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− 感

動 −

第31回夏季オリンピックが8月3日から21日までブラジル
のリオデジャネイロで開催されました。私も毎日楽しみにテ
レビを見て応援をしていました。
結果は柔道、レスリング、体操、水泳競技・シンクロナイ
ズドスイミング、バドミントン、卓球、ウエイトリフティン
グ、カヌー、陸上競技等で、金メダル12個、銀メダル8個、銅
メダル21個と多数獲得し大健闘しました。
その中で特に記憶に残った、いくつかの競技があります。
その一つは体操競技の個人総合で逆転で優勝をした内村
選手の強い精神力と、体操のメダリストのインタビューでの
質問に対して、逆転で負けた2位の選手から内村選手を称え
る嬉しいコメントに心打たれました。
二つ目は、50km競歩での失格騒動の後4位になった選手
と、3位になった荒井選手との選手同士の話などオリンピッ
クに出場する選手達のスポーツマンシップに感動しました。
そしてオリンピック4連覇をかけて日本選手団長としてレ
スリング53kg級に出場した、吉田選手の銀メダルはとても
感動しました。
本人は強い責任感を感じ決勝で敗れてしまったことに悔
し涙を流していましたがとても立派だと思いました。
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私自身中学生・高校生時代陸上競技をやっていたので、
400mリレーで日本チームがアメリカチームを破って2位に
なったことはとても感動させられました。100mで9秒台を出
す選手がいないメンバーで37秒6という平均すると9秒4で
走った計算になり、考えられない素晴らしいことと思います。
このように多くの感動を与えてくれたリオデジャネイロ
オリンピックが閉幕しましたが、4年後は東京オリンピック
が開催されます。
野球・ソフトボール・セイリング・ヨット・ラグビーな
ど神奈川県が開催地になる競技もあるようです。
たくさんの外国の選手や応援の人たちがやってきます。そ
のときに日本の良さをアピールしおもてなしの気持ちで迎
えるためには、しっかりとした語学力を身に付ける必要があ
ると思います。英語検定など積極的にチャレンジしてほしい
と思います。
柏木学園高等学校ではカナダへの海外研修も成果を上げ
無事終了することが出来ました。
昨年の海外研修参加者に英語検定合格者が多数いました。
この研修がグローバルな視点を持つことや、英語の力アップ
の研修になることを期待しています。

異文化交流会報告

美術部報告

7月15日（金）に 在 日 米 海 軍 厚 木 航 空 基 地 シ ャ ー
リーランハム・エレメンタリースクールの小学1年生
から6年生の60名が本校に来校し、本校生徒および教
職員との交流が行われた。交流会では陶芸や折り紙
などの日本文化を体
験してもらったほ
か、バ ス ケ ッ ト ボ ー
ル や 昼 食 を 共 に し、
双方にとって有意義
な異文化交流の時を
過ごした。

第52回神奈川県美術展・中高生特別企画展にて大
田遼介（２−Ｇ）の応募作品が入選を果たした。作品
は、全1,284作品の中から入賞・入選となった作品410
点のひとつとして、8月31日（水）〜 9月25日（日）の
期間、神奈川県民ホールギャラリーに展示される。

宮城県防災研修報告
8月2日（火）〜 4日（木）に本校生徒3名が、神奈川
県地域貢献支援協議会主催の「宮城県防災研修」ボラ
ンティアに参加した。期間中、生徒3名は被災地ボラ
ンティアに従事するとともに、現地での防災研修や
被災者の方々と
の交流会に参加
し て、被 災 地 の
現状や防災の大
切 さ、被 災 地 支
援の重要性など
について見識を
深めた。

カナダグローバル研修報告
8月18日（木）〜
25日
（木）
、
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10名
は、語学研修、ホー
ムステイ、現地高校生との交流などを行った。日常の
学校での学習では実感の難しいコミュニケーション
ツールとしての英語を体感するとともに、異文化を
直接体験することができ、生徒自身がそれぞれの形
で得るものの多い、有意義な研修となった。

