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「戊戌（つちのえ・いぬ）
」

新年あけましておめでとうございます。
今年一年が皆様にとりまして素晴らしい（ワンダフルな）一年になりますよう心よりお祈り申し上げます。
学校法人柏木学園

2018年は戌年です。干支は、本来は「十干」と「十二支」

理事長

柏木照正

ノロジーに囲まれていくことは明らかです。ドローンや

を組み合わせたものをいうので、正しくは戊戌の年とな

自動運転という単語も聴き慣れ、宇宙開発などの未来技

ります。戊（つちのえ）は茂という字から来たもので、草

術が次々に萌芽し、それらは社会の諸問題の解決に大き

木が成長して、盛大に伸び拡がっている状態をいいます。

な役割を担うとともに、かつてない競争関係や新たな心

戌（いぬ）は滅の字から来たもので、熟した実が地上に落

配がもたらされることも危惧されます。備えあれば憂い

下して新しい芽を出すために準備していく働きをいいま

なしという言葉のように、あらゆる方面に対しての準備

す。現実的には、戌（犬）は一万年以上も前から人と共に

を怠らずにしていきたいものです。

生活し、社会性がある忠実な動物です。身近なペットと

昨年（2017年）は色々な出来事がありました。世界に

して癒やしてくれる存在であるだけでなく、災害現場で

目を向けると、米国トランプ大統領の就任、世界各地で

活躍したり、盲導犬として人の力にもなっているなど、

の相次いだテロ、北朝鮮による度重なるミサイルの脅

人にとって最高のパートナーです。また、古代中国から

威、日本では、お正月の箱根駅伝青学大の三連覇、九州

伝わる九星（きゅうせい）では、2018年は九紫火星の年に

北部での記録的豪雨、衆議院解散総選挙、中学生棋士史

あたります。九は数字の中で最高の数であり、紫は神社

上初29連勝、陸上100メートル「10秒の壁」突破、そして

仏閣では最高の色として使用されています。火星の火は、

年末の大相撲力士暴行事件など、さまざまなニュースに

燃える火の意味ではなく生活を明るくする文明、文化、

一喜一憂しました。

芸術、美術、情熱などを意味しています。60年周期でやっ

2018年は一人ひとりが新年の抱負をきっちり設定し、

てくる戊と戌の組み合わせは、万物を育成し保護する性

それを達成するためにチャレンジし努力してください。

質が重なり、四季の移り変わりの象徴でもあるともいわ

自らの目標をしっかり立てて、楽しみながら継続し、や

れ、大きな期待をもって迎える年になります。

りたいこと、なりたい姿を手に入れてください。

平成30年は、日本は東京オリンピックに向けて経済は

私学を取り巻く環境は、年々厳しさを増してきていま

上昇していき、私たちのかかわる教育面においてもより

す。柏木学園は生徒・保護者をはじめ、学校に関わる全

活発化されることが期待できます。そして、グローバル

ての方々に信頼され、そして個性豊かで、特色・魅力あ

な視点においても日本の進むべき方向の基礎を作る大

る学校づくりのため、一層努力してまいります。

切な年になることでしょう。新たな年は、従来の延長上

2018年が皆様にとりまして素晴らしい年であります

にはない変革の幕開けの１年になりそうです。その背景

よう、心よりお祈り申し上げますとともに、今後とも学

にあるのは、加速度的に進む技術改革、AI（人工知能）や

園への変わらぬご支援ご協力を賜りますようお願い申

ロボット技術であり、私たちの生活はサイエンスやテク

し上げます。

大和交流戦優勝
柏木学園高等学校

日本語スピーチ・カラオケコンテスト
柏木実業専門学校

スポーツ文化デー
大和商業高等専修学校

消防訓練

都筑ヶ丘幼稚園

芸術鑑賞会

野球部大和交流戦優勝

11月29日（水）に芸術鑑賞会が実施された。今年で１
周年を迎える大和市文化創造拠点シリウスにて劇団「芸
優座」によるベニス
の商人を鑑賞した。
当日は共演者と生徒
が共に一体となれる
すばらしい鑑賞会と
なり、劇団から本校
生徒の観覧態度にお
褒めの言葉をいただ
いた。

