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登校開始 柏木学園高等学校 オープンキャンパス 柏木実業専門学校

グラウンド解禁 大和商業高等専修学校 お誕生日会 都筑ヶ丘幼稚園

大和商業高等専修学校　校長　杉嵜　忠久－ 感染症と上水道 －
　先日、本校の手洗い場で私が蛇口から水を飲んでいると隣の専門
学校の留学生さんが、「校長先生は水道の水を飲むんですか?」と不思
議そうに話しかけてきました。私は「日本の水道水はおいしいですよ。
水道水には水系感染症（コレラ・チフス・赤痢）予防のために塩素が
入っていて安全です。」と、こんな説明をしましたが、不思議そうに私
のことを見ていました。
　日本の水道水は水道法により、水道管の末端において0.1ppmの塩
素が残留していること、と定められているので塩素臭さが残ってい
ます。その為かそれを嫌い、天然水をペットボトルで購入したり、家
庭では大きなポリタンクで定期的に配達してもらい飲用する方が増
えてきました。
　そこで、安心安全の観点から、もう一度水道水を見直していただき、
これから熱中症にならぬよう「日本の美味しい水道水」をたくさん飲
んでください。
　次に、ここに愛知県一宮市上下水道部からのお知らせを載せてみ
ました。「インフルエンザ、コロナウイルスなどは、一般的に塩素消毒
が効果的とされています。皆様のご家庭でお使いの水道水は、市上下
水道部が適切な塩素消毒を行い水質基準に適合した安全な水道水で
す。身近で安全な水道水で手洗いを行い、蛇口からの流水でウイルス
をしっかり洗い落して感染症を予防しましょう」
　つまり、公共水道は、感染症予防のため塩素消毒を施し、安全な飲
用水として使われてきました。
　近代上下水道の歴史を紐解いてみると、「感染症との闘いの中で上
下水道が整備されてきたことがわかります」。1854年ロンドン市内ソ
フォー地区のコレラ禍はわずか10日で収束されたことがあります。
当時の上水道はテムズ川の水を利用していました。上流からは糞尿

を含んだ下水が流されておりコレラの病原菌を含んだ水を飲用して
いたのです。そこで、医師のジョン・スノーと牧師のヘンリー・ホワ
イトヘッドにより、コレラの原因は飲み水にあることが突き止めら
れたので、この地域周辺の井戸水を含めテムズ川の水を飲まぬよう
指導したおかげでコレラ禍は沈静化したのです。日本においても、江
戸末期～明治期にかけて開港とともに「コロリ（コレラ）」が蔓延した
ので、横浜水道を皮切りに近代水道が整備され、コレラ・赤痢・チフ
ス等の疫病が根絶されました。
　今回の「新コロナ感染症」に、果たして水道水がどのように役立つ
ことになるかわかりませんが、衛生的で塩素殺菌されている水を使
うことはとても有意義なことと思いますし、「おいしい水道水」です。
さらに最近では、「おいしく水加工」をしているので、どんどん飲んで
欲しいと思います。

令和 2 年令和2年 7月 ～ 9月行事予定表
柏木学園高等学校 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

7/1 求人票解禁

7/1-10 簿記検定特別授業（3年）

7/2 都岡中説明会

7/4 通信制高校等出張説明会

7/6 平常授業開始

7/8 合同企業説明会

7/9 PTA運営委員会

7/12 全経簿記能力検定

7/17 保護者会

7/18 全経電卓計算能力検定

7/25 全経コンピュータ会計能力検定

7/27-31 １学期期末試験

7/29 情報処理・プレゼン検定

7/30 ワープロ・デザイン・スピード検定

8/3 追・再試日

8/5-7 学期末補習

8/6 健康診断

8/8 学校説明会①

8/8-23 夏休み

8/19-20 中学校教員対象出張説明会

8/22 学校説明会②

8/24 ２学期開始
 全国高等専修学校体育大会壮行会

8/25-26 全国高等専修学校体育大会

8/26 自宅学習日

8/28 防災訓練

8/29 中学生保護者出張相談会①

9/2 委員会の日

9/3 PTA運営委員会

9/5 中学生保護者出張相談会②

9/9 学び出張授業　　　

9/12 中学生保護者出張相談会③

9/26 オープンキャンパス
 通信制高校等出張説明会③

9/28 オープンキャンパス代休

学　園　本　部

7/1- 職員健康診断

9/1 教職員意向調査

9/下旬 役員会

7/1  （県委託訓練）7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

7/20 （県委託訓練）7月生　職業人講話
西迫会計事務所

8/17 （県委託訓練）7月生　職業人講話
株式会社アスモ介護サービス
社会福祉法人　緑樹会

8/6.19.26（県委託訓練）11月生　コース説明・見学会
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

8/25 （県委託訓練）9月生　入校説明会
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

9/1  （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

9/2-8（県委託訓練）7月生　入校式介護実習

9/29（県委託訓練）9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

研修センター

7/1 1年個人写真撮影（5限）
 求人票解禁
 相談日

7/8 相談日

7/15 相談日

7/16 後援会役員会

7/17 短縮40分午前授業
 午後実用英語技能検定
 （希望者のみ）

7/18 学力試験（3年）

7/27-30 1学期期末試験

7/27 学費引き落とし

7/30 指定校推薦希望者対象説明会

7/31 試験予備日

8/3 試験返却日

 次年度履修ガイダンス

8/7 終業式 
 大掃除

8/8-23 夏期休業

8/24 始業式

8/25 学力試験（1.2年）
 平常授業（3年）

8/27 後援会役員会
 学費引き落とし

8/29 ミニ説明会

8/31 健康診断（時差登校）

9/2 相談日 

9/9 相談日

9/28 学費引き落とし

9/30 相談日

-7/8 第2期AO入試エントリー受付期間
7/4 全経文書処理能力検定
7/9-22 第3期AO入試エントリー受付期間
7/10 第2期AO入試面談日
7/12 全経簿記能力検定
7/18 全経社会人常識マナー検定 Japan Basic
 全経電卓計算能力検定
7/25 全経コンピュータ会計能力検定
7/27-8/19 第4期AO入試エントリー受付期間
7/27 第3期AO入試面談日
7/31 夏季終業式
8/3 第3回オープンキャンパス
8/4-5 仕事のまなび場
8/20-9/2 第5期AO入試エントリー受付期間
8/21 第4期AO入試面談日
8/30 産能大会場型科目修得試験
8/31 講義開始
9/1 防災訓練
9/4 第5期AO入試面談日
9/12 第4回オープンキャンパス
9/14-18 前期試験
9/15-23 午後追試験
9/26 全経社会人常識マナー検定
9/27 全経BANTO認定試験

