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大和商業高等専修学校

－「本」に親しもう －
読書は、活字をとおした他人の経験との出会いです。皆さんが長い
夏休み中に、面白い本に出会えることを願って、私にとびきりの影響
を与えた1冊を紹介します。
小学校の5年生の時、先生に紹介され『コンチキ号漂流記』という本
に出会いました。この無鉄砲だけどすばらしく面白い体験記に触れて
から、この本の著者トール・ハイエルダール（1914 ～ 2002）のような探
検家になりたいという夢を持つようになりました。夢は実現しません
でしたが、今でも未知の世界への好奇心は旺盛です。この本に出会わ
なければ、もう少し違った性格の持ち主になっていたと思われます。
さて、コンチキって変な名前ですよね。チキ（ティキ）は、古代のハ
ワイやその他の太平洋諸島の住民にあがめられていた神様の名前で
す。ノルウェーの若き人類学者ハイエルダールは、第2次世界大戦の
前に南太平洋諸島に渡ってそこの住民たちがどこから来たか研究調
査をしていました。その中で、これらの島々の住民たちは、先祖は海
のむこうから渡ってきた神・ティキだという共通の神話をもっている
ことに気付きました。
彼は、南太平洋の古代の住民は西から島づたいにではなく東の南
アメリカ大陸から渡って定住したという学説を持つようになります。
しかし、その学説は全く認められませんでした。満足な船のない古代
に、広い太平洋を渡ることは不可能だと思われていたからです。なが
く続いた大戦がようやく終わって、ハイエルダールは自分の学説を証
明するため古代の南米のいかだを復元し実際に太平洋を渡ってみせ
ようとしました。もちろん失敗すれば、おだぶつです。

奇数月発行
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まず、資金を作るためにアメリカで自分の学説を説明し出資者を募
ります。そして集めた資金でアマゾンのジャングルからバルサの大木
7本を切り出し、ペルーのカヤオ港の海軍基地の一角を借りて古代の
いかだを作り、
「コンチキ号」と命名します。竹で編んだ小屋と帆をの
せた大型のいかだは、無線機を積んだ以外は古代と全くおなじ作り
で、その間、一緒に航海する仲間を募集し、5人が集まります。無線が
あるとはいえ、この冒険で死んでしまうかもしれないのに、これは面
白そうだ、未知の体験をする絶好のチャンスととらえた若者がいたの
ですね。
1947年4月28日に南米を出発したコンチキ号の6人は、それぞれ航
海長・観測係・食料調達係・料理長として力を合わせて西に向かい
ます。太平洋を約8,000km航海し、イカダは持ちこたえて102日後に
南太平洋の珊瑚礁の無人島に無事到着します。
彼が、証明しようとした学説は残念ながら大多数の人類学者には
いまでも認められてはいません。最新の遺伝子などによる研究では、
やはり南太平洋の住民は西から島づたいにやってきたという説が最
も有力です。しかし、学説は誤りだとしても、ハイエルダールの新し
いアイデアを考える力・チャレンジスピリットと仲間と協力して目標
にむかってゆく行動力は、私を含め多くの人に影響を与えました。
自分とは違った考えや貴重な経験に接することで、私たちの人生
は豊かになります。夏休みはこれからです。自由な時間が沢山ありま
す。普段は行かない図書館や書店に足を運んで面白そうな本を探し
てみてはいかがですか。

体育祭

野球部・神奈川大会

6月8日（木）に「空前絶後の超絶怒涛のフェスティバ
ル～細胞レベルで青春してる？～」のスローガンの下、
本校グラウンドにおいて体育祭が行われた。今年は、赤・
青・黄色の3組による色別対抗戦の形で、大縄跳び、ム
カデ・パン食い競争、騎馬戦、二人三脚障害物競走等の
競技で争った。また、応援合戦では各色応援団の趣向を
凝らした応援が体育祭に彩りを添えた。結果は、以下の
通り。

