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ワンチームが日本を変える
アジアでは初開催となるラグビーワールドカップ日本大会は、全国 12
会場で44日間にわたる全日程を終え、南アフリカチームの優勝で幕を
閉じました。今大会での日本代表チームの第一目標は、決勝トーナメン
ト進出でした。
その日本代表チームは世界 2 位の強豪アイルランドを含む予選を4 戦
全勝で突破し、初のベスト8 入りを果たすことができました。そして日本
のラグビー人気が沸騰しました。
決勝トーナメント初戦の南アフリカに残念ながら敗退したものの、唯
一負けたのが優勝チームだったことは日本チームの強さの証だったとい
えるでしょう。
では何が日本代表チームを強くしたのでしょうか。それは今年の流行
語大賞にもノミネートされた「ワンチーム（one team）」なのだと思いま
す。今回の日本代表チーム31 人のうち外国出身者は15 人。8カ国から
なる多国籍チームが心を一つにして戦いに臨みました。この大会に向
けて長期間の練習を積み重ね、互いの気心を知り尽くすとともに、対戦
相手への戦略を綿密に立てた成果が表れたのでしょう。
今回の大会には海外からも多くのラグビーファンが来日し、全国各地
で自国ユニフォームに身を包んだ外国人が目に付きましたが、ラフな姿
でもマナーの良さが漂っています。ラグビーは紳士のスポーツと言われ
ます。筋肉隆々の大男たちが全速力でぶつかり合い、体を張ってボー
ルを奪い合う死闘を終えると、互いに相手と健闘を讃え合う競技。選手
たちの紳士ぶりが、サポーターのマナーの良さにも通じていたようです。

柏木実業専門学校

校長

桐野 輝久

このフェアな様子は日本人の気質に共感を呼び起こしたのだと思いま
す。
国籍を超えた信頼関係、ワンチームにはこれからの日本が進むべき
道を暗示しているようにもみえます。少子高齢化が進み、労働力の不
足が深刻さを増していく今日、日本人との信頼関係を保った多国籍メン
バーが、日本の未来を切り開く可能性を秘めています。
日本の将来を背負うため、この国を愛し発展のため全力を注ぐ人材。
国籍によらず、ワンチームとして安全で快適な日本を築いていく人材が
必要なのです。
私たちの専門学校には多くの留学生が在籍していますが、彼らは日
本が好きで、日本で実力を発揮したいと強く願っています。勤勉で自分
を高める努力を欠かさない彼らを見ていると、日本社会の有能な働き手
として貢献してくれるだろうと期待が持てるのです。
歴史を振り返ると、明治初期に近代化の道を急速に歩んだ時に国民
を鼓舞した「文明開化」｢殖産興業｣のことば、また第 2 次世界大戦後
の日本の成長を支えた「戦後復興」｢高度成長｣のことば。これらはまさ
に国民の意識を一つにまとめる「ワンチーム」のかけ声だったのではな
いでしょうか。
ＩＴ革命、
ＡＩ時代など、急激な変革の時期、将来の日本を創っていく
のが「ワンチーム」なのかも知れません。繰り返しになりますが、多国籍
チームとして新たな地平を切り開いたラグビー日本代表チーム。彼等が私
たちに見せてくれた華々しい活躍にも通じていくのだと考えるのです。

柏高祭
9 月 13 日（金）、14 日（土）に
文 化 祭 が 行 わ れ た。今 年 は ス
ロ ー ガ ン に「power to create
～創造する力～」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 な ど が 行 わ れ、生 徒 の 歓 声、
拍手の内に幕を閉じた。

陸上競技会
9月27日（金）に大和スポーツセンターにおいて、第13
回陸上競技大会が行われた。この日も好天に恵まれ、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。
100ｍ走
200ｍ走
400ｍ走
1500ｍ走
走り幅跳び
走り高跳び
砲丸投げ
ジャベリックスロー
クラス対抗リレー

男子
女子
田中 裕規（2-F） 今井 七雪（1-G）
𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷- I ）
橋口 智輝（3-E） 冨士原美咲（2-D）
竹内
優（1-A）
岡﨑 翔吾（2-G） 佐藤 那奈（1-F）
渡邉 由 （3-A） 一条 奈津（1-E）
宮路 恒紀（3-G） 宍倉 美空（2-D）
川瀨
淑（3-H） 四宮 春名（3- J ）
２－Ｆ