短歌書道部大会報告
8月3日（水）より広島にて行われた第40回全国高等
学校総合文化祭に本校短歌書道部が吟詠剣詩舞部門
神奈川県代表として出場し、熱の入った舞を披露し
た。そしてその技量が認められ、11名の生徒が文化連
盟賞を受賞した。受賞者は以下の通り。
菊地莉奈（３−Ｂ） 松下 敦（３−Ｃ）
武井啓納（３−Ｆ） 志田遼真（３−Ｇ）
清水翔也（３−Ｇ） 土井創太（３−Ｇ）
秋山和慶（３−Ｈ） 金子翔馬（３−Ｈ）
大川真由（３−Ｈ） 奥山真美（３−Ｈ）
塩谷由香（２−Ｄ）

野球部神奈川大会報告
第98回全国高等学校野球選手権神奈川大会が行わ
れ、本校野球部は7月13日（水）に伊勢原サンシャイ
ンスタジアムにて鶴見大付属高校との1回戦に臨ん
だ。序盤2点リードしての5回表に逆転を許したが、
その裏に追加点を上げて突き放し、4−3で初戦を突
破した。2回戦では7月17日（日）にサーティーフォー
相模原球場にて法政二高と対戦した。2点リードされ
た5回に本塁打を含む2点を挙げゲームを振り出しに
戻すも次の6回に1点を追加され、そのまま2−3で試
合終了となり残念ながら勝利を手にすることはでき
なかった。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。

卓球部大会報告
8月24日（水）に神奈川県高等学校卓球新人大会北
相地区予選が行われ、シングルスでは杉山雄飛（２−
１）、佐藤灯（２−Ｇ）、杉山大晟（２−Ｈ）が、ダブル
スでは杉山雄飛・佐藤灯のペアが、それぞれ本大会
出場を決めた。

剣道部大会報告
8月14日（日）に行われた高体連剣道専門部主催第
19回あすなろ剣道練成大会にて、吉田陽樹（１−Ｇ）
が男子初段の部準優勝の成績を収めた。

陸上部大会報告
7月16日（土）、17日（日）に行われた北相地区高等
学校陸上競技大会にて、林茂生（３−Ｉ）が男子400ｍ
ハードルにて予選を通過して決勝に進出、8位入賞を
果たした。

学校説明会
第1回：10月 22日（土） 第4回：12月 3日（土）
第2回：11月 5日（土） 第5回：12月 10日（土）
第3回：11月 23日（水･祝）
・予約制となります。ご予約は本校ホームページ又
は下の電話番号よりお願いします。

ホームページ：http://www.kashiwagi.ac.jp/
電話番号：046-260-9011
・当日は個別相談もあわせて実施いたします。

《 学校見学随時受付中！》

柏木実業専門学校

研修センター

【検定上位級に本校学生が合格しました！】
7月10日（日）施行の全経簿記検定において、経営経理研
究科１年の陳珊珊（中国・柏木実業専門学校出身）が1級会
計に合格を果たしました！また、7月16日（土）施行の全経
電卓計算検定において、
情報ビジネス科2年A組のADHIKARI
SUDIP（ネ パ ー ル・横 浜 日 本 語 学 校 出 身）、同2年C組 の
NEUPANE SUNITA（ネパール・新宿国際交流学院出身）、
同2年D組のSANJIT BISTA（ネパール・ウエストコースト
語学院出身）が1級に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ください！

【神奈川県委託訓練7月生、9月生入校式】
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7月生は7月5日（火）、9月生は9月
2日（金）に行われました。訓練修了後
の再就職を目指し、3 ヵ月間の職業訓練が実施されています。

