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学校法人柏木学園

2017年（平成29年）新年あけましておめでとうござい
ます。
今年は丁酉（ひのととり）の年回りになります。古くか
ら鶏の鳴き声は夜明けを告げるものとして縁起が良いと
され、酉年は運気も取り込むことができる吉兆の干支と
いわれています。早寝早起きの生活リズムを整え、勤勉
に努力し、飛躍の年にしたいものです。
柏木学園は、昨年11月19日（土）新横浜プリンスホテ
ルにおいて創立70周年記念式典並びに祝賀会を執り行
いました。ご来賓や学校関係者など700人近くの方をお
迎えし、70年の歩みを振り返るとともに、建学の精神に
基づき「社会に役立つ人材の育成」を目指して未来に向
けての一層の飛躍を誓いました。オープニングセレモ
ニーでは、高等学校の短歌書道部、吹奏楽部、軽音楽部
そして都筑ヶ丘幼稚園年長組による鼓笛演奏が披露さ
れ、式典に華を添えました。
2016年は多くの出来事がありました。なかでも「18歳
選挙権」として、選挙権年齢を引き下げる改正公職選挙

理事長

柏木照正

法には、高等学校、高等専修学校で模擬選挙を実施する
などして取り組みました。海外ではすでに18歳以上の選
挙権が主流であり、日本でも世界標準となりました。ま
た、史上最多のメダルを獲得したリオオリンピックは、
世界で活躍する選手から勇気と感動をもらい、国際社会
で活躍するグローバル人材の育成が求められていること
を痛感いたしました。
私学を取り巻く環境は、年々厳しさを増してきていま
すが、柏木学園では建学の精神をより一層推進し、時代
の変化に柔軟に対応し、社会で必要とされ即戦力として
活躍できる人材の育成を目指してまいります。そのため
に、グローバル社会で活躍できるよう実学を尊び、語学
力はもとより、コミュニケーション力、プレゼンテーショ
ン力を身につけ、新しいものにチャレンジすることを恐
れず自ら活躍できる若者の育成を実践してまいります。
2017年が皆様方にとりまして幸多き年でありますよう
祈念しますと共に、今後とも柏木学園への変わらぬご指
導とお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

芸術鑑賞会

普通救命講習

11月25日（金）に芸術鑑賞会が実施された。今回
は、今までの大和市生涯学習センターから今年の11

12月12日（月）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硬式野球部の部員を中心に

月3日（祝・木）にオープンした大和市文化創造拠
点シリウスに場所を移し、和楽器ユニット「残月」
の公演を鑑賞した。国際的にも絶賛される和と洋が

生徒と教員が参加した。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。

融合した力強くも繊細な
音楽を堪能するととも
に、生徒たちの演奏体験

軽音楽部大会報告
9月11日（日）に行われた全国
中学校・高等学校ギター部＆軽

などを通して演奏者と生
徒が一体となれる、すば
らしい鑑賞会となった。

音楽部フェスティバルにおいて
今井ひかり（３−Ｅ、Dr）児玉澪
（２−２、Ba）塚 本 七 海（１−Ｄ、

生徒会役員選挙

Vo-Gt）により編成される「すし
ねた」が、全国からの多数の参加
バンドの中、奨励賞を受賞した。

11月9日（水）に生徒会役
員選挙立会演説会、11月11
日（金）に投票が行われた。
今年度も大和市選挙管理委
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、投票ボックスを借用して、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 片岡輝良々（２−２）
副会長 桒田 陽平（２−A）
岩井
淳（１−Ｅ）
書 記 吉川 裕美（２−Ａ）
会 計 藤好 晃大（１−２）

第3・4・5回学校説明会
11月23日（祝・水）
、12月3日（土）、12月10日（土）
に柏木学園高等学校学校説明会を開催し、今年度の
学校説明会日程をすべて終了した。どの回も参加し
た中学生・保護者で総合体育館が一杯となる、充実
した説明会となった。第1回から第5回までの延べ
総参加数は5,149名となり、過去最高を記録した。

11月13日（日）に行われた大和市翔和会主催アマ
チュアバンドフェスティバル「どっとこいSHOW」
において、小野純一（２−Ｃ、Gt）長田爽汰（１−Ｃ、
Ba）河 野 達 也（１−Ｊ、Dr）反 田 裕 太 郎（１−１、
Vo-Gt）により編成される「空皆翔」が準グランプリ、
「すしねた」が第3位をそれぞれ受賞した。

