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令和 2 年令和2年 9月 ～ 11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

9/3 ＰTA運営委員会

9/9 学び場ジュニア 中原中

9/26 オープンキャンパス

 通信制高校等出張説明会

9/28 オープンキャンパス代休

10/1 衣替え

10/6 介護職員初任者研修講座開講式

10/7 委員会の日

10/14 体育祭（15日予備日）

10/16 就職採用試験開始

10/17 全経電卓計算能力検定・推薦入試①

10/19-22 中間試験・パソコン検定

10/25 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定

10/29 学び場ジュニア 大磯中

10/31 学校説明会③

11/4 委員会の日

11/7 学校説明会④

11/12 学び場ジュニア 春日野中
 ＰTA運営委員会

11/14 学校説明会⑤

11/15 日商簿記検定

11/16-20 検定特別授業

11/21 学校説明会⑥（AM）
 推薦入試②（PM）

11/22 全経簿記能力検定
 ビジネス実務マナー検定

11/26 学び場ジュニア 南菅中

11/28 学校説明会⑦

学　園　本　部

9/1 教職員意向調査
10/中旬 役員会
11/3  湘南そろばん塚顕彰会

9/1 始業式・懇談会

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 ちびっこ運動会

9/10 運動会園内予行

9/11 地域開放事業「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年度たんぽぽ組・いちご組・ぶどう組
 入園説明会

9/28 内科検診

10/1 バザー実行委員会

10/3 運動会

10/6 誕生日会（10月）・衣替え

10/10 バザー

10/12 内科検診

10/15 令和3年度願書配布・入園説明会

10/19 お遊戯会実行委員会

10/22 優先入園整理券配布

10/26 いもほり

10/28 懇談会・スマイルクラブ

11/1 令和3年度入園願書受付

11/4 令和3年度たんぽぽ組入園願書受付

11/9 避難訓練

11/10 誕生日会（11月）・さつまいもパーティー

11/11 令和3年度2歳児教室願書受付

11/17 お遊戯会予行1部

11/18 面談日

11/19 お遊戯会予行2部

11/20 お遊戯会予行3部

11/25 お楽しみ会

研修センター

9/2 防災訓練（5限）

9/3 2学年歯科検診

9/4 1学年健康診断（2・3年自宅学習日）

9/7 1学年歯科検診

9/9 相談日

9/16 相談日

9/17 尿検査2回目 

9/23 相談日

9/28 学費引き落とし

9/29 尿検査3回目（再検査）

9/30 校外清掃、相談日

10/2 実用英語技能検定（１・２年アド＋希望者）

10/7 相談日

10/11 私学・私塾フェア（町田）

10/13-16 中間試験

10/14 相談日

10/15 後援会役員会、ふれあいパトロール

10/17 学校説明会第1回9：30 ～、
 第2回13：00 ～

10/21 校外清掃、相談日

10/23 漢字検定（任意）

10/24 実力診断テスト（１年アド、他任意）

10/27 学費引き落とし

10/28 校外清掃、相談日

10/31 学校説明会第3回9：30 ～、
 第4回13：00 ～

11/3-6 修学旅行（２年）

11/4 衣替え、相談日

11/11 生徒会選挙、相談日

11/12 後援会役員会

11/14 学校説明会第5回9：30 ～、
 第6回13：00 ～

 総合学力テスト（２年アド、他任意）

11/15 日商簿記検定

11/18 相談日

11/21 学校説明会第7回9：30 ～、
 第8回13：00 ～

11/25 相談日

11/27 学費引き落とし

11/28 学校説明会第9回9：30 ～、
 第10回13：00 ～

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
10/1 入学願書受付開始
10/3 全経計算実務能力検定
10/17 全経電卓計算能力検定
10/17-23 産能大Web型科目修得試験
10/22-23 第1期推薦・一般入試試験日
10/25 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定
10/31 第5回オープンキャンパス
11/7 全経文書処理能力検定
11/8 サービス接遇検定
11/15 秘書技能検定・日商簿記検定
11/22 全経簿記能力検定
 ビジネス実務マナー検定
11/24-25 第2期推薦・一般入試試験日