【“仕事のまなび場”を開催しました】
7月25日（月）〜 26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
ゲームの体験や、パソコン演習
（PowerPointを使用したチラシ
作成とオリジナル名刺作成）、医療事務の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。
【第2回・第3回 オープンキャンパスを開催】
7 月 23 日（土）と 8 月 1 日（月）
にオープンキャンパスを開催
しました。両日ともに本校舎で
実施し、ビジネスマナー講座・
医療事務体験講座・PC体験講
座を開講しました。8月1日（月）
は夏休みということもあり大
変盛況で、参加者全員には授業内で作成したうちわをお持
ち帰り頂き、ご好評を頂きました。次回オープンキャンパス
参加のお申込は、本ページ右下の入学相談係まで。
【校内スピーチ・カラオケコンテストを開催しました】
7月20日（水）に、大 和 市 生 涯 学
習センターにて平成28年度校内ス
ピーチ・カラオケコンテストを開
催しました。厳正なる審査の結果、
金賞の栄冠を勝ち取ったのは以下
の学生でした。
☆スピーチコンテスト 金賞☆
情報ビジネス科1年C組 THAPA BINITA 「日本語のおもしろさ」
（ネパール国籍・福島日本語学院出身）
☆カラオケコンテスト 金賞☆
医療情報学科1年6名 「ハッピーシンセサイザ」
【文部科学省 外国人留学生学習奨励費受給者決定】
平成28年度 文部科学省 外
国人留学生学習奨励費受給者に、
本校から経営経理研究科2年の
勇 霞（中 国 国 籍・国 際 電 子 会 計
専門学校出身）と、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）が選出され、伝
達式を行いました。

【職業人講話、企業説明会、介護施設実習】
各専門分野で活躍されている職業
人スペシャリストによる講話を授業と
して取り入れ、職業訓練受講生の再就
職を支援しています。また、学校内に
おいて企業説明会も実施しています。
【職業人講話】８月実施
キャリアコンサルタント
木村美和子先生
・簿記パソコン事務科
STEPUP SUPPORT株式会社
1級キャリア・コンサルティング技能士、CDA 木村美和子先生
西迫会計事務所
所長 西迫 一郎先生
取締役 総務部長 岩井未知男先生
相鉄興産株式会社
・介護職員初任者研修科
社会福祉法人緑樹会
介護老人福祉施設ラペ相模原 難波かつら先生
大樹の郷 武内喜久子先生
【企業説明会】ミモザ株式会社
【介護実習】サンホーム鶴間、ひまわりの郷、わかたけ青葉、
ハッピーデイズ高座渋谷、ラヴィーレ高座渋谷
【就職近況報告】
医療調剤介護事務・PC科修了生
日髙希世子さん（平成27年10月生）
就職先 大和市立病院
訓練修了後より大和市立病院医事課検
査説明センターにて、検査の予約確認・説
明や診断書作成補助業務等を行なってい
ます。患者様と対面でお話し、検査内容を
お伝えする業務で色々と聞かれる事も多
く、日々勉強ですが、先輩達に教えてもら
いながら頑張っています。
医療調剤介護事務・PC科修了生
山根真央さん（平成28年8月生）
就職先 株式会社ソラスト 横浜支社
（横浜市総合保健医療センター勤務）
学校で学んだ医療事務だけでなく、介護
事務のレセプトも必要となる職務で、訓練
で学んだ事を活かすことができています。
勉強を継続し、積極的に頑張っています。

オープンキャンパス参加申込受付中
入学願書 10月3日より受付開始
9月24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3日（月）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 26 回全国高等専修学校体育大会
今年も7月25日（月）〜 27日（水）の3日間にわたり、
『第26回全国高等専修学校体育大会』が山梨県の富士北
麓公園体育館・サブアリーナ・野球場・競技場、鐘山
総合スポーツセンター、河口湖町民体育館でそれぞれ
行われました。どの部活動も勢いがあり、多くの種目で
活躍した姿が見られました。

