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柏高祭（後夜祭）
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大和商業高等専修学校

− 経験則から未来知へ −
東京で二度目となるオリンピックが3年後に開催される。高
度経済成長の真っ只中だった前回の大会（1964年）では、東海
道新幹線の開業や東名高速道路の開通、首都高速道路の建設
などの大規模なインフラ事業により、東京は近代的な大都市
へと変貌を遂げた。
では、次のオリンピックに期待することは何か。日本の国情
は前回と大きく変化している。成熟した社会で大会が果たす
役割とは何か。膨大な数の外国人観光客が訪れる経済効果が
話題になるが、私には課題ばかりが目につく。少子高齢化が進
む中、大会に向けてのインフラ整備を支える建設業や大会を
支えるサービス業などの人材確保、豊洲市場問題をはじめと
して滞ったままの公共工事などなど、前回の経験則では推し
量れない課題が山積している。
少し観点を変えてみたい。人口の減少が続く我が国では、
2025年には団塊の世代（1947 〜 1949年生まれ）が後期高齢者
に加わり2200万人の超高齢化社会が始まる。国民の5人に1人
が75歳以上という社会に溌剌とした活力があるのだろうか。
それはオリンピックが終了した５年後にいやでもやってくる。
医療や介護の問題を筆頭にして労働力の確保などの身近な課
題もさることながら、グローバル化の荒波に産業構造を変化
させていく人材育成も喫緊の課題だといえる。
ビフォアー、アフターをテーマにしたテレビの人気番組
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がある。狭く古く不便なボロ家が優秀な建築家によって生
まれ変わり、誰もが住みたくなる魅力的な家に変貌する。こ
れは家に限らず、太った体型の持ち主が一定のトレーニン
グで鮮やかに変身したり、語学の苦手な人が英語教材によっ
てメキメキとスピーチ力を身につけるコマーシャルなどが
流れている。
前後で明らかに異なる変身ができるなら、こんなうれしい
ことはないだろう。でも本当にそうなのだろうか。誰もがより
良い資質や環境に恵まれることを望んでいても、変身できる
チャンスは、それを活かす努力をしなければ実を結ばない。
いま私たちを取り巻く社会はめまぐるしく変化している。
時代の流れの速さに驚いて立ち尽くしていては足下が崩れる
のを待つことになる。過去の経験則に頼っていては乗り切れ
ない時代ゆえに、10年後、20年後に自分は何をしているのか、
何ができるのかを考える力を持たなくてはならないのだ。
冒頭に述べたオリンピック開催までの道のりもそうだが、
日本が今後克服していかねばならない課題は盛りだくさんだ。
不確定な時代、先が見通せずあらゆる出来事が複雑に絡み
合った現代社会に求められるのは、今までの経験則だけに頼
らず、未来を読み取る力を私たち一人ひとりが身につけるこ
とだと思う。不確実な未来を確かな未来に変えていくことが
できるのは、私たちの自覚しかない。
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陸上競技会

9月8日（金）、9日（土）に 文 化
祭が行われた。今年はスローガ
ン に「細 胞 レ ベ ル で 文 化 祭、楽
し ん で る？ with K」と 掲 げ、各
クラス、部活動、有志団体等が
それぞれに趣向を凝らした企画
を披露し、多くの来場者を迎えて盛り上がった。両日とも好
天に恵まれ、憩いの広場でのイベントや中庭での販売も好
評だった。文化祭を締めくくる後夜祭では、ダンスパフォー
マンスやヘアショーなどが行われ、生徒の歓声、拍手の内に
幕を閉じた。

漢字コンクール結果
8月30日（水）に第1回校内漢字コンクールが行われた。上
位入賞者は以下の通り。
【最 優 秀 賞】 中村 智貴（２−Ｉ）
【優 秀 賞】 石川 結稀（３−Ａ） 片岡輝良々（３−２）
祐野 渓太（３−Ｄ） 浅井 良太（２−Ａ）
【優 良 賞】 中村 利弥（３−Ｄ） 塩谷 由香（３−Ｃ）
大久保紀花（２−Ａ） 芳賀
巧（１−Ａ） 内藤ことね（２−Ｌ）
【努 力 賞】 山崎 大希（３−Ａ） 佐々木優音（２−Ａ）
角城 実咲（３−Ａ） 武田 悠太（２−Ａ） 石井 孝記（２−Ｉ）
佐藤 龍星（２−Ａ） 加藤 有理（１−Ｂ） 大友 康平（３−Ａ）
田島 甲斐（３−Ａ） 田端沙也子（２−Ｄ） 鶴田 咲穂（３−Ａ）
河野
礼（２−Ａ） 清水 美優（２−Ａ） 金子 颯馬（１−Ｂ）
及川 颯汰（１−Ｉ） 新開 瑠香（１−Ａ） 石倉 史花（１−Ｂ）
不破佐緒梨（１−Ｇ）