軽音楽部活動報告
短歌書道部活動報告
祝 紫虹流三代目就任（11 月 26 日）
詩舞、および詩吟を指導されている星野久美子先生
が紫虹流三代目会長に就任。ますますの健舞健詠を期
待したい。
祝 神奈川県教育長賞受賞
~ 県高総文祭 20 周年記念吟詠剣詩舞記念発表会 ~
群舞『静御前』、朗詠『雨ニモマケズ』、書道吟を発表し、
受賞の運びとなった。これにより、来年度全国大会出
場の切符を手にした。
祝 大和市青少年健全育成作文コンクール（11月16日（土）
）
部活動で出場した全国大会での体験を作文にして、
下川原慎吾（２ -E）が市長表彰された。
※前９月号訂正のお知らせ
（ 前 号 の 文 化 連 盟賞受賞対象者が間違っておりました）

第 43 回全国高等学校総合文化祭
吟詠剣詩舞部門 文化連盟賞
阿部由香里（3-B）
張
韋嘉（3-B）
米山 俊也（3-B）
下川原慎吾（2-E）
山下 紗季（2-E）

新任職員の紹介

２年
岡本 洸
理科

学年付き

岡本先生からひと言！
生徒と一緒に楽しく
学んでいきたいです。

江戸川ガールズアワード 2019
ファイナリスト
8 月 22 日（木）に 江 戸 川 大 学
主催の「江戸川ガールズアワー
ド 2019」が 開 催 さ れ、関 東 １
都6県から数多くの学校が参
加した。本校からも「病溺恋罪」が参加し、ファイナリ
ストとして表彰された。
全国ギター部＆軽音楽フェスティバル 2019 金賞受賞
9 月 22 日（日）に日本ギター連盟主催の「全国ギター
部＆軽 音 楽 フ ェ ス テ ィ バ ル
2019」が開催され、数多くの学
校 が 参 加 し た。そ の 中 で 本 校
から参加した 3 年バンド「病溺
恋 罪」
（3 年 八 町、大 舘、不 破、
小林）が金賞を受賞した。

バレーボール部大会報告
令和元年度 北相地区バレーボール秋季大会

第３位

バドミントン部大会報告
第 49 回伊勢原市バドミントン総合体育大会
男子シングルス B 松本（2 年）
優勝
男子シングルス C 春口（1 年）
準優勝
男子ダブルスＢ 奥井（3 年）・奥井ペア（卒業生） 優勝
男子ダブルス C 三澤・村越ペア（1 年）
優勝
石田（2 年）・金澤（1 年）ペア 準優勝

第１回学校説明会
10 月 19 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 1,200 名を超える参加者
で総合体育館が一杯に
なった、充実した説明会と
なった。

【学校説明会のご案内】
第2回：11月 2日（土）
第3回：11月16日（土）
第4回：11月23日（土・祝）
第5回：11月30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
・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

【本校専門課程3学科が、高等教育の修学支援新制度の対象
機関となる大学等に認定されました】
本校職業実践専門課程、情報ビジネス科・医療情報学科・
経営経理研究科の3学科は、この度文部科学省が2020年4月
より実施予定の高等教育の修学支援新制度の対象となる大
学等に認定されました。
これにより、対象となる世帯の皆さまが、2020年4月以降
に本校に入学する際の入学金や授業料の一部が免除となり
ます。

【神奈川県委託訓練 7 月生修了式】
9 月 30 日（月）に委託訓練
「即戦力」3 コースの修了式
が 行 わ れ ま し た。7 月 の 入
校から 3 カ月間の訓練を終
え、多くの受講生の再就職
先 が 内 定 し ま し た。ま た、
修了式では各クラスより謝
辞をいただきました。再就
職先での新しいスタートが充実した日々となるよう活躍を
期待しています。

