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雇用の秋に備える
秋も深まってきました。秋は収穫の季節です。実りの秋がもたらす味
覚に舌鼓を打つ喜び、そろそろ鍋物がおいしくなる頃です。
読書を楽しむ季節とも言えます。秋の夜長を本の世界に引き込まれ、
気づくと真夜中になっていたという経験を持つ人もいることでしょう。
最近、書店をのぞくと、未来社会を扱った本が多く目につきます。
横積みされた本の帯には、人工知能やロボット、IoT【Internet of
Things】など、社会を変革させる系統の本が並べてあり、そこには
私たちの生活様式が激変すると書かれています。
これまでにも大きく変化した事例はあります。時代と共に、古いもの
が消えて、新しいものに移り変わっているのです。
たとえば電話機。昔は電話のある家は珍しく、公衆電話まで出かけた
ものでした。やがて各家庭に電話が普及しますが、携帯電話の登場
で固定電話の役目は薄れました。その携帯電話も、データーのやりとり
や世界中のニュースを瞬時に入手できるスマートフォンにとって代わられ
ています。
買物も、昔は肉屋とか八百屋などの小売店で買いましたが、今はスー
パーマーケットですべてが揃います。さらに、消費者がネットを通して
商品を買うようになり、大型店舗は危機感を持っています。アメリカで
小売業大手のシアーズや玩具販売のトイザらスが業績悪化で経営破
綻したのはつい最近のことです。
時代の変化に対応できなければ、企業には致命傷となるのです。
当然、他の業種でも同じことが起きていくことでしょう。また、働く側も

柏木実業専門学校

校長

桐野 輝久

会社を慎重に選ばなければいけない時代に入ったのです。
少子高齢化が進む中で、経営は順調でも人手確保ができずに廃業
する会社があります。人手不足が深刻さを増しているのです。その人
手不足解消のために、女性や高齢者の活用や外国人労働者の需要
が高まるなど、少子高齢化社会がもたらす人材難を真剣に考えなくて
はならないのが日本の現状です。
ただ、ここで見過ごしてはいけない点があります。今でこそ人手不
足が深刻化していますが、東京オリンピックが終わると雇用環境は一
変し、逆に人余りになるとの予測があるのです。それは、人を雇用せ
ずに AI やロボットに切り替えていくという考え方です。コンビニエンス
ストアでも人手不足解消のためロボット化が進められており、店員のい
ない店舗が実験的に営業を始めています。携帯電話やスマートフォン
が爆発的に普及したように、人手いらずの会社が急激に増えるかもし
れません。
雇用状況にもいずれ秋がやってきます。それは働く者にとって厳しい
冬の時代の訪れとなります。働きたくても仕事がない時代になったとし
たら、どうすればいいのでしょう。
指示待ちで言われた通り働くのではなく、自発的に考え行動する姿
勢が問われる時代がやってきます。そのために、日頃からスキルの向
上に努めなくてはいけないのです。
社会に求められる人材でありさえすれば、どのように社会環境が変
化しても、仕事に恵まれることでしょう。

柏高祭

陸上競技会

9 月 14（金）、15 日（土）に 文 化
祭が行われた。今年はスローガン
に「刻め平成最後の青春 !! 目指せ史
上最高の文化祭 !!」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。初日は好天に恵まれたが
２ 日 目 は 雨 模 様 と な っ た。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
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 3 0 日（木）に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（3－ E）
【 優 秀 賞 】 内藤ことね（3－ K） 髙木優希人（3－ F）
大久保紀花（3－A） 浅井 良太（3－A）
佐々木優音（3－A） 金子 颯馬（2－ C）
空（1－ I ）
新開 瑠香（2－A） 小名
武田 悠太（2－A）
【 努 力 賞 】 芳賀
巧（2－A） 加藤 有理（2－ E）
心（1－A）
島谷 明美（3－ D） 宮坂
河野
礼（3－A） 岩田果沙音（1 － I ）
原田 歩実（3－ E） 藤掛 世羅（3－ B）
柳澤 綾香（1－ I ）

