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− 柏木学園創立７０周年を迎えて −
この度、学校法人柏木学園は創立70周年を迎えること
ができました。誠に感激に堪えないところであります。
この記念すべき創立70周年にあたり、多くの方々か
らのご指導、ご支援、ご協力に深く感謝申し上げるとと
もに、本学園の卒業生、在校生、それを支援して下さっ
た保護者の皆様方と学園関係者共々に、心から慶びを分
かち合いたいと思います。
顧みれば、束の間の70年でした。その歳月のなか、沢
山の方々との出会いがありました。すべての皆様方に感
謝を申し上げたいと思います。
本学園は、1946年（昭和21年）終戦後の混乱期に、復
興の悲願と情熱とを傾けて、父（故柏木忠治、1975年83
歳没）と二人で麦畑の中に丸太小屋よりも、もっとみす
ぼらしい建物を造って教室を開設しました。以来、今日
まで70年間教育に邁進して参りました。
本学園の全体を貫く教育理念は「社会に貢献できる人
材育成」であります。そのため時代や社会の変化によっ
て教育の在り方も変化する必要があり、学園は柔軟に新

学校法人柏木学園

学園長

柏木

照明

しい体制を先取りしてきました。たとえば、近年ではIT
の進展に伴い最新設備を導入したり、グローバル化にお
いては語学教育を充実させ修学旅行や研修旅行を海外
に設定し、異文化にふれる機会などをつくっています。
100年の大計を単位とする教育の大事業からすれば、
学園の創立70年は途ち半ばであります。この70年の間
には時代、社会、世界は大きく変化しました。歳月は人
を待たずと申しますが、あらためて月日の過ぎ行く速さ
を実感しております。
教育の人間社会における役割は極めて重く、学問の道
は果てることがありません。ここを新たな出発点とし
て、皆様の絶大なご指導、ご協力を切に願って、更に充
実した発展の歴史を本日より力強く築いてゆくことを
お誓いいたします。
ここに、あらためて70年にわたる皆様のご厚誼に感
謝申し上げますとともに、今後とも一層のご指導とご支
援を賜りますようお願い致しまして、ご挨拶といたしま
す。ありがとうございました。

柏高祭

演劇部大会報告

9月16（金）
、17日（土）に文化祭が行われた。今年
はスローガンに「文化祭アモーレ! !♡」と掲げ、各ク
ラス、部活動、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。今年度は1年
生が展示・発表・
体験の内容の出
し物に積極的に
取 り 組 み、よ り
多様性のある文
化 祭 と な っ た。
文化祭を締めく
くる後夜祭では、
ライブやダンス
パフォーマンス、
コンテスト発表
などが行われた。

10月31日（月）に行われた第53回神奈川県北相地
区高等学校秋季演劇発表会にて、演劇部が「道化師
の歌が聴こえる」を上演し、20を超える参加校の中
で優秀賞を獲得した。

陸上競技会
9月30日（金）に大和スポーツセンターにおいて、
第9回陸上競技大会が行われた。当日は天候に恵ま
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。各競
技 の 第1位 記 録 者 は、以 下
の通り。
男子

100ｍ走
200ｍ走
400ｍ走
1500ｍ走
走り幅跳び
走り高跳び
砲丸投げ
ジャべリックスロー
女子 100ｍ走
200ｍ走
400ｍ走
走り幅跳び
走り高跳び
砲丸投げ
ジャべリックスロー
クラス対抗リレー優勝

大谷峻修（２−Ｃ）
岡本拓也（１−Ｈ）
林 茂生（３−Ｉ）
成田 樹（２−１）
小田中竜（３−Ａ）
岩田朋也（１−Ｋ）
吉﨑玲於（２−Ｅ）
坂下汰一（３−Ｈ）
歌代 舞（１−Ｂ）
小島李里花（１−Ｅ）
太田美優（１−Ｉ）
角城実咲（２−Ａ）
新井菜月（２−Ｄ）
守屋優輝（３−Ｄ）
岡西芽衣（１−Ｊ）
３年Ｄ組

男子バドミントン部大会報告
9月に行われた神奈川県高等学校バドミントン新
人大会北相西地区予選にて、男子バドミントン部が
男子学校対抗にて準優勝し、県大会出場を決めた。
また同大会の男子ダブルスでは、村井大輝（１−
Ｅ）
・斉藤音生（１−Ｂ）ペアが6位に入り、同じく
県大会出場を決めた。

