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柏木実業専門学校

柏木学園高等学校
▲カナダグローバル研修

▲仕事のまなび場

都筑ヶ丘幼稚園

大和商業高等専修学校
▲全国高等専修学校体育大会

月号

▲お泊まり保育

カナダグローバル研修報告

短歌書道部

8 月 15 日（木）～ 23 日（金）、ブリティッシュコロ
ンビア州ケロウナにおいて、グローバル体験研修が行
われた。参加生徒 26 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。

第 43 回全国高等学校総合文化祭
吟遊剣詩舞部門 文化連盟賞
山下 紗季（1－E）
第 28 回神奈川県青少年毎日書道展
教育委員会教育長賞
中島 実佑（1－C）
第 35 回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会
日本武道館賞
張
韋嘉（3－B）
米山 俊也（3－B）
浜谷マリヤム（1－B）
中島 実佑（1－C）
山本ナオミ（3－B）
石倉 史花（3－B）

野球部神奈川大会報告
第 101 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 11 日（木）に大和スタジアムで
行われた 1 回戦で、新羽高校を相手に 10 対 2 で勝利。
７月 14 日（日）に２回戦目サーティーフォー相模原球
場で弥栄高校と対戦した、結果健闘したが 2 対 8 で敗
れた。野球部員・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。

軽音楽部報告
2019 神奈川全私学展 ステージイベント参加
柏木学園軽音楽部は7月15日
（月・祝）にパシフィコ横浜で開
催 さ れ た、
「2019神 奈 川 全 私 学
展」のステージイベントに参加
した。
第 4 回 ガールズバンドステージコンテスト高校生大会（2019）
予選を突破し、7 月 31 日（水）に行われた決勝に出
場した。「残念ながら上位入賞はできなかったが、次回
は上位入賞を目指して努力して
いきたいと思った。」
軽音楽部のガールズバンド
「Bloody Angel」（3 年菅 雅、
2 年執行理奈、岡崎仁美）

神奈川全私学中高展参加報告

夏休み勉強合宿の声

7 月 15 日（月・祝）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 140 校（83 ブース）が小中学
生とその保護者を対象にしたイベントを実施し、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。
今回も特別企画として「ipad を利用した授業展開」を
ブースで繰り広げ ICT 教育の重要性と有効活用で来場
者の目を輝かせた。

８月７日（水）～ 10 日（土）まで山梨県北社市「清
泉寮自然学校」においてアドバンスコース１・２年生
勉強合宿が行われました。「こんな朝早くから勉強した
のは初めてです。」、「私一人では諦めたかもしれません
が、友達も一緒に努力していたので乗り切ることが出
来ました。」という声の中、お互いが切磋琢磨し、寝食
を共にすることできずなも深まりました。この合宿を
終えて、長時間の学習で培った「忍耐力」を糧として
今後の学習に継続させていこうと考えています。

公私合同説明相談会参加報告
８月６日（月）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。大和芸術
文化ホール（シリウス）では本校教員によるプレゼン
テーションを実施。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。神奈川工科大学や明治学院大学、麻布大学
附属淵野辺高校の３会場に
おいても学校紹介ビデオの
上映と本校の学校特色を生
かした相談が行われた。

卓球部
平塚卓球選手権大会
北相地区高等学校夏季卓球大会

学校説明会のお知らせ
第１回：10月19日（土） 第４回：11月23日（土）
第２回：11月 2日（土） 第５回：11月30日（土）
第３回：11月16日（土） 第６回：12月 7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

女子団体

第３位

・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
【本校学生のインタビュー記事が、全経協会のホームページに掲載】
本校経営経理研究科２年に在籍し、簿記やパソコン等の商業系
資格の取得を目指しながら、産業能率大学の４年次に在籍し、学
士号取得を目指している石𣘺𣘺𣘺𣘺𣘺𣘺𣘺𣘺𣘺𣘺𣘺𣘺𣘺𣘺𣘺𣘺𣘺
立相模向陽館高等学校出身）のインタビュー記事が、公益社団法
人全国経理教育協会ホームページ内「資格を活かした体験談」に
掲載されました！
（写真は、銀行で行われた企業実習で、札勘（紙幣の枚数を勘
定（数える）すること）の体験を行っている石𣘺𣘺𣘺𣘺
「大学併修制度を使い学士号も取る」と題し、本校に入学した
理由や大学併修の話、医療情報学科時代に学んだレセプトの話や
就職活動の話など、本校でのキャンパスライフをどのように過ご
してきたか、そして、これからどのよ
うに過ごしたいかが分かる内容になっ
ています。
是非、全経協会のページにアクセス
頂き、記事をご確認頂ければと思いま
す。
公益社団法人全国経理教育協会
「資格を活かした体験談」
http://www.zenkei.or.jp/voice