【団体】
軟式野球
フットサル
男子バドミントン
男子バスケットボール

男子バレーボール
女子バレーボール
女子バドミントン
男子卓球

第３位
ベスト4
ベスト4
ベスト4

3年
2年
2年
1年
3年

鈴木 馨月
小林 將貴
伊藤
孔
グエン ニャット ティエン フック
北村 彩花

優 勝
準優勝
第３位
第３位
準優勝

1年
3年
3年
1年
3年
1年

藤本
隼
佐久間海都
植村 未来
松藤 玲渚
植村 未来
藤本
隼

優 勝
第３位
優 勝
優 勝
優 勝
準優勝

優 勝
優 勝
優 勝
準優勝

【個人】
男子バドミントン

女子卓球
陸上競技
・男子走り幅跳び
・女子100ｍ
・女子走り幅跳び
・女子砲丸投げ
・男子100ｍ

全国高等学校定時制通信制体育大会
8月1日（月）に日本武道館で開催されました。

【剣道】本校からは、神奈川県Aチームとして2名が参

加しました。惜しくも予選リーグ2位となり決勝には進
めませんでしたが、チームとして団結することの大切さ
を感じました。
8月11日（木）〜 14日（日）に駒沢オリンピッ
【陸上】ク公園陸上競技場で開催され、女子走高跳で1
年の松藤玲渚さんが５位入賞、女子砲丸投で3年の植村
未来さんが8位入賞を果たしました。また、植村さんは
女子100ｍでは神奈川代表として4×100ｍにも出場し、
6位入賞することができました。男子200ｍと4×100ｍ
に出場した1年の藤本隼くんは自己記録を更新。
8月17日（水）〜 20日（土）に小田原
【バドミントン】
アリーナにて開催されました。本校よ
り3年の鈴木馨月くんが神奈川県全体のキャプテンと
して出場し、団体戦でも個人戦でもベスト8という結果
を修めました。
来年度も本校の生徒が代表選手となれるよう、日々
練習に励みますので応援宜しくお願い致します。

生活体験発表会（弁論大会）
昨年度から参加している生活体験発表大会（弁論大
会）が、7月6日（水）に科学技術学園高等学校において
行われ、本校代表で出場した2年の
細谷優花さんが最優秀賞を獲得し
ました。また、東京都大会への出場
も決まりました。
都大会も是非、学校の代表とし
て大いに頑張ってほしいです。

ボランティア活動報告
8月21日（日）に 近 隣 の お 祭 り ボ
ランティアに参加しました。ヨー
ヨー釣りや綿菓子づくり、山車・神
輿のお手伝い等をさせていただき、
生徒たちも子供たちと楽しそうに
過ごしていました。また、熊本県へ
の義援金活動とエコキャップ回収を行いました。皆様
のご協力のおかげで義援金は16,185円、エコキャップは
約2,600個集まりました。

救命救急講習会
今年度も7月13日（水）に大和市消防本部の方に来て
いただき、福祉コースの生徒が救命救急講習会を受講
しました。講習を受けた事がある
生徒も、初めての生徒も真剣に講
義を聞き、実技に関しても習得で
きるよう努めていました。貴重な
1日となりました。

入試情報
第1・2回の体験入学を終え、沢山の中学生・保護者
の方が本校まで足を運んでくれました。体験を終えた
中学生の9割がとてもよかったと答えてくれました。
中には「車いすの人の気持ちが分かった。」
「初めての
体験だったが、分かりやすく楽しかった。
」といったご
意見もいただきました。
ご参加の際は、福祉・情報・ビジネスの体験の他に、
在学生とのトークにもご注目ください。

体験入学
受付開始

紅葉祭（文化祭）のお知らせ
下記の日程で紅葉祭を実施します。
ぜひお越しください ! !

10月1日（土） 10時〜受付開始
展示・販売 14時まで
ステージ観覧 15時まで
※駐車場はありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

推薦入試

9：30 ／ 10：00〜12：00

第3回

9月 10日（土）

第4回

10月 8日（土）

第5回

10月 22日（土）

第6回

11月 5日（土）

第7回

11月 23日（水・祝）

第8回

12月 3日（土）

第9回

1月 14日（土）

願書受付

平成28年10月 4日（火）〜

試 験 日

平成28年10月15日（土）〜

《 学校見学随時受付中！》

ఱࣣ

夕涼み会

ǓǧǑȗǔ൹ Ϲ
7月8日（金）

Menu：サンドウィッチ／みかんヨーグルト
卵 を つ ぶ し た り、ツ ナ を 混
ぜたり、お手伝いのお母さん
やクラスの友達と一緒にサン
ドウィッチを作りました。
ヨーグルトにはみかんを入
れて食べました。初めてのクッキング保育にドキド
キしていた表情からキラキラ
の笑顔に変わりました。皆で
作って、皆で食べると美味し
さも倍増です。

お 泊 り 保 育

7月20日（水）

当日は、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、今年度も川和神輿保存会の皆様にご協
力頂き、夕涼み会を盛り上げていただきました。
多くの出店やおみこしかつぎ、皆で盆踊りを
踊ったり、楽しい1日となりました。

