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神奈川県定通サッカー選抜

柏木学園高等学校

大和商業高等専修学校

− 70 周年目の門出を祝う −
今年度は柏木学園が創立70周年を迎えた記念す
べき年に卒業していく皆さんへ、学園創設時に柏木
照明学園長が掲げられた「社会に貢献できる人材の
育成」という「建学の精神」の基に学んだことを心に
刻み新しい世界で力を発揮してほしいと思います。
都筑ヶ丘幼稚園は卒園して、最初の義務教育へ、
大和商業高等専修学校と柏木学園高等学校は大学、
短大、専門学校、就職と広い範囲への門出になります。
柏木実業専門学校の卒業生の皆さんは更に専門
的な知識を習得すると共に大学や専門学校の研究
科への進学または就職など直接社会へ羽ばたいて
いきます。それぞれの「門出」を心からお祝い申し
上げます。本当におめでとうございます。
高校生として卒業されるみなさんは今年度はじ
めて大人として社会的に認知され、18歳での選挙を
経験しました。選挙権の重さについてよく考えて、
どんな人を選べばよいかを真剣に考えるように
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司

なってほしいと思います。そして将来の自分につい
て真剣に考えてほしいと思います。
私は高等学校卒業時にはどんな職業に就くかを決
めていませんでしたが、大学に進学し入学後のオリ
エンテーション時に教職課程を履修することを固め
教師になることを決断しました。
その理由としては仕事をして報酬を得るだけの仕
事ではなく、人間と係り、人間を育てる仕事に魅力
を感じて教員を選びました。
みなさんにも早く自分のしたい仕事を見つけてほ
しいと思います。
これからの将来いろいろなことがあると思います
が「人間万事塞翁が馬」inscrutable are the ways of
heaven ; fortune is unpredictable and changeable
と言うことわざがあります。将来の出来事に一喜一
憂せず自分の目標に向かって、努力を続けて行って
ください。応援しています。

祝 卒業 −卒業生各賞受賞者−

美術部活動報告

卒業式が3月3日（金）に挙行されます。各賞表彰者およ
び3年間皆勤・精勤者は以下の通りです。
学園長賞
藪本 志織
学校長賞
巻嶋 潮璃
日本私立中学高等学校連合会長賞
菊池 莉奈
全国高等学校定時制通信制教育振興会会長賞
加藤
渚
加藤 駿弥
神奈川県高等学校定通教育振興会会長賞
吉沢
憂
全国商業高等学校協会表彰
丸山 剛樹
御下賜金記念優良卒業生表彰
岩田 幸也
柏木学園高等学校後援会長賞
志田 遼真
3年間皆勤者 平成29年2月23日現在
古川 優輝・長舩 史佳・菊池 莉奈・中村 史弥
林
空・薮本 志織・稲葉
樹・石川 奨真
酒井 直樹・内田 悠馬・岡武 恵美・中村 大樹
齋藤
領・光股 優真・安西 春香・佐々木亮太
志田 遼真・多田 有花・秋山 和慶・小川 大稀
斉藤 理沙・秋原 一輝・小林 陸杜
3年間精勤者 平成29年2月23日現在
高尾 歩美・妹尾 美香・野田
諒・村田笙之介
森
大希・滝沢 萌花・尾崎 弘視・齋藤
新
佐野 千乃・武井 啓納・山崎 大河・荒田真利佳
井場 勇人・佐川 拓也・清水 翔也・鈴木 夢菜
橘
貴之・土井 創太・萩原 渉史・飯田 晋平
酒井 美麗・槌山紗緒李・成田 優斗・林
茂生
及川 香澄・丹羽 真理・巻嶋 潮璃・荒木 俊介
櫻井 雄飛・榊原 彩奈・深沢 鳳舞・石井 柚月
西村啓太郎・村上 将太・田中 実優・井上 真彦
内山 美穂・奥山 真未・西城 郁哉・坂下 汰一
鈴木 優菜・平本 晴菜・山下 賢司・山下 氷雅
小林 琴美・辰巳 章仁