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
9/15 （県委託訓練）7月生
 調剤事務検定試験
 （県委託訓練）9月生 職業人講話
 西迫会計事務所
9/28 （県委託訓練）7月生 介護事務検定試験
9/29 （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
10/6.14.22
 （県委託訓練）1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
10/14 （求職者支援訓練）10月生　入校式
 パソコンスキルアップ基礎科
10/15 （県委託訓練）11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
10/21 （求職者支援訓練）10月生 職業人講話
 株式会社エクシオジャパン
 （県委託訓練）9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 
10/27 （求職者支援訓練）10月生　職業人講話
 北山田コミュニティハウス
10/28（県委託訓練）9月生 医科医療事務検定試験
11/2 （県委託訓練）11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
11/2-6 （県委託訓練）9月生　介護実習
11/17 （県委託訓練）9月生　調剤事務検定試験
11/27 （県委託訓練）9月生　介護事務検定試験
11/30 （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

○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



　新型コロナウイルスの感染予防と熱中症予防の観点
から8月7日（金）の1学期終業式と8月24日（月）の2学期
始業式は各教室で行われた。学校長からと生徒指導から
の話に加え、厚生から新型コロナウイルス渦での生活
について話があり、生徒は真剣な様子で聞いていた。

卒業生による進路講話
　8月7日（金）3時間目にアドバンスコース2学年を対
象にした卒業生による進路講話が行われた。講話に来
てくれた卒業生は3名ともH30年度卒で日本大学国際関
係学部（AO入試）、明治学院大学文学部（一般入試）、
立教大学文学部（一般入試）に通っている現役大学生だ。
彼らの実体験に基づくアドバイスに、生徒たちは真剣
に耳を傾けメモをとっていた。現在の学習がいかに進
路実現にとって重要であるかを知り、夏休みの学習に
向けて決意を新たにできた有意義な時間だった。

次年度履修ガイダンス
　8月3日（月）に1学年と2学年は次年度の選択科目履
修登録についてのガイダンスが行われた。1学年は来年
度以降の文系・理系を決める大切な選択となるため、
各教室で担任からMetaMojiを使用した詳細な説明がな
された。2学年はプロジェクターを使い教室で各教科担
当から科目概要の説明がなされた。履修申し込み用紙
は8月末が提出締め切りとなり、その後担任による面談
で履修科目が決定する。

終業式・始業式

不織布マスクの寄与
　未だ新型コロナウイルスの終息が見えない中、セブン
イレブン大和東3丁目店オーナー福井様から不織布マス
クを寄与していただいた。生徒ホールにあるセブンイレ
ブンの自動販売機など日ごろから生徒がお世話になっ
ているお店からの温かいご支援に感謝している。

野球部大会報告
　令和2年度神奈川高等学校野球大会が無観客の中行
われ、本校は8月9日（日）、相模原市立相模原球場（サー
ティーフォー相模原球場） での2回戦に出場した。有馬
高校相手に18-4で快勝し、続く8月11日（火）、伊勢原球
場 (いせはらサンシャイン・スタジアム)での3回戦に
出場した。 投打で奮闘したが平塚湘風高校相手に5-4で
惜しくも敗退した。今回の大会は新型コロナウイルス
の影響で中止が決まった高等学校野球選手権神奈川大
会の代替え大会であり、保護者、教員、在校生、卒業生
の観戦が許可されず、寂しいものとなったが、全員の思
いを胸に選手たちは善戦した。