短歌書道部活動報告
第33回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会におい
て、硬筆の部で日本武道館奨励賞に石田直也（1−J）、日
本武道館賞に石倉史花（1−B）、大会奨励賞に塩谷由香
（3−C）、
遠藤加津樹（2−L）、中村優奏（1−B）が選ばれた。
また、第26回神奈川県青少年毎日書道展において遠藤加
津樹（2−L）が横浜市教育委員会賞を受賞した。

9月30日（土）に大和スポーツ
センターにおいて、第10回陸上
競技会が行われた。当日は天候
に恵まれ、トラック競技・フィー
ルド競技ともに、生徒たちは全
力で取り組んだ。また、後援会
からは飲み物や多くの声援をいただいた。
各競技の第1位記録者は、以下の通り。
男子

女子

100ｍ走

大谷

峻修（３−Ｅ） 歌代

200ｍ走

堀田

恭平（２−Ｈ） 小島李里花（２−Ｊ）

400ｍ走

折茂

慎（１−Ｈ） 笹

1500ｍ走

松原

亮（１−Ｄ）

走り幅跳び

武田

頌秋（３−Ｆ） 笹

走り高跳び

岩田

朋也（２−Ｇ） 小島李里花（２−Ｊ）

砲丸投げ

ラッタナコーソンフィ−コ（3−E） 中澤

ジャベリックスロー 井田

直希（３−Ｈ） 岡西

クラス対抗リレー

舞（２−Ｉ）
樹莉（１−Ａ）
樹莉（１−Ａ）
瑠奈（２−Ｊ）
芽衣（２−Ｆ）

2年E組

演劇部大会報告
10月14日（土）に行われた第
54回神奈川県北相地区高等学
校秋季演劇発表会にて、演劇部
が「秋人の最後の旅」を上演し
好評を博した。

赤い羽根共同募金報告
10月4日（水）に本校校内にて、生徒会役員が赤い羽根共
同募金を行った。集まった募金は今後、神奈川県共同募金会
を通じて民間社会福祉施設や団体・ボランティアグループ
の活動の助成に使われる。

バドミントン部大会報告
9月に行われた神奈川県高等学校バドミントン新人大会北
相西地区予選にて、男子団体が3位、男子シングルスで村井
大輝（2−C）が優勝、男子ダブルスで村井大輝（2−C）
・斉藤
音生（2−B）ペアが準優勝、女子シングルスで川越菜央（2−
2）が7位となり、4種目において県大会出場を決めた。

お知らせ
県高校総文祭 第18回吟詠剣詩舞発表会
11月11日（土）大和市保健福祉会館ホールにて、詩
吟、詩舞、書道吟、装道吟を発表します。
大和市文化祭 第47回大和市秋季吟詠大会
11月19日（日）大和芸術文化ホール（シリウス）に
て、漢詩「富士山」と和歌「田子の浦ゆ」で詩吟と舞を
披露します。

祝

第1回学校説明会
10月28日（土）に柏木学園高等学校学校説明会を開催し、
参加中学生・保護者で総合体育館が一杯になる、充実した
説明会となった。

米

寿

11月5日（日）の学園長の米
寿をお祝いし、高等学校職員
一同で記念品を送らせていた
だきました。
おめでとうございます。

学校説明会のお知らせ

第2回：11月 11日（土）
第3回：11月 23日（木・祝）
第4回：12月 2日（土）
第5回：12月 9日（土）

・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

【企業実習に行ってきました】
9月の初旬から中旬にかけて、情報ビジネス科の学生を
対象として企業実習が行われました。
実社会での業務遂行手順や
各業界の現状等について、講演
やデモンストレーションが行
わ れ、社 会 人 に 求 め ら れ る 知
識・技能について学びました。
実習先企業名は以下の通り。
［実習先］
㈱ネエチア
（情報ビジネス科2年A組）
㈱横浜銀行大和支店 （情報ビジネス科2年 E 組）
松和電子システム㈱ （情報ビジネス科1年A組）

