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新入生宿泊研修

入 学 式

柏木学園高等学校

新入生誓いの言葉

柏木実業専門学校

大和商業高等専修学校

入 園 式

都筑ヶ丘幼稚園

− 学校での出会い −
素晴らしい出会いをしたことがありますか。こんな問い
かけにあなたならどう答えるでしょうか。あるなしに関わ
らず、人生を彩る出会いを誰もが望んでいるはずです。
有名な出会いとして、北海道大学の前身となった札幌農
学校のクラーク博士がいます。米国留学中の新島襄（同志
社大学創始者）が推薦し、日本政府からの熱烈な訪日依頼
に、短期間ならと快諾した博士は、明治9年に札幌の地に
赴任しました。彼が教えた学生は一期生の16人のみ、わず
か9カ月間でしたが、教え子にとり化学の博士号を持ち、
動物学や植物学にも造詣の深い博士との出会いは素晴ら
しいものでした。
クラーク博士は帰国後に大学や会社を作ろうとして挫
折し、不遇な晩年を送ったようですが、おそらく札幌農学
校は彼にとって素晴らしい出会いの場であり、充実した
日々だったことでしょう。
博士が契約期間を終えて大学を去る日、ひらりと馬にと
び乗った彼が残した言葉が、あの有名な「Boys, be ambitious
like this old man」
（少年よ大志を抱け）でした。教え子に
大望を持って学び、大いに活躍してほしいとの願いを込め
た言葉だったに違いありません。

柏木実業専門学校

校長

桐野

輝久

私も中国の大学で2年間教鞭を執ったことがあります。
私の教員人生であれほど熱心な学生には出会っていませ
ん。朝の6時前から夜8時過ぎまで学び続ける彼らの姿に心
を打たれ、私の講義を砂に撒く水のように吸収していく彼
らに驚いたものです。
講義以外にも学生とは交流を深め、一緒に餃子作りをし
たり、小旅行をしたりと、濃密な2年間を過ごしたのです。
あれほど楽しい2年間を過ごせたことは、私の宝物です。
大学を離れる前夜、10人ほどの学生がほぼ徹夜で荷造り
を手伝ってくれ、いよいよ出発しようとした時、50人を超
す先生や学生達が門で待っていたのです。寒い朝、6時前の
暗い中で私との別れに集まってくれたことに感激し、目が
潤むのをこらえながら感謝を述べ大学を後にしました。
学校では、毎年入学生を迎え卒業生を送り出していきま
す。教える側と学ぶ側との出会いは、常に起きています。
その繰り返しをただ漫然と過ごすのではなく、一期一会の
心構えで日々を送れば、そこに素晴らしい出会いがあり、
自分を彩る濃密な時間を持つことができることでしょう。
この柏木学園で素晴らしい出会いができることを心より
願っています。

入学式

高校総体開会式

4月6日（木）に 入 学 式
が挙行され、297名の新
入生を迎えた。
新入生代表として1年
B組品田真央が誓いの言
葉を、在校生代表として生徒会長片岡輝良々が歓迎の
言葉を読み上げた。本校の一員として、一日も早く学校
生活に溶け込んでもらいたい。

4月22日（土）に、県立体
育センタースポーツア
リ ー ナ に て、第55回 神 奈
川県高校総体開会式が行
われた。
今年は186校総勢2942名が参加し、各校ごとに趣向を
凝らした入場行進をした。本校からは、生徒会役員、ワ
ンダーフォーゲル部の生徒3名が参列した｡

宿泊研修

新任職員の紹介

4月20日（木）から21日
（金）にかけ1学年の宿泊
研修を山梨県甲府市で
実施した。
英語を中心とした学
習指導の他、集団行動の基本や校歌の練習など高校生
活に大切な様々な課題に取り組んだ。また、昇仙峡散
策なども実施しクラスの親睦を深めることができた。

須賀 貴大 先生
1学年付
保健体育科

橋本 知明 先生
3学年付
外国語科

川津 敦子 先生
2学年付
理科

社会見学
4月21日
（金）
に2学年が ディ
ズニーシーで、3学年がディ
ズ ニ ー ラ ン ド で 社会見学を
行った。新しいクラスの仲間
と親睦を深めるため、共にア
トラクションを回り楽しい一
日を過ごした。