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4位、男子シングル
スで安藤大輝（1－ H）、男子ダブルスで北野（1－ G）
・松
本（1－ F）ペアが5位、奥井（2－ B）・安藤（1－ H）ペアが
6位、女子団体が6位、女子シングルス田澤未陽（1－ A）
が4位、5種目において県大会出場を決めた。

9 月 28 日（金）に大和スポーツセンターにおいて、第
11 回陸上競技大会が行われた。好天に恵まれ、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

谷

友仁（2－D） 花田

200ｍ走

吉田

未頼（1－D） 風間

栞（1－ I ）

400ｍ走

橋口

智輝（2－E） 折原

千広（3－G）

1500ｍ走

森貞

瞬（2－ I ）

走り幅跳び

岩澤

航也（2－H） 笹

走り高跳び

岩田

朋也（3－ I ） 小島李里花（3－D）

砲丸投げ

岡田

遼河（2－ I ） 中澤

瑠奈（3－ I ）

ジャベリックスロー 唐澤

颯（3－G） 岡西

芽衣（3－C）

クラス対抗リレー

真池（1－D）

樹莉（2－E）

3年G組

軽音楽部活動報告
9月23日（日・祝）に日本ギター連盟主催の「全国中学
校・高等学校ギター部＆軽音楽フェスティバル2018」が
専門学校国際新堀芸術学院で開催され、全国から数多く
の中学や高校が参加した。その中で本校から3バンドが
予 選 を 突 破 し、3年 と2年 の 男 女 混 合 バ ン ド「NO
NAME」
（3年藤掛世羅、社頭優花、2年清水健太、鹿沼龍
生）が金賞を受賞した。またベストギタリスト賞には2
年と1年の女子バンド「Bloody Angel」から1年の執行理
奈が選ばれた。2年生バンドの「病溺恋罪」は審査員から、
独創的な音楽性に対して高い評価を得た。

第１回学校説明会

10 月 20 日（土）に柏木学園高等学校第 1 回学校説明会
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。

演劇部大会報告
10月21日（日）に行われた第55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「神さま事情」を上
演し好評を博した。

学校説明会のお知らせ

第2回：11月 3日（土・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。
第3回：11月17日（土）
ホームページ：https://www.kashiwagi.ac.jp/
第4回：11月23日（金・祝）
第5回：12月 1日（土）
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。
第6回：12月 8日（土）

柏木実業専門学校
【平成３０年度紅葉祭を開催しました】
9 月 28 日（金）
、29 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。
１学年はクラスごとの参
加となり、舞踊や歌の生演
奏を披露したクラス、日本
の縁日をイメージして射的
や輪投げなどを出展したク
ラス、また、中国・ネパール・
スリランカ・ベトナム・日
本・インド・ペルーの全７カ国の学生が、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、洋菓子（デ
コレーションケーキ・ドー
ナツ）とお茶の販売を行い
ました。また、IT研究会は
昨年から制作を進めていた
RPGゲ ー ム の 体 験 をPC室
で行いました。
2 学年は国ごとの参加に
なり、ネパール人留学生は 3 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（カレー風
味の野菜炒め）とセルロティ（ドーナツ）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、餃子の販売を、ベ
トナム人留学生を中心としたチームでは、フォーガ（ベトナ
ム麺）の販売を行いました。
スリランカ人留学生は、スリランカで日常的に食べられてい
るロティとセイロンティーの販売を行いました。
【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 12 日（金）にやまと芸術文
化 ホ ー ル（シ リ ウ ス）の メ イ ン
ホールにて平成 30 年度校内日本
語スピーチ・カラオケコンテス
トを開催しました。
これは 1 月に行われる神奈川県
情報ビジネス科1年A組
専修学校各種学校協会主催留学
UTEKAR AMIT BALIRAM
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。今年も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。
また紅葉祭でも登場したネパールダンスやネパール民謡、
ベトナム民謡の発表も行われました。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す。
✧スピーチコンテスト金賞✧
情報ビジネス科 1 年 A 組
UTEKAR AMIT BALIRAM

