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お泊り保育 横浜八景島シーパラダイス

都筑ヶ丘幼稚園

− 夏休みの思い出 −
平成2年の夏休みに7月23日から8月22日の日程
で山梨県にある山梨大学で社会教育主事講習があ
り、神奈川県から15名派遣されて講習に参加しま
した。
1 ヶ月間甲府のビジネスホテルに宿泊して、毎日9
時 か ら16時 ま で の 講 習 と17時 か ら20時 ま で の グ
ループワークを8日間というとても中身の濃い研修
でした。
講義の中で、学校教育と社会教育の違い、
「ゆりか
ごから墓場まで」間のすべての教育が社会教育であ
るので、その必要性などを説明されました。
山梨大学教授の毛利先生の講義が今でも記憶に
残っています。先生は講義の中で「子育ては小海線
に乗って」位のスピードが丁度良い。新幹線に乗っ
ていたら早すぎて自分の足下など何も見えない。小
海線の各駅停車位の速度ならばしっかりと自分の足
下を見ることができ、線路や枕木・敷石などを確認

柏木学園高等学校

校長

坂本

司

することが出来る。そんな速度で子育てをした方が
良いと話されたことを思い出します。私も時々その
言葉を思い出して、生徒に対しての指導も時には「小
海線に乗って」位のスピードで、しかりと足下を確
認して行わなければいけないのではないかと考える
ことがあります。
しかし、3年間の高校生活で出来るだけ沢山のこ
とを身に付けさせ、それぞれの希望の進路に導かな
ければいけないのでそうも言ってられない事が多い
ですが、しっかりと足下を見つめ生徒達を指導して
いきたいと思っています。
その年は研修だけで夏休みは終わってしまいまし
たが、とても充実した夏休みでした。
みなさんは今年の夏休みは充実した生活を送るこ
とが出来ましたか？
夏に蓄えた蓄積を2学期以降発揮してくれること
を期待しています。

カナダグローバル研修報告

吹奏楽部活動報告

8月17日（木）〜 24日（木）
、ブリティッシュコロンビ
ア州ヴィクトリアにおいて、グローバル体験研修が行
われた。参加生徒14名は、語学研修、ホームステイ、現
地高校生との交流などを行った。日常の学校での学習
では実感の難しいコミュニケーションツールとしての
英語を体感するとともに、異文化を直接体験すること
ができ、生徒自身がそれぞれの形で得るものの多い、有
意義な研修となった。

8月27日（日）に社会人オーケ
ストラ「シンパティーアウィン
ドオーケストラ」と合同で横浜
市社会福祉センターにおいて
『Joint Concert 2017』を 開 催 し
た。社会人との合同演奏は初めての試みであったが好評を
博した。

野球部神奈川大会報告

7月9日（日）に行われた大和市国際化協会主催第12
回にほんごで話そう！日本語スピーチ大会において、
山本ナオミ（ 1−Ｂ）が「日本での挑戦」と題してスピー
チし、大和市長特別賞を受賞した。山本は、1,200文字の
作文を全暗記し、表現力豊かに発表した。
7月30日（日）〜 8月2日（水）には神奈川県高文連を
代表して、生徒委員長の塩谷由香（ 3 −Ｃ）が、第41回
全国高等学校総合文化祭「みやぎ総文2017」に参加した。
書道や写真、絵画などの展示作品や、弁論、日本音楽な
どの発表を視察し、文化活動に取り組んでいる全国の
高校生たちの熱い思いに触れた。
8月26日（土）〜 28日（月）に短歌結社全国大会が三重
県であり、顧問の濱谷美代子教諭が作品賞で第3位に、
矢崎拓巳（ 2−1 ）が選歌賞で第7位となった。

第99回高等
学校野球選手
権神奈川大会
に お い て、本
校硬式野球部
は7月9日（日）
に伊勢原球場
で 行 わ れ た1
回戦で、大和高校を相手に残念ながら1対6で敗退した。
当日は猛暑の中、開始時間が大幅にずれ込み体力を奪
われたが、野球部員・1学年生徒・2、3年有志生徒・吹
奏楽部・教員・後援会の方々・卒業生などが精一杯声
援を送り、選手たちは善戦した。試合終了後は選手たち
の健闘を称えた。