今年度の全国高等学校野球選手権神奈川大会の抽選会
が6月10日（土）に行われた。参加校は189校で、本校野球
部の第1試合は7月9日（日）14時より伊勢原球場において、
大和高校と対戦することが決定した。
またJ:COMの番組「めざせ甲子園2017」において、6月
16日（金）に、ラジオ日本の番組「甲子園をめざして」にお
いて、6月20日（火）に本校野球部の紹介が放送された。

総合優勝

赤組

応援合戦1位

青組

色別対抗リレー男子1位

赤組

女子1位

赤組

当日はあいにくの天候にもか
かわらず、多くの保護者・地域
の皆様が応援に来校され、また
後援会から飲み物の用意をし
ていただきました。この場を借
りて御礼申し上げます。

後援会バス研修旅行
5月27日（土）に本校の後援会
主催のバス研修旅行が行われ
た。今年は、保護者・教員55名
が参加してバス2台で東京・千
葉方面を訪れた。ロイヤルパー
クホテル汐留では地上100ｍの眺望を堪能しながら昼食
をとり、午後は江戸風鈴見学及び絵付け体験、サッポロ
ビール工場見学などを行った。過去現在の東京に触れな
がら、保護者と教員が親睦を深めるよい機会となった。

短歌書道部活動報告
神奈川県高等学校文化連盟生徒委員会において、本校短
歌書道部部長 塩谷由香（3－C）が委員長に、山本ナオミ
（1－B）
、山下遥香（1－E）が書記に選出された。塩谷は神
奈川県高等学校文化連盟の代表として7月15日（土）に行
われる神奈川県高等学校総合文化祭派遣激励会の企画に
携わり、7月30日（日）～ 8月2日（水）に実施される第41回
全国高等学校総合文化祭みやぎ総文2017には視察団とし
て参加する。
今年度の県内高等学校の文化部をまとめる生徒委員長
として頑張ってもらいたい。
また、神奈川県吟剣詩舞道連盟主催第40回剣詩舞コン
クール少年の部において、石塚未姫（2－I）が2位に、遠藤
加津樹
（2－L）
が3位に、矢崎拓巳
（2－1）
が入賞を果たした。

公開授業
6月22日（木）に、本校の公開授業が行われた。日頃、な
かなか目にする機会のない授業風景を参観するために、
多数の保護者が来校した。次回の公開授業は、11月18日
（土）に実施予定である。

運動部大会報告
《陸 上 部》6月10日（土）に 行 わ れ
た大和市民スポーツ陸上競技選
手権大会において岩田（2－G）が
高跳びで1ｍ80cmを跳び見事優
勝 し た。ま た 成 田（3－1）が1500
ｍで3位、青木（3－2）が砲丸投げで3位、大谷（3－E）・
岩田（2－G）・青木（2－K）・堀田（2－H）が4×100ｍリ
レーにおいて3位に輝いた。
《卓 球 部》6月10日（土）に 潮 風 ア
リ ー ナ、6月17日（土）に 厚 木 市
南毛利スポーツセンターにて行
われた県総体 兼 全国総体県
予選に本校卓球部が参加し、学
校対抗男子にて1回戦、2回戦、3回戦を勝ち抜き、県ベ
スト16に入った。

保健講話・進路行事のお知らせ
7月10日（月）1時間目に「思春期の心と体を学ぶ」と
いう演題で1年生対象の保健講話が行われる。
また、7月11日（火）からは進路行事として初日11日
（火）は1年生対象の「文理選択講座」
、12日（水）は2年
生対象の、13日（木）は3年生対象の「進路ガイダンス」
が行われる。進路ガイダンスでは様々な大学・短大・
専門学校から先生をお招きし分野別説明会を実施す
る。3年生では就職講座も開かれるので是非希望の進
路の実現のために活用して欲しい。
いずれも外部講師による貴重な講話となる。