部活動報告
【男子バレーボール部】
4月9日（日）に本校総合体育館にて実施された県央地
区高等学校6人制バレーボール選手権大会において、見
事3位に輝いた。
【卓球部】
4月15日（土）、16日（日）に行われた関東高校卓球大
会県予選北相地区予選会においてシングルスで3F杉山
（大）、3G佐藤、3−1杉山（雄）
、1A鈴木が、ダブルスで
も佐藤・杉山ペアがブロック優勝し県予選進出を決め
た。
【バドミントン部】
4月15日（土）、16日（日）に行われた関東大会北相西
地区予選において男子学校対抗で5位入賞を果たし県
大会出場を決めた。
【柔道部】
4月22日（土）に県立武道館で行われた関東高校県予
選会において2E吉川が女子柔道ベスト8に輝いた。
【吹奏学部】
3月25日（土）に本校メモリアルホールにて、第5回定
期演奏会を開催した。11人という少人数ではあるが、好
評を博した。

カナダグローバル体験研修
参加者募集中
8月17日（木）〜 24日（木）にカナダ・ブリティッ
シュコロンビア州ビクトリアをベースとした語学
研修およびホームステイ体験を通じて異文化理解
を深める短期海外研修を実施いたします。今回の
短期研修では、昨年までなかったビクトリア大学
のキャンパスツアーやその他の体験も行う予定で
すので以前参加した生徒でも新しい体験ができる
プログラムが用意されています。夏休みを有意義
なものとする研修ですので多くの生徒の参加を期
待します。

昨年度の主な進路状況
大
学
桜美林大学、大妻女子大学、神奈川県立保健福祉大学、
神奈川工科大学、神奈川大学、関東学院大学、国士舘大
学、駒沢大学、湘南工科大学、昭和女子大学、玉川大学、
多摩大学、鶴見大学、帝京大学、東海大学、東京医療保
健大学、東京農業大学、東洋大学、二松学舎大学、日本
大学、フェリス女学院大学、文教大学、明星大学、横浜
商科大学、横浜薬科大学 など
専門学校
柏木実業専門学校、茨城県立農業大学校、湘南平塚看護
専門学校、日本工学院専門学校 など
就
職
（医）相模大野病院、㈱カネボウ化粧品、㈱崎陽軒、ヤマ
ト運輸㈱、東京濾器㈱、㈱紀文食品、日本郵便㈱ など

柏木実業専門学校

研修センター

【平成29年度 入学式を挙行】
4月7日（金）に平成29年
度 入 学 式 を 本 校 舎4階 ア
リーナにて挙行しました。
新入生149名は、一同神
妙な面持ちで入学式に臨
み、桐 野 校 長 よ り 入 学 が
許可されました。
新入生代表として、医療情報学科1年の江島七海（大和
商業高等専修学校出身 表紙に写真有）が誓いの言葉を、
在 校 生 代 表 と し て 情 報 ビ ジ ネ ス 科2年 のLIMBU
PRITAM（ネパール JSL日本アカデミー出身）が歓迎の言
葉を読み上げました。
＜新入生の言葉＞
○医療情報学科 香取 舞（県立厚木清南高等学校出身）
私の目標は、就職する時に必要となる
多くの資格を取ることです。その為に、
少しでも多くの時間、勉強ができるよう
頑張り、卒業後の就職へ繋げたいです。

【求職者支援訓練3月生入校式、神奈川県委託訓練1月生修了式】
研 修 セ ン タ ー で は、
キャリアアップ・キャリ
アチェンジを目的とし、
即戦力として社会で活躍
できるスキルを身につけ
る為、受講生が日々真摯
に取り組んでいます。3
月15日（水）に 求 職 者 支
援訓練3月生2コースの入校式、3月30日（木）には神奈川
県委託訓練1月生3コースの修了式がありました。