・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。

学校説明会のお知らせ
10月17日（土） 第1回9：30～／第2回13：00～　 

10月31日（土） 第3回9：30～／第4回13：00～

11月14日（土） 第5回9：30～／第6回13：00～

11月21日（土） 第7回9：30～／第8回13：00～

11月28日（土） 第9回9：30～／第10回13：00～

12月５日（土） 第11回9：30～／第12回13：00～

バドミントン部大会報告
対戦結果
男子　　対　伊勢原高校戦　2-1　勝ち
　　　　対　綾瀬西高校戦　2-1　勝ち　
　　Bブロック優勝

女子　　対　向上高校戦　　3-0　勝ち
　　　　対　厚木東高校戦　2-1　勝ち
　　Aブロック優勝

第１回入園見学説明会
7月7日(火)

　子ども達が楽しみにしていた体験保育。
ズーラシアで動物を見たり、友達と一緒に
先生達の出し物を楽しんだり、盛り沢山の
一日でした。最後には花火を見て、楽しい
夏の思い出となりました。

　3月に卒園した子ども達の
同窓会が行われました。久し
ぶりに先生や友達と会い、照
れながらも楽しく過ごす姿が
見られました。先生達の出し
物もあり、大いに盛りあがり
ました。

体験保育年長組

令和元年度卒園生 同窓会

〈願書配布〉10月15日(木)より
 平　日　午前9時～午後4時
〈入園説明会〉
 10月15日(木)
 午前10時20分より
〈願書受付及び入園テスト〉
 11月1日(日)午前8時より　　　

園内見学も随時行っています！
感染予防対策に取り組んでいます。
電話：045-941-2023

令和3年度 園児募集

7月20日(月)年中組
  21日(火)
い ち ご 組 、ぶ ど う 組 、
たんぽぽ組、未就園児
  22日(水)年少組
  27日(月)年長組

　幼稚園の園庭・ホール
で子ども縁日が行われ
ました。今年度は新型コ
ロナウイルス感染予防
により「夕涼み会」は中
止となり各学年ごとに
盆踊りやゲームを楽し
む「子ども縁日」として
保育の中で実施いたし
ました。
　本番に向けたくさん
練習した盆踊りでは手
作りうちわを持って上
手に踊る姿がとても可
愛らしかったです。
　そしてみんなでかき
氷も食べました。イチゴにメロンにブルー
ハワイ！！
　好きな味を選んで美味しそうな表情を
見せてくれ、大喜びの子ども達でした。ゲ
ームコーナーでは輪投げや金魚つり等の
ゲームをして景品ももらえました。思い出
に残る「子ども縁日」となりました。

子ども縁日

　２学期を迎えました。
　久しぶりの幼稚園に元
気一杯に子どもたちの声
が響き、活気が戻ってき
ました。

始業式 9月1日(火)

９月８日(火) 　　ちびっこ運動会
９月１５日(火)　令和３年度入園説明会
９月２３日(水)　令和３年度たんぽぽ組
　　　　　　　  いちご組 ぶどう組 入園説明会

ホームページ
からも予約可

令和
3年度

　入園見学説明会が行われ、多くの方に出
席していただきました。
　当日は園舎内の見学や入園説明があり
ました。在園児の歌の
披露や、親子体操の時
間もあり、幼稚園の雰
囲気を体感していただ
きました。

今後の予定
予約受付中



　７月１日（水）より求人票が開示されました。現在は例
年と同じ位の数の求人を頂いております。また、企業や大学・
専門学校においてオンライン説明会が開催され、３年生は
生徒達は進路に向けて着々と準備を進めています。

進路活動開始

　７月15日（水）、大和商業の昇降口に検温サーモカメラが
導入されました。検温した結果が素早く画面に表示される
ので、登校時の混雑が緩和されました。ご来校の皆様もお手
数ですが検温のご理解、ご協力宜しくお願い致します。

検温サーモカメラ導入

　７月６日（月）より大和商業では毎年恒例の検定特別授業
が行われました。今年は３年生が簿記、２年生が電卓、それ
ぞれの検定に合格できるよう一生懸命勉強する姿が見受け
られました。結果については検定合格のページをご覧くだ
さい。

検定特別授業開始

　全国高等専修学校体育大会に、多くの部活が出場し優秀
な成績を修めました。（※サッカー・バスケット・バレーは
大会が開催されませんでした。）
 第 30 回全国高等専修学校体育大会   8 月 25 日・26 日