神奈川の高校展参加報告
7月21日（金）パシフィコ横浜展示ホールにて県内の私
立中学高等学校84校の小中学生とその保護者を対象にし
たイベントが実施され本校ブースにも高校進学を希望す
る中学生が多数訪れた。今回は特別企画として「ふしぎな
理科実験教室」をブースで繰り広げ “光の芸術” をテーマ
とした様々な実験で来場者の目を輝かせた。
ま た、8月3日（木）を
皮切りに神奈川県内の4
会場で県内の私立高校
と公立高校で神奈川の
高校展と称し公私合同
説明相談会が実施され
本校も参加した。“70,000
人の高校選び”をサブ
テーマとして本校教員によるプレゼンテーションでは特
に県央東地区での中学生と保護者の関心を引き個別相談
に多くの来場者が本校ブースを訪れた。

教員の活躍
8月11日（金・祝）から行われた第72回国民体育大会サッ
カー成年男子の関東ブロック大会において須賀貴大教諭
が神奈川県代表チームのキャプテンとして出場した。東
京都代表と対峙し須賀教諭（ＭＦ）が見事1得点をあげ勝
利に貢献し、10月1日（日）から行われる「えひめ国体」に
駒を進めた。

短歌書道部大会報告

夏休みボランティア活動報告
7月23日（日）に、老人介護施設「みなみ風」の夏祭り
イベントにおいて、本校生徒6名が会場準備や模擬店ス
タッフなどを務めた。
7月29日（土）
、30日（日）には大和駅前周辺商店街で
行われた神奈川大和阿波おどり本大会において、本校生
徒のべ64名がボランティアスタッフとして参加し、放送
や清掃活動を務めた。
また夏季休業を利用して、環境保全ボランティア、高
齢者支援サポーター、視覚障害者支援サポーター、国際
交流サポーターなど、大和市内のさまざまなボランティ
ア活動に参加した。
8月29日（火）にはFMやまと「やまとっこ見つけた」
に出演し、ボランティア活動に参加しての感想などを、
一時間にわたり楽しく語った。

学校説明会のお知らせ
第1回：10月28日（土）

第4回：12月 2日（土）

第2回：11月11日（土）

第5回：12月 9日（土）

第3回：11月23日（木･祝）
・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：https://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

【卒業生（林延軼・張佳夫妻）来校】
2007年卒業の林延軼さ
んと2008年卒業の張佳さ
んが、長女の希恩ちゃん
を連れて中国大連から柏
木学園長と武尾センター
長に大成できた報告をし
に来校されました。
林延軼さんは現在、日本を代表する銀行のひとつであ
る、みずほ銀行中国有限公司大連支店でご活躍されてい
ます。本校在学中に日商簿記2級に大和会場では唯一の満
点合格を果たし、当時の新聞にも紹介されました。張佳さ
んも在学中に日商簿記2級に合格されています。
「私の人
生の一番輝かしかった時間は、柏木実業専門学校の2年間
です。とても懐かしいです。先生方のおかげで、日本での
就職ができました。本当にありがとうございました。
」と
卒業後ずっと持っていた感謝の思いを、どうしても直接
伝えたいとこのたびの来日となりました。
これからの益々のご活躍を期待しています！

【神奈川県委託訓練7月生入校式、
求職者支援訓練5月生修了式】
神奈川県委託訓練7月生「即戦
力」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3コースの入校式が7月4日（火）
、求職者支援
訓練5月生医療・調剤・介護事務PC科の修了式が8月22
日（火）に行われました。再就職にむけ、新たな気持ちで
臨む式となりました。