来年度入試情報

7月17日（祝）神奈川全私学展
（パシフィコ横浜）
7月 28日（金）オープンスクール
（本校）
8月 3日（木）横浜中地区公私合同説明相談会
（明治学院大学横浜キャンパス）
8月 7日（月）県央西地区公私合同説明相談会
（神奈川工科大学）
8月 8日（火）県央東地区公私合同説明相談会
（ハーモニーホール座間）
8月 9日（水）相模原地区公私合同説明相談会
（麻布大学附属高校）

8月17日（木）～ 24日（木）に実施されるカナダ
グローバル研修の事前学習が進んでいます！

柏木実業専門学校
【企業実習に行ってきました】
6月16日（金）に、企 業 実 習 に
行ってきました。講義やデモンス
トレーションが行われ、就職する
にあたって身に付けておくべき
知識と能力について学びました。
［実習先］
野村證券株式会社横浜支店

（情報ビジネス科1年D組）

【第1回オープンキャンパスを実施】
5月27日（土）に第1回オープンキャンパスを開催しまし
た。参加者はガイダンスと医療情報学科の授業体験をしま
した。
第2回オープンキャンパスは7月8日（土）、第3回オープン
キャンパスは7月31日（月）の開催となります。お申込は、本
ページ右下の入試相談係まで。
【スポーツ大会を実施しました】
5月29日（月）～ 6月1日（木）に、
本校舎4階体育館でスポーツ大会
を実施しました。今回の種目は大
縄跳び、風船を使ったスプーンリ
レー、ドッジボールでした。クラ
ス対抗で行った大縄跳びでは、ど
のクラスも他のクラスより多く跳ぼうと、ジャンプが成功
するたびに歓声があがりました。
【保土ヶ谷高等学校で本校留学生が講師として特別授業】
保土ヶ谷高等学校の国際理解教育
の 一 環 と し て、6月23日（金）
「総 合
的な学習の時間」に本校留学生の講
義依頼があり、9名（ネパール・スリ
ランカ・ベトナム・中国）の留学生
が一日講師を担いました。各学生は
出身国の紹介をはじめ素晴らしいプレゼンテーションを行
い、各クラスおおいに盛り上がりました。
【本校留学生が優勝しました】
6月10日（土）大和スポーツセンター競技
場にて2017年度大和市民スポーツ陸上競技
選手権大会が行われ、一般男子800ｍの部で、
情 報 ビ ジ ネ ス 科2年B組P. M. I. SANJAYA
KUMARA（スリランカ YMCA東 京日本 語
学校出身）が2分7秒34のタイムで見事優勝
しました。

簿記講習会のご案内
第147回日本商工会議所主催簿記検定の施行直前まで公開
夜間簿記講習会を開催致します。本校の学生は、本校事務局
で申し込むと会員料金で受講することができます。
期
間 9月1日（金）～ 11月14日（火）全24回
時
間 18：00 ～ 20：15
会
場 大和商工会議所 会議室
受 講 料 2級 一般31,000円 会員19,000円
3級 一般25,000円 会員14,000円
申込締切 8月24日（木）※定員になり次第募集終了
※各級教材費として、上記受講料の他に4,000円
程度必要となります。
問 合 先 大和商工会議所 事務局（担当：金子）
TEL 046－263－9112
ホームページ（http://www.yamatocci.or.jp）

研修センター
【求職者支援訓練5月生入校式、3月生修了式】
求職者支援訓練5月生の入校
式が5月23日（火）、3月生の修了
式が6月14日（水）に行われまし
た。入校生、修了生ともにそれ
ぞれの目標にむけ歩みを開始さ
れました。
クラス代表（亀崎晋平さん）による謝辞
【求職者支援訓練 職業人講話・企業説明会】
研修センターの職業訓練は、職
業人による現場の声を取り入れる
為、講話授業を実施しています。
〔職業人講話〕5月実施
株式会社ソラスト 横浜支社
支社長代理 村野瑞樹先生
〔企業説明会〕学校内にて企業説明会を実施しています。
＜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＞
社会福祉法人緑樹会
社会福祉法人愛成会
社会福祉法人山中福祉会
医療法人緑彩会横浜田園都市病院
横浜田園都市病院による施設説明会

