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学校法人柏木学園

理事長

柏木照正

「一年の計は元旦にあり」という諺があります。物

学園全体として、
ます。学園
園 全体として、未来を担う若者の育成の為

事を始めるにあたっては、最初にきちんとした計画

に、建学の精神に基づき、
の精神に基づき、実学を尊び、時代の変化

を立てることが大切だという意味です。新しい年

に柔軟に対応し、特色ある質の高い教育を推進し、

に、目標を立ててスタートをきりたいものです。

社会で必要とされる人材育成にしっかりと取り組ん

現在、我が国では、社会の持続的な成長・発展の
ために、新しい時代に求められる人材の育成強化を

でまいります。
2015年は18歳選挙権の成立、安保関連法の成立、

目指して、グローバル化への対応とICT
（Information

マイナンバー通知の開始等、これからの日本の体制

and Communication Technology：情報コミュニケー

に大きく関わる難しい取り決めがなされた年でし

ション技術）化の推進を基本に据えた「新しい教育」

た。また、北陸新幹線開業やラグビー W杯の勝利、

に向け、様々な教育改革が進められています。これ

ノーベル賞受賞等嬉しいニュースも多くあった年で

らの教育改革は、少子高齢化が進行する中で、将来

もありました。

を担う子どもたちに、あらゆる状況に対応できる能

2016年（平成28年）は干支では「丙申（ひのえ・さ

力や知力の基礎を身につけさせ、
「生きる力」を育む

る）」年です。丙の字は順位では三番目の意味ですが、

ことを目的としています。そのために、ICT環境整

自然界では太陽を意味しているともいわれ、申の字

備も含め計画的に取り組んでいくことが求められ

は物事が進歩発展して伸びるという意味もあるそう

ています。

です。また悪いことや病が去るなど、幸せを運ぶと

柏木学園は、今年6月に創立70周年を迎えます。

する説も各地に残っているそうです。丙申年は、天

グローバル化・ICT化を目指す教育の中にあって、

変地異が重なった年でもあったようですが、新しい

幼稚園では生きる力を養い、たくさんのお友だちと

年も出会いを大切にして感謝の気持ちをもって教育

の関わりと生活習慣の充実を図ります。高等学校・

に力を注いでいきたいと思っております。

高等専修学校では、基礎学力向上・語学力向上・進

2016年が皆様にとりまして喜びと幸せに満ち溢れ

路指導の充実を図ります。専門学校では専門科目の

た素晴らしい年となりますよう、心よりお祈り申し

質の向上と資格取得の他、多種多様な企業実習から

上げますとともに、学園への更なるご支援ご協力を

就職指導に至るまでしっかりと取り組んでまいり

賜りたく宜しくお願い致します。

◆ 神奈川県知事表彰 理事長 柏木照正先生が受賞されました
平成27年11月9日（月）神奈川県庁において、私立学校教
育の振興に対して特に顕著な功績をあげた教育功労者とし

◆ 神奈川県大和警察署長より感謝状を頂きました
平成27年11月27日（金）大和警察署長より、柏木学園の警
察活動における多年の功労に対し感謝状を頂きました。

て表彰され、表彰状と記念品が授与されました。

◆ 日本サインデザイン奨励賞を受賞しました

◆ 社会福祉法人大和市社会福祉協議会会長より
感謝状を頂きました

平成27年11月24日（火）公益社団法人日本サインデザイン
協会より柏木学園総合体育館が公共サイン部門で奨励賞を

平成27年12月11日（金）社会福祉協議会事務所において、
柏木学園の社会福祉事業に対する深い理解と協力に対し感

受賞しました。

謝状を頂きました。

芸術鑑賞会
11月18日（水）に大和市生涯学習センターホール
で芸術鑑賞会が実施された。今年度は、神仙国際雑
技団による中国古典芸能（中国雑技公演）を鑑賞し、
鞭の芸、駒回しの芸では、生徒も参加した。ステー
ジで繰り広げられる難度の高い技の数々に、生徒た
ちは驚嘆しながら大きな声援を送った。

神奈川県高等学校総合文化祭報告
【第52回 高等学校書道展】
団体の部 奨励賞 第12位
個人の部 特選
秋山 和慶（２−Ｃ）
特選
志田 遼真（２−Ｄ）
【第16回 高等学校吟詠剣詩舞発表会】
団体の部 神奈川県教育長賞 第1位
【第34回 高校文芸コンクール】
短歌の部 高文連会長賞（優秀）第4位
田川葉月（２−Ｃ）
佳作 西村啓太郎（２−Ｃ）