第6回YAMATOイラストレーションデザインコンペ
（主催：大和市他）において、美術部７名の作品が入選し、
2月7日（火）〜 12日（日）の期間イオンモール大和3Fイオ
ンホールにて展示されました。
入選者は以下の通りです。
岩井
淳（１−Ｃ） 作品名『化け祭』
佐藤 絢香（１−Ｃ） 作品名『クリスマス』
前田 謙太（１−Ｃ） 作品名『祭』
橋本 友己（１−Ｄ） 作品名『月夜の鳥居』
深田 佳奈（１−Ｆ） 作品名『金魚と私』
森枝 寛夢（１−Ｆ） 作品名『夏祭り』
山下颯太郎（１−Ｊ） 作品名『祭り』

修学旅行
1月23日（月）〜 26日（木）に2学
年の修学旅行が行われました。熊
本地震の影響により、時期と行き
先を冬の沖縄に変更しての実施で
はあったが、戦争体験者の方の平
和学習講話や体験学習、タクシーを使った班別自由行動
による観光などを行い、充実した4日間を生徒たちは過ご
すことができました。

漢字コンクール結果
1月10日（火）に第2回校内漢字コンクールが行われま
した。上位入賞者は以下の通りです。
【最優秀賞】菊池 莉奈（３−Ｂ）
【優 秀 賞】片岡輝良々（２−２） 塩谷 由香（２−Ｄ）
中村 智貴（１−Ｄ） 西村
菜（３−Ａ）
【優 良 賞】中村 利弥（２−Ｂ） 浅井 良太（１−Ｂ）
秋山 和慶（３−Ｈ） 石川 結稀（２−Ａ）
天利 佳奈（２−Ｂ）
【努 力 賞】祐野 渓太（２−Ｂ） 山﨑 大希（２−Ａ）
島田 翔太（３−Ａ） 大友 康平（１−Ａ）
平出 月菜（３−Ａ）

短歌書道部活動報告
1月15日（日）に神奈川県立青少年センターで行われた神
奈川県高等学校総合文化祭総合閉会式において、菊池莉奈
（３−Ｂ）が 高 文 連 会 長 賞（文
芸 部 門 短 歌 の 部）を、吉 川 小
幸（３−Ｉ）と 萩 原 渉 史（３−
Ｇ）が神奈川県高等学校総合
文化祭佳作（文芸部門短歌の
部）をそれぞれ受賞しました。

お知らせ
本校短歌書道部を中心とした有志団体「ナイル短歌
工房」より『洗濯船エピソード・補遺』が刊行されまし
た。本校生徒の秋山和慶、志田遼真、吉川小幸の他、現・
旧職員らの作品が掲載されています。

進 路 報 告 −大学合格状況−
平成29年2月20日現在
神奈川県立保健福祉大学･･･1名
桜美林大学 ･････････ 12名 大妻女子大学････････ 2名
神奈川工科大学 ･･････ 1名 神奈川大学･･････････ 4名
関東学院大学 ････････ 5名 共立女子大学････････ 1名
国士舘大学 ･･････････ 4名 駒澤大学････････････ 1名
相模女子大学 ････････ 3名 産業能率大学････････ 2名
松蔭大学 ････････････ 2名 昭和女子大学････････ 1名
湘南工科大学 ････････ 1名 城西国際大学････････ 1名
拓殖大学 ････････････ 1名 多摩大学･･･････････ 10名
玉川大学 ････････････ 5名 鶴見大学････････････ 4名
帝京大学 ････････････ 3名 帝京科学大学････････ 2名
田園調布学園大学 ････ 3名 桐蔭横浜大学････････ 6名
東海大学 ････････････ 8名 東京医療保健大学････ 1名
東京家政学院大学 ････ 2名 東京工科大学････････ 1名
東京農業大学 ････････ 1名 東洋大学････････････ 3名
二松學舍大学 ････････ 2名 日本大学････････････ 8名
文教大学 ････････････ 7名 フェリス女学院大学･･ 1名
明星大学 ････････････ 3名 ヤマザキ学園大学････ 2名
横浜商科大学 ････････ 7名 横浜薬科大学････････ 1名
立正大学 ････････････ 1名 和光大学････････････ 6名
計39校 129名