7月25日（月）〜26日（火）

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
緊張した表情で登園してきた子どもたちでしたが、長井海の手公園ソ
レイユの丘では暑さに負けず、思いきり遊びました。その後、幼稚園
にて宝探しを楽しみ、夜は皆でカレーを食べました。つづきの湯では1
日の疲れを取り、夜空にはきれいな花火が打ち上がり、大興奮でした。
2日目は皆で作ったお揃いのTシャツを着て、モリモリと朝食を食
べました。スイカ割りでは、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。最後に
は自信に満ち、ひと回り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。

同 窓 会
H22年度卒
（8/19）

H22年度の同窓会があり、
懐かしい話に花が咲きまし
た。楽 し い 一 時 を 過 ご す こ
とができました。
H27年度卒
（8/25）

H27年度の同窓会を行い
ました。久しぶりにクラス
の友達や先生に会えて楽し
い1日となりました。

平成29年度

園児募集

《願書配布》
10月15日（土）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（火）
《優先入園対象》
在園児の弟妹・プレ保育の在籍者（たんぽぽ組）
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

ۥݟƟǝǕǜȉ¼ȏ
9/ 1･･････ 総合避難訓練・園児引き渡し訓練
9/ 12･･････ ちびっこ運動会（園庭にて）
午前10時30分より
9/ 20･･････ 入園説明会（2Fホールにて）
午前10時30分より
9/ 28･･････ プレ保育たんぽぽ組
入園説明会
10/ 1･･････ 運動会（川和小学校 校庭にて）
10/ 8･･････ バザー
10/ 15･･････ 願書配布、音楽の集い
入園説明会
10/ 17･･････ 芋掘り

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ
朝夕の涼しさに秋を感じて

柏木学園高等学校後援会

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 学期には、
文化祭・陸上競技会といった子ども達の活躍の場がござ
います。後援会では、文化祭の際は、恒例のおにぎりと
豚汁の販売をいたします。文化祭は子ども達の文化系活
動の大切な発表の場でもありますので、日ごろの成果を
拝見させていただきます。陸上競技会の際は、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

スリランカと日本

平成 28 年度後援会会長

野口

佐百合

柏木実業専門学校教育交流会

専門学校ではスリランカよりの留学生もいるとのこと
です。スリランカ（旧セイロン）も20世紀に入ってからイ
ギリスの植民地でした。したがって第二次大戦では、日本
軍が首都であるコロンボを爆撃し被害を与えたのです。
1945年、日 本 の 降 伏 に よ り 第 二 次 世 界 大 戦 は 終 了 し
1948年セイロンは独立しました。そして1951年のサンフ
ランシスコ講和条約で連合国は敗戦国の日本に多額の賠
償金を請求しました。しかし当時のセイロンの代表ジャヤ
ワルダナは「日本への憎しみは何も生み出さない。憎しみ
は愛することによって消える」と演説し日本に対する賠償
請求権を放棄しました。この演説により戦勝国は日本に対
する考えを変え、日本が国際社会に復帰する道筋となった
のです。当時の日本の吉田茂首相は「日本人はセイロンの

新学期を迎えて

この恩を後世まで忘れてはならない」と述べています。
後にスリランカ大統領になったジャヤワルダナは1996
年亡くなりましたが、
「私の右目の角膜はスリランカへ、
左目の角膜は日本へ」と遺言をしています。以後スリラン
カは世界で一番の親日国で、経済交流も活発です。
インド洋の真珠と呼ばれる美しいスリランカ、しかし
2004年スマトラ沖大地震による大津波が島国スリランカ
を襲い、3万人の死亡者、30万人が家を失ったのです。日
本赤十字社は世界諸国に協力を呼びかけ救助の手を差し
伸べました。
親日の東南アジアの国々、歴史を学び交流を深めましょう。
教育交流会会長