漢字コンクール結果
9月7日（水）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】 中村智貴（１−Ｄ）
【優 秀 賞】 荒木俊介（３−Ｂ） 菊地莉奈（３−Ｂ）
石川結稀（２−Ａ） 山﨑大希（２−Ａ）
塩谷由香（２−Ｄ）
【優 良 賞】 西村 菜（３−Ａ） 古川優輝（３−Ａ）
中村利弥（２−Ｂ）
【努 力 賞】 島田翔太（３−Ａ） 石井優作（３−Ｄ）
片岡輝良々（２−２） 浅井良太（１−Ｂ）
平出月菜（３−Ａ） 巻嶋潮璃（３−Ａ）
島谷明美（１−Ｂ）

赤い羽根共同募金報告
10月4日（火）に本校校内にて、生徒会主催のもと
赤い羽根共同募金の活動が行われ、生徒・教職員の
善意として￥3,087が集まった。集まった募金は今後、
神奈川県共同募金会を通じて県内の地域福祉活動
等の助成に使われる。

教員の活躍
10月16日（日）に第21回私学事業団関東ブロック
野球大会準決勝が行われ、本校教職員チームは日本
大学に2-3で敗れたものの、続けて行われた3位決定
戦にて群馬パース大学を9−3で破り、見事3位入賞
を果たした。

第1・2回学校説明会
10月22日（土）、11月5日（土）に 柏 木 学 園 高 等 学
校学校説明会を開催し、参加中学生・保護者が総合
体育館に一杯となる、充実した説明会となった。

お知らせ
【学校説明会のご案内】
第3回：11月23日（水･祝）
第4回：12月 3日（土）
第5回：12月10日（土）
・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。

柏木実業専門学校

研修センター

【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、留学生受入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、最大で2年
の留学ビザが付与され、ビザの更新審査項目が軽減され
ます。

【神奈川県委託訓練 7月生修了式】
9月30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コースの修了式が行われました。
修了生は再就職を目指し、積極的な就
職活動をしています。
また、すでに再就職が決まり、新た
クラス代表（熊田龍馬さん）による謝辞
な職場での就業を開始している方も大勢います。

【平成28年度紅葉祭を開催しました】
9月30日（金）、10月1日（土）の2日間、大和商業高等専
修学校と合同で紅葉祭を開催しました。
＜マシュマロクッキーの提供、RPGゲーム・小説の発表＞
日本人学生は、マシュマロを
はさんだクッキーを提供しまし
た。ま た、IT研 究 会 は 昨 年 か ら
制作を進めていたRPGゲームの
発表をPC室で行いました。
＜ネパールカルチャーセンター／ネパールフード／ネ
パールダンス／ネパールボランティア＞
ネパール人留学生は4グループに分かれて参加しました。
♦ネパールカルチャーセンターでは、ネパールの文化を
紹介し、お客様の名前をネパール語で書いて、記念写真を
撮影してプレゼントしました。
♦ネパールフードチーム“エ
ベ レ ス ト の 山 小 屋”で は ネ
パールの祭や結婚式に欠かせ
ない「セルロティ」
（米粉ドー
ナツ）と「タルカリ」
（カレー）
を歌やダンスショーをお見せ
しながら提供しました。
♦ネパールダンスのチームは、笛や太鼓の生演奏もあり、
ステージでも美しい伝統舞踊を披露しました。
♦ボランティアチームは、お客様のご案内やチラシ配り、
校内の清掃を行い、文化祭の運営に大きく貢献しました。
＜大胃王＞
中国人留学生を中心とした
チームでは、小籠包とタピオカ
入りココナツミルクドリンクを
販売しました。一番最初に売り
切れるなど、大変盛況でした。

【神奈川県委託訓練 職業人講話、企業説明会】
研修センターでは、職業人に
よる講話授業を実施しています。
キャリアチェンジを目標とする
職業訓練受講生にとって、各専
門分野で活躍されている職業人
から学ぶことは多く、再就職へ
の意欲向上につながっています。
東芝ロジスティクス株式会社
〔職業人講話〕9月、10月実施
正木裕二先生
・簿記パソコン事務科
東芝ロジスティクス株式会社
常務取締役

正木裕二先生
佐々木行政書士事務所
行政書士 佐々木新一先生
〔企業説明会〕
学校内で企業による会社説明会を実施しています。
＜経理・会計（簿記）分野＞
株式会社セラク、株式会社ライフキャリアヴィジョン
＜医療分野＞
株式会社ソラスト 横浜支社
株式会社日本教育クリエイト 横浜支社
＜介護分野＞
株式会社社会福祉総合研究所、株式会社YSナーシング
ミモザ株式会社、社会福祉法人カメリア会
グループロジ企画部長