10月7日（土）～ 11月26日（日）に か け て 第24回 大 和
市内高等学校交流戦が大和スタジアムで行われた。本
校野球部は大和高校、大和西高校、大和東高校に快勝し、
大和南高校には敗れたものの3勝1敗で見事優勝を果た
した。優勝旗が本校1号館1階に飾られている。

生徒会役員選挙
11月8日（水）に生徒会役員選挙立会演説会および投
票が行われた。今年度も大和市選挙管理委員会の協力
を得て、実際の大和市議会議員選挙や大和市長選挙に
使用される記入台、投票ボックスを借用して、本物の選
挙を模して投票が行われた。また、今年度は大和市の選
挙管理委員会事務局長が来校し選挙の仕組み、投票の
大切さをご講義いただいた。
投票の結果、新年度の生徒会役員が、以下のように決
定した。
会 長
副会長
書
会

記
計

川 裕美（２－Ｅ）
岩井
淳（２－Ｂ）
橋本 友己（２－Ｉ）
藤澤 俊平（２－Ａ）
土志田侑舞（１－Ａ）

大学入学共通テスト試行調査（プレテスト）実施
11 月 23 日（祝・木）に
現行の大学入試センター
試験に代わる「大学入学
共通テスト」実施に向け
た試行調査が行われ、調
査校全国1,900校の一つに

本校が選ばれた。
当日は2学年アドバンスクラスの生徒21名が理解の質
を問われるマーク式問題や、思考力・判断力・表現力を
用いた解答が求められる記述式問題に真剣に臨んだ。

普通救命講習
12月11日（月）に 大 和 市
消防署において行われた普
通救命講習に本校の運動
部、文化部の部員を中心に
生徒と教員が参加した。心
肺蘇生やAEDなどについて
講義形式の説明を受けた後、訓練用の人形を使って実
技の講習に取り組んだ。終了後は講習修了証をいただ
き、いざという時の救命活動に積極的に参加する自信
を得た。

軽音楽部大会報告
大和市渋谷学習
センターにて、11月
18日（土）に 第3回
中高生バンドコン
テスト「どっとこい
SHOW」が行われた。
本 校 か ら は、4バ ン
ドが出場したが、そ
のうち「LEGEND of CONSENT」
（3年児玉澪、2年藤掛
世羅、塚本七海、社頭優花、1年岩佐純香）がグランプリ
を受賞した。
また、第15回神奈川県高等学校総合文化祭軽音楽コ
ンクール決勝が11月26日（日）に海老名市文化会館大
ホールで行われた。決勝には予選（県内高校軽音楽部所
属の150バンド参加）を通過した27バンドが出場し、本
校からは3バンドが選ばれた。結果は3バンドとも、
「専
門部会長賞」であった。次回はグランプリを受賞したい
と誓い合った。

短歌書道部活動報告
12月2日（土）に6年目を迎える「引地川とみどりの会」
主催の川掃除ボランティア活動が行われ、本校短歌書
道部が参加した。中村優奏（1－B）は神奈川新聞の取材
に対し、
「先輩たちが続けてきたことを、私も頑張って
次につなげていきたいと思っています。」と答え、その
様子が12月5日（火）の神奈川新聞朝刊に掲載された。

第4・5回学校説明会
12 月 2 日（土）、12 月 9 日
（土）に柏木学園高等学校学
校説明会を開催し、今年度
の学校説明会日程をすべて
終了した。どの回も参加中
学生・保護者で総合体育館
が一杯となる、充実した説明会となった。第1回から第
5回までの総参加数は2,705組（5,253名）となり、過去最
高を記録した。

佐藤宏拓穣教諭「剣道七段」祝昇段
全日本剣道連盟が主催す
る剣道七段の昇段審査が長
野県で実施され本校教諭の
佐藤宏拓穣教諭が合格率
15.7％の厳しい審査に合格
された。

柏木実業専門学校

研修センター

【経理実務コンクールを開催しました】
12 月 12 日（火）に 経 理 実
務コンクールを開催しまし
た。本 校 の 伝 統 あ る コ ン
ク ー ル で あ り、こ れ ま で
培ってきた知識・技術を全
学生が遺憾なく発揮しまし
た。成 績 優 秀 者 は 12 月 21
日（木）の冬季終業式で表彰を行いました。これをきっか
けとして、今後の勉学や自己研鑽に活かしてもらいたい
ものです。