中川

光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ

保護者の皆様、こんにちは。まだまだ暑い日が続きます
が、体調を崩さないよう気を付けてください。
7月にPTAの研修旅行で、横浜市民防災センターに行っ
てきました。このところ身近な地域で地震・豪雨による土
砂災害の情報を耳にします。このような時に、私達はどう
動けばよいのでしょうか？そんな事を、少しでも頭の片隅
に置いておけるように、色々な状況を体験してきました。
消火器を実際に操作したり、煙の中を歩いて避難したり、
震度6を体感したりと、とても有意義な研修でした。
また、保護者会では、大和市消防本部の方によるAED
の講習を受けました。先生方と保護者の方と総勢50名程
で行われました。皆、体力の限界を感じながら精一杯行っ

2学期を迎えて

ていました。身内が倒れたらどうやって助けたらよいか？
体で覚えてきました。私達も、何時どこで意識のない方、
倒れている方に出くわすかわかりません。このような時
に、どれだけ勇気を出して動けるかわかりませんし、今回
教わった事がどれだけ活かせるかはわかりませんが、知っ
ているのと知らないのでは違うと思います。皆さんのお住
まいの地域でも、このような講習活動があると思いますの
で、是非参加してみてください。
9月には紅葉祭が行われます。是非保護者の皆様もご参
加いただけたらと思います。よろしくお願いします。
2学年

PTA役員一同

都筑ヶ丘幼稚園父母の会

1 学期末に行われた夕涼み会は、沢山の皆様のご協力に
より無事に終えられましたことを感謝いたします。
いよいよ 2 学期が始まりました。10 月 1 日（土）の運動会
に向けて、子ども達の練習も熱を帯びてきているようで
す。一生懸命頑張る子ども達の姿はいつも輝いています。
また、翌週の 8 日（土）には、皆様から寄贈品や手作り
品のご協力を頂き、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楽しいひとときが過ごせ
るよう準備を進めております。是非ご近所の方もお誘い
合わせの上、ご来園下さい。皆様のお越しを心よりお待
ちしております。
父母の会会長

いくらいの声援を送ります。
是非、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、まだまだ暑い
日も多く、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。

藤野

博子

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 28 年 9月 〜 11月行事予定表
柏木学園高等学校
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
9/16

就職選考試験開始

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）

9/24

臨海セミナー説明会（横浜）

9/25

私塾フェア（町田）

9/28

校外清掃・相談日

9/30

陸上競技大会

10/1

全経計算実務検定

10/3

衣替え

10/5

相談日

10/7

英検（ 1年・2年アドバンス）

10/9

中萬学院説明会
私塾フェア（横浜・小田原）

10/12 相談日
10/15 全経電卓検定
湘南私学進学相談会
10/18-21 中間試験
10/20 ふれあいパトロール
後援会役員会
10/22 第1回学校説明会
10/26 交通安全教室（ 1・2年）
相談日
10/29 漢検（任意）
11/2

相談日

11/4

公開授業・保護者会

11/5

第2回学校説明会

11/9

生徒会選挙演説・相談日

11/11 生徒会選挙投票
11/12 実力診断（ 1年任意）
実力判定（ 2年任意）
ベネッセ駿台マーク模試（ 3年任意）
11/16 相談日
11/19 創立70周年記念式典
11/20 日商簿記検定
11/23 第3回学校説明会
11/25 芸術鑑賞会
11/27 全経簿記検定
11/30 相談日

柏木実業専門学校

大和商業高等専修学校

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
10/1
紅葉祭一般公開
10/3
入学願書受付開始
10/15 全経電卓計算能力検定
10/16 産能大科目修得試験
10/22 推薦・一般入試
10/29 第5回オープンキャンパス
10/30 全経所得税法・法人税法・消費税法能力検定
11/5
全経文書処理能力検定
サービス接遇実務検定
11/12 秘書技能検定
11/16 夜間日商簿記講習会閉講式
11/19 創立70周年記念式典
11/20 日商簿記検定
11/25 推薦・一般入試
11/27 全経簿記能力検定・ビジネス電話実務検定