＜ベトナムのお惣菜＞
ベトナム人留学生は、風味豊か
な揚げ春巻きと海老煎餅の販売
を行いました。廊下にも良い香り
が漂っていました。
＜Sri Lankan Kitchen 〜ロティカデ〜＞
スリランカ人留学生は、スリ
ランカではポピュラーな朝食
メニューであるロティ（ナン）
をスリランカティーと共に販
売しました。

【企業実習に行ってきました】
10月21日（金）に野村證券株式
会社横浜支店に企業実習に行っ
てきました。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。
情報ビジネス科2年C組

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
12月3日（土）開催の第6回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25日（金）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

第 16 回紅葉祭

防犯ボランティア委嘱式

9月30日（金）〜 10月1日（土）に紅葉祭が開催さ
れました。今年度は「天下統一」のテーマで準備に励

10月7日（金）防犯ボランティアの委嘱式が行わ
れました。1年生から3年生まで37名が立候補した

み、各団体とも活発に取り組むことができました。
また、保護者や卒業生、在校生が招待した友人だ
けでなく、地域の方や中学生など、多くの方に来校

なか、代表で3年Ｄ組の森恵美さんが大和市をより
良い街にしたいと誓いの言葉を述べました。
11月には、実際

していただくことができ、昨年度より一層の盛り上
がりを見せた紅葉祭となりました。

に大和市内でチ
ラシを配布し、
防
犯の重要性につ
いて地域の方へ
呼び掛ける活動
を行います。

３年生進路速報
定時制通信制サッカー大会
10月22日（土）神奈川県高等学校定時制通信制秋
季サッカー大会準決勝が川崎市立川崎高校にて行
われ、横浜総合高校と対戦しました。3年生最後の
大会ということもあり、熱い戦いが繰り広げられま
し た が、惜 し く も0−1で 敗
れ、3位で大会を終えました。
この経験を糧に、次の大会
へつなげていきたいと思い
ます。

2学期に入り、大学や専門学校の入試や就職試験
も始まりました。3年生は自分の進路のために夏休
み中も登校し、面接練習や小論文、履歴書の書き方
などの指導を受けてきました。生徒ひとりひとりが
自分の進路に向け、歩き始めています。
○10月31日現在の状況
≪進学≫
和光大学 1名、関東学院大学 1名、
産能大学 1名、横浜商科大学 6名、
柏木実業専門学校、町田・デザイン専門学校、
町田調理師専門学校、東京ビジュアルアーツ、
トヨタ東京自動車大学校、東京ネットウェィブ、
タカラ美容専門学校、国際ビューティーカレッジ、
読売理工医療専門学校
≪就職≫
㈱栄和産業、古林紙工㈱、
（福）誠幸会、㈱葦、㈱ビッ
クライズ、㈱日本ライフデザイン、いすゞライネッ
クス㈱、太平食品加工㈱、横浜田園都市病院、㈱玄、
大宮糧食工業㈱、綜合銘板工業(株)、㈱常盤製作所、
イオンディライトセキュリティ㈱、日本エアフィル

介護職員初任者研修
今年度も11月8日（火）から週2回で2年生対象の
介護職員初任者研修が始まります。朝9時から16時
半までの長時間にわたる講義と、介護実技、修了筆
記試験を経て資格取得を目指します。

東京都教育委員会賞受賞
10月15日（土）第64回東京都高等学校定時制通信
制生徒生活体験発表会（弁論大会）に2年D組の細谷
優花さんが出場し、見事3位となり東京都教育委員
会賞を受賞しました。

ター㈱、
（福）蓬莱の会

授業参観を終えて
9月22日（木・祝）に授業参観が行われました。保
護者の方に見られることで、生徒たちも緊張感のあ
る良い授業になりました。また、保護者の方からア
ンケートを取り、ご意見をいただきました。
・アットホームで、楽しく学校生活を送っている姿
が見れました。
・熱心にノートをとる姿に安心しました。
・どの授業も落ち着いて受けている様子を見ること
ができ、良い機会となりました。