柔道部大会報告
11月8日（日）に行われた渋谷区民秋季柔道大会
において、吉﨑玲於（１−Ｈ）が初段75kg以上の部
で準優勝した。
11月14日（土）に行われた高等学校北相地区新人
柔道大会において、吉﨑が男子有段81kg超級で3
位、山田慶人（１−Ｅ）が男子無段55kg超級で準優
勝という成績を収めた。

赤い羽根共同募金
本校生徒会役員の主催で、毎年恒例となっている
「赤い羽根共同募金」を実施した。昼休みを利用し
て、全校生徒に協力を呼びかけ、総額3374円の募金
を集めることができた。

吹奏楽部よりお知らせ
第4回定期演奏会
時：3月18日（金）
開場14：00、開演14：30（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

短歌書道部活動報告
11月21日（土）に行われた第43回大和市青少年健
全育成大会作文コンクールにおいて、秋山和慶（２
−Ｃ）が市長表彰に選ばれた。
『心に筋肉』というタ
イトルで、8月に滋賀県で行われた総合文化祭のエ
ピソードを1200文字で綴った文章を、全文暗記を
して、堂々と発表した。
11月28日（土）に行われた第42回茅ヶ崎市民文化
祭吟詠コンクールにおいて、以下の成績を収めた。
【一般一部】 優勝 三苫 奈々（３−Ｆ）
2位 塩谷 由香（１−Ｂ）
3位 志田 遼真（２−Ｄ）
4位 稲葉
樹（２−Ｄ）

生徒会役員選挙
11月11日（水）に生徒会役員選
挙 立 会 演 説 会、13日（金）に 投 票
が行われた。今年度は大和市選挙
管理委員会の協力を得て、実際の
大和市議会議員選挙や大和市長選挙に使用される
記入台20台、投票ボックス4箱を借用して、本物の
選挙を模して投票が行われた。
投票の結果、新年度の生徒会役員が、以下のよう
に決定した。
会 長
伊藤
樹（２−Ｉ）
副会長
古川 優輝（２−Ａ）
桒田 陽平（１−Ｅ）
書 記
荒木 俊介（２−Ａ）
会 計
片岡輝良々（１−２）

普通救命講習
12月8日（火）に大和市消防署において行われた
普通救命講習に本校のサッカー部、柔道部、水泳部、
卓球部、バドミントン部、ダンス部、テニス部、バ
スケットボール部、バレーボール部、陸上部の部員
計31名が参加した。心肺蘇生やAED、異物除去な
どについて講義形式の説明を受けた後、訓練用の人
形を使って実技の講習に取り組んだ。

演劇部よりお知らせ
りんぶん村の芝居小屋
（主催：大和市教育委員会）
日 時：3月13日（日）
開場12：00、開演12：30（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、昨年に引き続き留学生受け
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。
【検定上位級に本校学生が合格しました！】
11月22日（日）施行の全経簿記能力検定において、
医療情報学科2年の長島朋美（日々輝学園高等学校
神奈川校出身）が1級会計に合格を果たしました。
また、10月17日（土）施行の全経電卓計算能力検
定では、経営経理研究科1年のグェン ティー ハー
クィン（ベトナム グレッグ外語専門学校横浜校出
身）が1級合格を果たしました。
この他にも、10 月〜 12 月にかけて行われた検定
試験において、非漢字圏の留学生を含め、多くの学
生が合格を果たしております。今後の学生の活躍に
ご期待下さい！
【研修旅行に行ってきました】
11月27日（金）
、東 京 デ ィ
ズニーリゾートに研修旅行
に行ってきました。
今回は「東京ディズニーラ
ンド」を訪れました。
見事な秋晴れの下、ディズニーランドに到着した
学生は入口で集合写真を撮影後、思い思いのアトラ
クションを楽しむと共に、留学生については、日本
の「行列文化」について知る良いきっかけとなった
ようです。
【第6回・第7回オープンキャンパスを開催】
11月28日（土）と12月5日（土）にオープンキャン
パスを開催しました。
両日共に本校舎で行われ、医療事務の体験授業・
個別相談の後、研修センターに移動し見学を行いま
した。
尚、次回オープンキャンパスは、1月23日（土）
（今
年度最終）を予定しております。ご希望の方は、本
ページ右下の入学相談係まで。
【桐野校長による特別講義を実施】
11月18日（水）
・25日（水）
・
12月2日（水）・9日（水）の4
回に渡り、桐野校長が学生
に対し、特別講義を行いま
した。
情報ビジネス科1年A組〜 D組の4クラスで講義
が行われ「漢字の成り立ち」や「覚え方」を中心に、
講義を行いました。
＜桐野校長からのメッセージ＞
留学生が苦労するのは漢字。学歴も高く知識も深
いだけに漢字を理解すれば学習効果は確実に伸び
ます。

