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「己亥（つちのと・い）
」

新年あけましておめでとうございます。
年頭に際し、皆様にとりまして輝かしい年でありますようお祈り申し上げます。
学校法人柏木学園

2019年は、
「己亥（つちのと い）
」の年となります。
「己」
は草木が十分に生い茂って整然としている状態。自己現実
から人・社会への貢献へと変わる時期です。つまり、完成
した自己や成熟した組織が、足元を固めて、次の段階を目
指す準備をする年なのです。
「亥」は草木が枯れ落ちて、種の内部に草木の生命力が
こもっている状態を意味しています。発芽に備えてエネル
ギーを貯める時期です。植物の成長としては、葉っぱも花
も散ってしまい、種に生命を引き継いだ状態が「亥」です。
亥の年は、翌年から始まる次の種の成長に備えて、個人
は知識を増やす、精神を育てる。組織は、人材育成や設備
投資、財務基盤を固めるなど、外に向けての活動ではなく、
内部の充実に心がける良い年です。
亥年は選挙の年、また災害に備える年です。火山帯の上
にある日本は、昔から大きな地震にたびたび見舞われてき
ましたが、なぜか亥年に地震が多いと言われています。
今後発生が懸念されている南海トラフ地震等に備え地
震対策を強化すべき年でしょう。
気候に関しましては、温暖化の影響から大気が不安定に
なり、豪雨や台風の影響による水の災害も心配されます。
自然災害はいつ起こるかわからないものです。防災の意識
を強く持ち、しっかり備えることを大切にして下さい。
平成最後の2018年は色々な出来事がありました。災害
級の記録的な豪雨や猛暑、北朝鮮が非核化を約束・11年
ぶりの南北首脳会議、公文書問題（森友学園・加計学園）
、
スポーツ界のパワハラ問題（日大アメフト部・日本レスリ
ング協会・日本体操協会・日本相撲協会）
、AIの進歩、北
海道南西部で最大震度７の地震、アメリカと北朝鮮の首脳
会談など多くのニュースがありました。
本年（2019年）5月1日から新天皇が即位されて平成から
新元号に変わります。

修学旅行

柏木学園高等学校

研修旅行

柏木実業専門学校

理事長

柏木照正

国内経済では、新時代への期待感が一気に高まります。
人工知能をはじめ、これまでの人の経験や感覚に頼ってき
た分野のデジタル化、機械化が益々進みます。家電などに
も近未来的な新商品が目立ち、異種分野の技術を組み合わ
せたハイブリッドの新しい製品やサービスの開発も進む
でしょう。また、今年は日本でラグビーワールドカップ、
2020年には東京オリンピックが開催され「スポーツ」への
注目度が上り、国内のスポーツイベントがこれまで以上に
盛り上がりを見せます。加えて新しい商業施設が増えるた
め、社会経済に変化が生じます。
日本全体が変わる変化の年となり、同時に私たちの生活
も大きく変わっていくことでしょう。変化する年であるな
らば、自分の中に秘めている力を信じて、幸せになるよう
新年の誓いを立て、常に前向きに自分から取り組んでいき
ましょう。
さらに、秋に予定されている消費税の引き上げでは、日
本は大きな節目の年を迎えます。その中で「幼児教育の無
償化」が本格的に始まります。また、2020年には全国の都
道府県すべてにおいて人口減少が起こるとされており、少
子超高齢社会への対応と人材不足による労働者の獲得に
おいて問題が深刻化していきます。
新しい年を迎え学園は「柏木学園総合発展計画21」第Ⅴ
期事業計画（2019年～2023年）を進めていきます。今後も
時代の変化にも柔軟に対応できる質の高い教育を推進し、
未来を担う若者の育成に努めていく為の計画を進めて参
ります。
2019年が皆様にとりまして喜びと幸せに満ち溢れた素
晴らしい年となりますよう、心からお祈り申し上げますと
共に、学園への更なるご支援ご協力を賜りますようお願い
致します。