【第2回・第3回 オープンキャンパスを開催】
7月8日
（土）
と7月31日
（月）
にオープンキャンパスを
開催しました。両日とも
に本校舎で実施し、ビジ
ネスマナー講座・医療事
務 体 験 講 座・PC体 験 講
座を開講しました。
7月31日（月）は 夏 休 み
ということもあり大盛況で、参加者全員に授業内で作成
したうちわをプレゼントし、ご好評を頂きました。次回
オープンキャンパス参加のお申込は、本ページ右下の入
学相談係まで。
【“仕事のまなび場” を開催しました】
7 月 27 日（木）〜 28 日
（金）の2日間にわたり “仕
事のまなび場” が催され、
県内各地の高校生が参加
しました。企業経営を理
解するためのマネージメ
ントゲームの体験や、パ
ソコン演習（PowerPointを使用したチラシ作成とWord
を使用したキーホルダー作成）
、医療事務の1つであるレ
セプトの作成方法など、事務職・営業職に必要な知識・
技能についての講義を行いました。
【文部科学省 外国人留学生学習奨励費受給者決定】
平 成29年 度 文 部 科
学省 外国人留学生学習
奨励費受給者に、本校か
ら情報ビジネス科2年E
組のTHAPA BINITA
（ネ
パール国籍・福島日本語
学 院 出 身）と、同 じ く 情
報ビジネス科2年E組の
李 小紅（中国国籍・飛鳥學院出身）が選出され、伝達式
を行いました。

【厚生労働省人材開発統括官による職業訓練の視察】
8月31日（木）に厚生労働省人材開発統括官の安藤よし子
様、厚生労働省人材開発総務担当参事官の志村幸久様含め
厚 生 労 働 省よ
り6名、神 奈 川
県産業人材課
より 課 長 の 木
下公太郎様を
含 め3名、県 人
材育成支援セ
ンターより2名
の 方 々が 来 校
され、委託訓練
7月生「即戦力」
の3コースを視察されました。学園長から即戦力人材育成と
して職業訓練のかかわりの沿革や、センター長から就職支
援の取り組みについての説明も熱心に聴いてくださいまし
た。視察の最後には、国の政策である職業訓練への協力の
お礼と、研修センターへの励ましの言葉もいただきました。

介護職員初任者研修科
介護実習の授業を視察風景
（介護実践室）

学園長による説明
並びに意見交換
（301視聴覚教室）

【就職近況報告】
介護職員初任者研修科修了生 田辺 誠さん
就職先
（平成28年4月修了生）
社会福祉法人 聖テレジア会七里ガ浜ホーム
就職後１年が経過し、楽しく勤務しています。

オープンキャンパス参加申込受付中
入学願書 10月2日より受付開始
9月16日（土）開催の第4回オープンキャンパス参加申込
受付中です。また10月2日（月）より、入学願書の受付が開
始されます。
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

全国簿記珠算電卓競技会 関東大会優勝
≪簿記部より一言…≫
7月17日（月・祝）に「全国簿記珠算電卓競技会」の
関東大会が実施されました。4月から新メンバーと
なり、連日練習に励みました。その結果、簿記の部
では団体・個人ともに優勝することができ、9月3日
（日）に行われた全国大会に参加しました。来年も全
国大会に出場できるよう、力を入れて勉強していき
ます。

部活動大会成績
今年度も各部活が全国高等専修学校体育大会や
全国定時制通信制体育大会など多くの大会に出場
しました。選手の皆さん、お疲れ様でした！
全国高等学校定時制通信制体育大会
バドミントン

優勝

陸 上 競 技 女子砲丸投げ １Ｃ東 瑠佳
剣

簿記 団体 優 勝
個人 優 勝
２Ｂ 村上海翔

男子団体

道 女子団体

第３位

予選リーグ敗退

≪バドミントン部より一言…≫
平 成 2 9 年 8 月 1 6 日（ 水 ）〜 1 9 日（ 土 ）ま で 、小 田

準優勝
藤井 学

原アリーナにて全国定通バドミントン大会が行わ

電卓 団体 ３ 位
個人 ３ 位
２Ｃ 佐野雄哉

奈川県Aチームに所属して出場しました。今年のメ

２Ｂ

れ、本校からは３Ｄ小林將貴くんが、県の代表で神
ンバーは初出場の生徒が多かったのですが、4年ぶ
りに優勝する
ことができま

SNS・スマホ講習会
若者によるSNSやスマートフォンの問題が世間で
大きく取りあげられる昨今、本校生徒も例外なく利
用者は多いです。間違った知識や使用法で大きな過
ちを犯す前に、この講習を通じて正しく利用できる
ために実施しました。
身近な問題であることから、生徒たちも真剣に聞
いていました。