【介護福祉士国家資格取得報告】
研修センターの介護職員初任者研修科修了生が介護福祉
士資格を取得し、報告の為来校されました。
介護福祉士国家試験は、研修センターでの職業訓練で介
護職員初任者研修を修了後、介護現場での実務経験を3年以
上、且つ実務者研修を修了して初めて受験をする事ができ
る資格です。キャリアチェンジの為の職業訓練を修了され
てからも、就労しながら努力を続け、更にステップアップさ
れ見事資格取得へと繋がりました。おめでとうございます!!

介護福祉士に合格した近藤さん(左)
と香月さん(右)

介護福祉士に合格した佐藤さん

【就職近況報告】
簿記パソコン事務科修了生
小澤 輝大さん（平成29年3月修了生）
就職先 牛島FP税務会計事務所
訓練受講中に日商簿記3級を合格、そ
の後すぐに2級に合格。資格取得が強い
武器となりました。訓練修了翌月から勤
務を開始し、毎日頑張っています。

第２・３回オープンキャンパス 参加申込受付中
7月8日
（土）
実施の第2回オープンキャンパスと7月31日
（月）
実施の第3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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5月24日（水）に、柏木学園総合グラウンドで体育
祭が行われました。当日はお天気にも恵まれ、生徒
たちはクラス・学年で団結して競技に取り組み、緊
迫した戦いを繰り広げ、特に学年・クラス選抜リレー
などは思わず手に汗握る接戦で大変な盛り上がりと
なりました。体育祭の結果は以下の通りです。

江上 諒（2年）簑島 匡（2年）村上 海翔（2年）
検定に合格した3人に話を聞いてみました。
― どんな勉強の仕方をしていたのですか？
（簑島）簿記部に入部して勉強していました。
― 簿記部の活動で良いところはどこですか？
（江上）まだ授業で勉強していない所も学べて、チー
ムワークも高まります。

優 勝：３年Ｄ組

― 今後取得を目指したい検定は何ですか？

準優勝：２年Ａ組

（村上）今は日商簿記 3級の取得を目指して勉強中で

第３位：２年Ｂ組

す。その後も上の級を目指して頑張ります。

部 活動大会報告
運動部は全国高等専修学校大会（7月24日（月）～ 26日（水）、山梨県富士吉田市）に向けて日々の練習に
も熱が入ってきました。この時期は高体連の定時制通信制大会の県予選が行われており、全国大会出場等の
結果を残しました。また文化部では、簿記部が全関東簿記電卓大会（7月17日（月・祝）、東京ガーデンパレス）
に向けて、朝練習や放課後遅くまで練習に励んでおります。
バドミントン部