10月8日（土）
9月1日（木）

地震と火災が起きたという想定で、幼稚園の広域
避難場所である川和高校へ避難した後、園での保護
者引き渡し訓練を行いました。子どもたちは真剣な
表情で取り組んでいました。
保護者の方と子どもたちも、幼稚園から自宅まで
の経路や所要時間のほか避難場所を確認する良い
機会となりました。

雨の中でのバザーとなりま
したが、在園児、卒園児、近隣
の方、未就園児など沢山の方
に足を運んで頂きました。さ
らに、川和高校吹奏楽部の皆
様にお越し頂き、すてきな演奏でバザーを盛り上げ
て頂きました。
10月15日（土）

10月2日
（日）

運動会当日は天候に恵まれ、
川和小学校にて盛大に運動会
を行うことができました。沢
山の応援により練習の成果を
発揮する事が出来ました。

2学期に入ってから、毎
日練習をしてきた年長組の
子どもたち。当日は川和中
学校にて多くのお客さんの
前でドキドキしながらも大
きな口をあけて元気に歌ってくれました。
「み ん な 色 の 世 界」
「YUME日 和」
「Smile〜君は一人じゃない〜」の3
曲を発表し、お客さんから沢山の拍
手をもらうことが出来ました。
上手に歌えて子どもたちもとても
嬉しそうでした。

10月18日（火）
〈恐竜ダンス玉入れ〉
恐竜ダンスをかっこ良く踊っ
た後は、カゴに玉を入れて、
恐竜にパワーをあげました。
〈遊戯：ハッピーラッキー☆ゴー〉
手に星の鈴をつけて、一生懸命、
にこにこ笑顔で元気いっぱい踊る
ことが出来ました。
〈パラバルーン〉

秋ならで
はの行事!!小さなお芋か
ら、大きなお芋まで、一生
懸命掘って、持ち帰りま
した。その後のお弁当に
はお芋料理が入っている
子も沢山いました。
自分で頑張って掘ったお芋はまた格別ですね♡

クラスの皆で力を合わせて、
大きなバルーンを膨らませる
ことが出来ました。
〈遊戯：Yeah! Yeah! Yeah!〉
ポンポンを持って、元気な掛け声
をしながら、かっこよく踊ってく
れました。
〈組体操〉
太鼓の音に合わせてタワーや
スペースシャトルなど、
たくさ
んの技を見せてくれました。
〈遊戯：真剣Sunshine〉
バンダナをつけて、ポンポンを持
ち全員でウェーブをしたり、星の形
を作ったり力いっぱい踊りました。

11/ 1（火）･･･ 平成29年度
入園願書受付及び入園テスト
11/ 4（金）･･･ 平成29年度
プレ保育「たんぽぽ組」願書受付日
11/ 7（月）･･･ 誕生日会
11/ 30（水）･･･ お楽しみ会
12/ 4（日）･･･ お遊戯会
12/ 6（火）･･･ 誕生日会
12/ 8（木）･･･ おもちつき
12/ 13（火）･･･ クリスマス会
12/ 14（水）･･･ 未就園児クリスマス会（在園児休園）
12/ 20（火）･･･ 終業式

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ
秋も深まった今日この頃
日頃より後援会の活動にご協力いただきまして、誠に

柏木学園高等学校後援会
11月は、普通救急救命講習会を学校裏の大和消防署

ありがとうございます。寒暖の差の激しい今日この頃、

に出向いて受講し、万が一身近で事故などが起きた時に

皆様にはお変わりございませんか？

そなえて勉強します。他にも、私学振興大会が毎年みな
とみらいで行われますので、役員が出席します。
そして本年は、学園70周年の記念式典がプリンスホ
テルにて盛大に行われますので、役員はお手伝いをさせ
て頂きながら参列いたします。
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、体調管理にお気をつけ下さい。
どうぞよろしくお願い致します。

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、後援会では、文化祭、陸上
競技会と、正に芸術、スポーツと続いた子ども達の行事
への応援を、皆様にご協力頂きまして無事に終える事が
出来ました。本当にありがとうございました。
また先日は、子ども達の下校を見守るための、ふれあ
いパトロールも実施致しました。毎年、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、子ども
達に声をかけています。