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（水）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。
初日は緊張した雰囲気での入校式となりました。
意欲的に取り組み、再就職を目指します。
【社会福祉会計簿記（12月6日施行）試験対策講座開催】
11 月 8 日（日）、29 日（日）の 2
日間、昨年に引き続き、社会福
祉 会 計 簿 記 初 級 コ ー ス・中 級
コースの検定試験対策講座（無
初級コース講師 望月晃先生 料講習会）
が実施されました。
社会福祉会計簿記は介護施設
等の社会福祉法人団体では日常
的に使用されている簿記です。
高齢化社会が進むなか、将来的
にも注目を集めている分野とな
中級コース講師 宇佐美広樹先生 ります。
【神奈川県委託訓練介護科 介護施設実習】
12月1日（火）か ら4日 間 に
わたり、介護職員初任者研修
科10月生が介護施設（特別養
護老人ホーム・デイサービス）
へ実習に行きました。実際に
施設での介護を経験すること
が、職場理解を深め就職への
意欲へと繋がっていきます。
［介護実習先一覧］
ル・リアンふかみ、サンホーム鶴間、わかたけ青葉、
和喜園、グリーンライフ湘南、グリーンライフ湘南台
【就職近況報告】
医療調剤介護事務・PC科修了生
奥山 友喜さん（平成27年6月生）
就職先 大和市立病院
職業訓練修了後、即戦力として
市立病院医事課での勤務が始ま
りました。総合病院医事課では覚
えることも多く、大変な仕事です
が努力と笑顔で積極的に取り組
んでいます。

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

簿記検定中間結果報告
11月22日（日）に施行された全経簿記検定は、検
定特別授業・土曜日の補講を行った結果、昨年に比
べ2級の合格率が16％、3級が17％、4級が15％上昇
しました。
合格をして自信を得ることが、将来を大きく変え
るといっても過言ではありません。さらに上級を目
指して頑張りましょう。

日商2級の部・個人優勝
11月8日（日）、簿記TACチャンピオン大会が横
浜スカイビルにて行われ、本校の簿記部をはじめ、
1年生から3年生までの希望者計11名の生徒が出場
しました。参加者には、簿記の問題集が配布され、
より勉強に対して意欲的に取り組もうとする様子
が見受けられました。3年生の村上航暉くんが、昨
年に引き続き日商簿記2級の部で横浜地区・全国と

第44回美術展2部門同時受賞
第44回科学技術学園高等
学校の美術展で、3年生の松
永エクセル君が、初出品で
「絵 画 の 部」・「デ ザ イ ン の
部」共 に 銅 賞 を 受 賞 し ま し
た。限られた期間に試行錯誤を重ねた結果の2部門
の受賞でした。

修学旅行
2学年は11月2日（月）〜 11月5日（木）に3泊4日の
日程で、沖縄へ修学旅行に行きました。平和記念公
園、ひめゆりの塔では、太平洋戦争で唯一地上戦が
行われた沖縄戦跡を訪れ、平和の尊さを学び、スー
パーエイサー見学、マリン体験コースとドルフィン
ガイドツアー・シーサー造り体験では、沖縄の美し
い自然や独特の文化に触れ、奥深い日本の自然・文
化を肌で感じました。
また、今回は初の取り組みとして、観光タクシー
を一日利用し、班ごとに事前に綿密なプランをた
て、美浜アメリカンビレッジで買物を楽しんだり、
斎場御嶽等の沖縄を代表する聖地を訪れたりと、有
意義な旅行にすることができました。