○情報ビジネス科 PHAM THI HOAI THU
（ベトナム 華国際アカデミー出身）
ベトナムの学校では経済やビジネスの
勉強をしていて、より深い知識を得たい
と思いこの学校を選びました。情報ビジ
ネス科を卒業したら日本の会社に就職し
たいと考えているので今のうちから努力
をして資格を取得したいと思います。
○経営経理研究科 翁 宝玲
（中国 グレッグ外語専門学校横浜校出身）
現在の私には実社会に通じる程の経営
経理の知識がありません。この学校でそ
の知識を養い実力をつけて、卒業後は日
本で就職したいです。これから頑張りま
すので宜しくお願い致します。
【柏木実業専門学校公式Facebookページ・
Twitterアカウント開設のお知らせ】
柏木実業専門学校の公式Facebookページ・Twitterア
カウントを開設いたしました。本校ホームページに加え、
SNS上でも本校のお知らせをご覧いただけます。各SNSア
カウントをお持ちの方は、フォローや「いいね！」をお願い
します。
【着任教職員の紹介】
柏木 正成先生
（情報ビジネス科１年Ｄ組担任）
本年度から柏木実業専門学校に着任し
ました柏木正成と申します。学生一人一人
が検定に挑戦し、合格するための授業を
行えるよう頑張りたいと思います。宜しくお願い致します。
醍醐 亮先生（本校舎 事務担当）
本年度より事務担当になりました醍
醐亮と申します。授業を行うことはあり
ませんが、学生や職員の皆さんを陰から
サポートできるよう頑張りますので、ど
うぞ宜しくお願い致します。

【神奈川県委託訓練 7月生コース説明会・見学会実施】
神奈川県委託訓練7
月生、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
説明会ならびに学校見
学 会 が4月20日（木）、
24日（月）、5月10日（水）の3日間にわたり実施されました。
参加者から修了生の就職率や資格取得について、積極的
に質問がでていました。
〔次回コース説明会・学校見学会開催日 委託訓練9月生〕
簿記パソコン事務科
6月21日、28日、7月6日
介護職員初任者研修科
6月20日、28日、7月6日
医療調剤介護事務・PC科 6月21日、26日、7月5日
【就職近況報告】
介護職員初任者研修科修了生
福島 清巳さん
（平成28年9月修了生）
就職先 株式会社アスモ介護サービス
ベストライフ大和中央
訓練修了後すぐに就職が決まりました。
現在は介護アシスタントとして、忙しい日々を過ごし
ています。年齢を重ねても仕事ができ、ご利用者様の生活
に関わることができる仕事にやりがいを感じています。
【着任教職員の紹介】
西川 季公子先生
（研修センター 事務担当）
研修センターにて事務を担当しており
ます。学校へ通う皆さんがスキルアップ
の目標を達成できるよう、サポートし精
一杯頑張っていく所存です。宜しくお願
いいたします。

第１回オープンキャンパス 参加申込受付中
5月27日（土）実施の第1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
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4月7日（金）に平成29年度の入学式が行われました。
新入生たちは、真新しい制服に身を包み、大和商業高
等専修学校で頑張ろうと緊張した様子で式に臨んでい
ました。勉強に部活、委員会、検定試験など友人と励
まし合いながら、向上心を持って取り組んでいただき
たいと思います。
また、4月10日（月）に対面式が行われ、1年生の相原
さんが在校生へ向けて意気込みを宣言しました。今後
の活躍が楽しみです。

新任の先生紹介
安生百合恵先生（国語科講師）
初めまして。本年度から柏木学園高
校との兼任となりました、安生百合恵
と申します。教科は国語、今年は二年
生の担当です。
他の先生に比べて学校に来る日は少ないですが、見
かけたらぜひ声を掛けてください。よろしくお願い致
します。

渡辺竜馬先生（事務職員）
こんにちは。4月1日より、赴任いた
しました、渡辺竜馬と申します。事務
職員なので、授業を通して生徒の皆さ
んと接する機会はありませんが、学校
生活が円滑に進むよう、全力でサポートさせていただ
きますので、どうぞお気軽にお声掛けください。よろ
しくお願いいたします。

高体連開会式

オリエンテーション
1学年は、4月13日（木）〜 14日（金）に相模湖リゾートプレジャーフォレストで
キャンプ。2学年は、14日（金）に修学旅行の班別行動練習を兼ねた羽田空港と横
浜散策。3学年は、高校最後の思い出に東京ディズニーランドへ行き、友達や先
生と交流を深めることができました。
5月24日（水）の体育祭も各学年、力を合わせて盛り上げていきたいと思います。