地 域ボ ラ ン テ ィ ア
8月27日（日）に大和市内のお祭りである『例大祭』
のお手伝いとして各学年からボランティアを募り、
参加させていただきました。地域の子どもたちに、
ヨーヨー釣りや綿菓子を配ったり、自治会の方々と
お神輿を担ぎました。地域の方々と楽しい時間を過
ごすことができました。

した。
来年度も良
い結果を残せ
る よ う 、応 援
宜しくお願い
致します。
全国高等専修学校体育大会
バレーボール

男子の部

優

勝

バドミントン

男子の部

優

勝

野

球

準優勝

フットサル

準優勝

バスケットボール

男子の部

第３位

卓

球

男子団体

ベスト４

バレーボール

女子の部

ベスト４

バドミントン

女子の部

ベスト４

陸上競技

男子走り幅跳び ２Ａ伊藤聖人

優 勝

女子砲丸投げ １Ｃ東 瑠佳

準優勝

女子走り幅跳び １Ｃ東 瑠佳

第３位

紅葉祭のお知らせ
進路状況

9月29日（金）、30日（土）に本校で紅葉祭が行われ

3年生は企業訪問やオープンキャンパス、進路フェ
アなどに参加。夏休みも学校へ登校し、履歴書又は

ます。様々な模擬店に加え、ステージイベントやコ

願書の書き方、面接時の入退室などの指導を受けま
した。すでに進路先が決定した者もいます。希望す
る進路先へ進めるよう、頑張ってほしいです。

護者・卒業生のみ、2日目は一般公開となっています。

ンテストなど、各団体 力を入れています。1日目は保
（※友人招待の場合は事前申請が必要です。）是非お
越しください！

7月20日（木）

当日は、沢山の方に参加して頂き、とても賑やか
な夕涼み会となりました。今年度も川和神輿保存会
の方々にご協力頂き、盛り上
げて頂きました。
手作りのうちわを持って盆
踊りを踊ったり、多くの出店
やお神輿をかつぎ汗を流しま
した。

Ｈ23年度卒園
7月28日（金）

小学校6年生となった卒園児の同窓会を行い
ました。懐かしい話に花が咲き、楽しい1日と
なりました。

夏の暑さもふきとぶ素敵な
1日となりました。
Ｈ28年度卒園
8月24日（木）
7月24日（月）〜25日（火）

年長組の大イベント、お泊り保育
を行いました。少し緊張した表情で
登 園 し て き た1日 目。横 浜 八 景 島
シ ー パ ラ ダ イ ス へ 向 か い、イ ル カ
ショーを見たり、大きな水槽を泳ぐ
魚たちをキラキラした目で見ていま
した。その後、幼稚園に戻り、タイ
ムカプセルを作成し、夜は皆でカレーを食べまし
た。夜空に輝く花火を見た後は、
｢つづきの湯｣で1
日の疲れを取りました。
2日目は皆で作ったお揃いのTシャツを着て、モ
リモリ朝食を食べました。すいか割りでは大きな歓
声に包まれ、割ったすいかを沢山食べました。
この2日間で逞しく成長した子どもたち。115人

小学校1年生になった子どもたちは久しぶり
にクラスの友達や先生と会い、プールやお楽し
み会をして楽しい一時を過ごしました。

9月1日（金）

大規模な地震･火災の発生を想定し、広域避難場
所である川和高校へ避難しました。
災害発生時にどのように行動するか、子どもたち
と改めて確認することができました。
また、保護者への引き渡し訓練も行い、帰り道は
親子で避難経路を確認する姿もありました。