【神奈川県委託訓練 9 月生修了式、11 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11月生入
校式が11月2日（木）
、9月生修了式
が11月30日（木）に行われました。
3 カ月間の訓練を終え、修了式
では各クラス代表者より謝辞をい
ただきました。再就職先でも活躍
していただきたいです。

【日本語スピーチ・カラオケコンテストを開催しました】
10 月 27 日（金）に や ま と
芸術文化ホール（シリウス）
のメインホールにて日本語
スピーチ・カラオケコンテ
ストを開催しました。
共に 1 月に行われる神奈
情報ビジネス科1年Ｄ組 SHERPA BUDDHI BAHADUR 川県専修学校各種学校協会
主催留学生スピーチ・カラオケコンテストの予選を兼ね
ての開催でした。今回は企業実習等でお世話になった企
業の方々を審査員としてお招きし、スピーチやカラオケ
を披露しました。多くの参加者の中から金賞の栄冠を勝
ち取ったのは以下の学生でした。
☆スピーチコンテスト金賞☆
情報ビジネス科 1 年 D 組
SHERPA BUDDHI BAHADUR
（ネパール・
仙台国際日本語学校出身）
タイトル『私の前章節』
☆カラオケコンテスト金賞☆
情報ビジネス科 1 年 C 組
PAIZA KUMAR
情報ビジネス科1年Ｃ組
（ネパール・横浜国際教育学院出身） PAIZA KUMAR
曲目『島人ぬ宝』
【企業実習へ行って来ました】
11 月から 12 月にかけて企業実習へ行って来ました。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や能力、心構えについて学び
ました。
［実習先］
大和商工会議所
（情報ビジネス科2年B組・C組）
野村證券株式会社 横浜支店
（情報ビジネス科 2 年 D 組・
経営経理研究科 2 年）
【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SINGH JYOTISHNA
（ネパー
ル・九段日本文化研究所日本語
学院出身）と姚婷婷（中国・アジ
ア国際語学センター出身）が選出され、伝達式を行いま
した。

【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、職業訓練科に関連する分野の職業人講
話授業を実施しています。キャリアアップ・キャリアチェン
ジを目指す受講生の人材を育成し、即戦力として活躍できる
よう支援しています。
〔職業人講話〕11 月、12 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〕
パーソルテンプスタッフ株式会社 厚木オフィス
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
株式会社ニチイ学館 藤沢支店
医療法人若葉会
横浜田園都市病院
医療法人社団総生会
社会福祉法人カメリア会
社会福祉法人誠幸会
社会福祉法人愛光会
社会福祉法人よつば会
パーソルテンプスタッフ株式会社による説明
【社会福祉会計簿記（12 月 3 日施行）認定試験対策講座開催】
10 月 22 日（日）
、11 月 19 日（日）の 2 日間にわたり社会福祉
会計簿記初級・中級コースの認定試験対策（無料）講座が実
施され、介護施設等の社会福祉法人に勤務されている方など
多数が受講されました。また、12 月 3 日（日）には認定試験も
実施されました。

初級講師

澤越先生

中級講師

竹田先生

【就職近況報告】
介護職員初任者研修科修了生
熊田 龍馬さん（平成 28 年 9 月修了生）
就職先
社会福祉法人大和清風会
特別養護老人ホーム サンホーム鶴間
毎日忙しく勤務していますが、ご利用者様に「ありがとう」
と言っていただけると嬉しく、やりがいを感じています。

今年度最終のオープンキャンパス
参加申込受付中
1 月 20 日（土）開催の第 7 回オープンキャンパス参加申込
受付中です。
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

修 学旅行
2年生は10月31日（火）
～11月3日（祝・金）の3泊4日 で、
沖縄へ修学旅行に行ってきました。久々に4日間全て晴
天に恵まれ、沖縄の絶景を満喫することができました。
平和学習として、ひめゆりの塔や旧海軍司令部壕を訪
れ、恩納村ではマリン体験としてバナナボートやシュ
ノーケリングで沖縄の海を肌で感じ、クラフト体験と
してビーチを散策して拾った貝殻等を使用し、アクセ
サリー作りを楽しみました。また、今年度も観光タク
シーでの班別行動を実施し、自分達で事前に綿密にプ
ランを立て、慣れない環境をプラン通りに行動すると
いう貴重な体験をしました。
この修学旅行で学年の絆もより深まったので、残り
の高校生活をみんなでより一層楽しく過ごしていきま
しょう。