昨年度の検定実績報告
日商簿記
全経簿記
電
卓

3級
2級
3段
3級
計算実務
3級
コンピュータ会計 初級
所得税法
3級
法人税法
3級
ワープロ
1級
3級
文書デザイン
1級
4級
表計算
1級
準2級

3名
42名
1名
70名
8名
23名
6名
10名
1名
28名
3名
5名
2名
35名

3級 94名
1級 11名
4級 57名

4級 62名
2級 26名

準1級 2名
4級 31名
2級 17名

準2級 15名

準1級 12名
3級 77名

2級 19名
4級 14名

3級 28名

4月22日（土）に神奈川県
高等学校総合体育大会の総
合開会式が、県立体育セン
タースポーツアリーナで行
われました。本校は、サッ
カー部、卓球部、バスケ部、
バドミントン部、バレー部、
野球部、陸上部、柔道部、
剣道部から各代表生徒が参
加しました。どの部活も、
今後の大会で良い結果が残
せるよう全力で頑張って欲
しいと思います。

昨年度の進路状況報告
大
学 26名（27％）
横浜商科大学、和光大学、文教大学、多摩大学、産業
能率大学、城西国際大学、関東学院大学
専門学校 29名（30％）
柏木実業専門学校、横浜システム工学院、東京観光専
門学校、住田美容専門学校、町田調理師専門学校、町
田デザイン専門学校、アルファ医療福祉専門学校、国
際総合ビューティーカレッジ、他
就
職 39名（40％）
㈱葦、㈱ENEOSウイング関東第二支店、㈱栄和産業、
㈱東急トランセ、㈱東京技研横浜工場、㈱ビック・ライズ、
日本エアフィルター㈱、横浜冷凍ロジスティック㈱、
（社福）誠幸会、他
夏島運輸㈱、(医）横浜田園都市病院、
（卒業生97名）

4月6日（木）
進級おめでとうございます。新しいクラスや環境
にドキドキ・ワクワクしていたことでしょう。色々
なことに挑戦し、素敵な思い出をたくさん作り楽し
い一年間にしていきたいと思います。

本年度から都筑ヶ丘幼稚園の学監として着任
し ま し た。私 の モ ッ ト ー は、
「い つ も 前 向 き、
常にチャレンジ」です。都筑ヶ丘幼稚園の子ど
もたちが、毎日楽しく元気に園生活を送れるよ
うに見守っていきたいと思っています。よろし
くお願い致します。

学 監

武尾 睦 先生

少し大きな制
服 に 身 を 包 み、
ドキドキ緊張し
ながら登園して
4月8日（土） きました。初めての集団生
活に不安なこともたくさ
んあると思いますが、子どもたちが安心して過ごせ
るよう、幼稚園とご家庭との連携を密に取り、楽しく
過ごしていきたいと思います。一年間宜しくお願い
します。

りす組 副担任

加納 美沙 先生

横浜市幼稚園協会
横
横浜文化体育館にて
6月28日（水）

平成29年度永年勤続表彰において菅谷先生、根
本先生、水野先生がこれまでの実績を讃えられ表
彰される事になりました。おめでとうございます。

15年表彰

4月20日（木）

新しい生活が始まり、二週間が経ちました。
ました 子ども
ども
たちは大好きなお弁当や給
食が始まり、毎日賑やかに
楽しく過ごしています。た
くさん食べて、元気いっぱ
い色々な行事、活動に参加
していきたいと思います。

平 成 28 年 度

卒園記念品 絵本一式
今年も素敵な絵本をいただきました。感謝の
気持ちでいっぱいです。大切に読ませて頂きま
す。ありがとうございました。
6月1日（木） 場所はこどもの国です。
現地集合・解散。
遠足
（雨天の場合は8日（木）に延期）

在園している時から大好きだった都筑ヶ丘幼
稚園で、大好きだった先生方と一緒に自分も先
生として働くことになり、とても嬉しく思いま
す。子どもたちと同じ目線に立ち、様々な事を
共有し、笑顔が溢れる一年にしたいと思います
ので、よろしくお願い致します。