7/1 月謝引き落とし日・午前保育
 七夕親子製作

7/2-3 個人面談・午前保育

7/6 一日保育開始・七夕会（年長・年中）

7/7 令和3年度見学説明会・七夕会（年少）

7/8 全学年保育参観・一日保育
 スマイルクラブ②

7/9-10 全学年保育参観

7/11 令和3年度就職学生見学会

7/13 誕生日会（7月・8月）

7/14 プール開き（年長・年少）

7/15 プール開き（年中）・一日保育

7/20 こども縁日（＝夕涼み会）（年中）

7/21 こども縁日（＝夕涼み会）
 （未就園児・いちご組・ぶどう組・たんぽぽ組）

7/22 こども縁日（＝夕涼み会）（年少）
 一日保育

7/27 こども縁日（＝夕涼み会）（年長）

7/28 終業式・午前保育

7/30 体験保育（＝お泊り保育）（年長）

7/31 体験保育予備日（年長）

8/3 月謝引き落とし日

8/10-14 預かり保育なし

8/21 同窓会・夏期保育

8/24-27 夏期保育

9/1 月謝引き落とし日・始業式
 総合避難訓練・午前保育

9/2 懇談会

9/3 歯科検診

9/4 バザー実行委員会

9/7 運動会実行委員会

9/8 未就園児運動会

9/10 運動会園内予行

9/11 地域開放ヨガ

9/14 誕生日会（9月）

9/15 令和3年度入園説明会

9/17 歯科検診

9/18 運動会園外予行

9/23 令和3年度2歳児教室
 プレ保育たんぽぽ組説明会

9/28 早乙女先生講演会・内科検診

○学園本部：高村・金久保　　○柏木高校：本田・川津　　○大和商業：天野・榎本・高橋・小笠原・岩城・吉田・内藤
○柏木実業：伊藤（史）・小澤・荒井　○幼 稚 園：海野・水野・熊谷・笠井・髙田・田中・向山・柏木・高橋（か）・香山



Zoom授業開始
　6月22日（月）から6月25日（木）まで、3年生の中間試験に
伴い、1・2年生はビデオ会議用アプリZoom を使った授業
が行われた。新型コロナウイルス感染症の第2波が仮に到
来した時でも、オンライン授業で学校生活を継続するため
の練習を兼ねている。
　先生達は、パワーポイント、MetaMoji、動画など、様々
な媒体を利用しわか
りやすい授業になる
よ う 工 夫 し て い た。
生徒達もいつもと違
う環境で授業を受け
る新鮮な気持ちで参
加し、集中して取り
組んでいた。

マスク・アルコール寄贈
　以前手作りマスクを多数いただいた3-J保護者の上野様
から、この度再び、夏用マスク150枚以上と消毒用アルコー
ルジェルを6本いただいた。アルコールは校舎内に配置し、
マスクは教職員、生徒に配付し、校内での感染防止に大い
に役立てたい。ありがとうございました。

　新型コロナウイルスの
関係で中止が続いている
後援会役員会だが、消毒・
検温を徹底した中、新役員
と旧役員の顔合わせが6月
18日（木）に行われた。新
役員は今後の役割分担な
どを話し合い、旧役員に
は感謝状を進呈した。今
後も生徒の学校生活を有意義なものにできるよう、ご協力
をお願いいたします。

感染症拡大防止に向けた取り組み
　　本校では登校を開始した6

月1日（月）から、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のた
め、以下のような取り組みを
実施している。
・毎日の健康調査アンケート

の徹底
・クラスを半分に分けた分散

登校
・教室内レイアウトの工夫
・臨時手洗い場の設置
・校舎内常時換気
・休み時間のフロア巡回
・登校時の検温、手指消毒
・マスクの着用徹底
・各教室、トイレ等への手指消毒液設置
・紙媒体配付物取り扱いの配慮
・教員による生徒下校後の教室内及びトイレの消毒・清掃

　　6月26日（金）からは全校生徒が登校し、通常体制で学校
生活が始まったが、少しでも早く生徒の体調の異変を察
知するとともに、本校で感染がおこらないよう、教職員一
同なお一層、細心の注意をはらっていきたい。

通常行っていた昼食販売や例年6月に行われておりまし
た公開授業は当面の間、見合わせていただきます。

後援会顔合わせ

軽音楽部からのお知らせ
　軽音楽部では、休
校中にオンラインに
よる部活動を実施し
てきた。
　その模様は、「柏木
学園高校軽音楽部」
のツイッターに載せ
ているが、その部活
の一環で、『新型コロ
ナウイルスに負けずに頑張ろうメッセージ』（再生回数
1600回6/22現在）を全国の高校軽音楽部に向けて発信し
た。その後、多くの軽音楽部の仲間たちからも励ましや応
援のメッセージの返信があり、音楽を通じ一体感を感じる
ことができた。
　※『新型コロナウイルスに負けずに頑張ろうメッセージ』
は軽音楽部のツイッターから見ることができる。

入試広報活動開始
　2021年度入試に向けて、広報
活動が開始された。
　出来上がったばかりの本年
度のポスターを各中学校へ配付
し、塾訪問も開始した。また、6
月6日（土）と20日（土）には「オ
ンライン進学相談会」へ参加
し、Zoomを使って本校の説明
を中学生に向けて発信した。
　今後、夏に向けて広報活動も
盛んにおこなわれていく予定。
ぜ ひ 学 校 の ホ ー ム ペ ー ジ を
チェックしてください。

　2年生は家庭基礎の休校中
の課題で手作りマスクを作
成した。休校明けの初授業で
の提出となり、様々な力作が
みられた。マスクを作成する
のは初めての生徒がほとん
どで、貴重な経験ができたと思う。作成した味も愛着もあ
るマスク、これからも長く大切に使って欲しい。

休校中の課題

　緊急事態宣言の発令により、4月から約2か月間、
預かり保育のみの動きとなっていた幼稚園も、6月
1日より分散登園での保育が始まりました。休園期
間中は動画による配信（製作の仕方や絵本の読みき
かせ等）、メール連絡、園バスによる手紙類の配付
を行い、職員一同子どもたちに会えるのを楽しみに
していました。
　久しぶりの幼稚園、初めての幼稚園で笑顔いっぱ
いの子もいれば、緊張から涙を流して登園する子も
いました。
　15日からは全員登園になり、クラス揃っての活
動に張り切って取り組
む姿が見られ、元気な
声、笑い声で賑やかな
毎日です。
　行事や活動も例年と
異なることが多いと思
いますが、子どもたち
が元気に、安全に取り
組み、楽しめる方法を考えながら、令和2年度も思い
出いっぱいになるようにしていきたいと思います。