【神奈川県委託訓練 7月生修了式、9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、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9月生入
校式が9月5日（火）
、7月生の修了
式が9月29日
（金）
に行われました。
3 ヵ月間の訓練を経て、入校生
は再就職を目指し、また修了生は
就職先でのご活躍を期待してい
ます。

【平成29年度紅葉祭を開催しました】
9月29日（金）
、9月30日（土）の2日間、大和商業高等専
修学校と合同で紅葉祭を開催しました。
天候にも恵まれ大勢の来場者があり、とても楽しい時
を過ごすことができました。
1学年はクラスごとの参加と
なり、アルジラ（ジャガイモの
ネパール風炒め）を中心とした
ネパール料理プレートを提供
するクラス、舞踊や歌の生演奏
の披露をしたクラス、各国のゲームをお客様と一緒に行う
クラス、また、中国・ネパール・スリランカ・ベトナム各
国の文化紹介を行うなど多彩な企画で盛り上がりました。
日本人学生は、和菓子（団子、
わらびもち）とお茶の販売を行
いました。和カフェテイストに
装飾された教室で、浴衣に身を
包んだ学生スタッフによる給
仕で人気を博し、多くのお客様
にご来店頂きました。
2学年は国ごとの参加になり、ネパール人留学生は4グ
ループに分かれて、ネパールの文化を紹介し、民族衣装を
着た学生と記念写真を撮影してプレゼントしたり、ネパー
ル料理の定番タルカリ（スパイシー野菜炒め）とロティ（薄
いパン）の販売、民族舞踊と歌の披露などを行いました。
中国人留学生を中心とし
たチームでは、鳥手羽と味
付け卵の販売を、ベトナム
人留学生を中心としたチー
ムでは、ベトナムラーメン
の販売を行いました。
スリランカ人留学生は、スリランカのおやつであるパ
ンケーキとセイロンティーの販売を行いました。
また、不審者の侵入や不審物の放置を防止するための
校内のパトロールや、お客様に文化祭を快適に過ごして
いただくための校内清掃が、有志の学生により行われ文
化祭の運営に貢献しました。
【秋季清掃活動】
情報ビジネス科2年生の学生
が校外清掃活動を行っていま
す。地域への貢献のため、学生
達は学校周辺の小さなゴミも拾
い集め、活動を続けています。

【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、職業訓練生の就職支援として、訓練科
に関連する分野の職業人による講話授業を積極的に取り入
れています。
〔職業人講話〕8月、9月、10月実施
佐々木行政書士事務所 行政書士 佐々木新一先生
西迫会計事務所
所長
西迫 一郎先生
社会福祉法人緑樹会、株式会社アスモ介護サービス
〔企業・事業所説明会〕
＜医療・介護分野等、学校内にて実施された説明会です。
＞
株式会社ソラスト 横浜支社、神奈川支社
株式会社日本教育クリエイト 横浜支社
医療法人若葉会 横浜田園都市病院
SOMPOケアネクスト株式会社
医療法人社団総生会
医療法人赤枝会
社会福祉法人誠幸会
社会福祉法人愛成会
社会福祉法人山中福祉会
医療法人社団総生会による説明会
大和たちばな苑
【神奈川県公共職業訓練 授業風景】
介護職員
初任者研修科→

研修センターでは、
キ ャ リ ア チ ェ ン ジ・
早 期 就 職 に 向 け て、
日々真剣に取り組ん
でいます。
↓医療調剤介護事務・PC科

←簿記パソコン事務科

【就職近況報告】
介護職員初任者研修科修了生
永平 康一さん（平成28年11月修了生）
就職先
社会福祉法人 たつき会
介護老人福祉施設 スミール桜ヶ丘
ご利用者様との関わりを大切に、日々
取り組んでおります。
学校で学んだことも活かし、
これからも積極的に頑張ります。