10年表彰

5年表彰

教員研修会

菅谷 誠宏 先生（総務課長）
たくさんの方々のご支援、ご指導をいた
だいて、15年間勤務出来たことを心より
感謝いたします。毎日たくさんの子どもた
ちの笑顔に囲まれ、本当に幸せな15年間
でした。これからも日々精進し、より一層
幼稚園に貢献していきたいと思います。本
当にありがとうございました。
根本 智枝子 先生（年長にじ組担任）
多くの方々に支えられ、まる10年勤め
ることができました。毎年たくさんの園児
や保護者の方々との出逢いがあり、一緒に
過ごす日々はとても刺激的で有意義な時間
です。これからもこの仕事に誇りをもち、
一期一会を大切に頑張りたいと思います。
水野 早紀 先生（プレ保育・全学年付）
あっという間の5年間…たくさんの人に
支えられ、ここまでくることができまし
た。可愛い子どもたちの成長を間近で見る
ことができ、本当に嬉しく思います。これ
からも素敵な先生を目指して頑張ります
ので宜しくお願いします。

4月19日
（水）

幼稚園に設置されているAEDの
使用方法の確認や怪我の対応、緊
急時の連絡の仕方を職員で共通理
解することができました。また焦
らず的確に119番通報することが一番大切だという
事を教えて頂きました。

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ
ご入学ご進級おめでとうございます
桜の花も満開の中、4月6日入学式を迎えました。
一年生の皆さん、そして保護者の皆様ご入学おめで
とうございます。また、二年生、三年生の皆さん、ご
進級おめでとうございます。新年度を迎え一ヶ月が
経ちましたが、新しい生活に慣れてきた頃でしょう
か。一人でも多くの友達を作り、楽しい有意義な学
園生活を送ってください。
入学式の日に一年生の保護者の皆様のご協力の
下、各クラスより役員の選出をさせていただきまし

エベレスト・ママ
昨年10月に世界的に著名な女性登山家の田部井
淳子さんが77歳で死去されました。彼女は1970年
にネパールのアンナブルナ山の登頂に成功し、1975
年に35歳で女性として世界で初めてエベレスト（ネ
パール名サガルマータ）の登頂を実現したのです。
当時、一子の母であったのでエベレスト・ママとし
て世界に知られ、ネパール王国から最高の勲章を授
与されました。
しかし田部井さんの活躍はそれだけではありま
せん。エベレストのゴミ問題など環境保全に目を向
け、山 岳 環 境 保 護 団 体 の ヒ マ ラ ヤ ン ア ド ベ ン
チャートラストを創設し、1994年に調査隊を率いて
現地調査を行い、環境保護を世界に訴え続けまし
た。その活動は国内外の多くの女性や登山家に自信

何事にも全力で
新入生の皆さん、ならびに保護者の皆様、ご入学
おめでとうございます。在校生の皆さんは、進級お
めでとうございます。
小・中学校と違い、高校生活は様々な地域から生
徒が集まります。その中で今まで自分が常識と思っ
ていたことが相手の立場になって考えると非常識
であることもあります。それはどちらかが悪いので
はなく、考え方や価値観の違いであるため、お互い
の違いを受け容れ、新たなる考え方を学び、成長し
てほしいと思います。
また、高校生活は3年間しかありません。今、自

ご入園・ご進級おめでとうございます。
うららかな春の日差しが心地よい季節となりま
した。
この度、平成 29 年度父母の会会長を務めさせて
いただくことになりました。
父母の会として、微力ではありますが、保護者
の皆様のご理解・ご協力を得ながら、子どもたち
が楽しく園生活を送れるよう、活動してまいりま
す。子どもたちはこれから、この都筑ヶ丘幼稚園
で様々な経験をし、多くの事を学び、日々成長し
ていきます。保護者の皆様におかれましては、ご

柏木学園高等学校後援会
た。スムーズに決めることができまして感謝いたし
ます。早速、4月27日第1回目の定例会が行われ、顔
合わせを致しました。5月13日の総会にて承認を頂
きました後、新メンバーでの活動が開始いたします。
本年も多くの皆様のご意見・ご協力をいただき後
援会を盛り上げていければと思いますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。
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
と希望を与え、マナーと環境保全の大切さを教えた
のです。
また登山家でプロスキーヤーの三浦雄一郎さん
は現在は84歳ですが、80歳の時、3度目のエベレス
ト登頂を果たしました。エベレスト登頂の世界最高
齢記録で、高齢化社会に驚きと同時に、明るさと勇
気を持たせてくれました。
専門学校では今年もネパールよりの留学生が多
いと聞いています。こんな話題をきっかけにして日
本を知り、お互いを理解して交流ができればと願っ
ています。
教育交流会会長