　4月から延期となっていた2歳児教室・プレ保育
たんぽぽ組の入園式を無事行うことができました。
　担任の先生の紹介やお友達と紙芝居をみたり、親
子体操をしたりと楽しい時間を過ごすことができま
した。

　また、2歳児教室は親
子登園日を2日間設け慣
らし保育を行いました。
園庭でのびのびと遊び汗
をたくさんかきました！

　たんぽぽ組は6月11日
から各コース保育を開始
し、月刊誌を読んだり、
園庭で元気いっぱい遊び
ました！

　未就園児対象の七夕親子
製作を行いました。それぞ
れの願い事を書いた流れ星
の短冊と飾りを製作し、笹
の葉につけて持ち帰りまし
た！先生たちのペープサー
トも観ました☆

6月から
保育が始まりました

　学年ごとで行いました。先生たちの出し物を通し
て「歯の大切さ、歯の磨き方」を伝えました。歯を磨
く順番を再確認し、クイズもたくさん出題され、大
盛り上がりでした！おうちでも上手に歯磨きをし
て、丈夫な歯、健康な身体で元気いっぱい過ごせる
ようにしていきましょう！

●令和3年度園児募集に向け、6月1日（月）より、
園見学を実施しています。

●7月7日（火）に第1回見学説明会、9月15日（火）
に第2回入園説明会を行います。ともに10時受
付、10時20分開始です。園舎内の見学や在園児
の出し物、親子体操もあります。

●7月21日（火）に未就園児対象のこども縁日を行
います。縁日体験や、盆踊りをします。

●9月8日（火）未就園児運動会を開催いたします。
●9月23日（水）令和3年度2歳児教室、プレ保育た
んぽぽ組説明会を行います。

虫歯予防集会

永年勤続表彰

　6月25日生まれの蚕で
す☆始めは1ミリほどの
大きさでしたが、桑の葉
をむしゃむしゃと食べ、
日に日に大きくなってい
ます。繭になるのが楽し
みです☆

今年も蚕がやってきました！

☆おめでとうございます☆

6月15日・17日・29日・30日

地域開放事業
☆七夕親子製作☆ 7月1日（水）

今 後 の お 知 ら せ

入園式
2歳児教室いちご組・ぶどう組（6月3日）
プレ保育たんぽぽ組（6月4日・6月5日）

6月24日（水）

父母の会の皆様から花束をいただきました。
ありがとうございました。



　5月26日（火）に3年生、27日（水）に2年生、28日
（木）に1年生がそれぞれ分散登校し、体育館
にてオリエンテーションを行いました。マスク
を着用して、“3密”に気を付けて登校。学校に
着いたら、検温をして手指消毒をし、携帯電
話を袋に入れて指定の場所に保管したりする
など、感染症防止対策に生徒たちも積極的に
協力してくれました。久しぶりに友達に会え
て嬉しそうな生徒も居れば、1年生は初めて
の登校だったのでとても緊張をしていました。

　6月1日（月）から12日（金）までは分散登校
でした。決められた曜日に各学年半日ずつ登
校日を設け、交通機関の密集を避けるために
いつもより遅い時間に週３回登校しました。
各教室13人以下の少人数でソーシャルディス
タンスを意識した形で対面式の授業を行い、
授業が終わるたびに机を亜塩素酸水で消毒し、
感染症防止対策に徹していました。生徒たち
は徐々に学校に登校する感覚を取り戻しつつ、
毎日の検温や消毒作業に慣らしていきました。
1年生にとっては待望の高校生活が始まり、
クラスメイトとの交流も少ないなかで、一生
懸命勉強に励んでいました。学校に登校しな
い日は、自宅学習日として自宅で課題を取り
組み、遅れを取り戻すために頑張っていまし
た。そして、6月15日（月）から全校一斉登校
が始まりました。生徒が居てこその大和商業
なので、本校らしい活気が戻って嬉しく思い
ます。検温、マスク着用、手指消毒、携帯電
話の預け方に加え、昼食をとるときは自分の
席に着いて前を向いたまま周りと会話をせず
に食べるようにしています。教員も校舎内を
こまめに巡回して、さらなる感染症防止対策
をしています。

　授業が再開したので、早速体育の授業でグ
ラウンドを使用しました。自粛をしていた生
徒たちは、体力が落ちてしまっているので、
ウォーキングを兼ねて6月17日（水）・18日（木）
に体育の授業でグラウンドへ行ってきました。
体育の授業でグラウンドを使用するのは初め
てで、外で日差しを浴びながら土を踏みしめ
て行う体育は格別でした。今までは体育館で
しか授業を行えませんでしたが、グラウンド
を使うことにより、できる競技が増えるので
生徒たちは楽しみの様子でした。何よりも、
生徒たちは外の空気を吸うことができるだけ
で、とても気持ち良さそうでした。また8月
25日（火）・26日（水）に全国高等専修学校体
育大会があるので、外競技の部活動は日々グ
ラウンドを使用し、練習に励んでおります。
今年度こそ各種目で好成績を残せるよう、生
徒たちは一生懸命頑張っているので、応援を
宜しくお願い致します！

　6月15日（月）に生徒指導部による自転車の
安全点検を実施しました。一斉登校が始まり、
自粛によりしばらく使用していなかった自転
車に、不備がないかをみんなで点検をしまし
た。楽しい学校生活を送るために、登下校は
交通事故に遭わないように、気を付けてほし
いです。また、大和市では「大和市歩きスマホ
の防止に関する条
例」が7月1日（水）
より施行となりま
したので、生徒た
ちには注意喚起を
しております。

　動画などを掲載し、中学生や保護者の方が本校を
理解しやすい内容となりました。在校生たちはこま
めに掲示板を見て、連絡事項を確認しましょう。
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【令和2年度　第1回・第2回オープンキャンパスを開催】
　5月23日（土）に令和2年度第
１回オープンキャンパス、6月27日
（土）に第2回オープンキャンパ
スを開催しました。各回新型コ
ロナウイルス感染予防の体制を
とり、実施しました。第3回オープ
ンキャンパスは8月3日（月）・7日（金）（午前・午後）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。

【学園留学支援給付金を支給】
　本学園より海外から日本へ勉強に来ている留学生一人
一人に対して、新型コロナウイルスにより学びの機会が失わ
れないよう留学支援給付金１万円が支給されました。授業再
開後、日本での就職や各種検定試験の取得等に向けて授
業を受講してもらいたいです。

【分散登校・オンライン授業を行いました】
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、分散登校
での授業を行いました。登校した学生はコロナウイルスの影

響で遅れた学習を取り戻そうと、真
剣に授業に取り組み、検定試験に
向け勉強に励んでいます。また、登
校日でない学生には、SNSツールを
利用したオンライン授業を実施し、
学生への指導を行いました。