【文部科学省 外国人留学生学習奨励費受給者決定】
令和元年度 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 A 組の NEPAL MILAN（ネパール
国籍・日東国際学院八王子校出身）、経営経理研究科 2 年の
VU THI PHUONG（ベトナム国籍・
神奈川経済専門学校出身）
、姚 婷婷
（中国国籍・柏木実業専門学校情
報ビジネス科出身）
、李 小紅（中国
国籍・柏木実業専門学校情報ビジ
ネス科出身）の４名が選出され、
伝達式を行いました。

【全経関東支部主催 珠算競技大会で個人準優勝】
7 月 15 日（月・祝）に高等学校、
高等専修学校、
専門学校の生徒・
学生が集まり、簿記・電卓・珠算の腕を競い合う、公益社団法人
全国経理教育協会関東支部主催の簿記電卓競技大会関東支部予選
会兼珠算競技大会が東京ガーデンパレスで開催されました。本校
から出場した医療情報学科 2 年の海山楓（神奈川県立綾瀬西高等
学校出身）が珠算の部で個人準優勝に輝きました。

【“仕事のまなび場” を開催しました】
7 月 25 日（木）～ 26 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。

【第 3 回 オープンキャンパスを開催】
７月 29 日（月）にオープンキャンパスを開催しました。今回
のオープンキャンパスは来年度から
授業科目として導入されるドローン
の実習公開もあり盛況でした。次回
オープンキャンパス参加へのお申込
は、本ページ右下の入学相談係まで。

研修センター
【求職者支援訓練５月生修了式】

8月14日（水）
に求職者支援訓練
医療・調剤・介護事務PC科の修
了式が行われました。修了式では
クラスの皆さんから謝辞をいただ
き、再就職にむけた職業訓練受講
が貴重な経験となったとの言葉を
いただきました。
修了生の皆さんの再就職先での
活躍を期待しています。

【神奈川県委託訓練「即戦力」
11月生コース説明・見学会実施】
8月26日、8月29日、9月4日の3日間にわたり、神奈川県委託訓
練のコース説明・見学会を実施しました。参加者からは、再就職
先についてなど活発な質問がでていました。説明会には職業訓練
の委託元である神奈川県立東部総合職業技術校 二俣川支所のご
担当者様も参加されました。
〔委託訓練１月生
次回説明・見学会〕
10月17日、10月24日、
10月30日
（10月8日～ 11月5日の間は
随時見学受付中）

【職業訓練授業風景】
神奈川県委託訓練7月生と9月生、計6コースが現在、再就職を
目指し知識・技能の習得に取り組んでいます。研修センターでは
毎日、受講生同士が声を掛け合い積極的に学ぶ姿が見られます。

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

【就職近況報告】
医療調剤介護事務・PC科
（委託訓練）
秋元 浩行さん
（平成31年3月修了生）
就職先 株式会社メディカルガーデン
ガーデン薬局
「訓練受講前は書類選考で何社も不
採用となっていましたが、職業訓練を
受講し、資格を取得後は面接まで進め
るようになり、海老名市を拠点とした調剤薬局へ正社員で入社す
ることができました。事務業務はもちろんですが、お薬の一包化
や車を運転し、介護施設へのお薬の配薬など仕事は多岐にわたっ
ています。毎日が勉強ですが、やりがいを持って毎日頑張ってい
ます。
」

オープンキャンパス参加申込受付中
入学願書 10月1日より受付開始
10 月 26 日（土）実施のオープンキャンパスの参加申込
を受け付けております。また、10 月 1 日（火）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

部活動大会成績

ボランティア活動

全国高等専修学校体育大会・全国定時制通信制体育大会
に、多くの部活が出場しました。
全国高等専修学校体育大会
○団体競技
軟 式 野 球
バドミントン
バドミントン
フットサル
フットサル
男子バスケットボール
陸 上 競 技
男子バレーボール