の素敵な思い出を作ることができました。

平成30年度 園児募集

9月 1日（金）… 総合避難訓練・引き渡し訓練

《願書配布》
10月15日（日）より
平 日 午前9時〜午後4時
土曜日 午前9時30分〜午後1時30分

9月 12日（火）… ちびっこ運動会（園庭にて）
午前10時30分より

《入園説明会》
10月15日（日） 9時30分開始

9月 27日（水）… H30年度プレ保育たんぽぽ組
入園説明会

《願書受付及び入園テスト》
11月1日（水） 9時より
園内見学も随時行っております。

（要電話連絡）045-941-2023

9月 19日（火）… H30年度入園説明会（ホールにて）
午前10時30分より

10月 7日（土）… 運動会（川和小学校 校庭にて）
10月14日（土）… 音楽の集い
10月15日（日）… 願書配布、入園説明会
10月21日（土）… バザー

２学期を迎えて
初秋の候、会員の皆様にはますますご健勝のこととお
慶び申し上げます。
今夏は空梅雨が明けた後に雨続きと夏らしからぬ天
候が続き、皆様におかれましても体調や予定の管理が難
しい日々をお過ごしされたことと存じます。
2学期に入り、早々に文化祭・陸上競技会といった子
ども達の活躍の場がございます。
文化祭は、文化部系活動の大切な発表の場でもあり、
クラス毎の団結の場でもあります。後援会では、生徒
ホールでのおにぎり・豚汁販売をいたします。

楽しいということは？
大相撲名古屋場所で、優勝回数と通算の勝ち星の最多
数記録を更新した横綱白鵬は、あるTV番組で「相撲生
活は楽しかったか？」の質問に、
「自分は楽しいという言
い方は好きでない。モンゴルから来日して、日々血のに
じむような努力と精進だった」と応じた。また辛口の野
球評論家で人気のある、張本勲氏は3,000本安打を達成
した自らの野球生活をふりかえり「現役時代は野球が楽
しいと思ったことは一度もなかった」と述べている。前
人未到の記録を残した両者と比較するつもりはないが、
「楽しい」という言葉の安易さに苦言を呈しているのだ。
よく言われる「楽しく学ぶ」
「のびのびと楽しいキャン
パスライフ」等、結構だがその中に学習や生活面の強制

新学期を迎えて
長い夏休み、皆様どのように過ごされましたでしょう
か。この夏は例年になく、色々なニュースが耳に入って
まいりました。2020年の東京オリンピックを目指し、子
どもたちと同世代のスポーツ選手の活躍に驚かされた
り、感心したり。その一方で、豪雨による災害被害が各
地で起こったり、日本上空をミサイルが通過するという
ことがあったり、心を痛めるニュースが本当に多かった
夏となりました。子どもたちが安心・安全な日常生活を
送り、学業に励むという当たり前のことを当たり前にさ
せてやれるよう、9月1日の防災の日は改めて日常を考

運動会・バザーに向けて
いよいよ行事が盛りだくさんな2学期がスタートしま
した。
楽しかった夏休みも終わり、園内には久しぶりに登園
してくる園児の元気で楽しそうな声がひびき渡ってい
ます。
子どもたちは10月7日に行われる運動会に向け､先生
方やお友達と一生懸命練習に取り組んでいます。その成
果を見られるのを今から楽しみにしています。
父母の会の活動といたしましては､10月21日に皆さま
から寄贈品や手作り品のご協力をいただき､バザーの開
催をいたします。模擬店やゲーム､先生方のアトラクショ
ン等も行う予定ですので､お誘い合わせの上是非ご来園

柏木学園高等学校後援会
陸上競技会では、麦茶やスポーツドリンク等で水分補
給の備えをして、子ども達の頑張りに負けないくらいの
声援を送ります。
是非、子ども達が活躍する姿を、多くの保護者の皆さ
まにご覧いただきたいと思います。
過ごしやすい時期ではありますが、まだまだ暑い日も
多く夏の疲れも出る頃ですので、ご自愛のほどお祈り申
し上げます。
後援会会長 沖田 恵子