もに、満点で個人優勝という好成績を残し、2連覇
を達成しました。

進路ガイダンス
1学年は12月8日（火）
、2学年は12月7日（月）に進
路ガイダンスを行いました。1学年は進路への意識
を持つために、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
ンスを行いました。また、2学年は具体的な進路の
研究・情報収集を目的に、実際に大学や専門学校の
先生に学校の様子や説明を聞き、パンフレットや
色々な情報集めを行いました。
進路への自己目標を形成し、夢に向かって邁進し
ましょう。

生徒会選挙
平成28年度の新役員を選出する、生徒会役員選
挙が11月13日（金）に厳粛な雰囲気の中で行われま
した。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、記載台を使用し生徒会選挙
を行いました。公職選挙法の改正により、選挙年齢
が引き下げられ、選挙がより身近になります。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ぶ機会を

年賀状作成教室
12月12日（土）、生徒会が企画する、年賀状作成
講座が実施されました。今年は地域自治会を通じ、
近隣の方々を招くことができ、地域の方との交流を
深める機会となりました。
普段は教わる立場の生徒が、逆に教える立場にな
り、大人の手助けをする姿は、まるで各家庭の師走
の一場面のようで、なんとも微笑ましくアットホー
ムな光景でした。

設けました。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 小川 純奈
副会長 川崎 隆治
書 記 瀧

竜雅

会 計 系浴 会柊

12月10日
（木）

12月6日（日）

一 大 イ ベ ン ト、お 遊
戯 会！子 ど も た ち は オ
ペレッタ、劇、遊戯に一
生懸命取り組みました。
舞台上はキラキラと輝
く笑顔と大きな掛け声で、今までの練習の成果が十
分に発揮されました！保護者の皆様、温かい声援を
ありがとうございました。

おもちつきを楽しみにし
ていた子どもたち。杵やうす
にも興味津々でした。
「よいしょー！よいしょー！」
の掛け声が園庭に響き、皆で
力を合わせてついたおもち
を沢山おかわりして堪能し
ました。

クリスマスの装飾作り
11月28日（土）親子でク
リ ス マ ス リ ー ス＆オ ー ナ
メント作りを行いました。
プリンカップのオーナ
メ ン ト は、幼 稚 園 の も み
の木や桜の木に飾りつけました。木の枝や木の実
で作ったクリスマスリースは各家庭へ持ち帰り、
クリスマス飾りにしました。
親子で楽しい時間を過ごす良い機会でした。

在園児 12月15日（火）

今年も沢山のサ
ンタさんが登場し、
大喜びの子どもた
ち。サ ン タ さ ん か
ら一人ひとりプレ
ゼントをもらい、大満足の1日となりました。
未就園児 12月16日（水）

多くの方が参加してく
れました。大きな体のサ
ンタさんにちょっぴり驚
いた子もいました。

今年もサンタバスが走りました。
「あっ！サン
タさんだ」と喜ぶ姿が印象的でした。

明けましておめでとうございます。お正月は普
段の生活では経験できないことを味わえる良い機
会だったのではないでしょうか。今年も健康で楽
しく過ごせるように、全園児がお獅子に頭をかん
でもらい無病息災を祈願しました。

1月22日（金）

今年もバザー収益による、杉山兄弟のシャボン
玉ショーが22日（金）にホールにて行われます。
何度観ても、ホールいっぱいにあふれる
色とりどりのシャボン玉の迫力は素晴
らしいものです。子どもたちも楽し
みに待っています。
1月26日（火）

未就園の方、地域の方がどなたでも参加できるス
マイルクラブが1月26日（火）に行われます。
親子で一緒に体を動かして楽しく過ごしましょ
う！是非、お待ちしています。ご予約は1月12日
（火）から電話にて受け付けています。

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ
謹賀新年
昨年中は、会員の皆様におかれましては、ご支援・
ご協力をいただきまして誠にありがとうございま
した。
27年度も残すところあと少しとなりました。3年
生は卒業をしますと、それぞれ違う道を歩んでいく
こととなりますので、残り3 ヶ月は高校生活に悔い
の残らないようしっかりと勉強をし、また友達との
大切な想い出作りをして、卒業式を迎えるようにし
ましょう。
2年生はもうすぐ修学旅行ですね。寒さ厳しい時
季ですので、体調管理にはくれぐれも気を付けて、