【令和元年度紅葉祭を開催しました】
9月27日（金）、9月28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。
医療情報学科の学生は、ハ
ニートーストとタピオカ入り
ハニーミルクの販売を行いま
した。まるでディズニーランド
にいるかのような装飾に来場
者もとても驚いておりました。
また、IT研究会はRPGゲームの体験をPC室で行いました。
情報ビジネス科・経営経理研究科の学生は学年で国ごと
にグループを作り、国の文化を紹介できる企画を考え出展
を行いました。
ネパール人留学生はネ
パールカレー、ラッシーの
販売やステージでの民族舞
踊と歌の披露、ネパールの
文化体験ができるボディ
アートなどを行いました。
ベトナム人留学生はベト
ナム中部都市フエ名物の米粉のラーメン風料理の販売やベ
トナムの文化紹介を行いながらベトナムのお祭りでもよく
行われるゲームの出し物を行いました。
スリランカ人留学生は、コット（スリランカ風そばめし）
と紅茶の販売を行いました。
少数国籍の留学生は日本人
学生と一緒に玉こんにゃくの
販売を行いました。
どのグループも各国の特色
を活かした企画、装飾を行い
盛大に盛り上がりました。
【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。

【第4回・第5回オープンキャンパスを開催】
9月14日（土）に第4回オープンキャンパス、10月26日（土）
に第5回オープンキャンパスを開催しました。各回、大勢の
高校生並びに留学生の皆さまに
ご参加頂きました。
第6回オープンキャンパスは12
月14日（土）の 開 催 と な り ま す。
お申込は、本ページ右下の入試
相談係まで。

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

【神奈川県委託訓練 11 月生入校式】
11 月 1 日（金）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
修科の入校式が行われまし
た。初日は緊張した雰囲気
での入校式となりました
が、再就職を目指して意欲
的に取り組みます。
【就職近況報告】
介護職員初任者研修科（委託訓練）
川村 由美子さん（平成 26 年 10 月修了生）
就職先 株式会社やまねメディカル
「介護事業所を運営している会社に就職
し、人事部で勤務をしています。介護職を
希望する人との出会いを通じて、自分自身
も職業訓練で介護の学びを経験してよかったと感じていま
す。これからも出会いを大切にしながら頑張りたいです。」
介護職員初任者研修科（委託訓練）
鈴木 和紀さん（平成 28 年 11 月修了生）
就職先 社会福祉法人相模翔優会
特別養護老人ホーム ル・リアンふかみ
「介護福祉分野の仕事は全くの未経験でし
たが、職業訓練で学んだ知識と介護職への
心構えが活きていると感じる場面が多く
あります。この学びを原点として生涯大事にしていきたい
と思っています。現在は社会福祉士の資格を取得し、相談員
として仕事をしています。
」

第6回オープンキャンパス
参加申込受付中
12月14日（土）実施の第６回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、入学願書・学校見学・入学
相談の受付は随時行っております。
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

修学旅行

第19 回 紅 葉 祭 開 催

2年 生 は10月16日（水）～10月19日（土）高 校 生
活最大の行事である修学旅行に3泊4日で行って
きました。飛行機を利用した沖縄での平和学習
でした。浦添城址で千羽鶴の奉納や献花、黙祷
をしたあと実際に戦場となった跡地を現地ガイ
ド引率のもと見てまわり、戦争の悲惨さを知る
ことができました。二日目は、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、クラフト体験ではグラス作り
を楽しみました。また、今年も三日目に観光タ
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。
いつもと異なる生活環境で、見聞を広め、沖
縄特有の自然や文化に親しむとともに、集団生
活の在り方や、公衆道徳などについても体験を
積むことができ、とても有意義な時間が過ごせ
ました。

9月27日（金）～ 28日（土）に開催しました。今
年のテーマは『歴史～この先へつなぐ第一歩～』
ということで、各階の装飾を昭和・平成・令和と、
それぞれの時代を感じるように工夫していまし
た。天気にも恵まれ、たくさんの方に御来校い
ただき大盛況でした。またＰＴＡの方々には毎
年恒例のお店を出展いただき、生徒達も大喜び
でした。
各種コンテスト結果は以下の通りです。
ミスター大商
優勝 3年C組 菅野利樹
クラスTシャツ
１位 3年C組
上腕二頭筋コンテスト １位 3年C組 曹雪強
変顔コンテスト
１位 2年C組 畠山果也
書道コンテスト
１位 3年C組 泉谷偉瑠
皆様おめでとうございます！！