（県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
11月生コース説明会・見学会
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／ハッピーデイズ高座渋谷
ラヴィーレ高座渋谷
9/26 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
9月生 職業人講話
（東芝ロジスティクス株式会社）
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
10/5 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
9月生 職業人講話（佐々木行政書士事務所）
10/23 社会福祉会計簿記
初級・中級認定試験及び試験対策講座
10/25 介護職員初任者研修科
9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
10/26・28・31・11/1・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
1月生コース説明会・見学会
10/27 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
9月生 医科医療事務検定試験
11/2 （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
11月生 入校式
11/7-10（県委託訓練）介護職員初任者研修科
9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／ハッピーデイズ高座渋谷
ラヴィーレ高座渋谷
11/13 社会福祉会計簿記
初級・中級認定試験及び試験対策講座
11/28 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
9月生 調剤事務検定試験
11/29 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
9月生 介護事務検定試験
11/30 （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、9月生 修了式

（

9/2

平常授業開始

9/2-8 あいさつ週間

）

）

）

都筑ケ丘幼稚園
9/1
9/2
9/5

9/5-9 研究授業
9/8

委員会の日
PTA運営委員会

9/10 体験入学③
9/16 生徒集会
9/22 授業参観・修学旅行説明会・
介護職員初任者研修・
説明会・クラス懇談会
9/23 振替休業
9/28-29 紅葉祭準備
9/30-10-1 紅葉祭
10/4 委員会の日

9/1

（

始業式

10/3 紅葉祭振休

研修センター

（

9/1

9/6
9/7
9/12
9/13
9/14
9/16
9/20
9/21
9/23
9/26
9/28
9/30
10/1
10/2
10/3
10/4

10/5 ワープロ・デザイン・スピード検定
10/6 情報処理・プレゼン・HP検定
10/8 体験学習④
10/9 英語検定
10/14 生徒集会
10/15 推薦入試①・全経電卓検定

10/5
10/7
10/8
10/11
10/12
10/13
10/15

10/18-21 中間テスト
10/21 美化デー
10/22 体験入学⑤
10/30 全経税務会計検定
10/31 学び場Jr.（秋葉台中）
10/31-11/3 修学旅行
11/4 2年振休・学び場Jr.（渋谷中）
11/5 体験入学⑥・サービス接遇検定
11/7 初任者研修開講式
11/7-11 あいさつ週間
11/8 初任者研修
11/10 初任者研修・委員会の日
11/11 生徒会選挙
11/12 推薦入試②・秘書検定
11/15 初任者研修
11/17 初任者研修
11/18-25 検定特別授業
11/19 創立70周年記念式典

10/17
10/18
10/20
10/21
10/24
10/25
10/31
11/1
11/2
11/4
11/7
11/8
11/14
11/15
11/17
11/19
11/24
11/26
11/28
11/29
11/30

11/20 日商簿記検定

学 園 本 部

11/23 体験入学⑦
11/24 PTA中間監査・研修会
11/27 全経簿記検定
11/29 初任者研修

始業式、月謝引き落とし日
午前保育、総合避難訓練
役員会（ 9月）
バザー実行委員会
地域開放事業エアロビクス
運動会実行委員会
懇談会
ちびっこ運動会
誕生日会（ 9月）
スマイルクラブ
運動会園内予行
未就園児入園説明会
面談日
運動会園外予行
運動会園外予行予備日
29年度プレ保育たんぽぽ組説明会
午前保育
運動会
運動会予備日
月謝引き落とし日
運動会振替休日
バザー実行委員会
ケータリング（年長）
避難訓練
午前保育
バザー
誕生日会（10月）
面談日・スマイルクラブ
役員会（10月）
29年度願書配布・入園説明会
音楽の集い
芋掘り
芋掘り予備日
芋掘り（たんぽぽ組）
芋掘り（たんぽぽ組）予備日
お遊戯会実行委員会
優先入園整理券配布
午前保育
29年度入園願書受付
在園児休園・月謝引き落とし日
懇談会
29年度たんぽぽ組入園願書受付
誕生日会（11月）
さつまいもパーティー
避難訓練、役員会（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
創立70周年記念式典
お遊戯会予行予備日
親児の会
役員会（12月･たんぽぽ組）
スマイルクラブ
お楽しみ会

9/1
9/29
11/3
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教職員意向調査
役員会
湘南そろばん塚顕彰会
創立70周年記念式典

○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・坂場・大石・永田
○柏木実業：伊藤（史）・小澤・新美
○幼稚園：中世古・栁・根深・山延・柴村・山口・新岡・髙田・稲井