冬の日ざしの海岸で
初冬のあたたかい午後、海岸を散歩する。やわら
かい日ざしにきらめく波がまばゆい。
30分ほど歩くと漁港公園、向いの突堤には十数隻
の漁船が碇泊、正面には大島がくっきりと望める。
公園のベンチで一休みしていると、若い母子が隣
にいた。男の子は未だヨチヨチ歩き、余りにもかわい
いので声をかける。ママの話では漁船で帰ってくる
パパのお出迎えだ。明るい平和な家族が想い浮かぶ。
でも聞けば、パパは就職先が不況で離職し、三ケ
月ほど前に知人の紹介で漁師になった。慣れない仕
事で続くかと心配だ、とママは言う。漁業は朝が早
く仕事がきつい。将来の見通しも厳しい。そんな不
安が頭をよぎった。

新年を迎えて
新年あけまして、おめでとうございます。
保護者の皆様には日頃よりPTA活動にご理解ご
協力を頂きありがとうございます。本年もよろしく
お願いいたします。
二学期には多くの行事、新しい試みが行われまし
た。11月は二年生の3泊4日沖縄修学旅行、12月は
初めてのマレーシア海外研修を無事終えることが
出来ました。PTA活動では12月にエアロビクス教
室が開催され、参加された皆様、先生方と共に汗だ
くになり、心身ともにリフレッシュすることが出来
ました。
今年度も残す所あと数か月となりますが、いろい

柏木学園高等学校後援会
楽しんできてください。
1年生は進級してクラスも変わると思いますの
で、今この時間を無駄なく大切に過ごしてくださ
い。
皆さん、今年の目標をしっかりとたてて、その目
標を達成させるための努力をし、ステップアップし
てひとまわり大きく成長して下さい。本年もよろし
くお願いいたします。
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
30分後にゲートを閉じますという放送が入る。程
なく「ほらパパが帰ってきたよ」とママは子供の手
を引いて公園を出た。その先に漁船から上った若い
パパが駆け寄り子供を抱き上げる。親子3人、何とも
ほほえましい光景に心が和む。可愛い子のためパパ
もママも頑張って欲しい、
と祈らずにはいられない。
烏帽子岩に夕日がそそぐ。穏やかな湘南の海。で
も吹きすさび、荒れ狂う日もあるのだ。
今年も学生にとって就職はきびしいだろう。でも
前途は海のように果てしなく広いのだ。
教育交流会会長

中川

光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
ろな行事が予定されています。皆様のご参加を心よ
りお待ちしています。
一、二年生の皆さんは新しい目標に向かってチャ
レンジ、ステップアップして下さい。三年生の皆さ
ん残り少ない学園生活を有意義に過ごし沢山の思
い出を作って下さい。
本格的な寒さがやってまいりますが、体調には十
分お気を付け下さい。今学期も1日1日を皆様と共
に大切に頑張っていきたいと思っております。
二学年役員一同

新年明けましておめでとうございます。

都筑ヶ丘幼稚園父母の会

昨年 12 月には、一人一人が生き生きと表現し、
輝いていたお遊戯会、お腹一杯おいしくいただい
たおもちつき、サンタさんにプレゼントをもらえ
たクリスマス会と、様々な行事を無事に終える事
ができました。これも全て、先生方のご尽力と保
護者の皆様のご協力のおかげです。本当にありが
とうございました。
3 学期は年長は卒園、年中・年少は進級に向けて

の活動も多くなり、少しずつ変化していく環境に
来年度への意識が芽生えてくることでしょう。そ
んな子ども達の成長を穏やかに見守りつつ、背中
をそっと押してあげられる存在でありたいと決意
も新たに、本年度もよろしくお願いいたします。
父母の会会長

尾籠

映子

平成 28 年 1月 〜 3月行事予定表
柏木学園高等学校
1/7

生徒休業終了

1/8

始業式
第2回漢字コンクール

1/12

基礎力診断テスト（ 1・2年）

1/16-17 大学入試センター試験
1/17

県高総文化祭総合閉会式

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 期末試験（ 3年）
2/2-5 修学旅行（ 2年）
2/10