初任者研修開校

大和東小学校ふれあい広場
10月20日（日）に大和東小学校で毎年行われて
いる、ふれあい広場にボランティア委員会を中心に、
参加してきました。本校は今年で 3 回目のブース
出展で、商業科で学んだ力を活かし、小学生に
電卓の使い方を楽しく体験してもらったり、今年
は新たにエコキャップを
使いストラックアウトを
体 験 し て も ら い ま し た。
ま た、地 域 の 方 々 の お 手
伝いもして、学校外の方々
と の 交 流 を 通 し て、と て
も良い経験になりました。

9月18日（水）、本校で2年生福祉コース対象に
介護職員初任者研修の開校式が行われ、本格的
に研修が始まりました。これから約5か月にわた
り、資格取得に向けて頑張ります。
10月11日（金）には、
「救命救急講習」を受講し、
福祉の仕事に関わる可能
性のある者として、ＡＥＤ
の使い方や心肺蘇生法な
ど、万 が 一 に 備 え た 知 識
と技術を身に付けるため
真剣に講習を受けること
ができました。

３学年進路状況
夏休みより面接指導等進路活動を乗り越え、順調に進路が決定しているので、ご報告致します。
就職

進学

いすゞライネックス㈱、保安道路企画㈱、社会福祉法人秀峰会、サントリービバレッジサービス㈱、
㈱栄和産業、㈱タナカ、マルシン空調㈱、大宮糧食工業㈱、㈱レッドバロン、羽田空港サービス㈱、
オーパック㈱、㈱ＩＪＴＴ、図南鍛工㈱、㈱太平洋ゴルフ、㈱宝製作所
大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校、横浜こども専門学校、横浜調理師専門学校、横浜システム
工学院専門学校、専門学校横浜ミュージックスクール、東京デザイン専門学校、柏木実業専門学校
（10 月 31 日現在）

運動会

10月5日（土）

10月19日（土）

川和小学校にて

晴天の中、運動会が開催さ
れました。温かい拍手や応援
が子ども達の自信に繋がり、
練習の成果を存分に発揮す
ることができました。

様々な模擬店やゲームコーナー、寄贈品の販売など、沢
山の方々に足を運んでいただき大盛況のバザーとなりま
した。川和高校吹奏楽部の皆さんによる演奏や先生達に
よる出し物も好評で大盛り上がりでした。ご協力いただ
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。

〈ゴールに向かってよーいドン！！〉
年少組

担任の先生の所まで笑顔で
走り切る事ができました。

〈遊戯 パプリカ〉
皆が大好きな曲で元気いっぱい踊

芋ほり

りました！

10 月 28 日（月）

〈パラバルーン〉
年中組

クラスの皆と息を合わせて大
きなバルーンを膨らませました。

〈遊戯 マスカット〉
果物の帽子を被り、笑顔で踊りま
した。大きな掛け声も印象的でした。
〈組体操〉
年長組

全員で力を合わせて一つひと

朝から「大きいお芋をとるぞ！」とやる気
満々で登園した子ども達。畑に到着し芋ほ
りを始めると、
「よいしょ！よいしょ！」と
大きな声がたくさん聞こ
えてきました。自分で堀っ
たお芋を見て大興奮！ 11
月5日（火）の さ つ ま い も
パ ー テ ィ ー に て、皆 で 美
味しく食べました。

つの技を格好良く決めることが
できました。
〈鼓笛隊〉
全員で心を一つに3曲を演奏し、
たくさんの拍手をもらいました。

〈親子ダンス だいすき ちゅっ〉
いちご組
たんぽぽ組 大勢のお客さんの前でも楽
しく参加することができました。

〈かけっこ みんなでヨーイドン！！〉
未就園児 親 子 で 一 緒 に ゴ ー ル に 向
かって元気いっぱい走りました。

年長組

歌 の 発 表 10 月 30 日（水）

10月12日（土）に予定していた「音楽の集い」が台
風による影響で中止になった為、今年度は幼稚園の
ホールにて発表を行いました。一生懸命練習してきた
「フレーフレーわたし」
「あなた」の2曲。皆で心を一つ
に大きな声で発表するこ
とができました。練習の
成果を保護者の方々に見
ていただき、たくさんの
拍手をもらって子ども達も
とても嬉しそうでした。