（インド・九段日本文化研究所日本語学院出身）
タイトル『失敗を繰り返すことで成功に至る』

【神奈川県委託訓練 9 月生入校式、7 月生修了式】
9月3日（月）に 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 の 入 校 式、9月28日
（金）に修了式が行われました。
訓練受講を機に、再就職への１
歩を踏み出していただきたいです。
【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、就職支援授業として訓練科に関連する
分野の職業人による講話を実施しています。
〔職業人講話〕
佐々木行政書士事務所
佐々木新一先生（経理分野）
社会福祉法人緑樹会（介護分野）
株式会社アスモ介護サービス
（介護分野）

佐々木新一先生による講話授業

〔企業等説明会〕学校内で企業等説明会も実施しています。
医療法人若葉会、医療法人社団総生会、社会福祉法人中心会、
社会福祉法人二津屋福祉会、社会福祉法人愛成会、社会福祉
法人愛光会、社会福祉法人山中福祉会、社会福祉法人聖テレ
ジア会、株式会社ソラスト、株式会社日本教育クリエイト、
株式会社ニチイ学館、パーソルテンプスタッフ株式会社

二津屋福祉会による説明

聖テレジア会による説明

中心会による説明

【就職近況報告】

介護職員初任者研修科修了生
宮川 裕子さん（平成 29 年 11 月修了生）
就職先
医療法人若葉会 横浜田園都市病院
病院にて介護職として勤務していま
す。訓練で学んだ知識や技術が、即戦力
として日々の業務に活かされている事を実感しています。周り
の職員の皆さんに助けていただきながら毎日頑張っています。
介護職員初任者研修科修了生
横山 安彦さん（平成29年11月修了生）
就職先
社会福祉法人愛成会 ヴィラ愛成
グループホーム・小規模多機能型居宅介
護事業所にて勤務しています。ご利用者様
との食事やレクリエーション等、日常のふれあいを大切に、取り組ん
でいます。明るい笑顔をモットーに元気いっぱい頑張っています！

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

✧カラオケコンテスト金賞✧
情報ビジネス科 2 年 D 組
DANG DUY ANH

（ベトナム・翰林日本語学院出身）
曲目『ひまわりの約束』

研修センター

情報ビジネス科2年D組
DANG DUY ANH

【研修旅行に行きます】
今年は 12 月 6 日（木）から 7 日（金）にかけて山梨方面へ研
修旅行に行きます。1 年生・2 年生問わず、先生や学生との交
流を深める機会にしてほしいです。

12月15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26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18 回 紅 葉 祭 開 催
9月28日（金）
・29日（土）の2日間にかけて「紅
葉祭」が開催されました。今年のテーマは「春
夏秋冬」で各階を季節毎に装飾しました。
1日目は保護者・卒業生のみ、2日目は一般
公開され、多数の方にご来校いただきました。
また、コンテストの結果は以下の通りです。
ミス大和商業の部
優勝3B（吉田）
マネキンコンテスト 優勝3A（徳光・中村）
クラスＴシャツコンテスト 優勝1B
腹筋コンテストの部 優勝2B（曹）
変顔コンテストの部 優勝3C（黒田）

書道コンクール受賞
8 月に行われた第 49 回神奈川県高等学校教育
書道コンクールで本校の生徒が多数受賞しました。
1 万点を超える作品の中で 400 名しか選ばれな
い奨励賞を 3C 前田愛さんが受賞しました。
奨励賞
1名
特選
17 名
秀作
28 名
佳作
10 名

救命救急講習
10 月 19日（金）に大和市消防本部の方ご指導の
もと、救命救急講習がありました。心肺蘇生法
やＡＥＤの使い方を身に付けました。

進路状況
夏休みの面接特訓の結果。進路内定の朗報が続々
と届いております。おめでとうございます。
大

学（１名）
文教大学経営学部

専門学校（10 名）
柏木実業専門学校
日本自動車大学校、バンタンゲームアカデミー
横浜リゾート＆スポーツ専門学校
アルファ医療福祉専門学校
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
横浜デジタルアーツ
新横浜歯科技工士専門学校
就
職（15 名）
（株）栄和産業、図南鍛鋼（株）
ＡＬＳＯＫ神奈川（株）、（医）智泉会
佐川印刷（株）
、
（株）山紀、
（株）カジノヤ
（株）ＡＲＭ’Ｓアームス在宅支援センター
（株）日本ライフデザインホームベルビルガーデンやまと
（医）三思会なでしこの里リハビリひらつか
（株）ユニカフェ神奈川総合工場
東京ガス横浜中央エネルギー（株）
保安道路企画（株）、（株）山勝、（医）昌栄会

