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−「幸せ」を考えてみよう 〜夏休みに期待すること〜 −
世の中の誰もが幸せになりたいと思っている。本屋に
行くと必ずと言って良いほど「幸せな生き方」の類のハウ
ツーもののコーナーがある。
また、新しい人生をスタートする人に贈られる言葉の
一つに、
「お幸せに」がある。この言葉を聞かない結婚式は
まずない。
「こんにちは」
「おはようございます」と同じよ
うに、人生の門出にある幸せな二人に贈る慣用句の一つ
だ。とは言え、その「幸せ」は常にあるものではない。
「幸せ」とはどんな状態を言うのだろうか。私は「幸せ」
とは満たされなかったことが満たされる状態だと考えて
いる。例えば、冬山で道に迷い二日間まったく食べ物を摂
ることができなかったとする。長時間歩いてようやく人
家にたどり着き、暖かい食事とストーブにあたることが
できた。間違いなくこのような状況で、本人は「幸せ」を
感じることだろう。
では、欲求が満たされた際に感じる感覚だけが「幸せ」
なのだろうか。
「幸せ」とはそのように単純に割り切れる
ものではないはずだ。自分の欲求が満たされていなくて
も、幸福感に包まれることがある。ハッピーエンドに終
わった映画を見て喜びを感じたり、生徒が部活動や勉学
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に打ち込む姿を見てほのぼのとした気持ちになれる。
もっと積極的に「幸せ」を呼び寄せることもできるだろ
う。私は後になって、ああすればよかったなどの悔いを感
じるような生き方は選びたくない。たとえ思ったような結
果を得られないとしても、そこから何かを学ぶことができ
ると考えてまずはやってみる。苦労しても、その結果手に
した気づきや新しい視点が得られる。積極的な「幸せ」は
自分の財産としていつまでも残るからだ。
生徒のみなさんはいろいろなことに挑戦する時間が、大
人と比較にならないほどたっぷりある。まだ自分で気付い
ていない才能や可能性も眠っていることだろう。これから
の夏休みを有効に使って新たな体験にチャレンジし、自分
の才能と可能性を伸ばしてほしい。チャレンジすることで
長く続く何かを自分の中で残せるよう期待したい。その過
程で、自分自身の確かな羅針盤を持ってもらいたいもので
ある。
羅針盤（らしんばん） コンパス。磁石の指極性を利用し
て方位を調べる器具。

野球部・神奈川大会

体育祭
6月3日（金）に体育祭が本校グラウンドにおいて行わ
れた。今年度も、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、
障害物借り物競走等の競技で争った。
また、応援合戦では各色応援団の趣向を凝らした応
援が体育祭に彩りを添えた。
結果は、以下の通り。

総合優勝
応援合戦1位
色別対抗リレー 1位

黄色組

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11日（土）に行われた。参加校は
188校で、本校野球部の第1試合は7月13日（水）
13：30より「いせはらサンシャインスタジアム」
において、鶴見大附属高校と対戦することが決
定した。
またJ-comの番組「めざせ甲子園2016」におい

黄色組
緑色組

て、6月16日（木）の回で本校野球部の紹介が、イ
ンタビューを交えて放送された。

バドミントン部大会報告
5月28日（土）に 行 わ れ
た伊勢原市バドミントン
協会主催第9回手塚記念大
会の男子ダブルスCクラス
において、北野哲光（２−

後援会バス研修旅行
5月28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、箱根観光に保護者・教員計46名が
参加した。現地ではガラスの森美術館でのガラス吹き
付け体験、山野ホテルでの食事、箱根神社参拝、霧の芦
ノ湖遊覧など、箱根の観光名所を堪能した。

Ｆ）
・戸来陵雅（OB・28年卒）ペアが優勝を収めた。
予選ブロックを1位通過したペアは、続く決勝
トーナメントにおいても1回戦目の第1セットを
1つ落としたのみの強さを見せた。