研修センター

柏木実業専門学校
【平成28年度

【神奈川県委託訓練、1月生入校式、11月生修了式】
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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

に行われました。受講生は今後それぞれの目標にむけ前向
きに取り組みます。
【神奈川県委託訓練 職業人講話、企業説明会】
研修センターでは受講生の再就職支援として、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】1月、2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

優

【専各協会主催第28回外国人留学生スピーチコンテストで入賞】
1月25日（水）に開催された、外
国人留学生スピーチコンテストに
本校から情報ビジネス科1年C組

佐々木行政書士事務所

相鉄興産株式会社

佐々木新一先生

岩井未知男先生

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。

のTHAPA BINITA（ネ パ ー ル 国

＜介護分野事業所＞

籍、福島日本語学院出身）が参加

ミモザ株式会社、株式会社エクシオジャパン、

し、見事「横浜市国際交流協会理

社会福祉法人愛光会 特別養護老人ホーム みなみの苑

事長賞」に輝きました。
『わ た し の 生 き る 道』を テ ー マ
情報ビジネス科 1年C組
THAPA BINITA

【求職者支援訓練3月生コース説明会開催】
3月開講、医療・調剤・介護事

に、ネパールでの女性の社会進出

務PC科、介護職員養成（初任者

について熱くスピーチしました。

研修）科のコース説明会を学校

優しく聡明な祖母に育てられた彼女は、祖母が弁護士

内ならびに県内のハローワーク

という夢を諦め、ひたすら家族の為に生きてきたこと
を知ります。ネパールでは、女性が社会で活躍するより
も家庭に入って家族を支えることの方が大切だと考え
られており、どんなに勉強ができても「女性だから」と
いう理由で社会に羽ばたくチャンスを得られない、と
いうことを訴えました。都市部で育ち、教育も受けるこ

にて実施しました。学校で開催
された説明会には大和ハローワークと厚木ハローワーク職
業相談のご担当者様も参加されました。
【就職近況報告】
簿記パソコン事務科修了生

とができた彼女は日本に留学することができ、ここ日

貝原 崇さん（平成27年12月修了生）

本で祖母の夢だった社会での女性の活躍を実感します。

就職先 税理士法人 アゼット総研

「日本のように、女性と男性、それぞれが活躍してこそ、

職業訓練で簿記を学んだ事がきっかけと

国の発展につながると確信し、日本で力をつけて、ネ

なり、希望していた税理士事務所へ就職で

パール人女性の社会進出の役に立ちたい。」とスピーチ

きました。日々、勉強ですが、精一杯取り組めています。

し、会場は大きく盛り上がりました。
【冬季清掃活動】
校外清掃活動を行いまし
た。2年生が卒業を控え、お
世話になった地域への貢献
のため、小さなゴミも拾い
集めました。

入学願書・学校見学・入学相談 受付中
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

平成29年３月10日（金）

卒業生の皆様、保護者の皆様、ご卒
業おめでとうございます。心よりお祝
い申し上げます。
時の経つのは早いもので、晴天に恵
まれた入学式から3年が過ぎようとし
て い ま す。こ の3年 間 で、90％ 以 上 の
生徒が自分の希望する学校や就職先へ
の進路を決定し、夢を叶えました。ま
た、検定試験の上位級にも多数の生徒
が合格しました。これからは本校で学
んだことを誇りに、より一層の努力を
続けていただきたいと願っておりま
す。今後のご活躍と健康をお祈りいた
します。
（学年主任 永田 幹治）