【校内就職相談会を開催】
　今年度の就職活動は新型コロナウイルスの影響で就職
生に打撃を与えておりま
したが、６月２２日（月）・２
４日（水）に２学年を対
象とした校内就職相談
会を開催しました。相
談会に参加した学生
は、来年度の就職を目標に各種就職サイトに登録をしたり、
求人の探し方を覚えたり、真剣に相談会に参加しました。

【情報実践基礎（ドローン）の授業に取材が来ました】
　６月２５日（木）に今年度より開講しているドローンの授業
に株式会社タウンニュース社と相模経
済新聞社が取材で来校されました。取
材日当日はドローンを使用した風船割ゲ
ームを行い、操縦技術を競う講義でし
た。受講した学生はドローンの飛行技術
や専門知識など、今後の社会に役立てる力を身に付けるた
めに授業に励んでおります。

第３回オープンキャンパス　参加申込受付中
　8月3日（月）・7日（金）実施の第3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。

【求職者支援訓練2・3月生修了式、神奈川県委託訓練7月生入校式】
　求職者支援訓練　医療・調剤・介護事務ＰＣ科、オフィスワーク
ＰＣ基礎科2月生の修了式が6月9日（火）、医療・調剤・介護事務ＰＣ
科、介護職員養成（初任者研修）科3月生の修了式が6月30日

（火）、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7月生の入校式が
7月1日（水）に行われました。それぞれが新しいスタートとなりました。

【神奈川県委託訓練「即戦力」9月生見学会、7月生入校説明会】
　神奈川県委託訓練「即戦力」
9月生のコース説明・学校見学会
が6月中3回にわたり実施されまし
た。毎回多くの希望者に参加いた
だき、カリキュラム内容や就職につ
いて質問をいただくなど、皆さんと
ても積極的な様子でした。また、
6月19日（金）には入校が決定している7月生を対象とした入校説明
会が実施され、7月からの訓練生活への意識が高まりました。

［次回、神奈川県委託訓練「即戦力」11月生　見学会日程］
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
者研修科ともに、8月6日（木）、8月19日（水）、8月26日（水）
　

【就職近況報告】
就職先　社会福祉法人緑樹会
　　　　介護老人福祉施設　ラペ相模原
　大塚　浩平さん　
　介護職員初任者研修科（神奈川県委託訓練）
 （令和2年3月）修了生　
　「就職後、業務のなかで訓練での勉強を思
い出すことがたくさんあり、学んで良かったと思
っています。また入職後も様々な研修をしてい
ただき、職場の上司や先輩にも親切にご指導
いただいています。成長できるよう頑張ります。」

就職先　社会福祉法人すみれ厚生会
　　　　特別養護老人ホーム　相模原すみれ園
　河端　厚志さん　

介護職員養成（初任者研修）科（求職者訓練）
 （令和2年6月）修了生
　「就職が決まり、いよいよ介護職員としてスタ
ート地点に立つことができました。1日も早く仕事
に慣れ、貢献できるよう努力したいです。緊張もしていますが、ご利
用者様との関わりのなか思いやりのある介護ができるよう頑張り
ます。」

修了式にて謝辞をいただきました 入校式の様子

見学会の様子

特別養護老人ホーム

相模原すみれ園



　5月26日（火）に3年生、27日（水）に2年生、28日
（木）に1年生がそれぞれ分散登校し、体育館
にてオリエンテーションを行いました。マスク
を着用して、“3密”に気を付けて登校。学校に
着いたら、検温をして手指消毒をし、携帯電
話を袋に入れて指定の場所に保管したりする
など、感染症防止対策に生徒たちも積極的に
協力してくれました。久しぶりに友達に会え
て嬉しそうな生徒も居れば、1年生は初めて
の登校だったのでとても緊張をしていました。

　6月1日（月）から12日（金）までは分散登校
でした。決められた曜日に各学年半日ずつ登
校日を設け、交通機関の密集を避けるために
いつもより遅い時間に週３回登校しました。
各教室13人以下の少人数でソーシャルディス
タンスを意識した形で対面式の授業を行い、
授業が終わるたびに机を亜塩素酸水で消毒し、
感染症防止対策に徹していました。生徒たち
は徐々に学校に登校する感覚を取り戻しつつ、
毎日の検温や消毒作業に慣らしていきました。
1年生にとっては待望の高校生活が始まり、
クラスメイトとの交流も少ないなかで、一生
懸命勉強に励んでいました。学校に登校しな
い日は、自宅学習日として自宅で課題を取り
組み、遅れを取り戻すために頑張っていまし
た。そして、6月15日（月）から全校一斉登校
が始まりました。生徒が居てこその大和商業
なので、本校らしい活気が戻って嬉しく思い
ます。検温、マスク着用、手指消毒、携帯電
話の預け方に加え、昼食をとるときは自分の
席に着いて前を向いたまま周りと会話をせず
に食べるようにしています。教員も校舎内を
こまめに巡回して、さらなる感染症防止対策
をしています。

　授業が再開したので、早速体育の授業でグ
ラウンドを使用しました。自粛をしていた生
徒たちは、体力が落ちてしまっているので、
ウォーキングを兼ねて6月17日（水）・18日（木）
に体育の授業でグラウンドへ行ってきました。
体育の授業でグラウンドを使用するのは初め
てで、外で日差しを浴びながら土を踏みしめ
て行う体育は格別でした。今までは体育館で
しか授業を行えませんでしたが、グラウンド
を使うことにより、できる競技が増えるので
生徒たちは楽しみの様子でした。何よりも、
生徒たちは外の空気を吸うことができるだけ
で、とても気持ち良さそうでした。また8月
25日（火）・26日（水）に全国高等専修学校体
育大会があるので、外競技の部活動は日々グ
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今年度こそ各種目で好成績を残せるよう、生
徒たちは一生懸命頑張っているので、応援を
宜しくお願い致します！

　6月15日（月）に生徒指導部による自転車の
安全点検を実施しました。一斉登校が始まり、
自粛によりしばらく使用していなかった自転
車に、不備がないかをみんなで点検をしまし
た。楽しい学校生活を送るために、登下校は
交通事故に遭わないように、気を付けてほし
いです。また、大和市では「大和市歩きスマホ
の防止に関する条
例」が7月1日（水）
より施行となりま
したので、生徒た
ちには注意喚起を
しております。

　動画などを掲載し、中学生や保護者の方が本校を
理解しやすい内容となりました。在校生たちはこま
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【令和2年度　第1回・第2回オープンキャンパスを開催】
　5月23日（土）に令和2年度第
１回オープンキャンパス、6月27日
（土）に第2回オープンキャンパ
スを開催しました。各回新型コ
ロナウイルス感染予防の体制を
とり、実施しました。第3回オープ
ンキャンパスは8月3日（月）・7日（金）（午前・午後）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。