（団体競技）　
優勝 軟式野球　　　　
優勝 男子卓球　　　　
優勝 自転車競技
準優勝 男子バドミントン
準優勝 女子バドミントン
準優勝 スポーツウエルネス吹き矢

（個人競技）
優勝 男子卓球 中里　勇士郎
優勝 男子砲丸投げ 吉野　麟
優勝 女子 100ｍ 髙田　愛花
優勝 女子 400ｍ 髙田　愛花

準優勝 女子 800ｍ 相川　茉実
準優勝 自転車競技 駒井　凪斗
準優勝 男子 400ｍリレー 山田・齊藤・本間・會田
準優勝 男子走り幅跳び 會田　叶門
準優勝 男子砲丸投げ 木村　司
３位 女子 400ｍ 相川　茉実
３位 女子バドミントン 力武　楓
３位 男子バドミントン 松土　慶太
３位 自転車競技 樋口　涼太

部活動大会成績

　１年生の齋藤蒼憂君が7月中旬に行われたパソコンス
ピード検定１級（10分間で1,000文字以上入力）に合格しま
した。「初めての検定受験に向け、自主練習に励みました。卒
業までに検定委員長賞（１級３種目合格）を目指したいで
す。」

１年生スピード検定１級合格

　８月６日（木）に健康診断が行われました。１年生はレ
ントゲン検査や心電図の検査を初めて受診するので緊張
した面持ちでした。３年生は進路活動をする上で必要に
なります。

健康診断実施

　８ 月28日（金）通 常 授 業 時
の地震発生を想定した避難訓
練を実施しました。第１避難
所（校舎前駐車スペース）か
ら、第２避難場所（大和商業
グラウンド）までの避難を行
いました。

地震発生時の避難訓練

　今年度より生徒・保護者向けのメール配信システムが開
始されました。事前登録が必要となりますので、是非ご登録
頂けますよう宜しくお願い致します。
　また、本校の公式ホームページのトップページより、本校
の公式TwitterならびにYouTubeのリンクがございます。
本校の生徒の普段の様子等を知ることが出来ますので是非
ご覧ください。

メール配信・情報発信の開始

　中学生対象オープンキャンパスでは、生徒が実際に授
業を受けている、普段の様子をご覧頂けます。中学生及
び保護者様は是非お気軽にお立ち寄りください。

中学生対象オープンキャンパス

　学校説明会を行っております。ご予約はお電話にて
承っております。ご希望の日程をお知らせ下さい。　
　入試部：046-262-0122

第３回 １０月３１日（土）
第４回 １１月  ７日（土）
第５回 １１月１４日（土）
第６回 １１月２１日（土）

第７回 １１月２８日（土）
第８回 １２月  ５日（土）
第９回 １２月１２日（土）
第１０回   １月１６日（土）

学 校 説 明 会 受付開始  9：30（要予約）

（予約不要）9/26（土）　9：30開始

選手の皆さんおめでとうございます

研修センター柏木実業専門学校

　９月12日（土）、10月31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（木）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　TEL:046-261-0158
E-mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

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

【文部科学省 外国人留学生学習奨励費受給者決定】
　令和2年度 文部科学省 外国人
留学生学習奨励費受給者に、本
校から以下の13名が選出され、
伝達式を行いました。