○学園長賞
○学校長賞

松浪 柊人
川崎 隆治

○全国経理教育協会検定表彰

一人一人がそれぞれの道へ。三年間という短い時間の中で、私たちは様々な思い
出を刻んできました。そんな日常もあっけなく終わりを告げ、今春、私たちは大和
商業を卒業します。
「あたり前」が「あたり前」でなくなることへの寂しさと、新しい
世界へ飛び込むことへの不安を抱え、私たちは羽ばたきます。18年間見守り、支え
てくれた家族、3年間厳しく導いてくれた先生方、今まで、本当にありがとうござい
ました。私たちは、大和商業で過ごしたことを忘れず、一人前の人間になることを
誓います。
（卒業生代表 小川 純奈）

先輩の皆様、ご卒業おめでとうございます。体育祭やスポーツ文化デー、文化祭
などで、ある時は優しく、ある時は厳しく、私たちに接してくださり、本当に有り
難うございました。私たちも先輩方のように、大和商業の数々の素晴らしい伝統を
次の代にバトンタッチできるよう、新たな気持ちで取り組みますので、どうかご安
心ください。もし何かに躓いたり、迷ったりした時は、いつでも大和商業に帰って
きてください。在校生一同、心からお待ちしています。次のステージへと進む先輩
方のご活躍を、私たちは心より願っています。
（在校生代表 小林 將貴）

○産業教育振興中央会
会長賞
望月 友梨佳
○高瀬賞 阿部 彩夏
○全国経理教育協会賞
藤野 唐尉

○全国高等専修学校協会長賞
鈴木 馨月
○全国高等専修学校協会
スポーツ奨励賞
植村 未来

・簿記 小川 純奈
・電卓計算 阿部 有奈美
・所得税法 嶌田 美葵
・法人税法 藤野 唐尉

○NPO法人高等専修学校
教育支援協会賞
森
恵美
○神奈川県専修学校各種
学校協会長賞
川崎 隆治

・計算実務

阿部 彩夏

青少年エイズ・性感染症予防講演会
12月21日（水）に青少年エイズ・性感染症予防講演会が開かれ、職員と生徒を合わ
せて250人以上が受講しました。厚木保健福祉事務所大和センター保健予防課の大塚
医師からエイズや性感染症、妊娠などについて講演していただきました。とくに、エ
イズや梅毒などの人を介しての広がり方に関しての説明が生徒にとってインパクト
が強く、真剣に耳を傾けていました。今回の講演をきっかけに、相手にも自分にも責
任ある行動をとれる大人になってもらいたいと思います。

横浜商科大学

入学前講話

1月27日（金）に、本校の横浜商科大学合格者（15名）を対
象に、横浜商科大学入試・広報課の碓井様が来校され、入学
前講話を行いました。商学科、観光マネジメント学科、経営
情報学科のそれぞれの学科の特色や、講義に関する説明が
ありました。また、入学までに準備しておくことや、大学4
年間での過ごし方、ゼミや各種セミナーの諸注意など有意
義な話を聞きました。

平成28年度

3学年

検定特別授業
今年度4回目の検定特別授業を2月13日（月）から17日（金）
まで行いました。毎年、全経簿記能力検定試験実施日に合わ
せて実施しています。今年度の1年生の中には、簿記能力検
定試験で2級と3級のダブル受験をトライする生徒も複数名
おり、今後がとても楽しみです。推薦の条件として簿記の資
格を優遇している大学が増えておりますので、多くの上位
級取得を目指してもらいたいと思います。

進路状況（平成29年2月現在）

大学
（26名）
横浜商科大学商学部商学科
横浜商科大学商学部経営情報学科
和光大学経済経営学部経営学科
文教大学情報学部情報システム学科
産業能率大学経営学部現代ビジネス学科
多摩大学経営情報学部経営情報学科

横浜商科大学商学部観光マネジメント学科
関東学院大学国際文化学部比較文化学科
和光大学経済経営学部経済学科
文教大学情報学部情報社会学科
城西国際大学経営情報学部総合経営学科