短歌書道部活動報告
10月30日（日）に行われた第48回全国吟剣詩舞道
大会において演舞を披露し、奨励賞を受賞した。演
舞者は以下の通り。
志田 遼真（３−Ｇ）
秋山 和慶（３−Ｈ）
吉川 小幸（３−Ｉ）
土井 創太（３−Ｇ）
清水 翔也（３−Ｇ）
金子
武井
奥山
大川

翔馬（３−Ｈ）
啓納（３−Ｆ）
真未（３−Ｈ）
真由（３−Ｈ）

11月19日（土）に行われた第44回大和市青少年健
全育成大会作文コンクールにおいて、塩谷由香（２
−Ｄ）が市長表彰に選ばれた。
『平和を思う心』とい
うタイトルで、8月に広島県で行われた全国大会で
訪れた「原爆ドーム」などの平和学習を通じて深く
心に残った思いを作文にして暗唱発表し、会場が盛
大な拍手で包まれる賞賛を得た。
12月11日（日）に行われた第47回神奈川県高等学
校教育書道コンクールにおいて、吉川小幸（３−Ｉ）
が創作の部にて神奈川県高等学校教科研究会書道
部会賞を受賞した。また部としては団体奨励賞を受
賞した。

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！】
10月15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C組のNGUYEN THI THU KIEU（ベ
トナム・日東国際学院出身）
、
同2年C組のKUMAL BIKRAM
BAHADUR（ネパール・ウエストコースト語学院出身）、
同2年C組のJAISHI GANESH RAJ（ネパール・赤門会日
本語学校日暮里校出身）が1級に合格を果たしました。ま
た、11月27日（日）施行の全経簿記能力検定において、経
営経理研究科2年の勇霞（中国・国際電子会計専門学校出
身）が1級会計に合格し、既に取得済みの1級工業簿記と
合わせ、1級正式合格となりました。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9月生修了式、11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9月生修了式
が11月30日（水）、11月生入校式が11月2日（水）に行われました。
9月生の修了式では修了生代表より謝辞をいただきました。
「謝辞」
本日は修了式を催して頂き、誠
にありがとうございます。私達、介
護職員初任者研修科9月生も、セン
ター長をはじめ、各教職員の熱心
なご指導の下無事に研修を修了で
きました。先生方や実習先の指導
者、利用者の皆様、多くの方に支え 修了生代表（永平康一さん）による謝辞
られ、助けられ、学ばせて頂きました。
訓練当初は、本当に自分はこの訓練を修了することが出来るの
かと不安な日々を過ごしていました。私達が相談に行くと、先生方
は嫌な顔一つせず私達の話に耳を傾けて下さり、最後には必ず大
丈夫ですよと安心させてくれました。今、私達全員そろって修了
を迎えられるのも先生方のおかげです。ありがとうございました。
これから私達は改めて社会に足を踏み出します。この学園で
共に学んだ仲間達と、立ち止まることなく進んで行こうと思い
ます。先生方から学んだ、耳を傾け、心を傾ける、そんな気持ち
を忘れずに進んで行きます。
最後になりますが、柏木学園のさらなる発展をお祈りし、お
礼の挨拶とさせていただきます。
平成28年11月30日 修了生 代表 永平 康一

【研修旅行に行ってきました】
12 月 1 日（木）・
2日（金）に山梨県
に研修旅行に行っ
てきました。一日
目は御殿場プレミ
アムアウトレット
から忍野八海を見
学し、レイクホテ
ル西湖に宿泊しました。忍野八海では、富士の自然が育ん
だ神秘的な湧水池に、学生たちは皆見入っていました。二
日目は、富士山五合目に行ったあと、河口湖畔を散策しま
した。天候にも恵まれ、冠雪の美しい富士山を拝むことが
できました。特に1年生の留学生は初めての本校での旅行
をとても楽しんでいました。
【経理実務コンクールを開催しました】
12 月 13 日（火）
に校内で経理実務
コンクールを開催
しました。本校で
は歴史あるコン
クールであり、こ
れまで培ってきた
知識・技術を全学
生が発揮しました。成績優秀者については12月21日（水）
の冬季終業式で各部門の表彰を行いました。これをきっ
かけとして、今後の勉学・研鑽に活かしてもらいたいです。
【就職内定報告（情報ビジネス科・経営経理研究科）】
学校での勉学に励みながら、厳しい就職活動を勝ち抜
き内定を勝ち取った学生の一部をご紹介致します。
♦情報ビジネス科2年B組
SHERCHAN MADAN（株式会社朋園 内定）
♦情報ビジネス科2年D組
SANJIT BISTA（株式会社フェニックス 内定）
吉川 茉優（エスアイ株式会社 内定）
♦経営経理研究科2年
水井 浩貴（株式会社シー・エフ・ネッツ 内定）
上記学生以外にも、多くの学生からの内定報告が入っ
ております。今後の学生の活躍にご期待下さい!!