7 月 22 日・23 日・24 日

男子の部
女子の部
Ａチーム
Ｂチーム
女子４００ｍリレー

準優勝
第３位
準優勝
第３位
準優勝
第３位
第２位
第３位

夏休み中、ボランティ
ア委員を中心に複数のお
祭りボランティアに参加
しました。福祉施設や地
域 の 方 と の 交 流 を 深 め、
夏らしいひと時を過ごす
ことができました。
また、山形県沖地震の
発生を受け、募金活動を行いました。

生活体験発表
7 月 5 日（金）に科学技
術学園高等学校において弁
論大会が行われました。
本 校 代 表 で 出 場 し た 2C
畠山果也が優秀賞を獲得し
ました。

○個人競技
陸 上 競 技

砲丸投げ
4 0 0 ｍ
8 0 0 ｍ

バドミントン

3C 東 瑠佳
2C 青木幸恵
3C 東 瑠佳
3B 平田和雅
2C 青木幸恵
3C 三國大陸

第2位
第2位
第3位
第2位
第3位
準優勝

進路活動
3 年生は、2 学期の就職・進学試験に向けて、有意義な夏
休みを過ごしました。企業訪問やオープンキャンパスへの
参加をはじめ、面接の練習や履歴書作成を行いました。
また、2 年生はインターンシップに参加し、様々な業種
を体験することで、社会への価値観や志向を養いました。

紅葉祭（文化祭）のお知らせ
今年度も、下記の日程で紅葉祭を実施します。
ぜひお越しください！！
９月２8 日（土）
10 時～ 受付開始
全国高等学校定時制通信制体育大会
8月 5日 剣
道
8月12日 陸上競技

女子団体
砲丸投げ

3C 野路夏鈴 ベスト8
3C 東 瑠佳 第4位

展示・販売
ステージ観覧

14 時まで
15 時まで

※駐車場はありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
※保護者・卒業生については、９月２7 日（金）もお越しいただけます。

体験入学について

体 験 入 学
全国簿記電卓競技大会関東支部予選会
7 月 15 日に東京ガーデン
パレスで全国簿記電卓競
技大会関東支部予選会が
行われました。電卓の部
において、全国大会への
出場が決定しました。
簿 記 の 部
電 卓 の 部

受付開始
終了時刻

9：00
12：00

第４回 １０月1 9日（土） 第５回 １１月 2日（土）
第６回 １１月２3日（土） 第７回 １１月3 0日（土）
第８回 １２月 7日（ 土） 第９回

団
団

体
体

個

人

準優勝
準優勝
3C 遠藤優斗

第2位

１月１1日（土）

第 1～3 回の体験入学を終え、沢山の中学生・保護者の方
が本校まで足を運んでくださいました。
中には「車いすの人の気持ちが分かった。
」
「初めての体
験だったが、分かりやすく楽しかった。
」といったご意見も
いただきました。
ご参加の際は、福祉・情報の体験の他に、在校生とのトー
クにもご注目ください。

7月9日（火）
入園見学説明会が行われ多くの方にご出席いただき
ました。
当日は園舎内の見学、入園
説明、在園児からの歌の披露
があり、親子体操をして幼稚
園の雰囲気を体感していただ
きました。

7月19日（金）

当日は、お天気に恵まれ、沢山の
方にご参加いただき、とても賑やか
な夕涼み会となりました。また、今
年度も川和上サ神輿保存会の皆様
にご協力頂き、子ども達はお神輿を
担いだり手作りうちわを持ってか
わいい浴衣・甚平姿で盆踊りや模擬
店を楽しみました。

7月31日（水）

小学6年生になった卒園児
の同窓会を行いました。素敵
なお兄さんお姉さんになり、
懐かしい顔ぶれに自然と会話
も弾み楽しい時間を過ごすこ
とができました。

8月23日（金）

３月に卒園した子ども達の
同窓会を行いました。
久しぶりにクラスの友達や
先生に会い、お弁当を食べた
り、ドッヂボールをしたり、お
楽しみ会をして盛り上がりま
した。

7月23日（火）～ 7月24日（水）

平成25年度 卒園

平成30年度 卒園

9月2日（月）
大規模な地震・火災の発生を
想定し、幼稚園で総合避難訓練
を行いました。避難場所である
川和高校にも歩いて行き子ど
も達と災害発生時の行動を再
確認しました。
保護者への引き渡し訓練も行い、親子で帰り道の避難
経路を確認する姿も見られました。