オープンキャンパス参加申込受付中
第2期 入学願書受付中
12月2日（土）開催の第6回オープンキャンパス参加申込
受付中です。また第2期（11月27日（月）試験）の入学願書受
付を開始しました。
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

第 17 回紅葉祭開催

授業参観・保護者会
10月6日（金）は授業参観が行われ、たくさんの保
護者の方にご来校いただきました。ありがとうご
ざいました。
生徒たちは緊張した面持ちで授業に参加してい
ました。良い刺激になったのではないかと思いま
す。普段の学校でのありのままの様子をみていた
だきました。

大和東小ふれあい広場出店
10月15日（日）大和東小学校にてふれあい広場に
出店しました。ボランティア部の生徒を中心に地
域の方々と車いすやアイマスクを使用しての指導、
着ぐるみに入るなど大いに活躍しました。

修学旅行説明会
10月6日（金）本校体育館にて2年生の修学旅行に
ついての説明会が開かれました。
＜主な旅行日程＞10月31日（火）〜 11月3日（金・祝）
3泊４日 沖縄本島
1日目：ひめゆりの塔、旧海軍司令部壕
2日目：マリン・クラフト体験学習
沖縄美ら海水族館
3日目：終日タクシー班別行動
4日目：国際通り班別行動

進路状況
内定の朗報が続々届いています。おめでとうご
ざいます。
大学
横浜商科大学（１名）・多摩大学（１名）・
ルーテル学院大学（１名）
専門学校
カコトリミングスクール・日産自動車大学校・
横浜ビューティアート・国際ビューティカレッジ

今 年 も 防犯 ボ ラ ン テ ィ ア
10月13日（金）大和警察署の方が来校され、防犯
ボランティアの委嘱式が行われました。今後は、
大和駅前で大和署の警察官の方とともに防犯の呼
びかけ活動を行っていきます。

就職
オーケイ㈱・㈱鎌倉クラウン商会・㈱ユニカフェ・
㈱ジャパンクリエイト・㈱ワコーコーポレーション・
（医）横浜育明会・（医）湖星会・太平食品加工㈱

初任者研修開校式のお知らせ
10月30日（月）に本校で今年度2年生福祉ビジネス
コース生徒対象の介護職員初任者研修の開校式が
行われました。

説明会

体験入 学 の ご 案 内

委嘱式

講義は11月7日
（火）
より5か月にわたり行われます。

11月11日（土）、11月25日（土）
、12月10日（日）
、平成30年1月13日（土）
9：30 〜 12：00（受付9：00 〜）要予約

10月8日（日）

10月14日（土）
川和中学校にて

川和小学校にて

晴 天 の 中、盛 大 に 運 動
会 が 開 催 さ れ ま し た。温
かい応援や沢山の拍手が
子どもたちの自信へと繋
がり、練習の成果を、発揮
する事が出来ました。
〈ゴールに向かってレッツゴー !!〉
担任の先生の所へ笑顔で最後
まで走り切る事が出来ました。

年長組ではこの日の為に7月から日々練習を重ね
てきました。今年は「ありがとうの輪」
「風になる」
の2曲を発表しました。多くのお客さんの前でドキ
ドキしていましたが、大きな口を開けて元気よく歌
いました。
沢山のお客さ
んから拍手を頂
き、子どもたち
もとても嬉しそ
うでした。

〈遊戯：ワンニャン・オムレツ〉
犬と猫のお面を付けて、可愛い鳴き声
で大きく元気いっぱい踊りました。
〈パラバルーン〉
クラス全員で息を合わせて大
きなバルーンを膨らませました。

〈遊戯：オトノナルホウヘ→〉
ポンポンを持って力強く踊りました。
大きな掛け声で客席を驚かせました。
〈組体操〉
みんなで力を合わせ、
一つひ
とつ格好良く技を決めました。

〈鼓笛〉
沢山の練習の成果が団結力となり、素
敵なハーモニーを生み出しました。

10月24日
（火）

畑中「よいしょ！よいしょ！」の大きな声が広
がり、小さいお芋から大きいお芋まで一生懸命
掘り、大興奮の子どもたちでした。自分で掘っ
たお芋の味は格別！
子どもたちのお弁
当にもお母さんが
作ったおいしいお芋
の料理が入りました。

we lco m e

10月21日（土）

様々な模擬店やゲームコー
毎月行われる親子で参加出来る未就園児対象
の親子体操です。幼稚園の流れを知って頂くと
共に手遊びや絵本の読み聞かせ、季節に合わせ
た製作等充実した保育内容になっています。
最近では友達や、先生と積極的に関わる姿も
見られるようになってきました。