【社会福祉会計簿記（12月４日施行）認定試験対策講座開催】
10 月 23 日（日）、11 月 13 日（日）
の2日間、社会福祉会計簿記初級・
中級コースの認定試験対策講座
（無 料）が 実 施 さ れ、12月4日（日）
には本校にて認定試験も実施され
ました。
【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訓練受講生を対象に、職業人による講
話を授業に取り入れています。
【職業人講話】11月、12月実施
相鉄興産株式会社 取締役 総務部長 岩井未知男先生
佐々木行政書士事務所
行政書士 佐々木新一先生
社会福祉法人緑樹会、株式会社アスモ介護サービス
【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。
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
【就職近況報告】
医療・調剤・介護事務PC科修了生
渡邉 知世さん
（平成26年6月修了生）
就職先 株式会社ソラスト横浜支社
（独立行政法人労働者健康安全機構
会社説明会にて説明をする渡邉さん
横浜労災病院勤務）
歯科口腔外科の窓口業務を担当しています。保険証や公費の
確認等、授業で習った事が役に立っています。また、レセプト
チェック業務にも従事しており、当時使用していた教科書は今
でも活用しています。

今年度最終のオープンキャンパス
参加申込受付中
1月21日（土）開催の第7回オープンキャンパス参加申込受付
中です。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

修学旅行

進路ガイダンス

2学年は10月31日（月）〜 11月3日（祝・木）の3泊
4日で、沖縄へ修学旅行に行きました。平和学習とし

１ 学 年 は12月9日（金）、2学 年 は12月19日（月）に 進
路ガイダンスを行いました。1学年では体験型ガイダン
スということで、各分野での実習を通し、その分野での
興味、関心を高めることをメインとしたものになりま
した。また、2学年では授業型ガイダンスで、大学や専
門学校では実習ばかりではなく、机で90分〜 120分間講
義をする授業もあるのだということを認識させること
を行いました。
1学年、2学年ともに真剣に講師の話を聞き、学校の
様子等様々な情報を集めていました。
進路ガイダンスは今回だけではありません。進路活
動をしっかりと取り組み、各進路を実現させるため、活
かしていきましょう。

てひめゆりの塔や旧海軍司令部壕を訪れた際は、真
剣な表情で戦争の重さを感じながら見学をしまし
た。マリン体験では、ジェットスキーやバナナボー
トで思う存分海を満喫し、クラフト体験ではシー
サーの色塗りなどでオリジナルのシーサーを作りま
した。クラフト体験の生徒も体験後、海やプールで
思い思いに過ごしました。
今年度も観光タクシーでの班別自由行動を実施
し、自分たちで立てたプランで沖縄の暮らしや文化
に触れました。最終日には、名残惜しそうにする生
徒たちの姿が見られました。
高校生活においての、大きなイベントの１つであ
る修学旅行を無事に終え、進路へと気持ちを切り替
えていかなくてはいけません。楽しかった思い出を
胸に刻み、進路活動に臨んでほしいと思います。

生徒会選挙
平成29年度の新役員を決めるため、生徒会役員選挙
が11月11日（金）に行われました。選挙権が18歳からと
なった今、選挙を身近に感じてもらう大切な機会です。
学校の選挙を他人事と思わず、1票の重さを考えながら
投票してほしいです。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
副会長
書 記
会 計

小林
遠藤
二瓶
鈴木
小林

將貴
翔馬
佑麻
航
瑛基

バドミントン大会
年賀状作成教室
今年もボランティア委員、生徒会による年賀状作
成教室が実施され、12月11日（日）に地域自治会の
方々が参加されました。
生徒たちは丁寧に説明し、参加した方々からは「去
年も参加したので、今年も参加させていただきまし
た」
「是非来年も参加したい」とのお声をいただきま
した。

3 年進路講話
12月15日（木）に3年生を対象に、本校の卒業生を
招いて進路講話を行いました。文教大学に通う河田
さん、桐蔭大学に通う奈良君、株式会社バローに勤
務している小野君にそれぞれの生活や大学・社会の
様子、厳しさや達成感についても話して頂きました。
在校生は真剣な面持ちで、
先輩方の話を聞いていま
した。是非これからの進
路活動及び新生活にむけ
て活かしてほしいです。