年長組の一大イベント、
お泊り保育が行われました。
一日目の朝は、ドキドキで登園
してきた子ども達でしたが横浜
八景島シーパラダイスへ向かう
バスの中では笑顔に。楽しみにし
ていたイルカショーはもちろん、大きな水槽にいる魚達に
も大興奮でした。幼稚園に戻ってからはタイムカプセル作
成、
二日目のスイカ割り用に目隠し作り、
夜はカレーを食べ、
先生達の出し物やキャンプファイヤーを楽しみました。屋
上の「つづきの湯」では、夜空に輝く花火を見ながら一日の
疲れを取りました。
二日目は、自分達で染めた各クラスお揃いのTシャツに
身を包み、元気に朝食を食べました。
スイカ割りでは、大きな声援を背に一人ずつ挑戦しまし
た。皆で食べたスイカは、いつも以上に美味しかったです。
帰る頃には「楽しかった！」ときらきら笑顔
の子ども達。この二日間で、一回りも二回りも
逞しく成長しました。

9月25日
（水） 令和2年度

〈願書配布〉 10月15日（火）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
〈入園説明会〉 10月15日（火）
午前10時30分より

〈

願書受付
及び

入園テスト

〉

11月 1日（金）
午前8時より

園内見学も随時行っています！
電 話 045-941-2023
ホームページからも予約可

たんぽぽ組
（プレ保育）
いちご組（2歳児教室）入園説明会

10月 5日
（土） 運動会
（川和小学校校庭にて）
予備日10月6日
（日）
、
10月13日
（日）
10月12日
（土） 音楽の集い
（年長組参加
10月15日
（火） 令和2年度
10月19日
（土） バザー

川和中学校にて）
願書配布 ・ 入園説明会

午前10時～午後2時

10月24日
（木） 令和2年度

優先入園整理券配布

10月28日
（月） 芋ほり
10月30日
（水） スマイルクラブ
11月 1日
（金） 令和2年度

入園願書受付

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。

聞く、聴く、効く
近年、テニスの大阪なおみ選手（20歳）や野球の大谷
翔平選手（23歳）などの海外での若い日本人選手の活躍
がめざましい。直近でもウィンブルドンテニス（U18部
門）で16歳の望月慎太郎君が優勝し、世界ランク1位に
なりました。ゴルフでは渋野日向子（20歳）が全英女子
オープンで優勝し、世界ランク14位になり来年の東京オ
リンピックに出られる可能性が出てきました。
スポーツ以外でも特殊メイクを専門とする 辻一弘さ
ん（48歳）が日本人として初めて映画米国アカデミー賞
（メイクアップ部門）を受賞した。彼は高校生の時に特殊
メイクの世界を志し、どうすれば一流のメイクアップ
アーティストになれるかと当時の映画界、ハリウッドの

上半期から下半期へ
日頃よりPTA活動において、ご理解とご協力を賜わり
ありがとうございます。梅雨が明けぬまに長い夏休みに
入り、皆様はどのように過ごされましたでしょうか。さて
令和に入ってから危険なニュースが多いような印象を
持っている方も多いのではないですか。中でも自動車事
故は特に気になります。高齢者の運転免許保有者が増加
していることや、外出手段として自動車、バイクの利用
者数が上昇していることです。子どもの頃、横断歩道や
道を渡る時、父や母から「右を見て左を見てもう一度右を
見る」と教わりました。今では、信号待ちまで緊張しなけ
ればならない時代です。子どもたちが安心、安全な生活
が送れるよう願うばかりです。

秋の訪れ
天候が心配された1学期末の夕涼み会でしたが、子ども
達の願いが届いたのかお天気に恵まれ、沢山の方々のご協
力により夕涼み会を無事に終える事ができました。感謝申
し上げます。
楽しかった夏休みも終わり、園には真っ黒に日焼けした
子や、夏の間に一回り成長した子ども達の姿が戻ってきま
した。
沢山の行事のある2学期。最初の行事は、10月5日（土）に
開催される運動会です。川和小学校のグラウンドにて行わ
れます。
（雨天の場合は次の日に順延します。
）
1学期より準備を始めており、先生のお力添えをいただき
ながら、子ども達は協力し合って様々な演技、競技を練習
し、本番を迎えます。最初はできなかった事が出来るように
なる達成感は、何事にも変えることはできません。子ども達
みんなの財産となり、その成長を楽しみにしております。
父母の会の活動といたしましては、皆様からの寄贈品・