ナーなど、沢山の方々に足を運
んで頂き、とても賑やかなバ
ザーとなりました。川和高校吹
奏楽部の皆様の演奏や先生に
よる出し物が大好評で、とても盛り上がりました。
ご協力頂いた実行委員の方々、本部役員さんあり
がとうございました。

次回の予約開始日は11月15日（水）で11月
28日（火）に実施します。是非遊びに来て下さい。

 

10月 11月

1日（水）平成30年度
入園願書受付

10月は、運動会を初め、沢山の行事がありまし
た。クラスではクレヨンやはさみを使って様々な製

6日（月）平成30年度
たんぽぽ組入園受付
7日（火）誕生日会
さつまいもパーティー

作を行いました。
11月は、クリスマス飾りの製作があり、好きな
飾りを貼って、自分だけの可愛い作品に仕上げる事

25日（土）親児の会

が楽しみです。

29日（水）お楽しみ会

28日（火）スマイルクラブ

 
3日（日）お遊戯会
5日（火）誕生日会
7日（木）おもちつき
11日（月）スマイルクラブ
12日（火）クリスマス会
13日（水）未就園児
クリスマス会
20日（水）終業式

○○○○○○○
日増しに秋も深まってまいりました。会員の皆さまに
おかれましてはお忙しい中後援会の活動にご理解・ご
協力いただき、ありがとうございます。
秋は芸術・スポーツ・読書・食欲などと色々例えら
れますが、後援会では文化祭・陸上競技会と、正に芸術・
スポーツと続いた子どもたちの行事へのお手伝いを、皆
さまのご協力のもと無事に終えることができました。本
当にありがとうございました。
11月、後援会では普通救急救命講習会を学校裏の大和
消防署に出向いて受講し、万が一身近で事故などが起き

アンテナを磨く
2027年にリニア新幹線が東京―名古屋間で開通予定、
わずか40分だそうだ。私が学生を終わる60余年前には、
名古屋で就職し夜行列車で出発する友人を東京駅の
ホームで、仲間たちと校歌を歌って送ったことを思い出
す。名古屋はそれ程遠かったのだ。それが遂に40分、著
しい時間の短縮である。その他ネットの普及した社会
の、時間の効率化は著しく、世界中のニュースや情報が
一瞬に伝わり、あらゆることが検索可能となった。
ここ十数年来、電車やバスの車中でスマホに熱中して
いる人は増え続けている。日本だけの現象ではないよう
だ。最近は中高年のご婦人まで多く見られるようになっ
た。会話も減り、新聞や読書に親しんでいる人も少なく

紅葉祭を終えて
紅葉祭に向かう通り沿いに、コスモスの花が咲いてい
ました。前日まで降り注いだ雨も上がり、青空に向かっ
て咲く姿に、可憐でもあり、しなやかな強さを感じまし
た。
「コスモス」の言葉には、文化祭のテーマである「宇
宙」の意味があります。紅葉祭では、PTAも前年同様お
揃いのピンクのTシャツを着て、揚げ物の模擬店を出店
いたしました。2日間とも大好評のうちに早めに完売す
ることが出来ました。ご指導いただいた先生方、お手伝
いいただいた皆様、ご協力のほど大変ありがとうござい
ました。親子共々、楽しめました。また、たくさんのお
客様が来校され、生徒たちの生き生きした姿を見ていた
だけたのではと思います。

運動会･バザーを終えて
吹く風もだんだんと冷たくなり、晩秋の気配が感じら
れる季節となりました。
10月8日（日）は川和小学校の校庭をお借りし、運動会
が行われました。
一学期から少しずつ練習をかさね、9月の暑い日差し
の中も一生懸命練習をしてきた子どもたち。その成果が
見られ、その成長にとても感動いたしました。
10月21日（土）にはバザーが行われました。保護者の