卓球部大会報告
6月11日（土）に潮風アリーナにて行われた神
奈川県高等学校総合体育大会卓球競技の部、兼、
全国高等学校総合体育大会卓球競技の部神奈川
県予選に本校卓球部が参加し、学校対抗男子に
てベスト32に入った。
1回戦目は星槎高校に、そして2回戦目は山手

熊本地震募金活動報告

学院高校にそれぞれ勝利し、3回戦目に駒を進め

5月6日（金）・9日（月）に本校校内にて、熊本地震被
災者支援の一環として、生徒会主催のもと募金活動が
行われた。生徒・教職員の善意として￥10,188が2日間
で集まった。
今回集まった募金は、日本赤十字社を通して被災地
へ送られた。

た。続く3回戦では海老名高校と対戦したが、善
戦したもののベスト16にあと一歩及ばなかった。
対戦成績：1回戦（対、星槎高）

３−０

2回戦（対、山手学院高） ３−２
3回戦（対、海老名高）

０−３

お知らせ
第40回全国高等学校総合文化祭 2016 広島 ひろしま総文
吟詠剣詩舞部門
日 時： ８月３日（水）
開会式8：45 〜
場 所： 上野学園ホール
（広島県立文化芸術ホール）
本校短歌書道部が、
「平成28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。

神奈川県吟剣詩舞道総連盟大会
日 時： ８月７日（日）
開演11：00
場 所： 横浜市社会福祉センター
（ JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄ブル
ーライン 桜木町駅下車）
本校の短歌書道部が参加し、
「静御前」を披露する予
定となっております。皆様お誘い合わせの上ご来場頂
き、熱の入った舞をご堪能ください。

柏木実業専門学校
【企業実習に行ってきました】
5月〜 6月に渡り、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
情報ビジネス科2 年D 組
求められる知識・技能について学びま
した。
［実習先］
野村證券㈱横浜支店（情報ビジネス科1年C組）
㈱ネエチア（情報ビジネス科2年D組）
松和電子システム㈱（情報ビジネス科1年B組）
【第1回オープンキャンパスを実施】
5月21日（土）に第1回オープンキャンパ
スを開催しました。医療情報学科希望者は
レセプト作成を体験し、情報ビジネス科・
経営経理研究科希望者にはパソコンを使用
した名刺作成を体験していただきました。
次回、第2回オープンキャンパスは7月23日（土）
、第3回オープ
ンキャンパスは8月1日（月）の開催となります。お申込は、本ペー
ジ右下の入学相談係まで。
【検定上位級に本校学生が合格しました】
5月21日
（土）施行の全経電卓計算能力検定において、
情報ビジネス
科2年D組のALTAN ERDENE TUVSHINBAYAR（モンゴル国籍
早稲田EDU日本語学校横浜校出身）
とSAPKOTA ARJUN（ネパー
ル国籍 セントメリー日本語学院出身）が1級合格を果たしました。
上記学生の他にも多くの学生が検定試験を受験し合格を果たし
ております。今後の学生の活躍にご期待下さい！
【熊本地震に対する寄付金】
情 報ビジネス 科2年D組 のSANJIT
BISTA（ネパール国籍 ウエストコー
スト語学院出身）を発起人として、熊
本地震に対する募金活動を学生主体
で行い、20,531円を神奈川新聞を通し
て寄付しました。
【スポーツ大会を実施しました】
5月30日（月）から6月2日（木）にかけて本校舎4階体育館で、ス
ポーツ大会を実施しました。
（表紙に写真有）今回は、ソフトバ
レー・大縄跳びの２つの競技を行いました。大縄跳びでは、息を
合わせてより多く跳ぼうとチーム一丸となって声を掛け合う姿
に、他のチームからも歓声が上がるなど、大変盛り上がりました。
【校外清掃活動】
毎年6月から7月まで毎週水曜日に校外清
掃活動を行っています。地域への貢献のた
め、学生達は学校周辺の小さなゴミも拾い
集め、活動を続けています。

簿記講習会のご案内
第144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１日（木）〜 11月16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
8月25日
（木）※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4,000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：柏木）
TEL 046−263−9112
ホームページ（http://www.yamatocci.or.jp）