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

長峰

睦美

柏木実業専門学校教育交流会
第一人者に英語もままならないままに手紙を書いた。す
るとすぐに返事が来た。今は学校も無いので、とにかく
自己流で作り続けろと書いてあった。その後、単身アメ
リカに渡り、今回の受賞となった。彼は若い人たちに以
下のようにメッセージしている。
「人の言うことは聞くな、十年とにかく続けろ」と先哲
の言うことを聞いた上で、自身の信念を持ち、貫くこと
の難しさが身に浸みる言葉である。自分の才能を見つけ
るのは難しいが、興味や楽しみのある事を、継続してや
り続ける事が大事だと思います。
教育交流会会長

田部井

信夫

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
二学期に入り一年生は初めての紅葉祭があります。ク
ラスごとの出し物や、コンテストなど、大和商業の生徒
一人一人が楽しめる学校行事です。話し合いをして意見
を出しあったり、色々な発表の練習をしたりと準備があ
るかと思います。二年生は修学旅行があります。三年生
は、これからが大切な時期になります。自分で決めた道
に進めるよう努力し、先生方のサポートをいただき、納
得のいく高校生活になることを願っています。
PTA役員代表 南葉 円

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
手作り品のご協力をいただき、10月19日（土）にバザーを開
催致します。模擬店やゲーム、先生方のアトラクション等、
盛りだくさんです。今年はフリーマーケットもあり、楽しい
時間を過ごしていただけるよう準備を進めております。
皆様お誘い合わせの上ぜひご来園ください。
模擬店（出店予定）
（食品）やきそば、からあげ、おにぎり、フランクフルト、
今川焼き、コロッケ
（ゲーム）アニマル玉入れ、ボウリング、ボールつり
（先生）ポップコーン
（ＯＧ）コーヒー、フライドポテト
●川和高校吹奏楽部による特別演奏
父母の会会長 玉村 和美

令和元年 9月 ～ 11月行事予定表
柏木学園高等学校
9/2

防災訓練6限

9/3

就職選考試験書類送付

9/4

相談日、45分授業

9/11 文化祭準備（PM）・相談日
就職選考会受験者激励会（視聴覚室）
9/12 文化祭準備（AM）
9/13-14 文化祭
9/16 就職選考試験開始
9/17 文化祭振休
9/18 相談日
9/21 臨海セミナー主催入試・相談日
9/25 相談日
9/27 陸上競技会
9/30 陸上競技会予備日
10/1 衣替え
10/2 相談日
10/4 実用英語技能検定（1,2年、アド＋希望者）

柏木実業専門学校
9/1 全国簿記電卓競技大会兼国際電卓競技会
9/2 講義開始・防災訓練
9/6 第5期AO入試面談日
9/14 第4回オープンキャンパス
9/27 紅葉祭
9/28 紅葉祭一般公開
10/1 入学願書受付開始
10/5 全経計算実務能力検定
10/17-18 第1期 試験日
10/19 全経電卓計算能力検定
10/20 産能大科目修得試験
10/26 第5回オープンキャンパス
10/27 全経所得税法・法人税法
消費税法能力検定
11/2 全経文書処理能力検定
11/8 研修旅行
11/14 夜間日商簿記講習会 閉講式
11/17 日商簿記検定
11/24 全経簿記能力検定
11/26-27 第2期 試験日

10/8 中間試験日程発表
10/9 相談日
10/10 45分授業
10/15-18 中間試験
10/16 相談日
10/17 ふれあいパトロール・後援会役員会
10/18 体育館活動停止日
10/19 第1回学校説明会
10/23 相談日
10/26 学力試験（1年生）
10/30 相談日
11/2 第2回学校説明会
11/5-8 修学旅行（2年生）
11/5-25 学び直し・学力向上補習期間
11/6

相談日

11/8

Literas検定（6限、1年スタ・情）

11/12 45分授業
11/13 相談日
11/14 公開授業・保護者会・後援会役員会
11/16 第3回学校説明会・学力試験（2年生）
11/17 日商簿記検定
11/20 生徒会選挙（4・5限）・相談日
11/23 第４回学校説明会
11/25 期末試験日程発表
11/27 相談日
11/30 第5回学校説明会