修学旅行

大和商業高等専修学校

獅子舞

都筑ヶ丘幼稚園

芸術 鑑 賞 会

２学年

11 月 14 日（水）に 芸 術 鑑 賞 会 が 実 施 さ れ た。今 年 で ２
年目を迎える大和市文化創造拠点シリウスにて、神仙国
際雑技団による華麗で妖
艶 な 演 技、高 度 な 曲 芸、
また世界チャンピオンに
よる最高峰の技術を直接
体感し、手に汗握る迫力
で感動の坩堝となった。

修学旅行

10 月 30 日（火）～ 11 月 2 日（金）の日程で長崎の修学旅行
を実施。
長崎に伝わる伝統文化「ペーロン」体験、ハウステンボスで
の English Program、世界遺産を巡る「長崎市内班別自由行動」、
長崎原爆資料館など思い出深い修学旅行となった。

生 徒会 役 員 選 挙
11月21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との同選挙
管理委員の市川 晋さんに協力を得て、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。
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
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土志田侑舞（2
熊王 士騎（2
後藤 海都（1
深尾 直杜（2
広兼 知樹（2

年）
年）
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年）
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高大 連 携 協 定 式

横浜薬科大学と柏木学園高等
学校は互いに幅広く連携し活動
していくための高大連携協定式
を行った。
ノーベル物理学賞を受賞して
いる江崎玲於奈学長と本校坂本
司校長は共に協定書にサインを
し、今後の連携を約束した。

普通 救 命 講 習

12 月 7 日（金）に大和市消
防本部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。

2学年

分野別進路ガイダンス

12月13日（木）に総合体
育館にて 2 学年は分野別に
分かれ、大学や専門学校
などの講師から実際の現
場の声を聴きながら将来
の進路に向けて真剣に耳
を傾けていた。また、東
進ハイスクールの講師を
迎えて志望理由書につい
て、講演をして頂いた。

短歌書道部活動報告
12月9日（日）平成30年度 神奈川県高等学校総合文化祭
第55回高等学校書道展
一般部門
私立中学高等学校協会理事長賞
石倉 史花（2年）
特
選
米山 俊也（2年）
11月3日（土・祝）第四十五回茅ヶ崎吟詠コンクール
一般一部
優
勝
加藤 有理（2年）
準
優
勝
阿部由香里（2年）
第
三
位
中村 優奏（2年）
10月27日（土）大和市青少年健全育成作文コンクール
市
長
表
彰
中村 優奏（2年）

軽音楽部大会報告
「冬の普門ライブ」開催
軽音楽部では、冬の普門ライブを 12
月 22 日（土）に開催した。神奈川県内
の高校 11 校 31 バンドで、180 人が参加
した。今回も遠くは埼玉県から蕨高校が
参加して、白熱のライブとなった。先日行われた軽音楽コンクー
ルで受賞したバンド（本校も含め４バンド）も演奏し、クオリ
ティの高い演奏会となった。
12 月 2 日（日）第 16 回高等学校軽音楽コンクール決勝大会
専門部会長賞バンド名「Bloody Angel」曲「Hope of Angel」

菅
執行
岡崎

雅（ベース・ボーカル）（２年）
理奈（ギター・コーラス）（１年）
仁美（ドラム・コーラス）（１年）

卓球部部活動報告
11/18（日）
神奈川県高等学校
卓球新人大会
女子学校対抗
県大会 第 6 位

第5・6回学校説明会
12月1日（土）、12月8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6回までの総参加数は3,516
組（6,798名）となり、過去最高を記録した。