一般入試

柏木実業専門学校

研修センター

生徒自宅学習日
2/11

一般入試（オープン）
一般入試A合否発表
学力確認検査（推薦合格者）

2/12

一般入試B合否発送

2/21

全経簿記検定

2/22-24 追加認定試験（ 3年）
2/22

期末試験日程発表（ 1・2年）

2/26

卒業生を送る会

2/27

全経電卓検定

2/28

日商簿記検定

2/29-3/3 期末試験（ 1・2年）
3/4

卒業証書授与式

3/9-16 春期特別補習（ 1 〜 3限）
3/17-22 追加認定試験
3/25

修了式

3/28

2次通知表配付対象者登校日

大和商業高等専修学校

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
1/25-27 午後追試験
1/29 再試験者発表
1/31 産能大科目修得試験
2/1
午後再試験
2/2
特別試験者発表
2/3
午後特別試験
2/6
全経文書処理能力検定
全経所得税・法人税・消費税法能力検定
2/7
秘書技能検定
2/15 第4期推薦・一般入試
2/17 リテールマーケティング（販売士）検定
2/21 全経簿記能力検定
2/27 全経電卓計算能力検定
2/28 日商簿記検定
3/1
第5期推薦・一般入試
3/7
卒業式、卒業記念パーティー
3/11 入学者説明会
3/14 第6期一般入試
3/18 修了式
3/23 第7期一般入試

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
2/1 （県委託訓練）
医療調剤介護事務・PC科
12月生 医科医療事務検定
2/2 （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
2月生 入校式
2/2-5 （県委託訓練）
介護職員初任者研修科
12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
2/26 （県委託訓練）
医療調剤介護事務・PC科
12月生 調剤事務検定
2/29 （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

○学園本部：高村・細川
○柏木実業：伊藤（正）・伊藤（史）

（

）

1/8
1/9
1/12

始業式・PTA運営委員会
体験学習⑨
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 一般入試受付
介護職員初任者研修
1/19-22 卒業試験
1/21 土沢中学 まなび場Jr.
介護職員初任者研修
1/23 全経計算実務検定
1/24 英語検定
1/26・28 介護職員初任者研修
2/2・4 介護職員初任者研修
2/5
入試のため3限までの授業
2/6
一般入試
2/7
全経税務会計検定
秘書検定
2/9
介護職員初任者研修
2/10 委員会活動の日
2/12 生徒集会
2/15-19 検定特別授業6・7限
2/18 PTA運営委員会
2/19-24 期末考査
2/21 全経簿記検定
2/23 介護職員初任者研修
2/24 美化デー
2/26 ワープロ・デザイン・
スピード検定③
2/27 全経電卓検定
2/28 日商簿記検定
2/29 スポーツ文化デー
次年度第1期分納入金締切
3/1
介護職員初任者研修
3/1-4 あいさつ週間
3/2
情報処理・プレゼン・
HP検定
3/3
介護職員初任者研修
3/4
二次入試①
3/7
卒業式
3/8
介護職員初任者研修
3/9
委員会活動の日
3/10・15 介護職員初任者研修
3/16 入学説明会
3/17 介護職員初任者研修
3/18 二次入試②
3/22 介護職員初任者研修
3/24 大掃除
3/25 終業式

都筑ケ丘幼稚園
1/4
1/7

月謝引き落とし日
始業式
獅子舞
1/12 避難訓練
役員会
1/13 懇談会
おたのしみ会
1/16 28年度体験保育
1/19 クッキング保育（年長）
1/22 バザー収益還元ショー
1/25 誕生日会（ 1月）
1/26 スマイルクラブ
2/1
スマイルクラブ
月謝引き落とし日
2/2
豆まき
2/5
午前保育
2/7
作品展
2/8
作品展振替休園
2/9
避難訓練
2/12 お店やさんごっこ
2/15 誕生日会（ 2月）
役員会
2/16-19 個人面談
午前保育
2/22 父母会予算総会
ダディー＆マミー
2/23 クッキング保育（年中）
2/24 一日入園及び教材渡し
在園児休園
2/25 クッキング保育（年少）
2/26 ケータリング（年長）
2/29 観劇会
3/1
誕生日会（ 3月）
月謝引き落とし日
3/3
ひなまつり会
3/4
避難訓練
3/7
卒園式予行
3/8
おわかれ会
3/9
懇談会（年長）
3/11 午前保育
3/12 卒園式
3/14 スマイルクラブ
3/16 懇談会（年中・年少）
3/18 修了式
午前保育

学 園 本 部
1/7
3/4
3/7
3/12
3/28

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

○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