研修センター
【求職者支援訓練3月生修了式】
6月21日（火）に医療・調剤・
介護事務PC科の修了式が行わ
れました。再就職にむけての職
業訓練3 ヵ月間、全員熱心に取
り組みました。
【神奈川県委託訓練7月生コース説明会・見学会実施】
5月10日（火）
、11日（水）
、12日（木）の3日間にわたり、神奈
川県委託訓練7月生（7月5日（火）より開講）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
皆様からは、受講内容や訓練修了後の
就職先についてイメージすることが
できたとの感想をいただきました。
〔次回コース説明会・学校見学会開催日 委託訓練11月生〕
簿記パソコン事務科
8月26日、29日、31日
介護職員初任者研修科
8月26日、29日、31日
医療調剤介護事務・PC科
8月26日、31日、9月1日
【就職近況報告】
＊就職決定報告
介護職員養成（初任者研修）科 修了生
佐藤 和利さん
（平成25年5月生）
就職先 株式会社ベストライフ
ベストライフ希望が丘
訓練修了後より勤務を継続しています。ご利用者様との触れ
合いのなか、日々やりがいを持って仕事に取り組んでいます。
今後は更にキャリアアップをする為、実務者研修を取得後、介
護福祉士を目指しています。
＊資格取得報告
簿記パソコン事務科 修了生
今野 愛美さん
（平成27年12月生）
訓練受講により、資格取得へと繋がりま
した。
全国経理教育協会 消費税法能力検定２級、３級合格
【上級救命講習修了 医療情報学科1年生】
5月26日（木）大和市消防本部にて上
級救命講習が実施され、医療情報学科1
年生が参加しました。講習当日は、救
命 に 関 す る 講 義 の 他、心 肺 蘇 生 法 と
AEDの 使 用 方
法、小児の心肺
蘇生法、搬送法、三角巾の使用方法等
の実践練習を行いました。受講後は修
了試験があり、全員合格となりました。

第２・３回オープンキャンパス 参加申込受付中
7月23日（土）実施の第2回オープンキャンパスと8月1日（月）
実施の第3回オープンキャンパスの参加申込を受け付けており
ます。また、入学願書・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

女子砲丸投げ 植村 未来
女子高跳
松藤 玲渚

体育祭
5月25日（水）柏木学園グラウンドにおいて体育
祭が行われました。砂埃が舞う中、生徒たちは色と
りどりのクラスＴシャツを身にまとい、懸命に種目
に取り組んでいました。また、生徒会や体育委員の
働きにより、スムーズに競技を行うことができまし
た。クラスや学年が一丸となり、優勝へ向かって頑
張る姿は、とても輝いていました。
＜結果＞ 優勝 3年C組 準優勝 2年D組

剣

道 女子個人

バドミントン 男子個人

木村
凛
望月友梨佳

優 勝
準優勝

鈴木

準優勝

馨月

サッカー
バスケットボール

ベスト８
ベスト８

バレーボール
【神奈川県高等専修学校体育大会】
野

1回戦敗退

球 男子の部

バスケットボール 男子の部
卓
球 女子個人

優
北村

彩花

男子団体
【北相地区定通高校球技大会】
サッカー
バスケットボール

6月2日（木）に、神奈川県警主催による「命の大
切さを学ぶ講演会」が本校にて開催されました。
様々な犯罪が起きている中で、被害者やその家族の
置かれた状況を理解し、
「命の大切さ」を生徒一人一
人に感じとってもらう事を目的とした講演でした。
講師の方々の話を真剣に聞き、身近に起きている事
件や犯罪について、より一層考えさせられる講演と
なりました。

母校訪問
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

行動がとても成長しているように見られました。
・活き活きと高校生活の様子を話していて、充実し
ているのだなぁと思いました。これからも楽しい
高校生活を送ってくださいね。

部活動大会成績
今年度もサッカー・バスケットボール・バドミ
ントン・剣道・陸上が全国定時制通信制体育大会
神奈川県予選など多くの大会に出場しました。成績
は以下の通りです。
【全国高等学校定時制通信制体育大会 神奈川県予選
会】
隼