サッカー部

5月27日
（土）、全国高等学校定時

6月3日（土）、全国高等学校定時制通信制サッカー

制通信制バドミントン大会県予選が

大会県予選会が行われ、横須賀高校と対戦し、大接

行われ、小林將貴（3年）がベスト8進

戦の末にPKにより勝利し、見事にベスト4に進出

出により、8月16日（水）～19日（土）、

しましたが、準決勝で敗れ、結果は第三位となりま

小田原アリーナにおいて行われる全

した。

国大会への出場を決めました。

陸上部
6月4日（日）、全国高等学校定時制通信制陸上競
技大会県予選会が行われ、女子砲丸投種目で、東瑠

柔道部

佳（1年）が優勝、女子走高跳種目では、井上茜（3年）
が3位と健闘しました。8月10日（木）～ 13日（日）、

5月28日
（日）
、全 国 高 等
学校定時制通信制柔道大

駒沢オリンピック公園で行われる全国大会に出場

会県予選が行われ、結果

します。

は以下の通りです。

剣道部

無段の部 90kg超級 諏訪

海人（2年）優勝

6月17日（土）、全国高等学校定時制通信制剣道大

無段の部 90kg超級 佐藤

唯人（1年） 3位

会県予選会に出場し、女子団体（合同チーム、本校

無段の部

65kg級 曹

雪強（1年） 2位

は中堅・大将）で準優勝の結果を残し、8月7日（月）

無段の部

65kg級 佐竹

直気（1年） 3位

日本武道館で行われる全国大会への出場を決めま

団

体

の

部

3位

命の講演会
6月1日（木）に、
「命の大切さを
学ぶ講演会」が1年生を対象に本
校体育館にて行われました。神
奈川県警と大和警察の方が来校され、お話をしてく
れました。自分自身や周りの人の命の大切さを学ぶ
ことができました。

した。

お知らせ

☆来年度入試情報
•体験入学会の受付中です。8月5日（土）より年
間9回行われます。
•神奈川県高等専修学校展が7月17日（月・祝）
、
横浜クイーンズスクエアで行われます。
☆福祉コースに在籍の3年生の介護施設実習が
始まりました。

IN こどもの国

6月8日
（木）

今年も、こども
の国へ行ってきま
した！年少、年中
組 は、親 子 で、ク
ラス集会や学年集
会を楽しむ触れ合
いの場となりまし
た。年 長 組 は、園
児のみ参加の遠足となり学年集会でゲームをした
り、ローラー滑り台を滑りました。友だちとの仲が
深まり、思い出を皆で作ることが出来ました！

6月28日（水）

横浜文化体育館にて表彰式が行われました。
10年
根本智枝子

5年
水野 早紀

先生

先生

15年
菅谷 誠宏
先生

おめでとうございます！

…

今年も

今年も5月24日
（水）生まれの蚕が
や っ て き ま し た。
来 た 時 に は、と て
も小さかった蚕が
桑 の 葉 を 食 べ、元
気に成長していく
姿を見守り、生き物の大切さを改めて感
じることが出来ました。
5月25日（木）
6月15日（木）

年長組

MENU
・おにぎり
・ポテトサラダ

5月19日
（金）

一人ひとり、おにぎりを握りました。みんな
で作った料理は、とても美味しかったです。
MENU
・のり巻き
・いなり寿司
・春さめサラダ

年中組
6月27日
（火）

酢飯を自分で油あげにつめたり、のりに巻き、
お寿司を作りました。春さめサラダも美味しく
出来ました。

6月7日（水）に虫歯予防集
会が行われ、歯の大切さを学
び、歯磨きの約束をしました。
歯科検診では少し緊張し
ながらも、歯医者さんに、大
きく口をあけて受診する事
が出来ました。
皆大好き

!

6月16日
（金）

毎年、子どもた
ちが楽しみにして
いるプール遊びが
始まりました。
水遊びを楽しみ
ながら約束をしっ
かり確認し、活動
が行われました。安全面には充分に配慮し、楽しく
元気に夏の思い出を作っていきたいと思います。

•平成30年度園児募集に向けて5月18日（木）より、
園見学を開始しています。
•7月10日（月）に第1回入園見学説明会、
9月19日（火）に第2回入園見学説明会を行います。
•7月20日（木）に夕涼み会を実施します。模擬店も沢山
ありますので、多くの方々のご来園をお待ちしています。
•7月24日（月）・25日（火）に年長組お泊まり保育を
実施します。
•8月21日（月）から25日（金）まで夏期保育です。
•8月24日（木）は平成28年度の同窓会があります。
•9月27日（水）に平成30年度プレ保育たんぽぽ組
入園説明会を行います。

平成29年度
会
書
会
監

父母の会

長：小菅 智美 副会長：山田
記：前田真理子・佐竹由美子
計：二見奈津美・津路 麻里
査：佐藤 典子・福谷 幸子

本部役員
倫子・高橋ちひろ

1年間、宜しくお願いします！

新年度にあたりご挨拶

柏木学園高等学校後援会

皆様におかれましては、平素より後援会活動にご
協力を頂きありがとうございます。
5月13日に行われました総会におきまして承認を
頂き、29年度役員が新たに活動を開始いたしまし
た。生徒の皆さんが学園生活を少しでも楽しく過ご
せるよう、私たちも楽しんでお手伝いしていきま
す。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
会
長
副 会 長
総
務