今後のスケジュール
11月
1日（金）令和2年度 新入園児
願書受付及び入園テスト

スマイルクラブ
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いただ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12月9日（月）に実施します。是
非、遊びに来てください。

5日（火）誕生日会
さつまいもパーティー
6日（水）令和2年度
たんぽぽ組 願書受付（AM）
いちご組 願書受付（PM）
16日（土）親児の会
18日（月）避難訓練
27日（水）お楽しみ会

12月
1日（日）お遊戯会
5日（木）おもちつき
9日（月）誕生日会 避難訓練
スマイルクラブ
10日（火）クリスマス会
11日（水）未就園児クリスマス会
13日（金）ダディー &マミー
20日（金）終業式

秋の行事を終えて
日頃より後援会の活動にご協力いただきまして、
誠にありがとうございます。寒暖の差が激しい今日
この頃、皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか？
2学期に入り後援会では、文化祭での豚汁・おに
ぎり販売、陸上競技会での麦茶の提供といった活動
を実施し、活きいきと頑張る子ども達との時間を共
有することが出来ました。また先日は、子ども達の
下校を見守るための、ふれあいパトロールを実施い
たしました。10月22日には、普通救急救命講習会を

節

水

人が生きるために欠かせない「水」 平均で一人
一日約300L 凄い量です。飲食に使うのはごくわず
かで、大半はトイレや風呂、洗濯など汚れを落とす
ことに使われています。そして汚れた排水を浄化す
るために、さらに多くの水が必要となります。皆さ
んが使った汚染水は浄水場を通して河川から海に
放流されています。海洋汚染の進行は世界的にも深
刻ですが日本人のきれい好きが災いして、特にマイ
クロプラスチック（5mm以下のプラスチックごみ）
による日本沿岸の汚染度は世界平均の27倍という
環境省の調査結果があります。
頃は江戸時代中期、夕刻、客引きでにぎわう街道

紅葉祭を終えて
秋も一段と深まり、ひだまりの恋しい季節となり
ました。
先日、令和を迎えて初めての文化祭「紅葉祭」が
開催されました。今年入学した私達親子にとって、
初めての文化祭でしたが、各クラス色々な催し物を
工夫し、クラスTシャツ姿の生き生きと楽しそうな
姿を見ることができ、とても嬉しく思いました。
柏木実業の学生さんとも一丸となって盛り上が
り、とても楽しんでいたように感じました。
PTAもお揃いのTシャツを着て、揚げ物の模擬
店を出店いたしました。調理・販売の係を分担し、

運 動 会・バ ザ ーを 終 え て
木々の紅葉の美しさに、秋の深まりを感じる季節
となりました。
10月5日（土）川和小学校のグラウンドをお借りし
て、運動会が行われました。
この日は10月といえども真夏の様に暑い日にな
り、子どもたちが最後まで頑張れるか心配でした。
しかし、ここまでたくさん練習した成果を出し切り、
無事に運動会を終えることができました。
子どもたちが一つ一つの競技に真剣に取り組み、
成長した頼もしい姿に感動いたしました。運動会当
日まで熱心にご指導いただいた先生方に感謝いた
します。ありがとうございました。

柏木学園高等学校後援会
学校裏の大和消防署に出向いて受講し、万が一身近
で事故などが起きた時にそなえて勉強してまいりま
した。
過ごしやすい時季は大変短く、すぐに寒さがやっ
てきますが、どうぞ皆様、体調管理にお気をつけく
ださい。
後援会会長

長峰

睦美

柏木実業専門学校教育交流会
筋の宿場町。宿が決まった旅人には、お茶やタバコ
盆とともに、ぬるま湯を入れた洗足タライを出すの
がおもてなし、わらじを脱ぎ、汚れを落として、一
日の疲れを癒す。
「足を洗う」という慣用句は、よく
悪事関連の職業から正業へ、住む世界を変える意味で
使われますが、もとは、修行から帰った僧が、裸足
の汚れ（欲）を洗い、清らかな心で寺院へ入ること
に由来します。地球の汚染が進む今、我々も浪費の
生活から「足を洗う」必要があるのかもしれません。
教育交流会会長