11月13日（日）に神奈川県高体連定通バドミントン大
会団体戦が行われました。全員でユニフォームを合わ
せ、団結力を高めて挑んだ結果、大和商業Aチーム（3年
A組鈴木馨月・2年B組伊藤孔）が第3位に入賞し、初の
快挙を成し遂げました。来年度もこの調子で頑張ってほ
しいです。

合格・内定一覧（平成28年12月21日現在）
大学（25名）和光大学、多摩大学、関東学院大学、横浜
商科大学、産業能率大学、文教大学
専門学校（19名） 町田・デザイン専門学校、専門学校
東京ビジュアルアーツ、専門学校トヨタ東京自動車大
学校、専門学校東京ネットウェィブ、東京アナウンス学
院、柏木実業専門学校、タカラ美容専門学校、横浜シス
テム工学院専門学校、国際総合ビューティーカレッジ、
読売理工医療専門学校、東京観光専門学校、アルファ医
療福祉専門学校
他
就職（31名） ㈱ 栄 和 産 業、古 林 紙 工 ㈱、㈳ 誠 幸 会、㈱
ビックライズ、㈱葦、㈱玄、㈱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、大宮糧食工業㈱、綜合銘板工業㈱、㈱常盤製作所、
イオンディライトセキュリティ㈱、日本エアフィルター
㈱、㈳蓬莱の会、㈱東京技研横浜工業
他

12月8日（木）

12月4日（日）

子どもたちが楽しみにし
ていたおもちつき。元気な
「よいしょ〜！」の掛け声が
響き、皆で力を合わせてつ
いたおもちと豚汁はとても
美味しく、お腹いっぱいの一日となりました
この日のために一生懸命練習に取り組み
当日は沢山のお客様を前に緊張していまし
たが一人ひとりの個性と、役になりきって
の発表に自信も見られ、キラキラと輝いて
いました。保護者の
皆様温かい拍手とご
声援をありがとうご
ざいました。

θभ

ὓ

12月13日（火）在園児

ある日幼稚園にサンタさんからのお手紙が届き、
その日から子どもたちは毎日クリスマス会を楽し
みにしていました。
当日はサンタさんの登場
に大喜びし、一緒に歌った
りプレゼントをもらい素敵
な一日を過ごしました。
12月14日（水）未就園児

一足早くサンタさん
がやって来たよ!!英語し
か分からないサンタさんに「Good morning」
「Good-bye」と照れながら伝える子どもたち
はとても可愛らしかったです!!

多くの方が参加してくれま
した。短い時間でしたが近く
で見るサンタさんに驚いてい
る子もいました。一緒に写真
を撮ってプレゼントをもらい
楽しい時間を過ごしました。
11月29日（火）
12月12日（月）

╙࿁ⷫఽߩળ
クリスマスの装飾

白玉しるこ

11月26日（土）親子でクリスマスオーナメント
と白玉しるこ作りを行いました。
幼稚園のもみの木に飾りつけし、木の枝や木の実
で作ったリースは持ち帰り親子で楽しい時間を過
ごしました。次回の参加をお待ちしています。

未就園児・地域の方どなたでも参加できるスマ
イルクラブ。親子で一緒に体を動かして楽しく過ご
しませんか？
次回は1月23日（月）です。1月11日（水）より電
話にてご予約を受付けます。

2017年の幕明けです。今年も健康で楽しく過ご
せるよう全園児が獅子に頭をかんでもらい、無病息
災を祈願しました。
1月16日
（月）

地域開放
事 業
今年は小さいポケット
作りに挑戦!!卒園したお
母様方が講師となり、丁
寧に教えて下さいました。

12月12日（月）

今年もバザー収益による、杉山兄弟のシャボン玉
ショーを行います。
色々な形に変化するシャボン玉は何度観ても毎
年迫力があり楽しめます。ホールいっぱいにあふれ
るシャボン玉に興奮する子どもたち
バザーにご協力いただきありがとうございました。

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

謹賀新年
会員の皆様におかれましては、昨年中はご支援・ご協
力をいただきまして誠にありがとうございました。

柏木学園高等学校後援会
理にはくれぐれも気を付けて、大いに学び楽しんできて
ください。

28年度も残すところあと少しとなりました。3年生は

1年生は進級に向けて、今この時間を無駄なく大切に

あと2 ヶ月足らずで卒業です。卒業後はそれぞれ違う道
を歩んでいくこととなりますので、勉強や友達との大切
な想い出作りに悔いの残らないよう残りの高校生活を
過ごしてください。
2年生はもうすぐ修学旅行ですね。今年は大地震のた
め場所も時期も予定と変わってしまいましたが、体調管