◆情報ビジネス科2年生
NGUYEN THI MINH NGOC

（ベトナム国籍・YMCA健康福祉専門学校日本語学科出身）
SARU MAGAR HEMRAJ（ネパール国籍・JSL日本アカデミー出身）
BHANDARI SHIVA（ネパール国籍・専門学校アリス学園出身）
B O D I Y A B A D U G E  I R E S H A  S A N J E E W A N I  
JAYASURIYA（スリランカ国籍・みやび国際学院出身）
VUONG DINH THI THAM（ベトナム国籍・岩谷学園テクノ
ビジネス横浜保育専門学校出身）
LAMA DILMAYA（ネパール国籍・INC日本語学院出身）
NGUYEN THI HONG DIEM（ベトナム国籍・飛鳥學院出身）
SHRESTHA SUMAN（ネパール国籍・フジ国際語学院出身）
DANGAL PHATTE PRASAD（ネパール国籍・フジ国際語学院出身）
DAU THI HUYEN TRANG（ベトナム国籍・飛鳥學院出身）
THAPA ALINA（ネパール国籍・大和外語学院出身）
◆経営経理研究科2年生
KHANAL PRAKASH（ネパール国籍・横浜システム工学院専門学校出身）
DANG DUY ANH（ベトナム国籍・柏木実業専門学校出身）

【“仕事のまなび場”を開催しました】
　8月4日（火）～ 5日（水）の2日間に
わたり “仕事のまなび場”が催され、
県内各地から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（Power Point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】
　8月3日（月）・7日（金）に 第3
回オープンキャンパスを開催し
ました。各日、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。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。

　第156回日本商工会議所主催簿記検定の施行直前まで日
商簿記直前講習会を開催致します。本学園の学生及び関係
者は、本校事務局で申し込むと会員料金で受講することが
できます。
期　間 10月15日（木）～ 11月12日（木）（毎週木曜全5回）
時　間 18：00 ～ 20：15
会　場 大和商工会議所　会議室
受講料 ２級　一般6,000円　会員4,000円
 ３級　一般6,000円　会員4,000円
講　師 ２級　柏木実業専門学校　講　師　原田　政樹先生
 ３級　柏木実業専門学校　講　師　宇野　隆之先生
申込締切 10月9日（金）※定員になり次第募集終了（各級20名）
　※テキスト代　約1,700円（事前に購入。詳細は受付時に説明）
問合先　大和商工会議所　事務局（担当：片山）
　　　　TEL　046－263－9112
　　　　ホームページ（http://www.yamatocci.or.jp）
※簿記検定試験が中止又は新型コロナウイルス感染拡大状
況次第や申込人数が少ない場合は、講習会中止の可能性が
ございます。
※受講対象者は受講級の学習を終えた方です。

【神奈川県委託訓練「即戦力」9月生入校式】
　9月1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9月生の
入校式が行われました。これか
ら3 ヵ月間学び、それぞれの分
野への再就職活動に取り組み
ます。
 

【神奈川県委託訓練「即戦力」7月生・9月生授業風景】
　神奈川県委託訓練「即戦力」の授業が日々行われています。
教室での座学や実習室での実技授業など皆さん熱心に受講
しています。

　
《求職者支援訓練　令和2年10月生、神奈川県委託訓練
「即戦力」令和3年1月生募集のお知らせ》
　研修センターでは、令和2年10月生 パソコンスキルアッ
プ基礎科、令和3年1月生 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受講生を募集しま
す。そして、各訓練コースを詳しく知るためのコース説明・
学校見学会を実施します。

〔神奈川県委託訓練　令和3年1月生コース説明・学校見学会日程〕
3コースとも、10月6日（火）、10月14日（水）、10月22日（木）
求職者支援訓練　パソコンスキルアップ基礎科の説明は随
時実施しています。くわしくは学校ホームページ、または研
修センターまでお問合せください。

【就職近況報告】
就職先　吉岡脳神経外科診療所
　小林　明子さん　
　  医療・調剤・介護事務ＰＣ科
　　　（求職者訓練）
　　　　　　  （令和2年6月）修了生
　「勤務開始前は職業訓練で学んだ
ことが就職した時にどこまで活か
せるのか不安でした。ですが、実際に働きだすと訓練で学ん
だことが日常的に出てくるので先輩に仕事を教えてもらう
時もすぐに理解ができ、勉強して良かったと実感していま
す。まだまだ学ぶことはたくさんありますが、頑張っていき
たいです。」