専門学校
（22名）
柏木実業専門学校医療情報学科
トヨタ東京自動車大学校自動車整備科

就職
（35名）
他

自衛隊、日本エアフィルター株式会社、いすゞライネックス株式会社
横浜田園都市病院、株式会社ビッグ・ライズ、株式会社葦 他

2月2日（木）

1月16日
（月）

バザー実行委員や本部役員の皆様のご協力により、
今年もTV等で大活躍中の杉山兄弟が来園してくれま
した。子どもたちは様々な形、大きさのシャボン玉に
大興奮！シャボン玉の上手な作り方も教わり、ホー
ル中がシャボン玉でいっぱいになりました。

今年も幼稚園に鬼がやってきました。子どもたち
今年も幼稚園
が作った鬼のお面とマスを身につけ、皆で力を合わ
せて、無事に鬼を退治することができました。当日は
川和小学校の1年生や、未就園児など多くの方々の参
加もあり、とても賑やかな豆まきとなりました。

2月9日（木）

1年間の
思い出

2月5日（日）

作品
作
作品展にお越し頂きありがとうございま
した。
昨年の4
した 子どもたちの作品はいかがでしたか。
子どもた
月から、子どもたちが1年間、取り組んできた絵画や
製作物を飾り、幼稚園の中が美術館のように大変身！
子どもたちの成長が感じられる場となりました。
ホールの工作コーナーでは、紙皿で作るコマや、紙
コップを使った声がわりマスクを協力して作る姿が見
られ親子の触れ合いの場となっていました。また、先
生たちによるコーンスープとポン菓子も大好評でした。

本物そっくりの品物を作ったり、売り買いの練
習をしてきました。
「いらっしゃいませ」と威勢の
いい掛け声と共に次々と品物が売れ大満足!!子ど
もたちの買い物バッグも品物でいっぱいになり
ました。未就園児もたくさんお買い物をして楽し
そうでした。

3月3日
（金）

2月27日（月）
宮前市民館

年少は紙コップ、年中はトイレットペーパーの芯、
年長は紙粘土を使って製作したひな人形を紹介しま
す。また、先生たちの出し物を観たり歌をうたったり、
お部屋でひなあられを食べてお祝いをします。

「ピーターパン」を鑑賞しました。夢のような世界
を間近で見ている子どもたちの目はキラキラ輝き、
全学年で楽しい1日を過ごしました。

年長

3月9日（木）
センター北駅・ノースポートモール

年長組最後の思い出作りに「映画ドラえもん のび
太の南極カチコチ大冒険」を観に行きます。

賞状授与者
卒 園 児
３年皆勤
２年皆勤
１年皆勤

... 174名
...... 2名
... 14名
... 32名

精
勤 ... 15名
親子二代卒園 ...... 8名
園児３人卒園 ...... 8名

年長組

3月11日（土）

今年度は、174名の園児が卒園式を迎えます。入園
当初の姿を思い浮かべると、とても立派な姿となっ
た園児たち。頼もしく成長しました。

年 中
年長進級児
２年皆勤
１年皆勤
精
勤

... 114名
...... 6名
... 12名
...... 7名

年 少
年中進級児 ... 131名
１年皆勤 ... 13名
精
勤 ...... 5名

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ
ご卒業おめでとうございます
桃の節句も過ぎ、日ごと春めいてまいりました。
会員の皆様には、日頃より大変お世話になっており
ます。
3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
この柏木学園高等学校で過ごした3年間は、これか
らの人生の中のたったの3年間かもしれませんが、
青春時代という人生の中のとても大切な時期を過
ごした3年間でもあります。友達とともに笑い、泣
き、悩み、勉強に部活動、文化祭に体育祭と目標に
向かって進み、それを成し遂げた喜びを一緒に味

柏木学園高等学校後援会
わったことを、良き思い出として心に刻んでくださ
い。
保護者の皆様、お子様のご卒業おめでとうござい
ます。身体的にも精神的にも大きく成長した姿を、
嬉しいような、それでいて少し寂しいような思いで
ご覧になっているのではないでしょうか。それもご
家庭での多大なるサポートがあってのことと思い
ます。大変お疲れ様でした。
平成28年度後援会会長