田部井

信夫

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
良いチームワークで完売することができました。ご
指導いただいた先生方、お手伝いいただいた皆様、
ご協力大変ありがとうございました。
11月にはPTA研 修 会として 講 師 の 先 生による
「ハーバリウム書」が開催されます。ご都合よろしい
方はお気軽にご参加ください。今後ともよろしくお
願い致します。
PTA役員代表 渡邉

美子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
10月19日（土）に行われたバザーは、多くの方に
お越しいただき、無事に終えることができました。
保護者の皆様にご協力いただいた寄贈品販売、たく
さんの模擬店は大盛況。川和高校吹奏楽部の皆さん
の演奏、先生方の出し物で、会場が盛り上がり、今
年はフリーマーケットも開催され、都筑ヶ丘幼稚園
の秋祭りの様な、楽しい1日となりました。
2学期は、
『お遊戯会』
『お餅つき』
『クリスマス会』
と行事がまだまだ続きます。父母の会と致しまして
も全力でサポートして参りたいと思います。
父母の会会長

玉村

和美

令和元年11月～令和2年1月
柏木学園高等学校

柏木実業専門学校

11/2

第2回学校説明会

11/2

全経文書処理能力検定

11/4

振替休日

11/8

研修旅行

11/5

2学年修学旅行

11/17

日商簿記検定

11/24

全経簿記能力検定

大和商業高等専修学校
11/1

生徒集会

11/2

体験入学⑤

11/6

委員会の日

11/5-25 学び直し・学力向上補習期間

11/26-27 推薦・一般入試

11/6

相談日

12/1

全経社会福祉会計簿記認定試験

11/8

生徒会選挙

11/12

45分授業

12/5

スピーチ・カラオケコンテスト

11/9

秘書検定

12/7

全経電卓計算能力検定

12/8

産能大科目修得試験

11/11-14 推薦入試願書受付

12/14

全経コンピュータ会計能力検定、

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）

11/17

日商簿記検定

11/20

生徒会選挙

11/23
11/25
11/27

相談日

11/30

第5回学校説明会

12/2-5

2学期期末試験

第 6 回オープンキャンパス

11/14

PTA運営委員会（研修会）

11/16

推薦入試②

11/17

日商簿記検定

12/17

経理実務コンクール

12/24

講義終了・大掃除

1/8

講義開始

11/18-21 あいさつ週間

第4回学校説明会

1/11

第 7 回オープンキャンパス

1/18

全経社会人常識マナー検定

11/18-22 検定特別授業

期末試験日程発表

12/4

相談日

12/6

試験予備日

12/7

第6回学校説明会

12/9

普通救命講習

12/10

生徒自宅学習日

12/11

学年行事（3限1・2年）
・相談日

12/12

学年行事（3限1・2年）
・大掃除

12/13

芸術鑑賞会・学期末補習対象者発表

1/21-27 進級・卒業試験

11/23

体験入学⑥

1/25

全経計算実務能力検定

1/26

産能大科目修得試験

11/24

全経簿記能力検定

1/28-30 午後追試験
1/28-2/21 検定授業週間

研修センター
11/1

12/17-23 学期末補習期間
相談日

12/19

後援会役員会

12/23

終業式・大掃除2限

12/26

煤払い

入校式

簿記パソコン事務科
医療調剤介護事務・PC 科

防犯ボランティア④

11/30

体験入学⑦

12/3-6

期末試験

12/3-23 三者面談
12/4

ワープロ検定

12/5

文書デザイン検定

12/6

１年進路ガイダンス

介護実習

12/7

体験入学⑧・全経電卓計算能力検定

中心会 / しょうじゅの里大和 /

12/9

後期スクーリング

介護職員初任者研修科
11/8-13（県委託訓練）9 月生

12/16-17 進路相談

12/18

（県委託訓練）11 月生

11/29

グリーンライフ湘南
11/19 （県委託訓練）9 月生 調剤事務検定試験