就職先　株式会社鎌倉ハム村井商会
　伊藤　寛さん
　  簿記パソコン事務科（神奈川県委託訓練）
　　　　　　  （令和元年11月）修了生　
　「事務職にて給与計算等を担当していま
すが、人事の業務についても担当することになりました。こ
れからも会社での様々な業務や人との繋がりを通じて多く
のことを学び、将来は会社にとっての “人財”となれるよう
精一杯頑張りたいです。」

簿記パソコン事務科授業 医療調剤介護事務・PC科授業 介護職員初任者研修科授業

簿記講習会のご案内



　７月１日（水）より求人票が開示されました。現在は例
年と同じ位の数の求人を頂いております。また、企業や大学・
専門学校においてオンライン説明会が開催され、３年生は
生徒達は進路に向けて着々と準備を進めています。

進路活動開始

　７月15日（水）、大和商業の昇降口に検温サーモカメラが
導入されました。検温した結果が素早く画面に表示される
ので、登校時の混雑が緩和されました。ご来校の皆様もお手
数ですが検温のご理解、ご協力宜しくお願い致します。

検温サーモカメラ導入

　７月６日（月）より大和商業では毎年恒例の検定特別授業
が行われました。今年は３年生が簿記、２年生が電卓、それ
ぞれの検定に合格できるよう一生懸命勉強する姿が見受け
られました。結果については検定合格のページをご覧くだ
さい。

検定特別授業開始

　全国高等専修学校体育大会に、多くの部活が出場し優秀
な成績を修めました。（※サッカー・バスケット・バレーは
大会が開催されませんでした。）
 第 30 回全国高等専修学校体育大会   8 月 25 日・26 日

（団体競技）　
優勝 軟式野球　　　　
優勝 男子卓球　　　　
優勝 自転車競技
準優勝 男子バドミントン
準優勝 女子バドミントン
準優勝 スポーツウエルネス吹き矢

（個人競技）
優勝 男子卓球 中里　勇士郎
優勝 男子砲丸投げ 吉野　麟
優勝 女子 100ｍ 髙田　愛花
優勝 女子 400ｍ 髙田　愛花

準優勝 女子 800ｍ 相川　茉実
準優勝 自転車競技 駒井　凪斗
準優勝 男子 400ｍリレー 山田・齊藤・本間・會田
準優勝 男子走り幅跳び 會田　叶門
準優勝 男子砲丸投げ 木村　司
３位 女子 400ｍ 相川　茉実
３位 女子バドミントン 力武　楓
３位 男子バドミントン 松土　慶太
３位 自転車競技 樋口　涼太

部活動大会成績

　１年生の齋藤蒼憂君が7月中旬に行われたパソコンス
ピード検定１級（10分間で1,000文字以上入力）に合格しま
した。「初めての検定受験に向け、自主練習に励みました。卒
業までに検定委員長賞（１級３種目合格）を目指したいで
す。」

１年生スピード検定１級合格

　８月６日（木）に健康診断が行われました。１年生はレ
ントゲン検査や心電図の検査を初めて受診するので緊張
した面持ちでした。３年生は進路活動をする上で必要に
なります。

健康診断実施

　８ 月28日（金）通 常 授 業 時
の地震発生を想定した避難訓
練を実施しました。第１避難
所（校舎前駐車スペース）か
ら、第２避難場所（大和商業
グラウンド）までの避難を行
いました。

地震発生時の避難訓練

　今年度より生徒・保護者向けのメール配信システムが開
始されました。事前登録が必要となりますので、是非ご登録
頂けますよう宜しくお願い致します。
　また、本校の公式ホームページのトップページより、本校
の公式TwitterならびにYouTubeのリンクがございます。
本校の生徒の普段の様子等を知ることが出来ますので是非
ご覧ください。