授業参観
10月5日
（金）
に授業参観が行われました。
ご来校頂い
た59名の保護者の皆様、
どうもありがとうございました。

ふれあい広場ボランティア
10 月 14 日（日）に第 34 回大和ふれあい広場の
模擬店に「めざせ体験マスター（電卓体験）」を出
店しました。生徒と子ども達が一生懸命電卓を叩い
て競争をしました。

大和市青少年善行ほう賞
10 月 27 日（土）に第 46 回大和市青少年健全
育成大会が行われ、本校が「大和市青少年善行
ほう賞」を受賞しました。この賞は、「青少年
の善意をのばし、自信を深め、明るい社会を建
設する心を育てていくことを目的とした賞」で
初受賞となります。

体 験 入 学

受付開始
終了時刻

9：00
12：00

第5回 11月10日
（土） 第8回 12月 9日
（日）
第6回 11月24日
（土） 第9回 1月12日
（土）
第7回 12月 1日
（土）
内容
・オリジナルうちわやカレンダー作成 等
・車いす、ベッドシーツ交換、
視覚障害者支援方法等の介護方法

10月13日（土）

10月6日（土）

川和中学校にて

川和小学校にて

晴天の中、運動会が開催さ
れました。皆様の温かい応援
や沢山の拍手が子どもたち
の自信へ繋がりました。
そして、今までの練習の成
果を発揮する事ができました。
〈ゴールに向かってレッツゴー！！〉
年少組

この日のために日々、一生懸命練習を重ねてきまし
た。今年は「大丈夫」
「ひまわりの約束」の2曲を発表し
ました。たくさんのお客さんの前でドキドキしていま
したが、大きく口を開けて元気よく歌いました。
たくさんの拍手を頂
き、子どもたちもとても
嬉しそうでした。

担任の先生の所へ、最後ま
で走り切る事ができました。

〈遊戯 こぶたのピクニックサンバ〉
頭にはこぶたのお面、腕には鈴を
付けて元気いっぱい踊りました。
〈パラバルーン〉
年中組

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 ブンブンパラダイス〉
ポンポンを持って力強く踊りまし
た。大きな掛け声が印象的でした。
〈組体操〉
年長組

全員で力を合わせて、一つひ

10月16日（火）
「よいしょ！よいしょ！」と小さいお芋か
ら大きいお芋まで一生懸命掘り、大興奮の
子どもたち。やはり、自分たちで掘ったお芋
は格別！！
子どもたちのお弁当に
も お 母 さ ん が 作 っ た、と
ても美味しそうなお芋の
料理が入っていました。
11月6日（火）には芋ほり
のお芋でさつまいもパー
ティーを行い園児全員で美味しく食べます。

とつの技を格好良く決めました。

〈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。

毎月行われる親子で参加でき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絵本の読
み聞かせ、季節に合わせた製作活動等充実した保育内
容となっています。
次回は11月27日（火）に実施します。是非、遊びに来
て下さい。

10月は運動会を始め、沢山の行事がありました。ク
ラスでは様々な製作を行い、11月にはクリスマス飾り
の製作もあり、自分だけの可愛い作品に仕上げる事が
楽しみです。
平成31年度入園願書受付は11月5日（月）10時か
らとなります。

対象年令 平成28年4月2日生～平成29年4月1日生、
4月より入園でき、バス送迎や給食にも対応します。
電話にて受付予約開始をしています。願書受付は11月
7日（水）14時からとなります。

10月20日（土）
様々な模擬店やゲームコーナーなど、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
小学校特別和太鼓クラブの皆様、川和高校吹奏楽部の皆
様の演奏や、先生たちによる出し物が大好評で、今年もと
ても盛り上がりました。
ご協力頂いた本部役員
さん、実行委員の方々、本
当にありがとうございま
した。