柏木実業専門学校
【経理実務コンクールを開催しました】
12 月 18 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、これまで培って
きた知識・技術を学生全員
が遺憾なく発揮しました。
成 績 優 秀 者 は 12 月 20 日
（木）の冬季終業式で表彰を行いました。これをきっ
かけに、今後の勉学や自己研鑽に活かしてもらいたい
ものです。
【研修旅行に行ってきました】
12 月 6 日（木）・7 日（金）
山梨方面での研修旅行を行
いました。
一日目は御殿場プレミア
ムアウトレットを見学後、
石和温泉「華やぎの章甲斐
路」で 一 泊 し、夕 食 と 温 泉
を楽しみました。普段は入
れない大きな温泉に、学生
たちはとても満足していました。
二日目は、山梨県立リニア見学センターを見学後、
河口湖で昼食を取り写真撮影をしました。天候にも恵
まれ、写真撮影の時には美しい富士山を拝むことがで
きました。とくに２年生は最後となる本校での旅行を
とても楽しんでいました。
二日間の研修旅行を通して、日本の技術と四季の美
しさに触れると共に、クラスメイトとの良い交流の機
会となったようです。
【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体験を通して、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］
野村證券株式会社横浜支店
（情報ビジネス科 2 年 B 組）
株式会社ガスター
（情報ビジネス科 1 年 B 組）
オイレス工業株式会社
（情報ビジネス科 1 年 D 組）

【文部科学省外国人留学生学習奨励費受給者決定】
平成30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D組の
KHUAT THI THANH
H I EN（ベトナム・翰林
日本語学校出身）
とBUI
THE THINH（ベトナム・
YMCA 健康福祉専門学校出身）が選出され、伝達式を
行いました。

研修センター
【神奈川県委託訓練９月生修了式、１１月生入校式】
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11月生入校式が11月1
日（木）
、9月生修了式が11月30日（金）に
行われました。
訓練受講生は3 ヵ月間、訓練科ごとに
再就職へのスキルアップにむけ取り組みます。
【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、訓練科に関連する分野のスペシャリス
トによる職業人講話を実施し、受講生のキャリアの育成を支
援しています。
〔職業人講話〕
株式会社ソラスト横浜支社 支社長 村野 瑞樹先生（医療分野）
西迫会計事務所 所長 西迫 一郎先生（経理分野）
社会福祉法人緑樹会、株式会社アスモ介護サービス（介護分野）
〔企業等説明会〕学校内で企業等説明会を数多く実施しています。
医療法人若葉会、医療法人社団総生会、社会福祉
法人二津屋福祉会、社会福祉法人藤心会、社会福祉
法人カメリア会、SOMPO ケア株式会社、社会福祉
法人中心会、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、
カメリア会による説明 パーソルテンプスタッフ株式会社
【社会福祉会計簿記（12月2日（日）施行）認定試験対策講座開催】
10月と11月、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）講座が実施されました。社会福祉法人
に勤務されている方も多数参加し、12月2日（日）には研修セン
ターにて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】
簿記パソコン事務科修了生
池田 倫子さん（平成 29 年 11 月修了生）
就職先 八重洲 税理士法人
「税理士法人にてアシスタントとして勤務してい
ます。仕事を通じて訓練で学んだ知識や技術が大切
であると再確認しています。日々の業務に取り組む
」
なか税理士の勉強も始めています。忙しく毎日頑張っています。
医療調剤介護事務・ＰＣ科修了生
髙田 絵里花さん（平成 30 年 9 月修了生）
就職先 株式会社リノ つきみ野薬局
「薬局にて勤務を開始しています。覚える事が
とても多く戸惑いもありますが、一つずつ地道に
覚えていく事ができれば、これからきっと仕事が
楽しくなりそうだなと思い、前向きな気持ちで仕事に取り組めてい
」
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 19 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学 年 は10月31日（水）～ 11月3日（土）の3泊4日 で、
沖縄へ修学旅行に行ってきました。最終日が大雨に
なってしまい、首里城見学を断念しましたが、それ
以外は行程通りでした。平和学習として、今年度は「ハ
クソー・リッジ」という映画の舞台となった浦添市に
ある前田高地を訪れ、戦争の恐ろしさを目の当たり
にし、マリン体験ではバナナボートやシュノーケリ
ングを実施、沖縄の海を肌で感じ、クラフト体験で
はシーサー作りを楽しみました。今年も観光タクシー
での班別行動を実施し、自分達で事前にプランを立
て、プラン通りに行動するという貴重な体験をしま
した。
この修学旅行を終え、学年の絆もより深まりました。