過ごしてください。
皆さん、今年の目標をしっかりと立てて、その目標達
成のための努力を通じ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。

余暇活動のすすめ
学校とは知識や技能を学ぶところであると同時に、社
会との関わり方やルールを身につける場所である。だか
ら交友やサークル活動が意味を持つ。特に学際といわれ
る大学や専門学校では一途に勉学や資格取得に励むだ
けでなく、何か余暇に身につける事は良いと思う。
自分の専攻の勉学や従事している仕事に全く関係の
ない領域や一芸に精通している人を見ると羨ましい。そ
れは本来の仕事をおろそかにしているのではなく、充実
させているのだ。余暇活動は遊びではあるが、遊びでは
ない。心の余裕である。物事を真正面からでなく斜めか

新年を迎えて
新年明けましておめでとうございます。昨年は保護者
の皆様には、PTA活動に御協力頂きありがとうござい
ました。今年も皆様のお力をお借りしながらより良い年
にして行きたいと思います。3年生は卒業まで、残り少
ない学園生活を悔いなくお過ごしください。
2学期は、様々な検定や行事がありました。
2年生の沖縄修学旅行（10月31日〜 11月3日）は天候に
恵まれ、素晴らしい思い出を作ることが出来ました。
11月19日には、柏木学園70周年記念式典が新横浜プ
リンスホテルで挙行され、学園の歴史を感じる素晴らし

新年のごあいさつ
あけましておめでとうございます。昨年中、父母の
会の皆様には大変お世話になり、ありがとうございま
した。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
さて、年長組は 11 月に行われました創立 70 周年記念
式典において、鼓笛を発表しました。盛大な式であり、
緊張していた子ども達でしたが、すばらしい演奏を披
露してくれました。子ども達にとってとても貴重な体
験となり、達成感に溢れたその笑顔は今も私達保護者
の心に残っております。
学園長先生をはじめ先生方、支えてくださった皆様

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
らも見る柔軟性と、その中の厳しさやルールをも学ぶ。
頭の中の引き出しを幾つも持って、好奇心も旺盛であ
る。話題も豊富、交友関係も広い。
専門学校は、年齢も巾広く留学生も多い。アルバイト
などで多忙だと思うが、交友を通じ異国の文化や芸能を
学べればと期待する。また中学高校のクラブ活動の体験
を更に続けても良い。スポーツ、音楽、書画等、何でも将
来まで続けられる余暇活動をもつことをおすすめする。
教育交流会会長 中川 光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
い式典でした。
11月24日 に はPTAの 研 修 会
で役員さんが講師となりペー
パークラフト造りを行いまし
た。とても可愛らしく素敵な作
品が出来あがりました。
次回の研修も楽しい企画にしたいと思います。皆様の
参加をお待ちしております。
2学年

PTA役員一同

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
には感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうござい
ました。
そして 3 学期。年少・年中組は進級に向け、年長組
は卒園に向けての活動が増えていきます。期待も膨ら
み喜びの一方で戸惑いや不安に思うこともあるかもし
れませんが、先生方はその気持ちに寄り添い、温かく
指導して下さいます。私達も優しく見守り、1 日 1 日を
大切に過ごしていきたいと思います。
父母の会会長

藤野

博子

平成29年1月 〜 3月行事予定表
柏木学園高等学校
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）

柏木実業専門学校

大和商業高等専修学校

1/10
1/21

講義開始
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
1/30-2/1 午後追試験
1/30-2/24 検定授業週間
2/3
第3期推薦・一般入試
2/4
全経文書処理能力検定
2/5
全経所得税法・法人税法・
消費税法能力検定・秘書技能検定
2/6
再試験者発表
2/8
午後再試験
2/13
特別試験者発表
2/15
リテールマーケティング（販売士）検定
2/19
全経簿記能力検定
2/25
全経電卓計算能力検定
2/26
日商簿記検定
3/2
第4期推薦・一般入試
3/10
卒業式
3/17
修了式
3/21
第5期一般入試