全経簿記検定 1 級合格
11月26日（日）に実施した第188回全経簿記検定で、2
年B組近隆人君が1級会計・1級工業共に合格し、快挙
を成し遂げました。また1級会計では、2年B組藤井学君・
2年B組村上海翔君も合格しました。3人とも簿記部に
所属し、日々努力を積み重ねてきた結果です。今後も
合格者が増えるように、簿記部の活躍を期待しており
ます。

書道展特賞受賞
12月6日（水）～12月10日（日）に横浜市民ギャラリー
にて、第54回高等学校書道展が開催されました。本校
からは3年生が22名出品しました。その結果、3年A組
安藤司君と3年D組井上茜さんが特賞を受賞しました。
初出品での受賞となるので、今後も積極的に出品して
いきたいです。

スポーツ文化デー
卒業生による進路講話
12 月 1 日（金）に 1・2 年生を対象に、本校の卒業生を
招いて「進路講話」を行いました。昨年に引き続き 2 回
目の開催で、大学に通う先輩や専門学校に通う先輩、就
職している先輩より卒業後の現状や、高校生の頃にや
るべきこと等、実体験をお話しいただきました。
在校生は真剣な
表情でお話を聞
き、ワークシート
にたくさん記入を
していました。こ
れからの進路活動
に活かしてほしい
です。

年賀状作成教室
12月10日（日）に、ボランティア委員主催で「年賀状
作成教室」を開催しました。生徒の中には、地域のお
祭りボランティアで顔見知りの方がいたので、慣れ親
しんだ様子で楽しそうにお手伝いをしていました。
近隣の自治会の方々が中心に参加してくださり、今
年で3回目の参加となるご家族もいらっしゃるので、今
後もこの交流を大切にしていきたいです。

12月18日（月）に柏木学園総合体育館とグラウンドを
使用して開催しました。種目はバスケットボールとドッ
ヂボール・百人一首を行い、各種目の総合得点で競い
合いました。総合優勝は1年C組、学年優勝は2年生とい
う結果になりました。各クラスそれぞれ個性があり、
みんなで協力して楽しく取り組んでいました。このス
ポーツ文化デーを通して、更に団結力が高まったよう
に感じました。

生徒会選挙
平成30年度の新役員を決めるため、生徒会役員選挙
が11月10日（金）に行われました。今年度も大和市選挙
管理委員会の協力を得て、国政選挙で実際に使われる
投票箱等を使用し本格的な生徒会選挙を行いました。
選挙権が18歳からなので、この生徒会選挙で選挙のルー
ルやマナーを学んで、政治に自分の意見を反映させる
よう投票してください。新生徒会役員として選出され
たのは、以下のメンバーです。
会 長
副会長
書
会

記
計

岡崎
滝沢
江上
簑島
村上

優弥
祐也
諒
匡
海翔

12月3日（日）

この日のために一生懸命練習に取り組んできた子ど
もたち。当日はたくさんのお客さんの前でドキドキし
ていましたが、一人ひとり役になりきり、自信をもっ
て発表することができました。
保護者の皆様、温かい拍手とご声
援をありがとうございました。

幼稚園に一足早くサンタ
さ ん が やって きまし た!!サ
ンタさんを目の前にドキド
キ、ワクワクしながらも嬉しそうに話しかけていまし
た。サンタさんとお話するために「Good morning」
や「Good-bye」の英語も頑張って覚えて伝えていま
した

クリスマスの装飾

スノードーム作り

11月25日（土）親子でクリスマスオーナメントとス
ノードーム作りを行いました。幼稚園のもみの木に飾り、
点灯式も行いました。昼食の時間にはグループ毎にお弁
当を食べ交流を深め、作ったスノードームとオーナメン
トは持ち帰り皆
で楽しい時間を
過ごしま
した。

12月11日（月）に第7回スマイルクラブが行われま
した。今回は岡田先生による親子体操で楽しく体を動
かしたり、クリスマスに向けてクリスマスリース作り
を行いました。
未就園児・地域の方どなた
でも参加できるスマイルクラ
ブ。次回は、1月23日（火）で
す。1月10日（水）より電話に
てご予約を受け付けます。ご
参加お待ちしております。