柏木学園高等学校後援会
た時に備えて勉強します。他にも私学振興大会が毎年み
なとみらいで行われますので、役員が出席します。
学校行事として公開授業・芸術鑑賞会もありますの
で、子どもたちの姿をご覧になって下さいね。
過ごしやすい時季は大変短く、すぐに冬の足音が聞こ
えてきます。
どうぞ、皆さま体調管理に気をつけてお過ごしくださ
いませ。
後援会会長 沖田 恵子

柏木実業専門学校教育交流会
なった。日常生活もそうであろう。時間を節約する筈の
スマホに、時間を奪われているとしか思えない。その奪
われた時間に何か大切なものを失ってはいないか。対話
を失って人間関係を希薄にし、短絡な情報は読書の機会
を奪って、深い思考力を育てることが出来ないと思う。
巾を広げるためのネット社会が、巾を狭めないように
するためには、自分のアンテナを磨くことしかない筈
だ。ネット社会を効率的に活かせるよう学生の皆さんは
考え、学んで欲しい。
教育交流会会長

中川

光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
今、子どもたちを取り囲む環境は、様々な問題が山積み
です。多様性が広がるとともに、社会の無関心や無慈悲
が叫ばれています。そうした中でも身近な人を思いやる
一人がいれば、必ず社会は変わると確信しています。学
校生活で培った友人との人間関係、団結することの意味
を一つ一つ噛みしめながら、開かれた心で身近な一人を
大切にしていける人間に成長してほしいと願います。
11月にはPTA研修で「教員によるクリスマスカード
作成とお茶会」が開催されます。紅葉祭に引き続き、今
後も是非ご参加よろしくお願いいたします。
PTA役員代表2年生

簑島

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
皆様からご協力をいただいた寄贈品販売やたくさんの
模擬店をはじめ、先生方の出し物、川和吹奏楽部の演奏
で会場が盛り上がりました。
こうして無事に行事が終えることができたのも、先生
方やご協力いただいた保護者の皆様のおかげだと思って
おります。本当にありがとうございました。
父母の会会長

小菅

智美

平成29年11月 〜 平成30年 1月行事予定表
柏木学園高等学校
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 振休
11/22 相談日
11/23 第3回学校説明会

柏木実業専門学校
11/4
11/5
11/12
11/14
11/19
11/25
11/26
11/27
12/2

全経文書処理能力検定
サービス接遇実務検定
秘書技能検定
夜間日商簿記講習会閉講式
日商簿記検定
柏木学園同窓会・教育交流会総会
全経簿記能力検定・ビジネス電話実務検定
紅葉祭代休、第2期推薦・一般入試
全経電卓計算能力検定
第6回オープンキャンパス
12/3
産能大科目修得試験
12/9
全経コンピュータ会計能力検定
12/12
経理実務コンクール
12/21
講義終了・大掃除
1/10
講義開始
1/20
全経社会人常識マナー検定
第7回オープンキャンパス
1/22-26 進級・卒業試験
1/27
全経計算実務能力検定
1/29
検定授業週間
1/29-31 午後追試験

研修センター

11/29 芸術鑑賞会
12/2 第4回学校説明会
12/4-7 期末試験
12/6

相談日

12/9 第5回学校説明会
12/11 生徒普通救急救命講習
12/13 相談日
12/15-18 進路相談
12/19 進路行事（ 2年）
12/20-26 2学期末補習期間
12/20 相談日
12/21 後援会役員会
12/22 終業式
12/23-1/8 冬期休業
12/27-1/6 一斉休業
1/9

始業式

1/10

基礎力診断試験（ 1・2年）
相談日

1/17

相談日

1/18

後援会役員会

1/19

午前中40分授業
推薦入試準備
実用英語技能検定
（ 1・2年アド、スタ任意）

1/22

推薦入学試験
生徒自宅学習日

1/24

相談日

1/29-2/2 期末試験（ 3年）
1/30-2/2 修学旅行（ 2年）
1/31

一般入学試験願書受付
生徒自宅学習日

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
ル・リアンふかみ
11/22 （県委託訓練）簿記パソコン事務科
11月生 職業人講話
（西迫会計事務所）
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
介護職員初任者研修科
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
12/7
（県委託訓練）簿記パソコン事務科
11月生 職業人講話
（佐々木行政書士事務所）
（県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
12/8
11月生 職業人講話
（株式会社ソラスト 横浜支社）
12/20 （県委託訓練）介護職員初任者研修科
11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
12/26 （県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
11月生 医科医療事務検定試験
1/5
（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
1月生 入校式
1/10-15 （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
SOMPOケアネクスト株式会社
和喜園／グリーンライフ湘南
（県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
1/29
11月生 調剤事務検定試験
（県委託訓練）医療調剤介護事務・PC科
1/30
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