1/28 総合学力テスト（任意）、

研修センター

全経計算実務検定
1/5

2/1

相談日

2/10 一般入試Ａ
（筆記）、
推薦学力検査
2/11 一般入試Ａ
（面接）
2/13 一般入試Ｂ
2/14-16 3年追認試験
2/15 相談日
2/16 後援会役員会
2/18 センター早期対策（2年任意）
2/19 全経簿記検定
2/22 相談日
2/24 卒業生を送る会
2/26 日商簿記検定
3/1-7 期末試験
3/3

卒業式

3/8

相談日

3/17-22 追認試験
3/22 相談日
3/24 修了式

（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 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
わかたけ青葉
1/25 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
1月生 職業人講話
（相鉄興産株式会社）
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
2/27 （県委託訓練）介護職員初任者研修科
1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
（県委託訓練）簿記パソコン事務科
1月生 職業人講話
（佐々木行政書士事務所）
2/28 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
1月生 医科医療事務検定試験
3/7-10 （県委託訓練）介護職員初任者研修科
1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／和喜園
ロゼホームつきみ野
3/15 （求職者支援訓練）医療・調剤・介護事務PC科
介護職員養成（初任者研修）科
3月生 入校式
3/28 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
1月生 調剤事務検定試験
3/29 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
1月生 介護事務検定試験
3/30 （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
1月生 修了式

（

（

（

）

）

）

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
1/18 職員会議
1/18-23 卒業試験
1/19 介護職員初任者研修
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
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
2/2 介護職員初任者研修
企画会議
2/4 一般入試
2/5 全経税務会計検定・秘書検定
2/7 介護職員初任者研修
2/8 委員会の日
2/9 介護職員初任者研修
2/10 生徒集会
2/13-17 検定特別授業
2/19 全経簿記検定
2/20 ワープロ・デザイン・
スピード検定
2/21 介護職員初任者研修
2/21-24 期末テスト
2/23 PTA運営委員会
2/24 美化デー
2/25 全経電卓検定
2/26 日商簿記検定
2/27 スポーツデー（卒業生を送る会）
2/28 介護職員初任者研修
次年度学納金納入期限
3/1 情報処理・プレゼン・HP検定
3/2 介護職員初任者研修
3/3 二次募集①
3/8 委員会の日
3/8-9 介護職員初任者研修
3/10 卒業式
3/14 介護職員初任者研修
3/15 入学者説明会
3/16 介護職員初任者研修
3/17 二次募集②
3/21 介護職員初任者研修
3/23 大掃除
3/24 修了式

都筑ケ丘幼稚園
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/16
1/17

始業式・獅子舞
懇談会・お楽しみ会
プレ保育たんぽぽ組・役員会
プレ保育たんぽぽ組
29年度体験保育
バザー収益還元ショー
プレ保育たんぽぽ組
クッキング保育（年長）
1/19 プレ保育たんぽぽ組
1/20 避難訓練・プレ保育たんぽぽ組
1/21 横浜市幼稚園研究大会
1/26 地域開放事業エアロビクス
スマイルクラブ
1/24 プレ保育たんぽぽ組
クッキング保育（年中）
1/26-27 プレ保育たんぽぽ組
1/30 誕生日会（ 1月）
1/31 プレ保育たんぽぽ組
2/2
豆まき
2/3
プレ保育たんぽぽ組・午前保育
2/5
作品展
2/6
作品展振替休日
2/7
プレ保育たんぽぽ組
避難訓練
2/9
お店屋さんごっこ
2/10 プレ保育たんぽぽ組
2/13 誕生日会（ 2月）
役員会（たんぽぽ）
2/14 プレ保育たんぽぽ組
個人面談・午前保育
2/15 個人面談・午前保育
2/16-17 プレ保育たんぽぽ組
個人面談・午前保育
2/20 予算総会
2/21 プレ保育たんぽぽ組
ダディー＆マミー
2/22 一日入園及び教材渡し
在園児休園
2/23 プレ保育たんぽぽ組
クッキング保育（年少）
2/24 プレ保育たんぽぽ組
2/27 観劇会
2/28 ケータリング（年長）
スマイルクラブ
3/2
避難訓練
3/3
ひな祭り会
3/6
卒園式予行
3/7
プレ保育たんぽぽ組
誕生日会（ 3月）
3/8
懇談会（年長）
3/9
プレ保育たんぽぽ組
お別れ会
3/10 プレ保育たんぽぽ組・午前保育
3/11 卒園式
3/13 スマイルクラブ
3/14 プレ保育たんぽぽ組
3/15 懇談会（年中・年少）
3/16-17 プレ保育たんぽぽ組
3/21 修了式・午前保育

学 園 本 部
1/10
3/3
3/10
3/11
3/27

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

○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