在園児12月12日（火）
ある日幼稚園にサンタさんからの手紙が届き、その
日から子どもたちはクリスマス会をとても楽しみにし
ていました。
当日、サンタさんが登場
すると大喜びの子どもた
ち。一 緒に 写 真を撮った
り、プレゼントをもらい、
素敵な１日になりました。
未就園児12月13日（水）
近くで見るサンタさんに驚い
ている子もいましたが、一緒に
写真を撮ってプレゼントをもら
いました。皆で歌を歌ったり先
生の出し物も見て、楽しい時間
を過ごしました。

12月15日（金）幼稚園にたくさんのお父さん先生・
お母さん先生が来てくれました。子どもたちに大人気
のお父さん先生・お母さん先
生。一緒に遊んだり、お弁当
を食べたりと思い出に残る１
日となりました。

2018年の幕明けです。今年も幼稚園にお獅子が来て
くれました。近くで見るお獅子に驚いて泣きだしてし
まう子もいましたが、今年も健康で楽しく過ごせるよ
う全園児がお獅子に頭をかんでもらい、無病息災を祈
願しました。
1月15日（月）
今年もバザー収益による、杉山
兄弟のシャボン玉ショーを行い
ます。色々な形に変化したり、人
が入れるくらいの大きなシャボ
ン玉があったりと迫力があり楽
昨年度の様子
しめます。
ホールいっぱいのシャボン玉に子どもたちも大興奮
間違いなしです。
バザーにご協力いただきありがとうございました。

都筑ヶ丘幼稚園のホームページでは、毎日子どもたち
の様子を写真付きで掲載しています。
その他にもイベントのお知らせや日常の様子の動画、
また幼稚園の中も探索できますので、ぜひご覧下さい!!

新春のご挨拶
会員の皆さまには、昨年中はご支援・ご協力をいただき
ありがとうございました。
早いもので今年度も残すところあと少しとなりました。
3年生はあと2 ヶ月足らずで卒業ですね。人生の大きな
分岐点として、それぞれが違う道を歩んでいくことになり
ます。最後まで気を抜かずしっかりと勉強をし、友達との
大切な思い出作りをし、高校生活に悔いが残らないように
過ごしてください。
2年生はもうすぐ修学旅行ですね。楽しみながらも、そ
こでしか出来ない学びを全身で体験してください。昨年は
インフルエンザの流行もありましたので、くれぐれも体調
管理には気をつけてくださいね。

地図と国旗
アフリカのある国を訪れた政治家が、現地の親日家であ
る青年に、日本はどこにあるかと尋ねたところ、イタリアの
南にあると答え、日の丸の国旗も知らなかったので、常識を
疑ったという。日本人は世界の殆どの国の人が、日本の位置
も国旗も知っていると、思い込んでいるのだろうか？
日本のサッカーファンに、今度のＷ杯の対戦相手のセネ
ガルやコロンビアがどこにあるかと聞いたら、どれだけ答
えられるか、マラソンのウガンダも、野球のドミニカも然
り、まして国技である大相撲でモンゴルはともかく、三役
経験もある栃ノ心や臥牙丸の母国であるジョージアがどこ
にあるかは知らない人の方が多いと思う。更に国旗に至っ
てはヨーロッパの著名国ですら覚えているかどうか？

時の経つのは早いもので
日頃より、皆様におかれましては、PTA活動についてご
理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
まずは9月29日、30日に行われた紅葉祭では、日頃の成
果発表や模擬店運営など生徒たちが皆、積極的に取り組む
姿を拝見することができました。
また、私共PTAが出店させていただいた揚げ物の模擬
店も、お蔭様をもちまして前年に引き続き完売することが
できましたこと、重ねて御礼申し上げます。
さて、寒さが一段と身にしみる中、思い起こすと1年生
は見ると瞬く間に入学試験から1年近くが過ぎました。そ
して2年生は進路を決める大切な時期に差しかかっていま

あけましておめでとうございます
寒さが一段と身に染みるこの季節。
子どもたちの元気な声やあいさつと共に新年がスター
トしました。
12月には、たくさん練習をかさね、劇やダンスを披露し
たお遊戯会、みんなで一生懸命ついたおもちつき、サンタ
さんが登場したクリスマス会とたくさんの行事が行われ、
無事に終える事ができました。準備やご指導していただい
た先生方、ご協力いただいた保護者の皆様には心から感謝
申し上げます。