【学園留学支援給付金を支給】
　本学園より海外から日本へ勉強に来ている留学生一人
一人に対して、新型コロナウイルスにより学びの機会が失わ
れないよう留学支援給付金１万円が支給されました。授業再
開後、日本での就職や各種検定試験の取得等に向けて授
業を受講してもらいたいです。

【分散登校・オンライン授業を行いました】
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、分散登校
での授業を行いました。登校した学生はコロナウイルスの影

響で遅れた学習を取り戻そうと、真
剣に授業に取り組み、検定試験に
向け勉強に励んでいます。また、登
校日でない学生には、SNSツールを
利用したオンライン授業を実施し、
学生への指導を行いました。

【校内就職相談会を開催】
　今年度の就職活動は新型コロナウイルスの影響で就職
生に打撃を与えておりま
したが、６月２２日（月）・２
４日（水）に２学年を対
象とした校内就職相談
会を開催しました。相
談会に参加した学生
は、来年度の就職を目標に各種就職サイトに登録をしたり、
求人の探し方を覚えたり、真剣に相談会に参加しました。

【情報実践基礎（ドローン）の授業に取材が来ました】
　６月２５日（木）に今年度より開講しているドローンの授業
に株式会社タウンニュース社と相模経
済新聞社が取材で来校されました。取
材日当日はドローンを使用した風船割ゲ
ームを行い、操縦技術を競う講義でし
た。受講した学生はドローンの飛行技術
や専門知識など、今後の社会に役立てる力を身に付けるた
めに授業に励んでおります。

第３回オープンキャンパス　参加申込受付中
　8月3日（月）・7日（金）実施の第3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。

【求職者支援訓練2・3月生修了式、神奈川県委託訓練7月生入校式】
　求職者支援訓練　医療・調剤・介護事務ＰＣ科、オフィスワーク
ＰＣ基礎科2月生の修了式が6月9日（火）、医療・調剤・介護事務ＰＣ
科、介護職員養成（初任者研修）科3月生の修了式が6月30日

（火）、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7月生の入校式が
7月1日（水）に行われました。それぞれが新しいスタートとなりました。

【神奈川県委託訓練「即戦力」9月生見学会、7月生入校説明会】
　神奈川県委託訓練「即戦力」
9月生のコース説明・学校見学会
が6月中3回にわたり実施されまし
た。毎回多くの希望者に参加いた
だき、カリキュラム内容や就職につ
いて質問をいただくなど、皆さんと
ても積極的な様子でした。また、
6月19日（金）には入校が決定している7月生を対象とした入校説明
会が実施され、7月からの訓練生活への意識が高まりました。

［次回、神奈川県委託訓練「即戦力」11月生　見学会日程］
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
者研修科ともに、8月6日（木）、8月19日（水）、8月26日（水）
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就職先　社会福祉法人緑樹会
　　　　介護老人福祉施設　ラペ相模原
　大塚　浩平さん　
　介護職員初任者研修科（神奈川県委託訓練）
 （令和2年3月）修了生　
　「就職後、業務のなかで訓練での勉強を思
い出すことがたくさんあり、学んで良かったと思
っています。また入職後も様々な研修をしてい
ただき、職場の上司や先輩にも親切にご指導
いただいています。成長できるよう頑張ります。」

就職先　社会福祉法人すみれ厚生会
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Zoom授業開始
　6月22日（月）から6月25日（木）まで、3年生の中間試験に
伴い、1・2年生はビデオ会議用アプリZoom を使った授業
が行われた。新型コロナウイルス感染症の第2波が仮に到
来した時でも、オンライン授業で学校生活を継続するため
の練習を兼ねている。
　先生達は、パワーポイント、MetaMoji、動画など、様々
な媒体を利用しわか
りやすい授業になる
よ う 工 夫 し て い た。
生徒達もいつもと違
う環境で授業を受け
る新鮮な気持ちで参
加し、集中して取り
組んでいた。

マスク・アルコール寄贈
　以前手作りマスクを多数いただいた3-J保護者の上野様
から、この度再び、夏用マスク150枚以上と消毒用アルコー
ルジェルを6本いただいた。アルコールは校舎内に配置し、
マスクは教職員、生徒に配付し、校内での感染防止に大い
に役立てたい。ありがとうございました。

　新型コロナウイルスの
関係で中止が続いている
後援会役員会だが、消毒・
検温を徹底した中、新役員
と旧役員の顔合わせが6月
18日（木）に行われた。新
役員は今後の役割分担な
どを話し合い、旧役員に
は感謝状を進呈した。今
後も生徒の学校生活を有意義なものにできるよう、ご協力
をお願いいたします。

感染症拡大防止に向けた取り組み
　　本校では登校を開始した6

月1日（月）から、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のた
め、以下のような取り組みを
実施している。
・毎日の健康調査アンケート

の徹底
・クラスを半分に分けた分散

登校
・教室内レイアウトの工夫
・臨時手洗い場の設置
・校舎内常時換気
・休み時間のフロア巡回
・登校時の検温、手指消毒
・マスクの着用徹底
・各教室、トイレ等への手指消毒液設置
・紙媒体配付物取り扱いの配慮
・教員による生徒下校後の教室内及びトイレの消毒・清掃

　　6月26日（金）からは全校生徒が登校し、通常体制で学校
生活が始まったが、少しでも早く生徒の体調の異変を察
知するとともに、本校で感染がおこらないよう、教職員一
同なお一層、細心の注意をはらっていきたい。

通常行っていた昼食販売や例年6月に行われておりまし
た公開授業は当面の間、見合わせていただきます。

後援会顔合わせ

軽音楽部からのお知らせ
　軽音楽部では、休
校中にオンラインに
よる部活動を実施し
てきた。
　その模様は、「柏木
学園高校軽音楽部」
のツイッターに載せ
ているが、その部活
の一環で、『新型コロ
ナウイルスに負けずに頑張ろうメッセージ』（再生回数
1600回6/22現在）を全国の高校軽音楽部に向けて発信し
た。その後、多くの軽音楽部の仲間たちからも励ましや応
援のメッセージの返信があり、音楽を通じ一体感を感じる
ことができた。
　※『新型コロナウイルスに負けずに頑張ろうメッセージ』
は軽音楽部のツイッターから見ることができる。

入試広報活動開始
　2021年度入試に向けて、広報
活動が開始された。
　出来上がったばかりの本年
度のポスターを各中学校へ配付
し、塾訪問も開始した。また、6
月6日（土）と20日（土）には「オ
ンライン進学相談会」へ参加
し、Zoomを使って本校の説明
を中学生に向けて発信した。
　今後、夏に向けて広報活動も
盛んにおこなわれていく予定。
ぜ ひ 学 校 の ホ ー ム ペ ー ジ を
チェックしてください。