11月
1日（木）平成 31 年度
入園願書受付
5日（月）平成 31 年度
たんぽぽ組入園願書受付
6日（火）誕生日会
さつまいもパーティー
7日（水）平成 31 年度
2才児教室願書受付
17日（土）親児の会
27日（火）スマイルクラブ
28日（水）お楽しみ会

12月
2日（日）お遊戯会

4日（火）誕生日会

6日（木）おもちつき

10日（月）スマイルクラブ
11日（火）クリスマス会

12日（水）未就園児クリスマス会

14日（金）ダディー＆マミー
20日（木）終業式

柏木学園高等学校後援会
いつのまにやら秋も深まり、実る果実も大きく
太って鮮やかな色を見せる時期となりました。9月
の文化祭で恒例の豚汁とおにぎりは行列ができる
ほどの人気で完売いたしました。後援会冥利に尽き
る思いでございます。他に陸上競技会での麦茶の振
る舞い、10月には救命救急講習、そしてふれあいパ
トロールでは下校時の子どもたちの見守りも先生と
ともに行いました。日頃の様子などが垣間見られる
良い機会となりました。また、パシフィコ横浜で開

明治維新から150年
今年はＮＨＫの大河ドラマで、西郷どんが放映さ
れています。1867年に260年余り続いた江戸幕府が
滅亡し、15代将軍徳川慶喜は1866年に将軍職を継
いだが、翌年に大政を奉還し、政権を朝廷に返上し
ます。
1867年12月天皇の名により、王政復古の大号令を
出し、翌年五か条の誓文を宣布、明治と改元、江戸
を東京と改めて遷都、その治政下に廃藩置県（西郷
隆盛が中心となって政府直属の兵士を集め計画を
断行する）
、憲法発布、議会招集、教育勅語発布など
万般の新制が定められ近代化が進められました。

文化祭を終えて
寒さも日に日に厳しくなり、新しい年を迎える準
備を始める時期になりました。9月28日（金）
、29日
（土）の二日間、今年入学した我が子にとっては、初
めての文化祭が無事に終わりました。食べ物屋さん
が多く、
「あれも。これも！」とたくさん食べ、コンテ
ストや催し物など、とても楽しかったようです。普

運 動 会 、バ ザ ーを 終 え て
様々な色の落ち葉が舞い落ち、朝晩の冷え込みが
秋の訪れを感じさせてくれます。
幼稚園では、1年の中で最も大きな行事である運
動会、そしてバザーが行われました。
10月6日（土）川和小学校の校庭をお借りしての
運動会は、今年は台風の接近もあり天候が心配され
ましたが、子どもたちの願いが届いて良いお天気に
なりました。年少組の玉入れ、可愛らしいお遊戯、
年中組の障害物競走、クラス全員で力を合わせたパ
ラバルーン、年長組は一学期から練習を重ねてきた
組体操・鼓笛・リレーと一生懸命頑張りました。子
どもたちの成長した姿、今までの練習の成果を見る
ことができ、感動いたしました。運動会当日まで熱
心にご指導いただきました先生方、誠にありがとう
ございました。
10月20日（土）に行われたバザーにつきましては、

催された私学振興大会にも役員が参加いたしまし
た。この後も公開授業や芸術鑑賞会など、子どもた
ちの様子がわかる行事が続きます。是非ご参加くだ
さい。長い暑さの後の急激な冷え込みに体調を崩さ
れている方も多いようです。皆様どうぞご自愛くだ
さい。
後援会会長

蓬田

ひろみ

柏木実業専門学校教育交流会
中央集権体制とともに欧米諸国に肩を並べる強
い資本主義国家を目指すため富国強兵策、近代産業
の育成が政府主導で急速に進められました。郵便制
度、鉄道網、海運業、製糸業、紡績業など、近代化の
為、欧米諸国から技術者、学者、教師など多くの外
国人を高給な報酬で雇い入れました。かくして日本
の近代化は明治以降数々の問題を乗り越えて、明
治、大正、昭和、平成と150年の時を経て、来年5月
以降の新元号に改元される事になります。
教育交流会会長