柏木学園高等学校後援会
1年生は進級に向けて、今この時間を無駄なく大切に過
ごしてくださいね。また、新入生を迎えるにあたり、先輩
になる心構えを持ちましょう。
保護者の皆さまにおかれましては、厳しい寒さが続きま
すので健康には十分ご留意いただき、また今年一年が幸多
き年でありますようお祈り申し上げます。
本年も役員一同力を合わせて子どもたちをサポートし
ていけるよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお
願いいたします。
後援会会長

沖田

恵子

柏木実業専門学校教育交流会
専門学校はアジア諸国からの留学生が多い。当然日の丸
を掲げた式典にも参加する。異国同士机を並べて学ぶこと
はお互いの国々を尊重する機会なのだ。
二つの三角形のヒマラヤの山地に太陽と月を模したネ
パールの国旗、留学生はそれに誇りをもって学んでいる筈
だ。他の諸国も同じである。留学生は一括りではない。先
ずその国の地図と国旗を知ろう。それは学生や苦労して教
える先生方だけでなく、学園を愛する役員や関係者の皆様
にもお願いしたい。
教育交流会会長

中川

光雄

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
す。でも大切なのは就職でも進学でも「自分をどれだけ活
かしていけるか。」だと思います。
3年生はもちろんのこと、生徒ひとり一人が将来、納得
できる道を選べる結果を迎えられるよう、心からお祈りい
たします。
そのために、今後も生徒たちが充実した「Yamasho life」
を送れるよう微力ながら力を尽くして参りたいとおもい
ますので、今後ともよろしくお願いいたします。
1年運営委員

村澤

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
子どもたちは、これから進級、卒園･入学とそれぞれ準
備が始まります。環境や心の変化を感じる事もあると思い
ますが、先生方やお友だちとたくさんの思い出を作ってほ
しいと思います。
父母の会活動も残りわずかとなりましたが、一日一日を
楽しく、過ごしていけるよう役員一同頑張っていきますの
で、本年もどうぞよろしくお願い致します。
父母の会会長

小菅

智美

平成30年1月 ～ 3月行事予定表
柏木学園高等学校
1/9

始業式

1/10 基礎力診断試験（1・2年）
相談日
1/16 放課後講習開始
1/17 校外清掃、相談日
1/18 後援会役員会
1/19 実用英語技能検定
1/22 推薦試験
1/24 校外清掃、相談日
1/29-2/2 期末試験（3年）
1/30-2/2 修学旅行（2年）
2/3

総合学力テスト
（1年アド、他任意）

2/4

センター早期対策
（2年アド、他任意）

2/7

相談日

2/10 一般入試Ａ（筆記）
推薦学力検査
2/11 一般入試Ａ（面接）
2/12 一般入試Ｂ
2/14 相談日
2/15 後援会役員会
2/21 相談日
2/23 3年生を送る会
2/25 日商簿記検定
2/28-3/6 期末試験（1・2年）
3/2

卒業証書授与式

3/7

相談日

3/14 相談日
3/15 後援会役員会
3/22 修了式

柏木実業専門学校
1/10
1/20

講義開始
第7回オープンキャンパス
全経社会人常識マナー検定
1/22-26 進級・
卒業試験
1/27 全経計算実務能力検定
1/29-2/23 検定授業週間
1/29-31 午後追試験
2/2
第3期推薦・
一般入試
2/3
全経文書処理能力検定
2/4
全経所得税法・法人税法・
消費税法能力検定
産能大科目修得試験
2/5
再試験者発表
2/7
午後再試験
2/11 秘書技能検定
2/13 特別試験者発表
2/18 全経簿記能力検定
2/21 日商販売士検定
2/24 全経電卓計算能力検定
2/25 日商簿記検定
2/26-3/15 進路活動週間
3/2
第4期推薦・
一般入試
3/9
卒業式
3/16 修了式
3/19 第5期一般入試