中川

光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
分がすべきこと、高校生にしかできないことに全力
を尽くしてほしいです。初めてすることは誰でも怖
いです。
「やった事がないから」という理由でやらな
いのは逃げです。初めてすることは失敗して当たり
前。失敗の中から「次はこうすれば上手くいく」と
ヒントが出ます。何事にも真剣に全力で、本気で取
り組んで下さい。そうすれば、本気の楽しさが分か
り自分の経験値が上がります。経験は人生の強みに
なる！がんばれ！応援しています。
1学年PTA

原田

美佳

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
心配等たくさんあると思いますが、園長先生をは
じめ諸先生方が優しく、時には厳しく、子どもた
ちの事を第一に考えると共に、たくさんの行事を
通して団体生活に慣れていけるよう、温かく指導
してくださいますので、安心して見守っていただ
きたいと思います。
どうぞ 1 年間よろしくお願い致します。
父母の会会長 小菅 智美

平成29年5月 〜 7月行事予定表
柏木学園高等学校

柏木実業専門学校

大和商業高等専修学校

都筑ケ丘幼稚園

5/1 月謝引き落とし日
5/2 進路説明会（ 3年）
5/9 保育参観日（年長）
5/8-19 三者面談（ 3年）
5/10 保育参観日（年少）
幼稚園協会新任研修会
5/12 生徒総会
5/11 保育参観日（年中）
5/13-14 幼稚園フェスタ ららぽーとにて
5/16 委員会の日
5/15 内科検診
5/19 防犯ボランティア委嘱式
北部療育講演会（たんぽぽ組）
5/16 役員会
5/20 全経電卓検定
5/17 面談会
5/24 体育祭
5/19 クッキング保育（年長）
5/22 内科検診
5/25 体育祭（予備日）
5/23 総会・避難訓練
5/25 歯科検診
5/28 全経簿記検定
5/27 親児の会
5/29-6/1 中間テスト
5/29 夕涼み実行委員会 お楽しみ会
5/30 誕生日会（ 5月）
5/31 PTA総会
6/1 遠足・月謝引き落とし日
6/1 美化デー、命の講話（1年） 6/3 第1回就職フェア（幼稚園協会）
6/5 衣替え・誕生日会（ 6月）
6/4 英語検定
スマイルクラブ①
6/6 航空写真
6/7 委員会の日
地域開放 消しゴムハンコ
6/7 虫歯予防集会
6/9 創立記念日
研修センター
都筑区新任研修
6/11 日商簿記検定
6/8 遠足予備日
5/11 （求職者支援訓練）
6/9 創立記念日
6/12 あいさつ週間
医療・調剤・介護事務PC科
6/12 役員会
3月生 医科医療事務検定試験
ケータリング（年長）
6/12-16 研究授業
5/19 （求職者支援訓練）
地域開放エアロビ①（たんぽぽ組）
医療・調剤・介護事務PC科
6/23 生徒集会
6/13 航空写真
3月生 職業人講話
地域開放 聞かせやけいたろう
（株式会社ソラスト 横浜支社） 6/27-30 期末テスト
6/14 ダディー＆マミー
5/23 （求職者支援訓練）
6/30 美化デー・スマホ・
6/15 歯科検診・避難訓練
医療・調剤・介護事務PC科
6/16 プール開き
5月生 入校式
SNS講習
6/18 参観日
5/23-26 （求職者支援訓練）
7/3-4 前期スクーリング（ 1年） 6/20-23 個人面談・午前保育
介護職員養成（初任者研修）科
6/26 夕涼み実行委員会
3月生 介護実習
7/3-7 検定特別授業
6/27 クッキング教室（年中）
サンホーム鶴間／ひまわりの郷
6/28 横浜市幼稚園大会
7/9 全経簿記検定
わかたけ青葉
7/3 月謝引き落とし日
SOMPOケアネクスト株式会社
誕生日会（ 7月）
7/10 ワープロ・デザイン・
和喜園／グリーンライフ湘南
役員会（たんぽぽ組）
6/13 （求職者支援訓練）
スピード検定
7/4 スマイルクラブ②
医療・調剤・介護事務PC科
避難訓練
7/11 情処、プレゼン検定
3月生 調剤事務検定試験
7/5 七夕会
6/14 （求職者支援訓練）
地域開放 七夕親子製作
7/13 保護者会
医療・調剤・介護事務PC科
7/7 クッキング保育（年少）
介護職員養成（初任者研修）科
7/14 委員会の日
7/10 H30年度 入園説明会
3月生 修了式
7/11 誕生日会（ 8月）
全国大会壮行会
医療・調剤・介護事務PC科
7/12 面談日
介護職員養成（初任者研修）科
7/19 終業式・午前保育
7/15 全経電卓検定
3月生 介護事務検定試験
7/20 夕涼み会
7/17
高等専修学校展
7/4 （県委託訓練）
7/24-25 お泊り保育
簿記パソコン事務科
全関東簿記電卓競技大会 7/26-27 お泊り保育予備日
医療調剤介護事務・PC科
介護職員初任者研修科
7/19 大掃除
学 園 本 部
7月生 入校式
7/20 終業式
7/24 （求職者支援訓練）
5/24 現況調査
医療・調剤・介護事務PC科
7/22 全経コンピュータ会計検定 5/26 監事監査
5月生 職業人講話
5/30 役員会
（株式会社ソラスト 横浜支社） 7/24-26 全国高等専修学校体育大会
6/9
創立記念日