野口

佐百合

ひょう しん ぎょく こ

一片の氷心玉壺に在り
難しい言葉で恐縮だが、中国の唐の時代（8C頃）
の漢詩の一節であり、日本では今日でも名句として
引用される送別の詩であり、私の好きな一句だ。王
昌齢（おうしょうれい）の七言絶句、詩文は省略
する。
不遇で辺地に一人残された作者が、出世をして都
へ上る友に対して「都にいる大勢の友が、私の事を、
取り残されて淋しくないか、と尋ねたら、私の心は
玉の壺の中の水のように澄んでいる、と答えてくれ」
と別れの際に頼んでいるのだ。当時の別れは殆ど生
死の別れであり、作者の本当の気持ちは淋しいので

卒業を迎えて
春色のなごやかな季節、ますますご健勝のことと
お喜び申し上げます。早いものでもう3月、卒業生
の皆さん、保護者の皆様、ご卒業おめでとうござい
ます。春からは、それぞれの道を歩き始める皆さん、
大和商業で学んだ経験や資格を生かして、自信を
持って世の中にはばたいていって下さい。
私たち保護者も3年間役員を通じて、勉強になる
事がたくさんありました。校長先生や諸先生方の数
多くの手助けに支えられて、たくさんの人の力でひ

心から感謝
桜のつぼみもふくらみ、春の訪れが感じられる
季節となりました。ご卒園、ご進級おめでとうご
ざいます。心よりお祝い申し上げます。期待や不
安もあると思いますが、自信を持って新たな一歩
を踏み出して下さい。
子ども達は先生方が温かく、そして細やかな愛
情をたっぷりと注いでくれたおかげで、心身とも
に大きくたくましく成長することが出来ました。
輝くような思い出もたくさん出来ました。園長先

柏木実業専門学校教育交流会
ある。でも、淋しくない、澄んでいるよというのは、
自分に対する厳しさと決意であったのだ。
さて、3月は卒業式、門出と決意の儀式である。で
も進学や就職への通過の儀礼であってはならない。
お互いの卒業と未来を祝い、さまざまな想い出に愛
惜と感傷にふけるのも良いが、反面襟を正し、澄ん
だ心と厳しい決意で迎えてもらいたいと念じます。
ともあれ卒業おめでとう 前途を祝します。
教育交流会会長

中川

光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
とつの「絆」が出来ると感じました。生徒たちは3月
で卒業ですが、私たち役員は5月の総会まで、残り
わずかですが、お手伝いさせて頂きます。この学校
に関わるすべての皆様に感謝致します。本当にあり
がとうございました。今後ともPTA活動にご協力
よろしくお願いします。
3学年役員一同

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
生はじめ先生方、かけがえのない日々を経験させ
て頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。
そして保護者の皆様にはクラス役員をはじめ、
各行事の実行委員として、様々な状況の中でも父
母の会の活動にご理解ご協力頂き、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29年3月 〜 5月行事予定表
柏木学園高等学校
3/1-7 期末試験（ 1・2年）
3/1

相談日

3/3

卒業証書授与式

3/8

試験予備日・相談日

3/9

試験返却

3/10-22 面談期間（ 1・2年）
3/14 進路行事（ 1年）
3/15 追認対象者発表・相談日
3/17-22 追加認定試験
3/24 修了式
3/26 生徒春季休業開始
4/5

始業式

4/6

入学式
生徒自宅学習（ 2・3年）

4/10 基礎力診断試験（1・2年）
実力判定試験（ 3年）
4/11 健康診断（ 1年）
尿検査（ 1年、1回目）
自己発見リサーチ
（ 2年）
4/12 授業開始
尿検査（ 1年、2回目）
相談日
4/19 尿検査（ 2・3年、1回目）
相談日
4/20-21 宿泊研修（ 1年）
4/20 健康診断（ 2・3年）
尿検査（ 2・3年、2回目）
4/21 社会見学（ 2・3年）
4/26 相談日
4/27 後援会役員会
4/28 尿検査（ 3回目・再検査）
5/1-31 三者面談開始（ 3年）
5/10 相談日
5/13 後援会総会・役員会
5/14 全経電卓検定
5/17 相談日
5/23-26 中間試験
5/24 相談日
5/27 後援会バス研修旅行