12/9-12 推薦入試願書受付
12/10

追再試日

西迫会計事務所

12/11

プレゼンテーション検定

株式会社アスモ介護サービス

12/14

推薦入試③・全経コンピュータ会計能力検定

社会福祉法人緑樹会

12/16

２年校外ガイダンス

12/18

情報処理検定

12/19

保護者会

11/27 （県委託訓練）11 月生 職業人講話

12/27-1/7 一斉冬季休業

11/28 （県委託訓練）9 月生 介護事務検定試験

1/8

始業式

11/29 （県委託訓練）9 月生 修了式

1/9

学力試験（1・2年）

簿記パソコン事務科

1/10

45分授業

医療調剤介護事務・PC 科

12/20

スポーツ文化デー

1/15

相談日

介護職員初任者研修科

12/24

大掃除・防犯ボランティア⑤

1/16

後援会役員会

12/25

終業式

1/8

始業式・PTA運営委員会

1/9

平常授業開始

1/11

体験入学⑨

1/16-17 推薦入試願書受付
1/20

期末試験日程発表

1/21

午前中40分授業

1/22

推薦入試・生徒自宅学習日

1/23

推薦入試合否発表

1/24

実用英語技能検定（アド＋希望者）

1/27-31 期末試験（29日除く）
1/29

12/23 （県委託訓練）11月生 医科医療事務検定試験
1/6

（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
1/9-15 （県委託訓練）11 月生 介護実習

1/14-16 推薦入試願書受付

1/21

（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

1/16-21 卒業試験

1/31

（県委託訓練）11 月生 修了式

1/18

推薦入試④

1/24

生徒集会

一般願書受付

簿記パソコン事務科

生徒自宅学習日

医療調剤介護事務・PC 科

1/27-30 一般入試願書受付

推薦入試予備日

介護職員初任者研修科

1/31

○学園本部：高村・金久保

○柏木高校：本田・湯川

○柏木実業：伊藤（史）・小澤・荒井

入試準備（3限まで）

都筑ケ丘幼稚園
令和2年度新入園児願書受付及び入園テスト
在園児休園
月謝引き落とし日
11/5
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）
11/6
令和2年度いちご組願書受付（PM）
11/11 役員会
11/12 お遊戯会予行1部
11/14 お遊戯会予行2部
11/15 お遊戯会予行3部
11/16 親児の会
11/18 避難訓練
11/19 食育プログラム「ボビーくんがやってくる！」
11/20 面談日
11/21 お遊戯会予行予備日・川和東小交流会（年長）
11/25 地域開放事業「製作」
にじ組つき組川和小交流会（年長）
11/26 ほし組ひかり組川和小交流会（年長）
11/27 お楽しみ会
11/29 午前保育
12/1
お遊戯会
12/2
お遊戯会振替休園
月謝引き落とし日
12/3
役員会
12/4
面談日
12/5
おもちつき
12/7
お遊戯会予備日
12/9
誕生日会（12月）
スマイルクラブ⑤
避難訓練
12/10 クリスマス会
12/11 未就園児クリスマス会
在園児休園
12/13 ダディー＆マミー
12/20 終業式・午前保育
12/30-31 預かりなし
1/6
月謝引き落とし日
1/7
始業式・獅子舞
1/8
お楽しみ会・懇談会
1/9
役員会
1/10
ケータリング（年長）
1/14
バザー収益シャボン玉ショー
1/15
令和2年度体験保育
在園児休園
1/17
地域開放ヨガ③
1/20
誕生日会（1月）
・避難訓練
1/21
クッキング保育（年長）
1/22
令和2年度たんぽぽ組教材渡し（AM）
令和2年度いちご組教材渡し（PM）
1/25
幼稚園教育研究大会
1/27
地域開放エアロビ③
1/28
スマイルクラブ⑥
1/30
豆まき
1/31
午前保育

11/1

学
11/3
12/20
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

○大和商業：天野・足立・岩城・高橋・内藤・吉田・榎本

○幼 稚 園：栁・海野・熊谷・増永・北畠・稲井・加納・石橋・井上・藤井