女子100ｍ

植村

未来

第２位
優

３

位

優 勝
ベスト８

鈴木 馨月
優 勝
中本 駿也 ベスト８
卓
球 男子個人
井上 涼太 ベスト８
女子個人
北村 彩花
優 勝
以上の結果から、陸上では藤本くん・植村さん・
松藤さんが8月11日〜 14日に駒沢競技場、剣道で
は 木 村 さ ん・望 月 さ ん が8
月1日に日本武道館、バドミ
ントンでは鈴木くんが8月
17日〜 20日に小田原アリー
ナで行われる全国高等学校
定時制通信制大会に神奈川
県代表として出場します。

防犯ボランティア

・元気に学校生活を送っているようで安心しまし
た。後輩が続くと思いますので、頑張ってくださ
い。
・卒業してから少ししか経っていないのに、言動や

藤本

勝

準優勝
準優勝

バドミントン 男子個人

命の大切さを学ぶ講演会

陸上競技 男子200ｍ

優 勝
優 勝

勝

6月10日（金）に防犯ボランティアを行いました。
世間でも痴漢の被害が増えていることから、今回は
『痴漢』についての呼びかけを行いました。
大和警察の方からのお話もあり、皆懸命に呼びか
けていました。また、本校の保健美化委員とボラン
ティア委員の合同で地域の清掃活動を行いました。
熊本募金やエコキャップ
運動など、私たちにでき
ることを継続し、今後も
積極的に活動していきた
いと思います。

2年進路講話
6月3日（金）に2学年でパネルディスカッション
型の進路講話が行われました。来校していただいた
のは和光大学、医療ビジネス観光情報専門学校、㈱
ライセンスアカデミーの方々。生徒自身が質問し、
得た知識を活かしてください。

6月3日（金）
今年は、過ごしやすい1日でし
た。年少、年中組は色々な遊具で
元気よく遊び、クラス集会や学
年集会を親子で楽しみながら過
ごしました。年長組は、園児だけ
が参加する遠足で、クラスの友
達との絆が深まる1日となりま
した。

5月19日（木）
6月16日（木）
6月1日（水）に虫歯予防集会を行い、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
医者さんの前で少し緊
張ぎみの子どもたちで
したが、しっかりと大き
な口を開けて受診
できました。

6月17日（金）
いよいよ子どもたちが楽
しみにしていたプール遊び
が始まりました。
これから安全面に充分配
慮 し、子 ど も た ち と 約 束 を
確認しながら楽しく元気に水遊びを楽しんでいき
たいです。

年長組
5月20日
（金）

ইঝॶشএথॳ

ॵॺॣشय़

年中組
6月28日
（火）

ハンバーグを好きな型にして焼いたり包丁を使って、く
だものを切りました。みんな一人ひとりかわいいロコモコ
丼とフルーツポンチが出来上がりました！

• 平成29年度園児募集に向けて6月よ
り園見学を開始しています。
• 7月12日（火）に第1回入園見学説明会、
9月20日（火）に第2回入園説明会を行
います。
• 7月20日（水）に夕涼み会があります。たく
さんの方々のご来園をお待ちしています。
• 7月25日（月）
・26日（火）は年長組お泊
まり保育があります。
• 8月22日（月）から自由夏期保育、夏期保育
が始まります。
• 8月25日（木）は平成27年度の同窓会
があります。

6月29日（水）
横浜文化体育館にて表彰式が行われました。

15年
八ッ橋鉄兵
先生

এॸॺ१ছॲ

野菜をちぎったり、つぶしたり、包丁を使って楽しく作り
ました。みんなで一生懸命作った料理はとてもおいしくて、
苦手なものも食べれるようになりました！

ট॥ঔ॥ᕄ

今年も幼稚園で5月23日生まれの
蚕を育てました。桑の葉を食べて成
長する様子を子どもたちと観察し、
生き物の大切さを改めて感じること
ができました。

ॱ॥ছॖ५

5年
根深 希
先生

熊本地震の義援金について、多くの方にご協力頂
きありがとうございました。
義援金（計￥ 53,885）は、神奈川新聞厚生文化事
業団様を通して熊本県へ送らせていただきました。