会
書
理

計
記
事

沖田 恵子
永井由美子
後藤 優子
吉野 正美
池上 嘉子
熊倉 京子
川竹 道子
蓬田ひろみ
北村 理恵
土志田千代子 渡邉 香織
西野美那子
藤澤美佐子
山口 光子
熊王 亜希
長峰 睦美
井口 律子
伊藤 正子

黒川 春美
川尻 裕恵
伊藤 正枝
石垣恵美子
平澤亜希子
松本 聖美
丸山ミキオ

はずかしいこと
人気番組「笑点」の司会者である春風亭昇太はあ
る番組で「若い連中は古いことを知ってなくても、
はずかしいとちっとも感じない。しかし、新しいこ
とをこちらが知らないと、そんな事を知らないの
か、と小馬鹿にする」と半ば冗句で語っていた。昇
太師匠は56歳、落語界では未だ中堅であるが、それ
でも世代間の格差を感じるのだ。ましてや戦中戦後
の苦しい非能率な時代を過ごしてきた高年の世代
は自らの体験を語ると、若い人たちに、そんな事信
じられない、とヤユされ、虚しさを感じることもあ
る。祖父母や親など先人の苦労話を聞くより、新し
く便利な情報に耳を傾けるのは、ある程度仕方ない

新PTA会長より挨拶
夏空がまぶしく感じられる頃となりました。5月
のPTA総会において承認をいただき、平成29年度
の新メンバーで活動を開始いたしました。子ども達
が様々な経験を重ね、心身共に成長する高校生活の
中で、学校生活・友人関係・進路のことなどで心配
になったり、悩んだりすることもあるかと思いま
す。そんな時には、優しく、時に厳しく接し、親身
に指導してくださる先生方に相談してみましょう。

笑顔の日々
衣替えを迎え、麦わら帽子をかぶり夏服で登園す
る子どもたちに夏のおとずれを感じます。
入園・進級から3か月新しい環境にも慣れ、笑顔
で元気にあいさつをし、先生やお友達と園庭で楽し
く遊ぶ姿や、製作物やワークなど一生懸命に取組む
姿など、日々の成長が見られるようになりました。
さて、7月には子どもたちが楽しみにしている夕
涼み会が行われます。

監

査

石澤 一美
五十嵐晴美
荒井美都子
髙橋 敏子
和田 幸子
吉田奈美子
藤好 幸子
矢島 美幸
松村
泉
林
久美
牧井愛季代
白井
敦
湯川 美香
川浪 優子
若木恵里子
宮路 京子
佐藤
武
松本 由美
好村 美保
黒水亜矢子

桃澤久美子
戸頃 弘子
金子しげみ
中島みゆき
秦
晶子
髙橋 昭男
岡部 純子
河野 孝次
上野 裕子
出口 朝子
髙木留美子
實川 照美
山本 美加
長谷川佳奈美
大窪 智美
塚本 早苗
石塚 アンナ リザ
武谷 玉美
濱田 謹子
青柳みどり
太田 直子
大久保好美
鈴木優美子
米山たづえ
小泉美智子
佐藤 美穂
上野やよい
中村奈々子
今川久美子
佐藤 英美
松山 智子
市川喜美子
ダヒリグ ミッシェル
柳田 理奈
長谷川 恵

柏木実業専門学校教育交流会
かもしれない。
しかし学校はそうであってはならない。新しい知
識や技術を学ぶと同時に、歳月によって培われてき
たものの努力と重み、人間の想いの幅を広げる場で
はないか。教師はそれを教えるプロであり、学生は
それを学ぶ義務がある。
祖父母や親など先人の、体験談や苦労話は自慢に
はならないだろう。しかし記憶は日々に薄れ、やが
て消えていくのだ。その宝の山を、知ろうとしない、
学ぼうとしない人間こそ「はずかしい」のだ。
教育交流会会長