いわさきちひろとベトナム
いわさきちひろは20世紀を代表する日本の異色の絵
本作家であり画家です。彼女の作品のテーマは常に「子
供たちの幸せと平和を願う」でした。子供たちの視線で
数々の絵本を残し、多くの人々に愛されてきました。そ
の中で印象的なのは、ベトナムの子供たちに思いを寄せ
た「戦火の中の子供たち」です。
ベトナムは第二次大戦後、フランスより独立しました
が、南北に分れて内戦が絶えず、それに大国アメリカが
介入しました。ちひろはアメリカ軍の爆撃にさらされ死
んでいった子供たち、苦しみ続けている子供たちに心を
痛めて、1973年この絵本を作成したのです。しかし翌
1974年ちひろはベトナム戦争の終結を待たず、またベ
トナムへ足を運ぶことなく逝去しました。

紅葉祭を終えて
秋も一段と深まり、ひだまりの恋しい季節となりました。
保護者の皆様には、日ごろのPTA活動にご理解とご
協力を頂き感謝しております。9月30日と10月1日に行
われた紅葉祭では、PTAもお揃いのTシャツを着て、揚
げ物の模擬店を出店いたしました。お天気にも恵まれ2
日間とも大好評のうちに完売することができました。生
徒たちもとても楽しそうにクラスの模擬店や出し物に
参加していました。

運動会・バザーを終えて
朝晩の寒さが身にしみるこのごろ、道端には落ち葉
が散り咲く季節となりました。
10 月 2 日（日）に行われました運動会では、天候に恵
まれず限られた中での練習ではありましたが、先生方
の熱心なご指導のもと子ども達は練習の成果を発揮し、
それぞれの競技を楽しみました。
また翌週 10 月 8 日（土）には、バザーが開催されまし
た。保護者の皆様にご協力いただいた寄贈品の販売や
模擬店の他、今回雨天の為、残念ながら川和小学校和
太鼓クラブの演奏が中止となってしまいましたが、川

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
1974年アメリカ軍はベトナムより撤退し、翌75年に
念願の民族独立を達成したのでした。
後に「戦火の中の子供たち」はベトナム語版が出版さ
れ、また2008年首都のホーチミン市の博物館では「いわ
さきちひろ展」が開催されたそうです。
近年ベトナムの経済文化の発展はめざましく、日本と
の関係も多くの企業が進出し、また日本への留学生の数
も突出しているとのことです。40数年前のいわさきち
ひろが絵本で訴えた「平和への願い」を改めて実感して
ください。
教育交流会会長

中川

光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
たくさんのお客様が来校され大和商業の生徒たちの
生き生きとした姿を見ていただけたのではと思います。
ご指導いただいた先生方、お手伝いいただいた皆様あり
がとうございました。また11月には、PTA研修で「クラ
フトテープで作る小物入れ」も開催されます。今後も
様々な活動にご協力ご参加お願いいたします。
1学年運営委員

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
和高校吹奏楽部の演奏、先生方の楽しい出し物により
会場も盛り上がり、大盛況のうちに終えることができ
ました。
大きな行事を終えるたびに、たくさんの方々に支え
られている事を実感し、無事終えられました事に感謝
しております。ご協力頂きました皆様、本当にありが
とうございました。
父母の会会長

藤野

博子

平成28年11月 〜 平成29年1月行事予定表
柏木学園高等学校
11/2

相談日

11/4

公開授業（ 1・2限）
・保護者会

11/5

第2回学校説明会

11/7

後援会普通救急救命講習会

11/9

生徒会選挙演説（ 5限）・
投票（普通科アドバンス1・2年、
情報経済科）、相談日

11/11 生徒会選挙
（普通科スタンダード1・2年、普通科3年）
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 校外清掃、相談日
11/18 語彙検定（ 1年）

柏木実業専門学校
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 第2期推薦・一般入試
11/27 全経簿記能力検定
ビジネス電話実務検定
12/1-2 校外研修旅行
12/3
全経電卓計算能力検定
第6回オープンキャンパス
12/4
産能大科目修得試験
12/10 全経コンピュータ会計能力検定
12/13 経理実務コンクール
12/21 講義終了・大掃除
1/10
講義開始
1/21
全経社会人常識マナー検定
第7回オープンキャンパス
1/25-27 進級・卒業試験
1/28
全経計算実務能力検定
1/29
産能大科目修得試験
1/30
検定授業週間
1/30-2/1 午後追試験

11/19 創立70周年記念式典

研修センター

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 校外清掃、相談日
12/3

第4回学校説明会
全経電卓検定

12/6-9 期末試験
12/7

相談日

12/10 第5回学校説明会
12/12 生徒普通救急救命講習
12/14 相談日
12/14-21 面談期間・冬期講習
12/15-16 進路相談
12/21 相談日
12/22 終業式、後援会役員会
12/23-1/9 冬期休業
12/27-1/6 一斉休業
1/10