柏木実業専門学校教育交流会
されない、ゆるさ、甘さ、を期待していると危惧するのだ。
学校は楽しい場だけか？考え、悩み、苦しみ、厳しい
ことをも学ぶ場ではないのか？友人たちと連帯の喜び
を感ずるとともに突き放された孤独の寂しさ、口惜しさ
に耐える力をも身につける。それを世間やご父母の方は
望み、プロである先生方に期待しているのである。
「楽しく」学べる学園は望ましくそうあって欲しいと
思う。しかし「楽」に過せる学園にしないよう、ならぬよ
う、年寄りの高い目線で申し訳ないがお願いします。
教育交流会会長

中川

光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
える良い機会となりました。
新学期、1年生は初めて参加する紅葉祭、2年生は修
学旅行、3年生は将来を切り開いていく時期となります。
子どもたちが過ごしていく大切な時間を、これまでより
一層先生方にお力添えいただきながら保護者の皆様と
一緒に見守り、支えて頂きたいと思っております。
9月29日（金）、30日（土）紅葉祭がございます。是非保
護者の皆様、ご家族の皆様もご参加いただき、活気あふ
れる子どもたちの表情とともに楽しんでください。
PTA代表2年 川島

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
ください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
模擬店予定
（食 品）やきそば からあげ おにぎり フランク
チュロス コロッケ
（ゲーム）アニマル玉入れ ボールすくい ボウリング
（先 生）カレーライス ポップコーン
（Ｏ Ｇ）コーヒー フライドポテト
●川和太鼓 川和高校吹奏楽部による演奏
父母の会会長

小菅

智美

平成29年9月 〜 11月行事予定表
柏木学園高等学校
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

文化祭振休

9/13

校外清掃・相談日

9/16

就職選考試験開始

9/20

校外清掃

9/23

私立高校入試相談会
（臨海・パシフィコ横浜）

9/27

校外清掃・相談日

9/29

陸上競技大会

10/1

私塾フェア（横浜）

10/2

衣替え

10/4

喫煙防止教室（ 1年）・相談日

10/6

実用英語技能検定
（ 2年・アドバンス）

10/8

私立高校入試相談会
（興学舎・首都大学東京八王寺キャンパス）

10/11 相談日
10/14 湘南私学進学相談会
（藤沢ミナパーク）
10/15 私塾フェア（町田・小田原）
10/17-20 中間試験
10/19 ふれあいパトロール
後援会役員会
10/22 私立高校入試相談会
（中萬学院・新都市ホール）
10/25 校外清掃・相談日
10/28 第１回学校説明会
実力診断試験（ 1年アド、他任意）
実力判定試験（ 2年アド、他任意）
総合学力マーク模試（ 3年アド、他任意）
10/29 平塚地区進学相談会
（創英ゼミナール）
11/8

生徒会選挙・立会演説会
相談日

11/10 漢字検定（任意）
11/11 第2回学校説明会
11/15 相談日
11/16 後援会役員会
11/17 語彙・読解力検定（ 1年）
11/18 公開授業・保護者会
11/19 日商簿記検定
11/20 公開授業振休
11/22 相談日
11/23 第3回学校説明会
11/29 芸術鑑賞会

柏木実業専門学校
9/1
講義開始・防災訓練
9/1-11/14 夜間日商簿記講習会
8/24-9/6 第5期AO入試エントリー受付期間
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
10/2
入学願書受付開始
10/7
全経計算実務能力検定
10/14
推薦・一般入試
10/15
産能大科目修得試験
10/21
全経電卓計算能力検定
10/27
平成29年度柏木実業専門学校
スピーチ・カラオケコンテスト
10/28
第5回オープンキャンパス
10/29
全経所得税法・法人税法
消費税法能力検定
11/4
全経文書処理能力検定
11/5
サービス接遇実務検定
11/12
秘書技能検定
11/14
夜間日商簿記講習会閉講式
11/19
日商簿記検定
11/25
柏木学園同窓会・教育交流会総会
11/26
全経簿記能力検定
ビジネス電話実務検定
11/27
紅葉祭代休
推薦・一般入試