中川

光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
子ども達、一人ひとりを見てくれる先生方です。力
になっていただけると思います。
PTA役員一同、保護者の皆様のご理解、ご協力を
賜りながら、共に成長していけるよう、子どもを信
じて見守っていきたいと願っております。一年間、
どうぞよろしくお願いいたします。
PTA会長

鈴木

淳子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
楽しい一日を過ごせるよう先生方を初め、保護者の
皆様に協力していただきながら準備を進めており
ます。子どもたちの盆踊りもぜひ、ご覧いただきた
いと思いますので、お誘い合わせの上、たくさんの
ご参加をお待ちしております。
父母の会会長

小菅

智美

平成29年7月 ～ 9月行事予定表
柏木学園高等学校
7/3-6 期末試験
7/5

相談日

7/8

総合学力記述模試
基礎小論文試験（3年任意）

7/9

野球応援（ 1年＋有志）

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

次年度履修ガイダンス
漢字検定（任意）

7/15

全経電卓検定

7/17

私学展

7/18

進路講話（ 1年）

7/19

薬物乱用防止教室（2年）
租税教室（情2年）
相談日

7/20

大掃除・終業式・後援会役員会
指定校推薦希望者対象説明会（ 3年）

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

オープンスクール

7/31-8/4 夏期講習第2期
7/31-8/10 再履修スクーリング
8/3

公私合同説明会・相談会
（明治学院大学）

8/7

公私合同説明会・相談会
（神奈川工科大学）

8/8

公私合同説明会・相談会
（ハーモニーホール座間）

8/9

公私合同説明会・相談会
（麻布大学）

8/14-18 一斉休業
8/17-24 カナダグローバル研修旅行
8/21-25 夏期講習第3期
再履修検定期間
面接練習会週間（3年）
8/24

後援会役員会

8/30

始業式・防災訓練
漢字コンクール

8/31

基礎力診断試験（1・2年）
実力判定試験（3年）

9/6

文化祭準備（ 5限～）
・相談日

9/7

文化祭準備

9/8-9 文化祭
9/11

文化祭振り替え休日

9/13

就職選考試験激励会・相談日

9/27

相談日

9/29

陸上競技大会

柏木実業専門学校
7/ 1
全経文書処理能力検定
-7/12
第2期AO入試エントリー受付期間
第2回オープンキャンパス・日商販売士検定
7/ 8
7/ 9
全経簿記能力検定・ビジネス電話実務検定
7/13-26 第3期AO入試エントリー受付期間
7/14
第2期AO入試面談日
7/15
全経電卓計算能力検定
7/17
全関東簿記電卓大会
7/18-24 前期試験
7/19-25 午後追試験
7/22
全経コンピュータ会計能力検定
7/25
夏季終業式
7/27-28 仕事のまなび場
7/27-8/23 第4期AO入試エントリー受付期間
7/28
第3期AO入試面談日
7/31
第3回オープンキャンパス
8/24-9/6 第5期AO入試エントリー受付期間
8/25
第4期AO入試面談日
8/27
産能大科目修得試験
9/1
講義開始・防災訓練・夜間簿記講習会開講
9/8
第5期AO入試面談日
9/16
第4回オープンキャンパス
9/23
全経社会人常識マナー検定
9/29
紅葉祭
9/30
紅葉祭一般公開