研修センター
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）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
1/16 （県委託訓練）1月生
職業人講話（西迫会計事務所）
1/29 （県委託訓練）11月生
調剤事務検定試験
1/30 （県委託訓練）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
2/2
（県委託訓練）1月生
職業人講話（佐々木行政書士事務所）
2/21 （県委託訓練）1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
2/28 （県委託訓練）1月生
医科医療事務検定試験
3/6-9 （県委託訓練）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
ル・リアンふかみ
3/27 （県委託訓練）1月生 調剤事務検定試験
3/28 （県委託訓練）1月生 介護事務検定試験
3/29 （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
1月生 修了式

大和商業高等専修学校
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⑭
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⑮
1/17-22 卒業試験
1/18 介護職員初任者研修⑯
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⑰
1/25 介護職員初任者研修⑱
1/26 生徒集会
1/30 一般入試願書受付開始
介護職員初任者研修⑲
2/1
介護職員初任者研修⑳
2/2
入試準備のため3限まで
2/3
一般入試
2/4
全経税務会計検定
2/5
委員会の日
2/6
介護職員初任者研修㉑
2/8
介護職員初任者研修㉒
2/9-16 検定特別授業
2/11 秘書検定
2/15 PTA運営委員会
2/18 全経簿記検定
2/20 介護職員初任者研修㉓
2/20-23 期末テスト
2/23 美化デー
2/24 全経電卓検定
2/25 日商簿記検定
2/26 ワープロ、デザイン、
スピード検定
2/27 介護職員初任者研修㉔
2/28 情報処理、プレゼン検定
3/1
介護職員初任者研修㉕
3/6
二次試験①
3/7
委員会の日
3/9
卒業式
3/12 防災訓練②
3/13 介護職員初任者研修㉖
3/14 入学者説明会
3/15 介護職員初任者研修㉗
介護職員初任者研修筆記試験
3/16 二次試験②
3/19 介護職員初任者研修㉘
介護職員初任者研修修了式
3/22 大掃除
3/23 修了式

都筑ケ丘幼稚園
1/9
1/10
1/11

始業式・獅子舞
懇談会・お楽しみ会
プレ保育たんぽぽ組・役員会
ケータリング（年長）
1/15 バザー収益還元ショー
1/16 誕生日会（ 1月）
・避難訓練
プレ保育たんぽぽ組
1/17 平成30年度新入園児体験保育
在園児休園
1/18-19 プレ保育たんぽぽ組
1/20 横浜市幼稚園研究大会
1/22 地域開放事業エアロビクス
川和東小学校交流会（年長）
1/23 クッキング保育（年長）
スマイルクラブ・プレ保育たんぽぽ組
1/25 川和小学校交流会（年長）
プレ保育たんぽぽ組
1/26・29・30 プレ保育たんぽぽ組
2/1
豆まき
2/2
午前保育
2/4
作品展
2/5
作品展振替休日
2/6
役員会・プレ保育たんぽぽ組
2/7
プレ保育たんぽぽ組
2/8
お店屋さんごっこ
2/9
避難訓練・プレ保育たんぽぽ組
2/13 個人面談・午前保育
プレ保育たんぽぽ組
2/14 個人面談・午前保育
2/15・16 個人面談・午前保育
プレ保育たんぽぽ組
2/19 予算総会・地域開放事業ヨガ
2/20 クッキング保育（年中）
スマイルクラブ・プレ保育たんぽぽ組
2/21 一日入園及び教材渡し
在園児休園
2/22 ダディー＆マミー
プレ保育たんぽぽ組
2/23 クッキング保育（年少）
プレ保育たんぽぽ組
2/26 観劇会
2/27 誕生日会（2月）
3/1
お別れ会
3/2
ひな祭り会
3/5
卒園式予行
3/6
誕生日会（3月）
避難訓練・プレ保育たんぽぽ組
3/7
懇談会（年長）
3/8
プレ保育たんぽぽ組
3/9
午前保育・プレ保育たんぽぽ組
3/10 卒園式
3/13 スマイルクラブ・プレ保育たんぽぽ組
3/14 懇談会（年中・年少）
3/15-16 プレ保育たんぽぽ組
3/19 平成30年度たんぽぽ組体験保育
3/20 修了式・午前保育
3/22・23 平成30年度たんぽぽ組体験保育

学

園

本

部

1/9
職員仕事始め
3/2
7/10 ～高等学校卒業式
教職員健康診断
3/9
専門学校・大和商業卒業式
9/1 幼稚園卒園式
教職員意向調査
3/10
3/26
9/15 役員会
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