5/20 全経電卓計算能力検定
5/1-31 三者面談（ 3年）
5/27 第1回オープンキャンパス
5/10 相談日
5/28 全経簿記能力検定
5/13 後援会総会・役員会
5/29-6/1 スポーツ大会
全経電卓検定
6/3
全経社会人常識マナー検定
5/15 衣替え
6/9
創立記念日
6/11 日商簿記検定
5/16 中間試験日程発表
サービス接遇実務検定
5/17 生徒総会・相談日
6/18 秘書技能検定
5/23-26 中間試験
6/25 産能大科目修得試験
5/24 相談日
7/1
全経文書処理能力検定
7/8
第2回オープンキャンパス
5/26 母校訪問
日商販売士検定
5/27 後援会バス研修旅行
7/9
全経簿記能力検定
6/2
実用英語技能検定
ビジネス電話実務検定
6/3
実力診断試験（ 1・2年任意） 7/15 全経電卓計算能力検定
総合学力マーク模試（3年任意） 7/18-24 前期試験
7/19-25 午後追試験
6/5-26 教育実習開始
7/22 全経コンピュータ会計能力検定
6/7
体育祭予行演習（午前）、準備（午後） 7/25 夏季終業式
相談日
7/27-28 仕事のまなび場
6/8
体育祭
7/31 第3回オープンキャンパス

6/9

創立記念日

6/11

日商簿記検定

6/12

体育祭予備日

6/14
6/16

相談日
語彙・読解力検定
（全スタ・1年情コース）

6/21

就職ガイダンス

6/22

公開授業・保護者会

6/26

期末試験日程発表

6/28

相談日

7/3-6 期末試験
7/5

相談日

7/8

総合学力記述模試+
基礎小論文模試（ 3年任意）

7/10

試験返却・保健講話（ 1年）

7/10-14 面談週間
7/11

進路行事（ 1年）

7/12

進路行事（ 2年）・相談日

7/13

進路行事（ 3年）

7/14

履修ガイダンス・漢字検定（任意）

7/15

全経電卓検定

7/17

私学展

7/19

租税教室・薬物乱用防止教室
指定校推薦ガイダンス（3年）
・相談日

7/20

終業式・大掃除

7/21-8/29 夏期休業
7/24-28 1学期末補習期間（ 1年）
7/24-28 夏期講習第1期
7/28

オープンスクール

7/31

再履修講習開始

7/31-8/4

夏期講習第2期

（

）

○学園本部：高村・細川・金久保
○柏木高校：矢崎・川津
○大和商業：大友・青木・坂場・大石・永田
○柏木実業：伊藤（史）・新美・柏木
○幼 稚 園：中世古・栁・水野・柴村・山延・南・西山・笠井・古郡・稲井・加納