スポーツ文化デー
12 月 17 日（月）に柏木学園総合体育館を借りて
開催しました。種目は、スポーツ部門でドッジボー
ル・バスケットボール、文化部門で百人一首でした。
日頃勉強している姿とは違い、クラスで団結して一
生懸命取り組む姿は、とても素敵な光景でした。総
合優勝は 1 年Ｂ組、学年優勝は 1 学年という結果に
なり、1 学年の活躍が目立った大会でした。

生徒会選挙
平成 31 年度の生徒会新役員を決めるための選挙
が、11 月 9 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、ここ数年本格的な生
徒会選挙を実施しています。選挙権が 18 歳からな
ので、本校の選挙を通して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ほし
い。新生徒会役員として選出されたのは、以下の通
りです。

会 長
副会長

1学年校内進路ガイダンス
12月14日（金）に1学年を対象に、校内にて進路ガイ
ダンスを開催しました。大学や専門学校の先生をお
招きして、体験型の授業を実施しました。生徒達は
自分の選んだ授業を楽し
そうに受講していました。
今回のガイダンスをきっ
かけにして、卒業後の進
路や、将来やりたいこと
を見つけ、高校生活で何
をすべきかを考え、今後
の学業に活かすことと思
います。

年賀状作成教室
12月9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。今年度で5回目となりますが、
少しずつ口コミで広がりつつあるようで、今回も新
規で参加してくださる方がいました。
地域の方々との交流もできるので、生徒達もやり
がいを感じていました。今後もこの交流を大切にし
ていきたい。

久保田梨花 書
井上 瑞希 会
山田 裕一

記
計

二瓶
廣木

俊
一輝

PT A 研修会
11 月 15 日（木）に本校にて、
ＰＴＡ研修会を開催し
ました。今回は大きな松ぼっくりを使用して「クリスマス
オーナメント」を作 成しました。皆さん素 敵な出来で、
慣れない作業でしたが、とても楽しい体験となりました。
御来校いただいたＰＴＡの皆様、ありがとうございました。

第 47 回 美 術 展
本校との技能連携校である科学技
術学園高校が毎年実施している「美
術展」が 47 回目を迎えました。こ
の美術展は、生徒が日頃の生活の中
で得た発想や感動を作品として表現
することによって、創作意欲や自己
達成感を育むために行っているもの
です。今年は本校から、3 年 C 組前
田愛さんが書道部門に作品を出展し
たところ、見事に「金賞」という素
晴らしい賞を受賞しました。これに
続き、来年もぜひ多くの生徒の出展
を期待しています。

12月2日（日）
この日の為に一生懸命練習してきた子どもたち。た
くさんのお客さんを前に少し緊張しながらも、練習の
成果を発揮することができ、一人ひとりキラキラと輝
いていました！
保護者の皆様、たくさんの温かい拍手とご声援をあ
りがとうございました。

年 長

年 中

年 少

一足早く、幼稚園にサンタさんがやっ
てきました！
バスを運転するサンタさんにちょっ
ぴり緊張気味の子どもたち。
「Good morning」とドキドキ
しながらも積極的に話してい
る様子が微笑ましかったです。

12月11日（火）
ある日、幼稚園に1通の手紙が届きました。宛名はサン
タさんからでした♪サンタさ
んが幼稚園に来てくれること
を知ると、大喜びの子どもた
ち。
当日は、一緒に写真を撮っ
たり、プレゼントをもらった
りと大満足の表情でした。