メール配信・情報発信の開始

　中学生対象オープンキャンパスでは、生徒が実際に授
業を受けている、普段の様子をご覧頂けます。中学生及
び保護者様は是非お気軽にお立ち寄りください。

中学生対象オープンキャンパス

　学校説明会を行っております。ご予約はお電話にて
承っております。ご希望の日程をお知らせ下さい。　
　入試部：046-262-0122

第３回 １０月３１日（土）
第４回 １１月  ７日（土）
第５回 １１月１４日（土）
第６回 １１月２１日（土）

第７回 １１月２８日（土）
第８回 １２月  ５日（土）
第９回 １２月１２日（土）
第１０回   １月１６日（土）

学 校 説 明 会 受付開始  9：30（要予約）

（予約不要）9/26（土）　9：30開始

選手の皆さんおめでとうございます

研修センター柏木実業専門学校

　９月12日（土）、10月31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（木）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　TEL:046-261-0158
E-mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

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

【文部科学省 外国人留学生学習奨励費受給者決定】
　令和2年度 文部科学省 外国人
留学生学習奨励費受給者に、本
校から以下の13名が選出され、
伝達式を行いました。

◆情報ビジネス科2年生
NGUYEN THI MINH NGOC

（ベトナム国籍・YMCA健康福祉専門学校日本語学科出身）
SARU MAGAR HEMRAJ（ネパール国籍・JSL日本アカデミー出身）
BHANDARI SHIVA（ネパール国籍・専門学校アリス学園出身）
B O D I Y A B A D U G E  I R E S H A  S A N J E E W A N I  
JAYASURIYA（スリランカ国籍・みやび国際学院出身）
VUONG DINH THI THAM（ベトナム国籍・岩谷学園テクノ
ビジネス横浜保育専門学校出身）
LAMA DILMAYA（ネパール国籍・INC日本語学院出身）
NGUYEN THI HONG DIEM（ベトナム国籍・飛鳥學院出身）
SHRESTHA SUMAN（ネパール国籍・フジ国際語学院出身）
DANGAL PHATTE PRASAD（ネパール国籍・フジ国際語学院出身）
DAU THI HUYEN TRANG（ベトナム国籍・飛鳥學院出身）
THAPA ALINA（ネパール国籍・大和外語学院出身）
◆経営経理研究科2年生
KHANAL PRAKASH（ネパール国籍・横浜システム工学院専門学校出身）
DANG DUY ANH（ベトナム国籍・柏木実業専門学校出身）

【“仕事のまなび場”を開催しました】
　8月4日（火）～ 5日（水）の2日間に
わたり “仕事のまなび場”が催され、
県内各地から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（Power Point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】
　8月3日（月）・7日（金）に 第3
回オープンキャンパスを開催し
ました。各日、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。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。

　第156回日本商工会議所主催簿記検定の施行直前まで日
商簿記直前講習会を開催致します。本学園の学生及び関係
者は、本校事務局で申し込むと会員料金で受講することが
できます。
期　間 10月15日（木）～ 11月12日（木）（毎週木曜全5回）
時　間 18：00 ～ 20：15
会　場 大和商工会議所　会議室
受講料 ２級　一般6,000円　会員4,000円
 ３級　一般6,000円　会員4,000円
講　師 ２級　柏木実業専門学校　講　師　原田　政樹先生
 ３級　柏木実業専門学校　講　師　宇野　隆之先生
申込締切 10月9日（金）※定員になり次第募集終了（各級20名）
　※テキスト代　約1,700円（事前に購入。詳細は受付時に説明）
問合先　大和商工会議所　事務局（担当：片山）
　　　　TEL　046－263－9112
　　　　ホームページ（http://www.yamatocci.or.jp）
※簿記検定試験が中止又は新型コロナウイルス感染拡大状
況次第や申込人数が少ない場合は、講習会中止の可能性が
ございます。
※受講対象者は受講級の学習を終えた方です。

【神奈川県委託訓練「即戦力」9月生入校式】
　9月1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9月生の
入校式が行われました。これか
ら3 ヵ月間学び、それぞれの分
野への再就職活動に取り組み
ます。
 

【神奈川県委託訓練「即戦力」7月生・9月生授業風景】
　神奈川県委託訓練「即戦力」の授業が日々行われています。
教室での座学や実習室での実技授業など皆さん熱心に受講
しています。