研修センター
9/5

（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 入校式
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
10/10 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
9月生 職業人講話
（西迫会計事務所）
10/19 （県委託訓練）介護職員初任者研修科
9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）
10/30 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
9月生 医科医療事務検定試験
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
11/7-10 （県委託訓練）介護職員初任者研修科
9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
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
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

大和商業高等専修学校
9/1

始業式・防災訓練①
適性テスト（ 1・2年）
9/3
全国簿記電卓競技大会
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
9/16 体験入学③・就職試験解禁日
9/19 学び場Jr.高倉中学校
9/20 横浜市立中学進路指導部教員対象説明会
9/27-28 紅葉祭準備
9/29 紅葉祭
9/30 紅葉祭（一般公開）
10/2 紅葉祭振替休日
10/3 推薦入試願書受付・委員会の日
10/3-5 研究授業
10/4 ワープロ、デザイン、スピード検定
10/5 情処、プレゼン検定
（ 6限）
10/6 授業参観・1年3年保護者会
2年修学旅行説明会（ 6限）
10/7 体験入学④
10/8 英語検定
10/14 推薦入試①
10/17-20 中間テスト
10/20 薬物防止講話（全学年）
10/21 体験入学⑤・全経電卓検定
10/23-27 あいさつ週間
10/26 仕事の学び場Jr.秋葉台中学校
10/27 生徒集会
10/29 全経税務会計検定
10/30 介護職員初任者研修開講式
10/31-11/3 修学旅行予定
11/6 2学年修学旅行振休
11/7 介護職員初任者研修
11/8 委員会の日
11/9 仕事の学び場Jr.南が丘中学校
介護職員初任者研修
11/10 生徒会選挙
仕事も学び場Jr.宮田中学校
11/11 体験入学⑥
11/12 秘書検定
11/14 介護職員初任者研修
11/16 介護職員初任者研修
PTA運営委員会（研修会）
11/17-24 検定特別授業
11/18 推薦入試②
11/19 日商簿記検定
11/22 仕事の学び場Jr.大清水中学校
11/25 体験入学⑦
11/26 全経簿記検定
11/27 仕事の学び場Jr.渋谷中学校
11/28 介護職員初任者研修
11/30 介護職員初任者研修

都筑ケ丘幼稚園
9/1

始業式・総合避難訓練
月謝引き落とし日・午前保育
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）
地域開放事業 エアロビクス②（たんぽぽ組）
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
9/19 平成30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 地域開放事業 ヨガ①
地域父母講演会
9/27 平成30年度 たんぽぽ組説明会
10/2 月謝引き落とし日
10/3 バザー実行委員会
10/5 役員会
10/6 午前保育
10/7 運動会
10/8・9 運動会 予備日
10/10 運動会振替休日
10/11 衣替え・スマイルクラブ⑤
面談日
10/12 ケータリング（年長組）
10/14 音楽の集い
10/15 平成30年度 願書配布・入園説明会
10/16 芋掘り
10/17 芋掘り予備日
10/19 芋掘り（たんぽぽ組）
10/20 午前保育
10/21 バザー
10/23 避難訓練・お遊戯会実行委員会
10/24 誕生日会（10月）
10/25 懇談会
10/26 優先入園整理券配布
10/31 午前保育
11/1 平成30年度 入園願書受付
在園児休園・月謝引き落とし日
11/6 役員会（たんぽぽ組）
平成30年度 たんぽぽ組入園願書受付
11/7 誕生日会（11月）
・さつまいもパーティー
11/8 避難訓練
11/14 お遊戯会予行 1部
11/16 お遊戯会予行 2部
11/17 お遊戯会予行 3部
11/24 お遊戯会予行予備日
11/25 親児の会
11/27 12月役員会（たんぽぽ組）
11/28 スマイルクラブ⑥
11/29 お楽しみ会

学 園 本 部
9/1
教職員意向調査
9/15 私立学校検査
7/10 〜 教職員健康診断
9/22 役員会
9/1
11/3 教職員意向調査
湘南そろばん塚顕彰会
11/25 「わが人生」
出版記念祝賀会
9/15
神奈川県私立学校検査

○学園本部：高村・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