○学園本部：高村・金久保

研修センター
9/2 （県委託訓練）9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
（県委託訓練）7月生
職業人講話
西迫会計事務所
9/5-10（県委託訓練）7月生 介護実習
ひまわりの郷/わかたけ青葉/
ロゼホームつきみ野
9/17（県委託訓練）7月生
調剤事務検定試験

大和商業高等専修学校
9/1

全国簿記電卓競技大会兼国際電卓競技会

9/2

始業式 ・防災訓練

9/3

平常授業開始

9/4

委員会の日

9/5

PTA運営委員会
履歴書送付開始

9/6

沖縄修学旅行事前学習

9/9-12 あいさつ週間
9/13 沖縄修学旅行説明会
9/16 就職試験開始
9/18 介護職員初任者研修入校式
9/27-28 紅葉祭
9/30 紅葉祭振替休日
10/2 委員会の日
10/6 英語検定（外部受験）
10/7-10 推薦入試願書受付
10/8 表計算・プレゼンテーション検定
10/8-11 中間試験
10/10 ワープロ・デザイン
スピード検定
10/11 救命救急講習（２学年）
10/12 推薦入試①
10/16-19 修学旅行（２学年）
10/19 体験入学④
電卓検定
10/21 振替休日（２学年）
10/25 生徒集会
防犯ボランティア③
10/27 税務会計検定

9/25（県委託訓練）9月生
職業人講話 西迫会計事務所

11/2 体験入学⑤

9/27（県委託訓練）7月生
介護事務検定試験

11/8 生徒会役員選挙

9/30（県委託訓練）7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

11/11-14 推薦入試願書受付

11/6 委員会の日
11/9 秘書検定
11/14 PTA運営委員会（研修会）
11/16 推薦入試②

10/30（県委託訓練）9月生
医科医療事務検定試験

11/17 日商簿記検定

11/8-13（県委託訓練）9月生
介護実習

11/18-22 検定特別授業

11/19（県委託訓練）9月生
調剤事務検定試験
11/28（県委託訓練）9月生
介護事務検定試験

○柏木高校：本田・湯川

○柏木実業：伊藤（史）・小澤・荒井

11/18-21 あいさつ週間
11/23 体験入学⑥
11/24 全経簿記検定
11/29 防犯ボランティア④
11/30 体験入学⑦

都筑ケ丘幼稚園
9/2
9/3
9/4
9/5
9/6
9/9
9/10
9/12
9/13
9/17
9/20
9/24
9/25
10/1
10/3
10/4
10/5
10/6
10/7
10/8
10/10
10/12
10/13
10/15
10/18
10/19
10/21
10/24
10/25
10/28
10/29
10/30
10/31
11/1
11/5
11/6
11/11
11/12
11/14
11/15
11/16
11/18
11/20
11/21
11/25
11/27
11/29

始業式・総合避難訓練
午前保育・月謝引き落とし日
役員会
懇談会
バザー実行委員会
運動会実行委員会
誕生日会（9月）・地域開放 新体操
未就園児運動会
運動会園内予行
地域開放ヨガ②
令和2年度入園説明会
運動会園外予行
運動会園外予行予備日
令和2年度2歳児教室いちご組・
プレ保育たんぽぽ組入園説明会
バザー実行委員会・月謝引き落とし日
役員会
午前保育
運動会
運動会予備日
運動会振替休園
誕生日会（10月）
・衣替え
ケータリング（年長）
音楽の集い（川和中学校にて）
運動会予備日
令和2年度願書配布・入園説明会
午前保育
バザー
お遊戯会実行委員会
優先入園整理券配布
避難訓練
芋ほり
芋ほり予備日
懇談会・スマイルクラブ
午前保育
令和2年度入園願書受付
在園児休園・月謝引き落とし日
誕生日会（11月）・さつまいもパーティー
令和2年度たんぽぽ組願書受付（am）
令和2年度2歳児教室願書受付（pm）
役員会
お遊戯会予行1部
お遊戯会予行2部
お遊戯会予行3部
親児の会
避難訓練・ボビーくん
面談日
お遊戯会予行予備日
地域開放製作
お楽しみ会
午前保育

学

園

本

部

9/2
教職員意向調査
10/11 役員会
11/3 湘南そろばん塚顕彰会

○大和商業：天野・足立・岩城・高橋・内藤

○幼 稚 園：栁・海野・熊谷・増永・北畠・稲井・加納・石橋・井上・藤井