　2年生は家庭基礎の休校中
の課題で手作りマスクを作
成した。休校明けの初授業で
の提出となり、様々な力作が
みられた。マスクを作成する
のは初めての生徒がほとん
どで、貴重な経験ができたと思う。作成した味も愛着もあ
るマスク、これからも長く大切に使って欲しい。

休校中の課題

　緊急事態宣言の発令により、4月から約2か月間、
預かり保育のみの動きとなっていた幼稚園も、6月
1日より分散登園での保育が始まりました。休園期
間中は動画による配信（製作の仕方や絵本の読みき
かせ等）、メール連絡、園バスによる手紙類の配付
を行い、職員一同子どもたちに会えるのを楽しみに
していました。
　久しぶりの幼稚園、初めての幼稚園で笑顔いっぱ
いの子もいれば、緊張から涙を流して登園する子も
いました。
　15日からは全員登園になり、クラス揃っての活
動に張り切って取り組
む姿が見られ、元気な
声、笑い声で賑やかな
毎日です。
　行事や活動も例年と
異なることが多いと思
いますが、子どもたち
が元気に、安全に取り
組み、楽しめる方法を考えながら、令和2年度も思い
出いっぱいになるようにしていきたいと思います。

　4月から延期となっていた2歳児教室・プレ保育
たんぽぽ組の入園式を無事行うことができました。
　担任の先生の紹介やお友達と紙芝居をみたり、親
子体操をしたりと楽しい時間を過ごすことができま
した。

　また、2歳児教室は親
子登園日を2日間設け慣
らし保育を行いました。
園庭でのびのびと遊び汗
をたくさんかきました！

　たんぽぽ組は6月11日
から各コース保育を開始
し、月刊誌を読んだり、
園庭で元気いっぱい遊び
ました！

　未就園児対象の七夕親子
製作を行いました。それぞ
れの願い事を書いた流れ星
の短冊と飾りを製作し、笹
の葉につけて持ち帰りまし
た！先生たちのペープサー
トも観ました☆

6月から
保育が始まりました

　学年ごとで行いました。先生たちの出し物を通し
て「歯の大切さ、歯の磨き方」を伝えました。歯を磨
く順番を再確認し、クイズもたくさん出題され、大
盛り上がりでした！おうちでも上手に歯磨きをし
て、丈夫な歯、健康な身体で元気いっぱい過ごせる
ようにしていきましょう！

●令和3年度園児募集に向け、6月1日（月）より、
園見学を実施しています。

●7月7日（火）に第1回見学説明会、9月15日（火）
に第2回入園説明会を行います。ともに10時受
付、10時20分開始です。園舎内の見学や在園児
の出し物、親子体操もあります。

●7月21日（火）に未就園児対象のこども縁日を行
います。縁日体験や、盆踊りをします。

●9月8日（火）未就園児運動会を開催いたします。
●9月23日（水）令和3年度2歳児教室、プレ保育た
んぽぽ組説明会を行います。

虫歯予防集会

永年勤続表彰

　6月25日生まれの蚕で
す☆始めは1ミリほどの
大きさでしたが、桑の葉
をむしゃむしゃと食べ、
日に日に大きくなってい
ます。繭になるのが楽し
みです☆

今年も蚕がやってきました！

☆おめでとうございます☆

6月15日・17日・29日・30日

地域開放事業
☆七夕親子製作☆ 7月1日（水）

今 後 の お 知 ら せ

入園式
2歳児教室いちご組・ぶどう組（6月3日）
プレ保育たんぽぽ組（6月4日・6月5日）

6月24日（水）

父母の会の皆様から花束をいただきました。
ありがとうございました。



　日毎に暑さが増してまいりますが、皆様いかがお過ご
しでしょうか。
　新型コロナウイルスの影響で発令されていた緊急事態
宣言も解除、規制されていた自粛も緩和され少しずつ日
常の生活が戻ってきました。しかし、新型コロナウイル
スの猛威はまだまだ終息とはいかず、例年でしたら皆様
と一緒に開催するはずであった後援会総会も初の書面で
の開催となりました。手探りで行うこととなった総会で
すが、皆様のご理解とご協力をいただき、総会は無事に
終えることが出来ました。総会では令和２年度の新役員
が決定し、私、坂本が新会長として正式に承認されまし
た。至らないことも多々あると思いますが、精一杯頑張り

ますのでよろしくお願いします。
　学校は分散登校が始まり、中間試験を終え、子どもた
ちは少しずつ学校生活に馴染んできた頃でしょうか。来
校した際にすれ違う子どもたちはみんな笑顔でとても楽
しそうで、以前の活気ある日々を思い出させてくれます。
　まだまだ不安を拭うことはできませんが、この歴史的
な状況に直面したことで日常では得られなかった経験が
たくさんあると思います。その経験を大切に、一歩一歩
と前に進んでください。私たち保護者は手を取り合って、
共にその背中を支えてあげましょう。

後援会会長　坂本　綾

柏木学園高等学校後援会総会のご報告とご挨拶

　新型コロナウイルスは、ここ数カ月の間に多くの人の命
を奪い、多くの人から仕事を奪い、多くの学生から勉学の時
間を奪い、グローバル化や生産性を根底から覆し、世界中に
大量の損失をもたらしました。これからは、コロナと共に新
しい生活様式を確立し、持続可能な社会と変化に適応した
フレキシビリティーな経営、リモートワークの浸透、オンラ
インを使っての新しい仕事の形態、第2波の感染に備えてい
く必要に迫られています。モノは使わないと、どんどん錆び
ていきます。ボロボロになります。たとえば家です。どれほ
ど豪華な家であっても、人が住まなくなり、全く手入れがさ
れないまま放置されたら、あっという間に朽ちていきます。
モノは使ってこそ、いい状態を維持していけるのです。人間

の体と頭も同じです。「使うこと」の大切さについて、レオナ
ルド・ダビンチが次の名言を残しています。
　「鉄が使用せずして錆び、水がくさり、また寒中に凍るよ
うに、才能も用いずしては損なわれる」つまり使わなけれ
ば、どんな才能も損なわれてしまう。ということを常に頭に
いれて、みんなが創造性を発揮して、知恵を出し行動すれ
ば新しい社会は活性化されていくと思います。学生諸君も
オンライン授業等で友人たちとの交流も少なくなり、寂し
い事とは思いますが、健康管理と規則正しい生活を送って
ください。早く安心して登校出来ることを願っております。
　