田部井

信夫

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
段とは、また違う輝いた表情を見せた子どもたちの
ために、私も頑張ろうと気持ち新たになれた文化祭
でした。
ＰＴＡ運営委員

井山

邦子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
保護者の皆様にご協力いただいた寄贈品の販売や
模擬店には、多くの方にお越しいただきました。川
和小学校和太鼓クラブ、川和高校吹奏楽部の演奏、
先生方の出し物で会場も盛り上がり楽しい一日と
なりました。また、12月にはお遊戯会、おもちつき
が開催されます。なお、バザー収益金につきまして
は子どもたちのために役立てられ、来年の1月に開
催される「杉山兄弟のシャボン玉ショー」等の事業
に還元される予定です。
新年度が始まり、夕涼み会、運動会、バザーと大
きな行事を無事に終えることができました。園長先
生を始め、諸先生方、保護者の皆様のご理解、ご協
力のお陰と感謝しております。
父母の会会長

髙橋

ちひろ

平成30年11月 ～平成31年 1月行事予定表
柏木学園高等学校
10/30-11/2 修学旅行（2年）
11/3

第2回学校説明会

11/5-26 学び直し・学力向上補習期間
11/7

相談日

11/10

公開授業・保護者会

11/12

振休

11/14

芸術鑑賞会・相談日

11/16 語彙・読解能力検定（1年）
11/17

第3回学校説明会
総合学力テスト（2年アド、他任意）

11/18 日商簿記検定
11/21 生徒会選挙・立会演説会
相談日
11/23

第4回学校説明会

11/26

期末試験日程発表

11/28

相談日

11/30

文書デザイン検定

12/1

第5回学校説明会

12/3-6 期末試験
12/7

試験予備日
情報処理検定（表計算）

12/8

第6回学校説明会

12/10

生徒普通救命講習

12/11-13 学年行事
12/18-26 2学期末補習期間
12/19

相談日

12/21

終業式、大掃除、ＬＨＲ

1/8

始業式

1/9

基礎力診断テスト（1、2年）
実力判定（2年アド）
授業開始（3年）

1/10

授業開始（1、3年）

1/16

相談日

1/21

推薦入試準備
期末試験日程発表（3年）

1/22

推薦入試

1/23

相談日

1/25

実用英語技能検定（アド＋希望者）

1/28-2/1 期末試験（3年）

柏木実業専門学校
11/3
11/4
11/11
11/15
11/18
11/25

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
全経簿記能力検定、
ビジネス電話実務検定
11/26 紅葉祭代休、
第2期推薦・一般入試
12/1
全経電卓計算能力検定
12/2
産能大科目修得試験
12/6-7 研修旅行
12/8
全経コンピュータ会計能力検定
12/15 第6回オープンキャンパス
12/18 経理実務コンクール
12/20 講義終了・大掃除
1/8
講義開始
1/19
全経社会人常識マナー検定、
第7回オープンキャンパス
1/22-28 進級・卒業試験
1/26
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
11/1

（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
9月生 医科医療事務検定試験
11/4
社会福祉会計簿記
初級・中級認定試験及び試験対策講座
11/27 （県委託訓練）11月生 職業人講話
（相鉄リフォーム株式会社）
11/13-16 （県委託訓練）9月生 介護実習
サンホーム鶴間／しょうじゅの里大和
ひまわりの郷／グリーンライフ湘南
わかたけ青葉／ロゼホームつきみ野
ハッピーデイズ高座渋谷／和喜園
ラヴィーレ高座渋谷
11/20 （県委託訓練）9月生 調剤事務検定試験
11/29 （県委託訓練）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
12/5 （県委託訓練）11月生 職業人講話
（西迫会計事務所）
（株式会社ソラスト 横浜支社）
12/13 （県委託訓練）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）
11月生 医科医療事務検定試験
1/4
（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1月生 入校式
1/10-16 （県委託訓練）11月生 介護実習
サンホーム鶴間／しょうじゅの里大和
ひまわりの郷／グリーンライフ湘南
わかたけ青葉／ロゼホームつきみ野
ハッピーデイズ高座渋谷／和喜園
ラヴィーレ高座渋谷
1/21 （県委託訓練）11月生 調剤事務検定試験
1/29 （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