12月12日（水）

短い時間でしたが、歌を唄ったり、先生の出し物を見た
り、楽しい時間を過ごすこと
ができました♬
サンタさんから一人ひとりプ
レゼントをもらい、とても嬉
しそうでした。

新しい年を迎え、
今年も獅子舞が
やってきました！
少し驚きながらも
獅子舞に頭を噛んでもらい
無病息災を祈願しました。
2019年健康で
過ごせますように…☆

12月6日（木）
子どもたちが楽しみにしていた
おもちつき。生憎の雨でしたが、
幼稚園には「よいしょー！」と子
どもたちの元気な声が響き渡りま
した。
自分たちでついたおもちや豚
汁を食べてお腹いっぱいになり
ました！

12月10日（月）
クリスマスに合わせたカード
作りをしました！
お母さん達も普段の家事・育
児を忘れて集中して取り組むこ
とが出来ました。
1月31日（木）
1月31日（木）に幼稚園に鬼がやってきます！
子どもたちはこの日に向けて鬼のお面と、升を作成し、
準備は万端です！

1月15日（火）
今年もバザー収益によるしゃぼん玉
ショーが行われました。色々な形や大きさ
に変化するしゃぼん玉やホールいっぱいに
あふれる程のしゃぼん玉に子どもたちは大
興奮でした。

2月7日（木）
「いらっしゃいませー！」と子どもたちの元気な声でス
タートします。
次々と商品が売れ、子どもたちの買い物バッグも品物
でいっぱいになります。当日を、お楽しみに！

謹んで新春の寿ぎを申し上げます
皆様には昨年中のご支援、ご協力をいただきあり
がとうございます。早いもので、3年生はあと2 ヶ月
足らずで卒業式を迎えます。先の読めない時代に
あっても、考え抜いて進路を選択されたかと存じま
す。それがどんなものであろうと決して不正解はな
く、生きる上での大きな糧となります。自分の力を
信じそれぞれのペースで歩んで行ってください。2
年生は高校生活の中でも大きなイベントである修
学旅行がもうすぐですね。精一杯楽しめるよう、体

一年の計は元旦にあり
明けましておめでとうございます。
昨年は自然災害の多い年でした。本年は過去の災
害に対する復興事業に加えて、ラグビーのワールド
カップが日本で開催されます。5月には天皇の退位
と新天皇の即位により、元号が変わり、6月にはG20
が大阪で予定されています。10月には消費税が増税
されます。翌年度の東京オリンピック開催に向けて、
各競技施設を完成させなければなりません。2025年
には大阪万博も決まっており、向こう5年は日本の
産業が慌ただしく、極端な人手不足が予想されます。
かたや、日本の労働者人口は減り、外国人労働者を
多く受け入れなければ立ち行かなくなっております。

時間は自分で創るもの
時間の使い方、言い換えれば自分の予定の立て方
はとても重要なことです。特に3年生の皆さんは、
これから就職先や、進学先では自分の判断で計画を
立てることばかりだと言っても、過言ではありませ
ん。ただし、一見難しいように見えても、実は知ら
ないうちに好きなことは意外にしっかりとやってい
るものです。
例えば、ディズニーランドが好きな人がそこへ行

新 年を迎えて
あけましておめでとうございます。
風も冷たく、吐く息も白くなる程、寒い日が続い
ています。幼稚園では子どもたちが冬休みの楽し
かった出来事をいっぱい聞かせてくれました。
12月2日（日）には、
「お遊戯会」が行われました。
練習を積み重ねてきたオペレッタやダンスを目を輝
かせながら披露しました。可愛い衣装を身に付け、
頑張っている姿に感動しました。
12月6日（木）には、冷たい雨になりましたが、保
護者の方にもご協力いただき、子どもたちは、一人
ひとり杵と臼で力いっぱいお餅をつきました。つき
たてのお餅にのり醤油やあんこやきな粉の味付け
をして、温かい豚汁と一緒にお腹いっぱいおいしく
いただきました。
12月11日（火）には、サンタさんが幼稚園に来て