会
書
会
監

長：藤野 博子 副会長：川村由紀子・加川 友恵
記：廣川 美香・小菅 智美
計：島﨑るり子・山田 倫子
査：天野あさみ・高橋ちひろ

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ
平成28年度 後援会役員名簿
会
長
副 会 長
総
務

会
書
理

計
記
事

野口佐百合
内田葉子
石川裕子
水戸透江
熊倉京子
高木留美子
黒水亜矢子
長島真澄
大戸宏美
平出寧子
平山毅大
橘 操子
芝名あづさ
髙橋敏子

永井由美子
長舩典江
吉野正美
山本美加
牧井愛季代
長谷川恵
松村 泉
宮口かおり
佐藤陽子
武井絹予
平本光枝
金子しげみ
中島みゆき

柏木学園高等学校後援会

沖田恵子
西山孝子
池上嘉子
實川照美
武谷玉美

及川育子
井料 恵
多田 薫
荒井真由美
髙橋昭男
五十嵐晴美

監

査

秦 晶子
伊藤正子
川尻裕恵
太田直子
蓬田ひろみ
河野孝次
和田幸子
上野裕子
林 久美
石塚アンナリザ
後藤優子
川竹道子
古川あき
鈴木彰子

心のつながりを期待して
2か月ほど前「エベレスト」という映画を見まし
た。夢枕獏氏の小説の映画化で、前人未踏のエベレ
スト登頂をめざす男2人の死闘を描いた作品です。
その中で登山基地であるカトマンズの街の風景が
出てきます。
そのカトマンズが昨年4月のネパール大地震で大
被害を受けました。日本政府が緊急援助チームを派
遣したり、また各地で募金活動がされました。本校
でも積極的に協力したことを学園ニュースで知り
ました。
更に1年後の本年4月、熊本大地震が起きたので
す。その被災者に在日のネパール人が駆けつけ、恩
返しとしてカレーなどの炊き出しを行ってくれた
ことが報じられています。

成長の喜び
朝顔が色鮮やかな花を咲かせる季節となりました。
子ども達は新しい幼稚園生活にも慣れ、自分で出
来る喜びを感じながらのびのびと過ごしています。
また、プールからは賑やかな声が響いています。
私達保護者も子ども達からのその日の報告が楽
しみな毎日です。
さて、7 月には夕涼み会が開催されます。たくさ

井口律子
丸山ミキオ
戸頃弘子
白井敦子
石垣恵美子
出口朝子
岡部純子
塚本早苗
吉田奈美子
北村理恵
伊藤正枝
山口光子

奥山小百合

柏木実業専門学校教育交流会
カトマンズでは世界文化遺産のダルバール広場
の建物が崩壊、熊本では世界に誇る熊本城の石垣が
崩れ落ちました。
今春、専門学校はネパールよりの入学生が多いと
聞いています。改めて昨年の母国の惨事を思い出
し、心を痛めている学生もいることでしょう。
災害は目を被う悲惨な現実ですが、その中でお互
いに思いを共有し理解し合えたのではないかと察
します。心のつながり、さまざまな国からの学生が
多い専門学校の大きな力になって欲しいと願って
います。
教育交流会会長

新役員紹介
爽やかな初夏の季節になりました。
皆様には、いつもPTA活動にご協力頂きありが
とうございます。
6月のPTA総会に於いて承認を頂き、28年度の新
メンバーでPTA活動を開始致しました。
子ども達が心身共に大きく成長する高校生活に、
私たち保護者も共に成長していける様なそんな
PTAでありたいと願っております。
どうぞ一年間よろしくお願いいたします。