始業式
第2回漢字コンクール

1/11

基礎力診断試験（ 1・2年）
相談日

1/18

相談日

1/19

後援会役員会

1/22

推薦試験

1/23-26 修学旅行（ 2年）
1/25

相談日

1/26-31 期末試験（ 3年）
1/28

総合学力テスト（任意）
全経計算実務検定

大和商業高等専修学校

11/5

11/1-2 （県委託訓練）
1月生 コース説明会・見学会
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
介護職員初任者研修科
11/7-10（県委託訓練）
9月生 介護実習
サンホーム鶴間
ひまわりの郷
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
11/18 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
11月生 職業人講話
（相鉄興産株式会社）
11/23 医療事務OA実務能力認定試験
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
介護職員初任者研修科
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
第12回社会福祉会計簿記認定試験
12/4
12/19 介護職員初任者研修科
11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
12/20 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
11月生 職業人講話
（佐々木行政書士事務所）
12/26 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
11月生 医科医療事務検定試験
（県委託訓練）簿記パソコン事務科
1/5
医療調剤介護事務・PC科
介護職員初任者研修科
1月生 入校式
1/11-17（県委託訓練）介護職員初任者研修科
11月生 介護実習
サンホーム鶴間
ひまわりの郷
1/27 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
11月生 調剤事務検定試験
1/30 （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
11月生 介護事務検定試験
1/31 （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 修了式

（

）

（

（

）

）

10/31-11/3 2年修学旅行
11/4 2年振休
仕事の学び場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 介護職員初任者研修
11/10 介護職員初任者研修
委員会の日
11/11 生徒会選挙
11/12 推薦入試② ・秘書検定
11/14-17 研究授業
11/15 介護職員初任者研修
11/17 介護職員初任者研修
11/18-25 検定特別授業
11/19 創立70周年記念式典
11/20 日商簿記検定
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 介護職員初任者研修
12/1 介護職員初任者研修
12/2 第3期分納入金締切
生徒集会
12/3 体験入学⑧ ・全経電卓検定
12/5-8 期末テスト
12/7 介護職員初任者研修
12/8 美化デー
12/9 介護職員初任者研修
12/10 推薦入試③ ・年賀状教室
コンピュータ会計検定
12/12 ワープロ・デザイン・
スピード検定
12/13 介護職員初任者研修・
委員会の日
12/14 情報処理・プレゼン・HP検定
12/16 保護者会
12/20 介護職員初任者研修
12/21 大掃除
12/22 終業式
1/10 始業式・PTA運営委員会
1/11 平常授業開始
1/11-17 あいさつ週間
1/12 介護職員初任者研修
委員会の日
1/14 体験入学⑨
1/17 介護職員初任者研修
1/19 介護職員初任者研修
1-19-24 卒業試験
1/21 推薦入試④
1/22 英語検定
1/24 介護職員初任者研修
1/26 介護職員初任者研修
学び場Jr.（秋葉台中）
1/27 生徒集会
1/28 全経計算実務検定
1/31 介護職員初任者研修

都筑ケ丘幼稚園
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
12/1
12/2
12/4
12/5
12/6
12/7
12/8
12/10
12/12

12/13
12/14
12/16
12/20
1/4
1/10
1/11
1/12
1/14
1/16
1/17
1/20
1/21
1/23
1/24
1/30

平成29年度入園願書配布
在園児休園
月謝引き落とし日
懇談会
平成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
11月役員会
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
12月役員会
スマイルクラブ
お楽しみ会
月謝引き落とし日
午前保育
お遊戯会
お遊戯会振替休日
誕生日会（ 12月）
面談日
おもちつき
お遊戯会予備日
避難訓練
地域開放事業講演会
スマイルクラブ
クリスマス会
未就園児クリスマス会
在園児休園
ダディー＆マミー
終業式
午前保育
月謝引き落とし日
始業式
獅子舞
懇談会
お楽しみ会
役員会
平成29年度体験保育
バザー収益還元ショー
クッキング保育（年長）
避難訓練
横浜市幼稚園研究大会
地域開放事業エアロビクス
スマイルクラブ
クッキング保育（年中）
誕生日会（ 1月）

学 園 本 部
11/3
11/19
12/22
12/26
1/10

湘南そろばん塚顕彰会
創立70周年記念式典
役員会
職員仕事納め
職員仕事始め

○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