柏木学園高等学校後援会
調管理を怠らないよう気をつけてください。1年生
はもうすぐ先輩の立場になりますね。この1年間で
大きく成長した自分を実感出来ることと思います。
本 年も役 員 一 同 力を 合 わ せ て 子どもたちの サ
ポートをしていけるよう進めて参ります。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
後援会会長

蓬田

ひろみ

柏木実業専門学校教育交流会
国会では外国人労働者の受け入れを拡大する新制
度が立法化され、4月からスタートします。留学生
の方々は多くのスキルを身につけて日本の職場で活
躍できるように備えることが大事かと思います。
年頭に際し、今年の目標（一年の計は元旦にあり）
をしっかり立てて下さい。そしてそれを実行して下
さい。同時に健康にも充分配慮して、充実した年で
あったと思う年にして下さい。
教育交流会会長

田部井

信夫

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
くとします。その人はアトラクションやイベントの
予定を調べたりして、少しでもたくさん楽しめるよ
うにと考えると思います。このように好きなことの
経験を置き換えて応用するのも一つの方法です。今
から自分で時間を味方につける準備をして、新しい
世界でたくさん活躍してほしいと思います。
ＰＴＡ副会長

村澤

裕一

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
くれて楽しい「クリスマス会」となりました。
いよいよ3学期が始まりました。年少・年中さん
は進級へ向けて多くのお友達と交流を図ります。年
長さんは卒園、そして小学校入学に向けての準備が
始まります。一日一日を大切にし、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。
子どもたちが楽しく元気に過ごせるように、父母の
会としましても先生方と協力しながら応援していき
たいと思っています。
皆様にとりましても、素晴らしい一年となります
よう心よりお祈り申し上げますとともに本年もよろ
しくお願いいたします。
父母の会会長

髙橋

ちひろ

平成31年 1 月 ～ 3月行事予定表
柏木学園高等学校
1/8 始業式
1/9 基礎力診断試験（1・2年）
相談日、授業開始（3年）
1/10 授業開始（1・2年）
1/16 相談日
1/17 後援会役員会
1/18 漢字検定
1/19 センター試験1日目
1/20 センター試験2日目
1/21 期末試験日程発表（3年）
1/22 推薦試験
1/23 相談日
1/25 英語技能検定（アド＋希望者）
1/28-2/13 年期末試験
2/4 試験予備日（3年）
2/6 相談日
2/10 一般入試Ａ（筆記）
推薦学力検査（午後）
2/11 一般入試Ａ（面接）
2/12 一般入試Ｂ
2/15 文書デザイン検定
2/16 センター早期対策模試（2年アド、他任意）
総合学力試験（1年アド、他任意）
2/20 期末試験発表日（1・2年）
相談日
2/22 情報処理検定（表計算）
3年生を送る会
2/24 日商簿記検定
2/27 相談日
2/27-3/5 期末試験（1・2年）
3/1 卒業証書授与式
3/6 相談日
3/13-19 学期末補習、相談日
3/13 相談日
3/22 修了式

柏木実業専門学校

大和商業高等専修学校

都筑ケ丘幼稚園

1/8 講義開始
1/19 第 7 回オープンキャンパス
全経社会人常識マナー検定
1/22-28 進級・卒業試験
1/26 全経計算実務能力検定
1/27 産業大科目修得試験
1/29-2/22 検定授業週間
1/29-31 午後追試験
2/2 全経文書処理能力検定
2/3 全経所得税法・法人税法
消費税法能力検定
2/4 再試験者発表
2/6 午後再試験
2/8 第 3 期推薦・一般入試
2/10 秘書技能検定
2/12 特別試験者発表
2/17 全経簿記能力検定
2/20 日商販売士検定
2/23 全経電卓計算能力検定
2/24 日商簿記検定
2/25-3-15 進路活動週間
3/8 第 4 期推薦・一般入試
3/8 卒業式
3/15 修了式
3/18 第 5 期一般入試