荒井美都子
桃澤久美子
石澤一美
青柳みどり
大窪智美
藤澤美佐子
宇佐美裕佳
濱田謹子
矢島美幸
藤好幸子
黒川春美
池田佳奈美

中川

光雄

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

永田恵
川崎直子
津山朱実
川嶋知子
寺尾理恵子
佐久間恵子
望月陽子
木川マリン
久保田美和子
川島真由美

髙橋裕美子
品川淑実
手塚美納
佐藤千晶
平田清美
鈴木淳子
加倉井優子
藤本和子

上間ちとみ
伊藤由紀子
髙橋 文
簑島一美

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
んの方々に楽しんでいただけるよう、先生方をは
じめ保護者の皆様と一緒に準備を進めております。
当日は、地域の方々にもお力をお借りして盛り
上げていきます。皆様のご参加を心よりお待ちし
ております。
父母の会会長

藤野

博子

平成 28 年 7月 〜 9月行事予定表
柏木学園高等学校
7/4-7 期末試験
7/6

相談日

7/9

総合学力模試（ 3年任意）

7/10

全経簿記検定

7/11

試験返却・保健講話（ 1年）
看護介護セミナー（ 2・3年）

7/12

進路行事（ 1年）

7/13

進路行事（ 2年）・相談日

7/14

進路講座（ 3年）

7/15

履修ガイダンス
異文化交流会

7/16

全経電卓検定

7/18

私学展

7/19

大掃除・薬物乱用防止教室（ 2年）
指定校推薦ガイダンス
（ 3年）

7/20

終業式・相談日

7/21-8/29 夏期休業
7/21-8/5 再履修講習
7/21

後援会役員会

7/22

職員普通救急救命講習

7/25-29 夏期講習1期
7/29

柏木実業専門学校
7/1
第2期AO入試面談日
7/2
全経文書処理能力検定
7/2-6 第3期AO入試エントリー受付期間
7/7-13 第4期AO入試エントリー受付期間
7/8
第3期AO入試面談日
7/9
リテールマーケティング検定
7/10
全経簿記能力検定
7/14
谷津建設㈱企業実習
7/14-20 第5期AO入試エントリー受付期間
7/15
第4期AO入試面談日
7/16
全経電卓計算能力検定
7/18
全関東簿記電卓大会
7/20
校内スピーチ・カラオケコンテスト
7/21-27 第6期AO入試エントリー受付期間
7/22
講義終了・大掃除・第5期AO入試面談日
7/23
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
7/25-26 仕事のまなび場
7/28-8/3 第7期AO入試エントリー受付期間
7/29
第6期入試面談日
7/30
柏木学園同窓会・交流会総会
8/1
第3回オープンキャンパス
8/4-24 第8期AO入試エントリー受付期間
8/5
第7期AO入試面談日
8/25-31 第9期AO入試エントリー受付期間
8/26
第8期AO入試面談日
8/28
産能大科目習得試験
9/1
講義開始・防災訓練
9/1-7 第10期AO入試エントリー受付期間
9/1-11/16 夜間日商簿記講習会
9/2
第9期AO入試面談日
9/9
第10期AO入試面談日
9/14-16 前期試験
9/20-23 午後追試験
9/24
第4回オープンキャンパス・全経社会人常識マナー検定
9/30
紅葉祭