大和商業高等専修学校
10/31-11/3 修学旅行
11/5 振替休日（2年）
11/6 介護職員初任者研修6
11/7 委員会の日
11/8 介護職員初任者研修7
11/9 生徒会役員選挙
11/10 体験入学⑤
（AM）
秘書検定（PM）
11/12-15 推薦願書受付②
11/13 月曜授業
11/15 PTA運営委員会（研修会）
11/16-21 検定特別授業
11/17 推薦入試②
11/18 日商簿記検定
11/24 体験入学⑥
11/25 全経簿記検定
11/27 介護職員初任者研修8
11/29 介護職員初任者研修9
12/1 体験入学⑦
（AM）
電卓検定（PM）
12/4 介護職員初任者研修10
12/4-7 期末テスト
12/5 情報処理・プレゼンテーション検定
12/7 美化デー
12/8 コンピュータ会計検定
12/9 体験入学⑧
12/10-13 推薦願書受付③・復習授業
12/11 ワープロ・デザイン・スピード検定
介護職員初任者研修11
12/12 後期スクーリング（1・2年）
12/13 介護職員初任者研修12
委員会の日
12/14 介護職員初任者研修13
校内進路ガイダンス（1年）
12/15 推薦入試③
12/17 スポーツ文化デー
12/19 進路ガイダンス（1・2年）・保護者会
12/20 大掃除・介護職員初任者研修14
12/21 終業式
1/8
始業式・PTA新年会
1/9
平常授業開始
1/9-16 あいさつ週間
1/10 介護職員初任者研修15
渋谷中学まなび場Jr
1/11 委員会の日
1/12 体験入学⑨
1/15 介護職員初任者研修16
1/15-18 推薦願書受付④
1/16-21 卒業試験
1/17 介護職員初任者研修17
1/19 推薦入試④
1/22 介護職員初任者研修18
1/24 介護職員初任者研修19
1/25 生徒集会
1/2-18 一般入試願書受付
1/29 介護職員初任者研修20
1/31 介護職員初任者研修21

都筑ケ丘幼稚園
11/1

11/5
11/6
11/7
11/13
11/15
11/16
11/17
11/21
11/22
11/26
11/27
11/28
11/30
12/2
12/3
12/4
12/5
12/6
12/8
12/10
12/11
12/12
12/14
12/20
1/3
1/4
1/7
1/8
1/9
1/15
1/16
1/18
1/21
1/22
1/28
1/31

平成31年度入園願書受付
在園児休園
月謝引き落とし日
役員会
平成31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
平成31年度2歳児教室入園願書受付
避難訓練
お遊戯会第一部予行練習
お遊戯会第二部予行練習
お遊戯会第三部予行練習
親児の会
面談日
予行予備日
12月役員会（たんぽぽ）
スマイルクラブ⑤
お楽しみ会
午前保育
お遊戯会
月謝引き落とし日
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⑥・避難訓練
地域開放ポップアップ
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
終業式・午前保育
預かりなし
月謝引き落とし日
始業式・獅子舞
役員会・ケータリング（年長組）
お楽しみ会・懇談会
バザー収益還元ショー
平成31年度体験保育
在園児休園
地域開放ヨガ
誕生日会（1月）
・避難訓練
クッキング保育（年長組）
地域開放エアロビ
スマイルクラブ⑦
地域開放エアロビ
豆まき

学
11/3
12/21
12/26
1/7

園

本

部

湘南そろばん塚顕彰会
役員会
職員仕事納め
職員仕事始め

○学園本部：高村・金久保

○柏木高校：本田・湯川

○柏木実業：伊藤（史）・柏木

○幼 稚 園：中世古・栁・根本・海野・水野・山口・稲井・髙田・石橋・八木

○大和商業：天野・榎本・高橋・大石・岩城・吉田・永田