1/8 始業式
1/9 通常授業開始
1/9-16 あいさつ週間
1/9-31 三者面談（2年）
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
下瀬谷中学校説明会
1/24 介護職員初任者研修19
1/25 生徒集会
1/28 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
2/1 入試準備のため3限まで
2/2 一般入試
2/3 全経所得税法・法人税法
消費税法能力検定
2/4 委員会の日
2/5 介護職員初任者研修22
2/7 介護職員初任者研修23
2/8-15 検定特別授業
2/10 秘書技能検定
2/14 PTA運営委員会
2/15 科技高成績送付（3年）
レポート完成日（3年）
2/17 全経簿記能力検定
2/18 ワープロ・デザイン・スピード検定
2/19 介護職員初任者研修24
2/19-22 期末テスト
2/20 情報処理・プレゼンテーション検定
2/23 全経電卓計算能力検定
2/24 日商簿記検定
2/26 介護職員初任者研修25
2/28 卒業生を送る会
介護職員初任者研修26
3/1-12 二次募集願書受付
3/5 二次募集①
3/7 委員会の日
3/8 卒業式
3/11 防災訓練②（体験）
3/12 科技高成績送付（1・2年）
レポート完成日（1・2年）
3/14 二次募集②
介護職員初任者研修27
3/20 介護職員初任者研修修了式
3/22 大掃除
3/25 修了式

1/4 月謝引き落とし日
1/7 始業式・獅子舞
1/8 ケータリング（年長組）・役員会
1/9 お楽しみ会・懇談会
1/15 バザー収益還元ショー
1/16 平成31年度体験保育
1/18 地域開放ヨガ
1/21 誕生日会（1月）・避難訓練
1/22 クッキング保育（年長組）
1/26 横浜市幼稚園研究大会
1/28 スマイルクラブ・地域開放エアロビ
1/31 豆まき
2/1 月謝引き落とし日・午前保育
2/3 作品展
2/4 作品展振替休日
2/5 役員会
2/7 お店屋さんごっこ
2/8 避難訓練
2/12-15 個人面談・午前保育
2/16 交通安全ファミリーフェスタ
2/18 予算総会
2/19 クッキング保育（年中組）
2/20 一日入園及び教材渡し・在園児休園
2/21 ダディー＆マミー
2/22 クッキング保育（年少組）
2/25 誕生日会（2月）
2/26 観劇会
2/28 誕生日会（3月）
3/1 月謝引き落とし日・ひなまつり会
3/4 卒園式予行
3/5 お別れ会
3/6 懇談会（年長組）
3/7 お別れ遠足
3/8 午前保育
3/9 卒園式
3/13 懇談会（年中・年少組）
3/14 スマイルクラブ
3/20 修了式・午前保育
3/25-27 平成31年度たんぽぽ組体験保育

研修センター
1/4 （県委託訓練）1 月生 入校式
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
1/10-16 （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）1 月生 職業人講話
（西迫会計事務所）
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）11 月生 修了式
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
2/13 （県委託訓練）1 月生 職業人講話
株式会社アスモ介護サービス
2/15 （県委託訓練）1 月生 職業人講話
社会福祉法人 緑樹会
2/25 （県委託訓練）1 月生 職業人講話
（相鉄リフォーム株式会社）
2/26 （県委託訓練）1月生 医科医療事務検定試験
3/11-14 （県委託訓練）1 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
3/18 （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）1 月生 修了式
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

学
1/7
3/1
3/8
3/9
3/27

園

本

部

職員仕事始め
高等学校卒業証書授与式
専門学校・大和商業卒業式
幼稚園卒園式
役員会

○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
○大和商業：天野・榎本・高橋・大石・岩城・吉田・永田
○幼 稚 園：中世古・栁・根本・海野・水野・山口・稲井・髙田・石橋・八木