研修センター

ミニ説明会（オープンスクール）

8/1-8/5 夏期講習2期
8/4

公私合同説明会（明治学院大学）

8/5

公私合同説明会（麻布大学）

8/8

公私合同説明会（神奈川工科大学）

8/9

公私合同説明会（ハーモニーホール座間）

8/15-19 一斉休業
8/18-25 カナダグローバル研修旅行
8/22-26 夏期講習3期
8/25

後援会役員会

8/29

職員普通救急救命講習

8/30

始業式・防災訓練

8/31

基礎力診断試験（全学年）

9/7

漢字コンクール（ 5限）

9/14

文化祭準備（ 5限〜）

9/15

文化祭準備

9/16-17 文化祭
9/20

文化祭片付け（ 1・2限）

9/21

文化祭代休・塾対象説明会（午前）

9/30

陸上競技大会

大和商業高等専修学校

7/1

（県委託訓練） 簿記パソコン事務科
医療調剤介護事務・PC科 介護職員初任者研修科
9月生コース説明会・見学会
7/5
（県委託訓練）簿記パソコン事務科
医療調剤介護事務・PC科 介護職員初任者研修科
7月生 入校式
8/10 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
7月生 職業人講話（STEPUP SUPPORT株式会社）
8/22 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
7月生 職業人講話（西迫会計事務所）
介護職員初任者研修科 7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
8/24 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
7月生 職業人講話（相鉄興産株式会社）
8/26・29・31・9/1（県委託訓練）
簿記パソコン事務科 医療調剤介護事務・PC科
介護職員初任者研修科 11月生コース説明会・見学会
8/31 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
7月生 医科医療事務検定
9/2
（県委託訓練）簿記パソコン事務科
医療調剤介護事務・PC科 介護職員初任者研修科
9月生 入校式
9/6-9 （県委託訓練）
介護職員初任者研修科 7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／ル・リアンふかみ
グリーンライフ湘南台
9/29 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
7月生 調剤事務検定試験
9/30 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
医療調剤介護事務・PC科 介護職員初任者研修科
7月生 修了式
医療調剤介護事務・PC科 介護職員初任者研修科
7月生 介護事務検定試験

（

（

）

）

7/1

PTA研修旅行

都筑ケ丘幼稚園

月謝引き落とし日
講演会「聞かせやけいたろう」
美化デー
スマイルクラブ
第2期分納入金締切
7/5 誕生日会（ 7月）
3年校内ガイダンス
7/6 七夕会
7/4
学び場Jr.（中沢中）
七夕親子製作
1年校内ガイダンス
7/7 避難訓練
7/4-8 検定特別授業
7/8 クッキング保育（年少）
7/10 全経簿記検定
7/11 誕生日会（ 8月）
7/11 委員会の日
7/12 29年度入園説明会
2年校内ガイダンス
7/13 面談日
7/12 ワープロ・デザイン・
7/19 終業式（午前保育）
スピード検定
7/20 夕涼み会
7/13 2年救命救急講習・情報処理・ 7/25-26 お泊まり保育
（年長）
プレゼン・HP検定
7/27-28 お泊まり保育予備日
7/14 保護者会
8/1 月謝引き落とし日
7/16 全経電卓検定
8/10-15 預かり保育なし
7/18 高等専修学校展
8/22-23 自由夏期保育（午前保育）
全関東簿記電卓競技大会
8/24 スマイルクラブ
7/19 大掃除
（午前保育）
8/24-26 夏期保育
7/20 終業式・全国大会壮行会
8/25 27年度同窓会
7/22 就職フェア
9/1 始業式（午前保育）
7/23 コンピュータ会計検定
月謝引き落とし日
7/25-27 全国高等専修学校体育大会
総合避難訓練
8/1
定通全国大会剣道
9/2 役員会
8/6
体験入学①
9/5 バザー実行委員会
8/11-14 定通全国大会陸上
地域開放事業エアロビクス
8/17-20 定通全国大会バドミントン 9/6 運動会実行委員会
8/22-23 中学校教員対象説明会（県民センター） 9/7 懇談会
8/24 中学校教員対象説明会（アミューあつぎ） 9/12 ちびっこ運動会
8/27 体験入学②
9/13 誕生日会（ 9月）
9/1
始業式
9/14 スマイルクラブ
9/2
平常授業開始
9/16 運動会園内予行
9/2-8 あいさつ週間
9/20 29年度入園説明会
9/8
委員会の日
9/21 面談日
PTA運営委員会
9/23 運動会園外予行
9/10 体験入学③
9/26 運動会園外予行予備日
9/16 生徒集会
9/28 29年度たんぽぽ組入園説明会
9/22 授業参観
9/30 午前保育
高校生求人解禁

9/23

7/1
7/4

振替休業

学 園 本 部

9/28-29 紅葉祭準備
9/30

紅葉祭

9/1

教職員意向調査

○学園本部：高村・細川
○柏木高校：岩瀬・佐藤（弘）
○大和商業：大友・青木・榎本・坂場・大石・岩城
○柏木実業：伊藤（史）
・小澤・新美
○幼稚園：中世古・栁・根深・柴村・山延・山口・新岡・稲井・髙田