教育交流会会長　田部井　信夫

柏木実業専門学校教育交流会ウィズコロナで新生活様式を

　新年度が始まって、3ヵ月余りが経ちました。例年だと、
1年生のオリエンテーションやオープンキャンパス（授業
参観）、体育祭などが行われる時期でした。それが新型コ
ロナウイルスの影響で、延期や中止になってしまい残念
です。緊急事態宣言が解除されてもどこか不安や心配が
つきまとい、自粛ムードは、なかなか消えません。コロナ
前の何気ない日常生活に戻るのには、もう少し時間がか
かりそうですが、確実に一歩一歩前進していっていると

思います。今年は、何かと我慢、忍耐、そして自粛という
厳しい環境の中で過ごしていくことになるかとは思いま
すが、希望を持って未来に向かっていってほしいと思い
ます。そして、一日でも早く新型コロナウイルスが終息す
ることを願います。

PTA役員代表　田中　直子

大和商業高等専修学校ＰＴＡ新型コロナウイルス

　蒸すような暑さも日々増していき、本格的な夏の季節
もすぐそこまで来ているようです。
　緊急事態宣言が解除になり、街全体が日常を少しずつ
取り戻しているように思える日々が続いています。
　2ヶ月の休園期間を経て、今年度の幼稚園生活がスター
トしました。
　子ども達は、新しい環境に少しずつ慣れながらも、先
生やお友達と笑顔で楽しそうに遊んでいる姿が見られる
ようになりました。子ども達の心と体調の変化に気をつ
けながら、楽しい園生活になるよう見守っていきたいと
思います。
　さて、7月の夕涼み会ですが、今年度はコロナ感染防止

の為、こども縁日として縮小して開催する運びになりま
した。残念ながら、保護者の皆様に夕涼み会の様子を見
ていただくことは叶いませんが、子ども達の楽しい思い
出ができるよう、先生方が一生懸命に準備を進めてくだ
さっております。
　未だコロナ関連の報道に一喜一憂する日々ですが、感
染防止をしながら、子ども達が安心して過ごせるよう準
備を進めてまいります。保護者の皆様にも、ご理解とご
協力をいただきますようお願いいたします。

父母の会会長　中山　智恵子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会子ども達の笑顔

〈2級〉（工業簿記）

BHANDARI SHIVA　劉　義超

〈3級〉（商業簿記）

LAMA DIL MAYA

日本医療報酬調査会
介護事務検定

（令和2年6月8日施行）

飯塚　千陽　　市村　栄子

黒河内　舞　　小金井和香子

小太刀陽子　　小林　明子

田村　律子

ドンミゲス イダグア ルスミラ パオラ

長澤　仁美　　中村めぐ美

藤原さゆり　　坊野　久江

松本真由美　　吉野珠左子

渡部　晶子　　和田　　円  

 

神奈川県
介護職員初任者研修
（令和2年6月30日修了）

荒井　美香　　池上　克久

今村　玲奈　　萩原　未有

河端　厚志　　小西　賢二

菅　　直樹　　堀川　正樹

増田　泰宏　　三浦　幸久

𠮷川　𠮷𠮷

各種検定合格者
【柏木実業専門学校】

日本医療報酬調査会
調剤事務検定

（令和2年3月18日施行）

青山千賀子　　安藤　美穂

安藤よしみ　　石井友季子 

石黒　真弓　　岩﨑万里子

柿崎　淳子　　鹿島由美子 

金川　友美　　河田佐恵子

小池　麻里　　小屋　麻美 

佐藤寿美子　　杉山　和子 

田中かすみ　　樽見　祥子 

戸上めぐみ　　美藤　真樹 

山田　陽子 

日本医療報酬調査会
医科医療事務検定
（令和2年5月12日施行）

〈3級〉

飯塚　千陽　　市村　栄子

勝藤　伸江　　黒河内　舞

小金井和香子　　小太刀陽子

小林　明子　　田村　律子

ドンミゲス イダグア ルスミラ パオラ

長澤　仁美　　中村めぐ美

藤原さゆり　　坊野　久江

松本真由美　　吉野珠左子

渡部　晶子　　和田　　円

日本医療報酬調査会
調剤事務検定

（令和2年5月27日施行）

飯塚　千陽　　市村　栄子 

勝藤　伸江　　黒河内　舞 

小金井和香子　　小太刀陽子 

小林　明子　　田村　律子

ドンミゲス イダグア ルスミラ パオラ 

長澤　仁美　　中村めぐ美 

藤原さゆり　　坊野　久江 

松本真由美　　吉野珠左子

渡部　晶子　　和田　　円  

 

日本医療報酬調査会
医科医療事務検定
（令和2年5月29日施行）

〈３級〉

伊井田彩香　　井上　明子 

坂巻　暁子　　佐野　弥生 

篠原　悟郎　　高梨眞理子 

多田　夏希　　月岡　真弓 

出川　愛菜　　中村　由美

三橋　太郎　　村松　麻美 

藪中梨花子　　山口由美子

吉本　真与

全国経理教育協会主催
簿記能力検定

（令和2年5月31日施行）
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大和商業高等専修学校　校長　杉嵜　忠久－ 感染症と上水道 －
　先日、本校の手洗い場で私が蛇口から水を飲んでいると隣の専門
学校の留学生さんが、「校長先生は水道の水を飲むんですか?」と不思
議そうに話しかけてきました。私は「日本の水道水はおいしいですよ。
水道水には水系感染症（コレラ・チフス・赤痢）予防のために塩素が
入っていて安全です。」と、こんな説明をしましたが、不思議そうに私
のことを見ていました。
　日本の水道水は水道法により、水道管の末端において0.1ppmの塩
素が残留していること、と定められているので塩素臭さが残ってい
ます。その為かそれを嫌い、天然水をペットボトルで購入したり、家
庭では大きなポリタンクで定期的に配達してもらい飲用する方が増
えてきました。
　そこで、安心安全の観点から、もう一度水道水を見直していただき、
これから熱中症にならぬよう「日本の美味しい水道水」をたくさん飲
んでください。
　次に、ここに愛知県一宮市上下水道部からのお知らせを載せてみ
ました。「インフルエンザ、コロナウイルスなどは、一般的に塩素消毒
が効果的とされています。皆様のご家庭でお使いの水道水は、市上下
水道部が適切な塩素消毒を行い水質基準に適合した安全な水道水で
す。身近で安全な水道水で手洗いを行い、蛇口からの流水でウイルス
をしっかり洗い落して感染症を予防しましょう」
　つまり、公共水道は、感染症予防のため塩素消毒を施し、安全な飲
用水として使われてきました。
　近代上下水道の歴史を紐解いてみると、「感染症との闘いの中で上
下水道が整備されてきたことがわかります」。1854年ロンドン市内ソ
フォー地区のコレラ禍はわずか10日で収束されたことがあります。
当時の上水道はテムズ川の水を利用していました。上流からは糞尿