研修センター
7/4

（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 入校式
7/19 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
7月生 職業人講話
（相鉄興産株式会社）
7/21 （求職者支援訓練）
医療・調剤・介護事務PC科
5月生 医科医療事務検定試験
7/24 （求職者支援訓練）
医療・調剤・介護事務PC科
5月生 職業人講話
（株式会社ソラスト 横浜支社）
7/31 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
7月生 職業人講話
（西迫会計事務所）
8/4
（県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
7月生 職業人講話
（株式会社ソラスト 横浜支社）
8/18 （求職者支援訓練）
医療・調剤・介護事務PC科
5月生 調剤事務検定試験
8/21 （求職者支援訓練）
医療・調剤・介護事務PC科
5月生 介護事務検定試験
8/22 （求職者支援訓練）
医療・調剤・介護事務PC科
5月生 修了式
（県委託訓練）介護職員初任者研修科
7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）
8/31 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
7月生 医科医療事務検定試験
9/7-12 （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
SOMPOケアネクスト株式会社
和喜園／グリーンライフ湘南
9/21 （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）
9/27 （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
9/28 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
7月生 介護事務検定試験
9/29 （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

大和商業高等専修学校
7/3-4 前期スクーリング（ 1年）

都筑ケ丘幼稚園
7/3

進路講話（各担任）
7/4

求人票公開

7/9

全経簿記検定

7/10

復習授業・特別集中講座

7/11

ワープロ・デザイン・

7/13

避難訓練・スマイルクラブ②

7/5

七夕会
地域開放 七夕親子製作

7/7

クッキング保育（年少）
H30年度 入園説明会

7/11

誕生日会（ 8月）

情処、プレゼン検定

7/12

面談日

福祉救命救急講習（ 2年）

7/19

終業式・午前保育

7/20

夕涼み会

保護者会

7/13-14
7/14

役員会（たんぽぽ組）
7/4

7/10

スピード検定・企画会議
7/12

月謝引き落とし日
誕生日会（ 7月）

7/3-7 検定特別授業

復習授業・特別集中講座

委員会の日・全国大会壮行会
校内ガイダンス（ 2年）

7/15

全経電卓検定

7/17

海の日・高等専修学校展
全関東簿記電卓競技大会

7/24-25 お泊り保育
7/26-27 お泊り保育予備日
8/1

月謝引き落とし日

8/5

第2回就職フェア（そごう）

8/7

都筑区子育て講演会

8/10

預かり保育なし

8/14-17 預かり保育なし

7/19

8/21-22 自由夏期保育・午前保育
復習授業・特別集中講座
校外ガイダンス（3年希望者） 8/23 夏季保育・午前保育
スマイルクラブ③
大掃除

7/20

終業式

7/22

全経コンピュータ会計検定

7/24

就職フェアー

7/18

7/24-26 全国高等専修学校体育大会
8/5

体験入学①

8/8

上級救命講習

8/10-13 陸上定通全国大会
8/16-19 バドミントン全国大会
8/23-24 神專各中学教員対象説明会（横浜）
8/25

神專各中学教員対象説明会（厚木）
職員会議

8/26

体験入学②

8/28

上級救命講習

9/1

始業式・防災訓練①

9/4

平常授業開始

9/7

PTA運営委員会

9/8

委員会の日

9/11

あいさつ週間

9/11-14 ボランティア活動週間
9/11-15 研究授業
9/16

体験入学③

9/23

社会人常識マナー検定

9/27-28 紅葉祭準備
9/29-30 紅葉祭

8/24

夏期保育・午前保育
H28年度同窓会

8/25

夏期保育・午前保育

9/1

始業式・午前保育
総合避難訓練
月謝引き落とし日

9/4

役員会

9/5

バザー実行委員会

9/6

懇談会

9/7

運動会実行委員会

9/11

誕生日会（ 9月）

9/12

ちびっこ運動会

9/13

スマイルクラブ④

9/14

運動会園内予行

地域開放 エアロビ②（たんぽぽ組）

9/19

H30年度 入園説明会

9/20

面談日

9/22

運動会園外予行

9/25

運動会園外予行予備日

9/26

地域開放 ヨガ①
地域父母講演会

9/27

H30年度 たんぽぽ組説明会

学

園

本

部

7/10 ～ 教職員健康診断
9/1
教職員意向調査
9/15 神奈川県私立学校検査

○学園本部：高村・細川・金久保

○柏木高校：矢崎・川津

○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

○大和商業：天野・大石・坂場・吉田・平田・永田