大和商業高等専修学校
10/31-11/3 2学年修学旅行
11/6 2学年振休
11/7 介護職員初任者研修①
11/8 委員会の日
秦野東中学上級学校訪問
11/9 仕事の学び場Jr. 南ヶ丘中学校
介護職員初任者研修②
11/10 仕事の学び場Jr. 宮田中学校
生徒会選挙
11/11 体験入学⑥
11/12 秘書検定
11/13-16 推薦願書受付
11/14 介護職員初任者研修③
11/16 介護職員初任者研修④
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⑤
11/30 介護職員初任者研修⑥
12/2 全経電卓検定
12/5 介護職員初任者研修⑦
12/5-8 期末テスト
12/7 仕事の学び場Jr. 御所見中学校
12/8 美化デー・薬物防止講話
12/9 全経コンピュータ会計検定
12/10 体験入学⑧
12/11 ワープロ・デザイン・スピード検定
12/12 1学年後期スクーリング
介護職員初任者研修⑧
12/13 情処、プレゼン検定
12/14 介護職員初任者研修⑨
委員会の日
12/16 推薦入試③
12/18 スポーツ文化デー
12/19 介護職員初任者研修⑩
12/20 保護者会
12/21 大掃除
12/22 終業式
1/9
始業式・PTA運営委員会
1/10 平常授業開始・あいさつ週間
1/11 介護職員初任者研修⑪
1/12 委員会の日
1/13 体験入学⑨
1/16 介護職員初任者研修⑫
1/17-22 卒業試験
1/18 介護職員初任者研修⑬
1/20 推薦入試④
社会人常識マナー検定
1/21 英語検定
1/23 介護職員初任者研修⑭
1/24 職員会議
1/25 介護職員初任者研修⑮
1/26 生徒集会
1/29 卒業判定会議①
1/30 一般入試願書受付
介護職員初任者研修⑯

都筑ケ丘幼稚園
11/1

11/6
11/7
11/8
11/14
11/16
11/17
11/24
11/25
11/27
11/28
11/29
12/1
12/3
12/4
12/5
12/6
12/7
12/9
12/11
12/12
12/13
12/15
12/18
12/20
12/29
1/2-3
1/4
1/9
1/10
1/11
1/15
1/16
1/17
1/20
1/22
1/23
1/25

平成30年度入園願書受付
在園児休園
月謝引き落とし日
役員会（たんぽぽ組）
平成30年度たんぽぽ組入園願書受付
誕生日会（11月）
さつまいもパーティー
避難訓練
お遊戯会予行 1部
お遊戯会予行 2部
お遊戯会予行 3部
お遊戯会予行予備日
親児の会
12月役員会（たんぽぽ組）
スマイルクラブ⑥
お楽しみ会
月謝引き落とし日
午前保育
お遊戯会
お遊戯会振替休日
誕生日会（12月）
面談日
おもちつき
お遊戯会予備日
スマイルクラブ⑦
クリスマス会
未就園児クリスマス会
在園児休園
ダディー＆マミー
避難訓練
地域開放 ヨガ②
終業式･午前保育
預かりなし
預かりなし
月謝引き落とし日
始業式・獅子舞
お楽しみ会･懇談会
年長 ケータリング･役員会
バザー収益
誕生日会（ 1月）
･避難訓練
平成30年度体験保育
在園児休園
横浜市幼稚園大会
地域開放 エアロビ③ 川和東
年長 クッキング保育
スマイルクラブ⑧
川和小学校交流会

学 園 本 部
11/3 湘南そろばん塚顕彰会
11/25「わが人生」出版記念祝賀会
7/10 〜役員会
教職員健康診断
12/22
9/1 職員仕事納め
教職員意向調査
12/26
1/9
9/15 職員仕事始め
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