を含んだ下水が流されておりコレラの病原菌を含んだ水を飲用して
いたのです。そこで、医師のジョン・スノーと牧師のヘンリー・ホワ
イトヘッドにより、コレラの原因は飲み水にあることが突き止めら
れたので、この地域周辺の井戸水を含めテムズ川の水を飲まぬよう
指導したおかげでコレラ禍は沈静化したのです。日本においても、江
戸末期～明治期にかけて開港とともに「コロリ（コレラ）」が蔓延した
ので、横浜水道を皮切りに近代水道が整備され、コレラ・赤痢・チフ
ス等の疫病が根絶されました。
　今回の「新コロナ感染症」に、果たして水道水がどのように役立つ
ことになるかわかりませんが、衛生的で塩素殺菌されている水を使
うことはとても有意義なことと思いますし、「おいしい水道水」です。
さらに最近では、「おいしく水加工」をしているので、どんどん飲んで
欲しいと思います。

令和 2 年令和2年 7月 ～ 9月行事予定表
柏木学園高等学校 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

7/1 求人票解禁

7/1-10 簿記検定特別授業（3年）

7/2 都岡中説明会

7/4 通信制高校等出張説明会

7/6 平常授業開始

7/8 合同企業説明会

7/9 PTA運営委員会

7/12 全経簿記能力検定

7/17 保護者会

7/18 全経電卓計算能力検定

7/25 全経コンピュータ会計能力検定

7/27-31 １学期期末試験

7/29 情報処理・プレゼン検定

7/30 ワープロ・デザイン・スピード検定

8/3 追・再試日

8/5-7 学期末補習

8/6 健康診断

8/8 学校説明会①

8/8-23 夏休み

8/19-20 中学校教員対象出張説明会

8/22 学校説明会②

8/24 ２学期開始
 全国高等専修学校体育大会壮行会

8/25-26 全国高等専修学校体育大会

8/26 自宅学習日

8/28 防災訓練

8/29 中学生保護者出張相談会①

9/2 委員会の日

9/3 PTA運営委員会

9/5 中学生保護者出張相談会②

9/9 学び出張授業　　　

9/12 中学生保護者出張相談会③

9/26 オープンキャンパス
 通信制高校等出張説明会③

9/28 オープンキャンパス代休

学　園　本　部

7/1- 職員健康診断

9/1 教職員意向調査

9/下旬 役員会

7/1  （県委託訓練）7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

7/20 （県委託訓練）7月生　職業人講話
西迫会計事務所

8/17 （県委託訓練）7月生　職業人講話
株式会社アスモ介護サービス
社会福祉法人　緑樹会

8/6.19.26（県委託訓練）11月生　コース説明・見学会
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

8/25 （県委託訓練）9月生　入校説明会
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

9/1  （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

9/2-8（県委託訓練）7月生　入校式介護実習

9/29（県委託訓練）9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

研修センター

7/1 1年個人写真撮影（5限）
 求人票解禁
 相談日

7/8 相談日

7/15 相談日

7/16 後援会役員会

7/17 短縮40分午前授業
 午後実用英語技能検定
 （希望者のみ）

7/18 学力試験（3年）

7/27-30 1学期期末試験

7/27 学費引き落とし

7/30 指定校推薦希望者対象説明会

7/31 試験予備日

8/3 試験返却日

 次年度履修ガイダンス

8/7 終業式 
 大掃除

8/8-23 夏期休業

8/24 始業式

8/25 学力試験（1.2年）
 平常授業（3年）

8/27 後援会役員会
 学費引き落とし

8/29 ミニ説明会

8/31 健康診断（時差登校）

9/2 相談日 

9/9 相談日

9/28 学費引き落とし

9/30 相談日

-7/8 第2期AO入試エントリー受付期間
7/4 全経文書処理能力検定
7/9-22 第3期AO入試エントリー受付期間
7/10 第2期AO入試面談日
7/12 全経簿記能力検定
7/18 全経社会人常識マナー検定 Japan Basic
 全経電卓計算能力検定
7/25 全経コンピュータ会計能力検定
7/27-8/19 第4期AO入試エントリー受付期間
7/27 第3期AO入試面談日
7/31 夏季終業式
8/3 第3回オープンキャンパス
8/4-5 仕事のまなび場
8/20-9/2 第5期AO入試エントリー受付期間
8/21 第4期AO入試面談日
8/30 産能大会場型科目修得試験
8/31 講義開始
9/1 防災訓練
9/4 第5期AO入試面談日
9/12 第4回オープンキャンパス
9/14-18 前期試験
9/15-23 午後追試験
9/26 全経社会人常識マナー検定
9/27 全経BANTO認定試験

7/1 月謝引き落とし日・午前保育
 七夕親子製作

7/2-3 個人面談・午前保育

7/6 一日保育開始・七夕会（年長・年中）

7/7 令和3年度見学説明会・七夕会（年少）

7/8 全学年保育参観・一日保育
 スマイルクラブ②

7/9-10 全学年保育参観

7/11 令和3年度就職学生見学会

7/13 誕生日会（7月・8月）

7/14 プール開き（年長・年少）

7/15 プール開き（年中）・一日保育

7/20 こども縁日（＝夕涼み会）（年中）

7/21 こども縁日（＝夕涼み会）
 （未就園児・いちご組・ぶどう組・たんぽぽ組）

7/22 こども縁日（＝夕涼み会）（年少）
 一日保育

7/27 こども縁日（＝夕涼み会）（年長）

7/28 終業式・午前保育

7/30 体験保育（＝お泊り保育）（年長）

7/31 体験保育予備日（年長）

8/3 月謝引き落とし日

8/10-14 預かり保育なし

8/21 同窓会・夏期保育

8/24-27 夏期保育

9/1 月謝引き落とし日・始業式
 総合避難訓練・午前保育

9/2 懇談会

9/3 歯科検診

9/4 バザー実行委員会

9/7 運動会実行委員会

9/8 未就園児運動会

9/10 運動会園内予行

9/11 地域開放ヨガ

9/14 誕生日会（9月）

9/15 令和3年度入園説明会

9/17 歯科検診

9/18 運動会園外予行

9/23 令和3年度2歳児教室
 プレ保育たんぽぽ組説明会

9/28 早乙女先生講演会・内科検診

○学園本部：高村・金久保　　○柏木高校：本田・川津　　○大和商業：天野・榎本・高橋・小笠原・岩城・吉田・内藤
○柏木実業：伊藤（史）・小澤・荒井　○幼 稚 園：海野・水野・熊谷・笠井・髙田・田中・向山・柏木・高橋（か）・香山




