1年進路ガイダンス（PM）
12/9 委員会活動の日
12/10 介護職員初任者研修
12/11 情報処理・プレゼン・HP検定
12/12 推薦入試③
コンピュータ会計検定
12/14-19 マレーシア海外研修
12/15 介護職員初任者研修
12/16 保護者会・学級懇談会
12/17 介護職員初任者研修
12/22 大掃除
エイズ性感染症予防講演会
12/24 終業式
1/8
始業式・PTA運営委員会
1/9
体験学習⑨
1/12 平常授業開始
介護職員初任者研修
1/12-18 あいさつ週間
1/13 委員会活動の日
1/14 介護職員初任者研修
1/15 生徒集会
1/16 推薦入試④
1/19 介護職員初任者研修
一般入試受付
1/19-22 卒業試験
1/21 介護職員初任者研修
土沢中学 まなび場Jr.
1/23 全経計算実務検定
1/24 英語検定
1/26 介護職員初任者研修
1/28 介護職員初任者研修

11/7

第2回学校説明会
駿台マーク模試
（ 3年アドバンス＋希望者）
実力診断テスト
（ 1年アドバンス＋希望者）
実力判定テスト
（ 2年アドバンス＋希望者）

11/11 生徒会選挙
11/18 芸術鑑賞会
11/20 第2回保護者会・公開授業
11/21 第3回学校説明会

12/1-4 期末試験
12/5

第5回学校説明会

12/8

試験返却

12/10-17 冬期特別補習（ 1 〜 3限）
12/15 生徒自宅学習日
12/18 進路行事（ 2年）
12/22 終業式
12/24 冬季休業開始
1/7

生徒休業終了

1/8

始業式

1/12

基礎力診断テスト（ 1・2年）

1/13

第2回漢字コンクール

1/19

期末試験日程発表（ 3年）

1/22

生徒自宅学習日

1/23

総合学力テスト
（ 1・2年アドバンス＋希望者）

1/26-29 3年期末試験

11/7

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
12/1-4 （県委託訓練）
介護職員初任者研修科
10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
12/2 （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
12月生 入校式
（県委託訓練）
医療調剤介護事務・ PC科
10月生 医科医療事務検定
12/6
社会福祉会計簿記認定試験
12/25 （県委託訓練）
医療調剤介護事務・PC科
10月生 調剤事務検定
12/28 （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
（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
12月生 介護事務検定
1/19 （県委託訓練）
介護職員初任者研修科
12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）
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（

（

）

）

）

都筑ケ丘幼稚園
11/1
11/2

11/3
11/4
11/9
11/16
11/17
11/19
11/23
11/25
11/27
11/28
11/30
12/1
12/2

12/4
12/6
12/7
12/8
12/10
12/12
12/14
12/15
12/16
12/21
12/23
1/4
1/7
1/11
1/12
1/13
1/16
1/18
1/19
1/25
1/26

28年度入園願書受付
避難訓練
月謝引き落とし日
役員会
休園
28年度たんぽぽ組入園受付
懇談会
誕生日会（ 11月）
お遊戯会予行1部
お遊戯会予行2部
お遊戯会予行3部
休園
お楽しみ会
遊戯会予行予備日
親児の会
スマイルクラブ
月謝引き落とし日
役員会
避難訓練
面談日
地域開放事業フラワーアレンジメント
午前保育
お遊戯会
お遊戯会振替休園
誕生日会（ 12月）
おもちつき
お遊戯会予備日
スマイルクラブ
ダディー＆マミー
クリスマス会
未就園児クリスマス会
在園児休園
終業式
午前保育
休園
月謝引き落とし日
始業式
獅子舞
休園
避難訓練
役員会
懇談会
お楽しみ会
28年度体験保育
バザー収益還元ショー
講演会
クッキング保育（年長）
誕生日会（ 1月）
スマイルクラブ

学 園 本 部
11/3
12/18
12/25
1/7

湘南そろばん塚顕彰会
役員会
職員仕事納め
職員仕事始め

○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・天野・柴村・北畠・山口・西山