柏木実業専門学校

大和商業高等専修学校

3/1 第4期推薦・一般入試
3/10 卒業式・卒業記念パーティー
3/14 入学者説明会
3/18 修了式
3/21 第5期一般入試
4/7 入学式
4/10 始業式・対面式
4/11-13 オリエンテーション
4/14 健康診断（終日）
4/17 講義開始
4/23 産能大科目修得試験
4/25 進路フェスタ
5/20 全経電卓計算能力検定
5/27 第1回オープンキャンパス
5/28 全経簿記能力検定

研修センター

（

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

3/4

二次募集説明会（10時開始）

3/8-9 介護職員初任者研修
3/10 卒業式
3/13 校外ガイダンス他
3/14 介護職員初任者研修
3/15 入学者説明会

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
SOMPOケアネクスト株式会社
和喜園／グリーンライフ湘南
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
5/19 （求職者支援訓練）
医療・調剤・介護事務PC科
3月生 職業人講話
（株式会社ソラスト 横浜支社）
5/23-26 （求職者支援訓練）
介護職員養成（初任者研修）科
3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
SOMPOケアネクスト株式会社
和喜園／グリーンライフ湘南

（

3/1

）

）

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修了式
3/23 大掃除
3/24 修了式
4/6

始業式・写真撮影

4/6-11 個人写真
4/7

入学式・写真撮影

4/10 対面式・新入生歓迎会
4/11 教科書販売・時間割発表
4/12 健康診断
4/13-14 1年生オリエンテーション
4/14 1〜3年生オリエンテーション
4/27 歯科検診
5/20 全経電卓検定
5/25 体育祭
5/28 全経簿記検定
5/29-6/1 中間テスト
5/31 PTA総会

都筑ケ丘幼稚園
3/1
3/2
3/3
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/13
3/15

月謝引き落とし日
お別れ会
ひなまつり会
卒園式予行練習
誕生日会（3月）
懇談会・掃除（年長）
お別れ遠足（年長）
午前保育
卒園式
スマイルクラブ
H29年度月謝引き落とし日（年中･年少）
懇談会（年中･年少）
3/21 修了式・午前保育
3/22-24 春期預かり保育
H29年度たんぽぽ組体験保育
4/3
月謝引き落とし日
4/6
始業式・午前保育
4/7
午前保育
4/8
入園式
4/10 懇談会（年長）・午前保育
4/11 懇談会（年中）・午前保育
4/12 懇談会（年少）・午前保育
4/13-14 午前保育
4/17 午前保育
4/18 進級写真（年長）・午前保育
4/19 救命救急法
4/20 一日保育開始・体育指導開始
進級写真（年中）
4/21 英語指導開始
4/25 対面式・たんぽぽ組入園式
役員会
4/26 誕生日会（4月）
4/27-28 たんぽぽ組入園式
5/1
月謝引き落とし日
保育参観日（年長）
・たんぽぽ組①
5/9
5/10 保育参観日（年少）
・たんぽぽ組①
5/11 保育参観日（年中）
5/12 たんぽぽ組①
5/15 内科検診
5/16 役員会・たんぽぽ組②
5/17 面談日
5/18 たんぽぽ組②
・たんぽぽ組②
5/19 クッキング保育（年長）
5/22 内科検診
5/23 総会・避難訓練・たんぽぽ組③
5/25 歯科検診・たんぽぽ組③
5/26 たんぽぽ組③
5/27 親児の会
5/29 夕涼み実行委員会・お楽しみ会
5/30 誕生日会（5月）

学 園 本 部
3/3
高等学校卒業式
3/10 専門学校・大和商業卒業式
3/11 幼稚園卒園式
3/27 役員会
4/3
辞令交付式
4/6
高等学校入学式
4/7
専門学校・大和商業入学式
4/8
幼稚園入園式
5/中旬 現況調査
5/30 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