　
《求職者支援訓練　令和2年10月生、神奈川県委託訓練
「即戦力」令和3年1月生募集のお知らせ》
　研修センターでは、令和2年10月生 パソコンスキルアッ
プ基礎科、令和3年1月生 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受講生を募集しま
す。そして、各訓練コースを詳しく知るためのコース説明・
学校見学会を実施します。

〔神奈川県委託訓練　令和3年1月生コース説明・学校見学会日程〕
3コースとも、10月6日（火）、10月14日（水）、10月22日（木）
求職者支援訓練　パソコンスキルアップ基礎科の説明は随
時実施しています。くわしくは学校ホームページ、または研
修センターまでお問合せください。

【就職近況報告】
就職先　吉岡脳神経外科診療所
　小林　明子さん　
　  医療・調剤・介護事務ＰＣ科
　　　（求職者訓練）
　　　　　　  （令和2年6月）修了生
　「勤務開始前は職業訓練で学んだ
ことが就職した時にどこまで活か
せるのか不安でした。ですが、実際に働きだすと訓練で学ん
だことが日常的に出てくるので先輩に仕事を教えてもらう
時もすぐに理解ができ、勉強して良かったと実感していま
す。まだまだ学ぶことはたくさんありますが、頑張っていき
たいです。」

就職先　株式会社鎌倉ハム村井商会
　伊藤　寛さん
　  簿記パソコン事務科（神奈川県委託訓練）
　　　　　　  （令和元年11月）修了生　
　「事務職にて給与計算等を担当していま
すが、人事の業務についても担当することになりました。こ
れからも会社での様々な業務や人との繋がりを通じて多く
のことを学び、将来は会社にとっての “人財”となれるよう
精一杯頑張りたいです。」

簿記パソコン事務科授業 医療調剤介護事務・PC科授業 介護職員初任者研修科授業

簿記講習会のご案内



　新型コロナウイルスの感染予防と熱中症予防の観点
から8月7日（金）の1学期終業式と8月24日（月）の2学期
始業式は各教室で行われた。学校長からと生徒指導から
の話に加え、厚生から新型コロナウイルス渦での生活
について話があり、生徒は真剣な様子で聞いていた。

卒業生による進路講話
　8月7日（金）3時間目にアドバンスコース2学年を対
象にした卒業生による進路講話が行われた。講話に来
てくれた卒業生は3名ともH30年度卒で日本大学国際関
係学部（AO入試）、明治学院大学文学部（一般入試）、
立教大学文学部（一般入試）に通っている現役大学生だ。
彼らの実体験に基づくアドバイスに、生徒たちは真剣
に耳を傾けメモをとっていた。現在の学習がいかに進
路実現にとって重要であるかを知り、夏休みの学習に
向けて決意を新たにできた有意義な時間だった。

次年度履修ガイダンス
　8月3日（月）に1学年と2学年は次年度の選択科目履
修登録についてのガイダンスが行われた。1学年は来年
度以降の文系・理系を決める大切な選択となるため、
各教室で担任からMetaMojiを使用した詳細な説明がな
された。2学年はプロジェクターを使い教室で各教科担
当から科目概要の説明がなされた。履修申し込み用紙
は8月末が提出締め切りとなり、その後担任による面談
で履修科目が決定する。

終業式・始業式

不織布マスクの寄与
　未だ新型コロナウイルスの終息が見えない中、セブン
イレブン大和東3丁目店オーナー福井様から不織布マス
クを寄与していただいた。生徒ホールにあるセブンイレ
ブンの自動販売機など日ごろから生徒がお世話になっ
ているお店からの温かいご支援に感謝している。

野球部大会報告
　令和2年度神奈川高等学校野球大会が無観客の中行
われ、本校は8月9日（日）、相模原市立相模原球場（サー
ティーフォー相模原球場） での2回戦に出場した。有馬
高校相手に18-4で快勝し、続く8月11日（火）、伊勢原球
場 (いせはらサンシャイン・スタジアム)での3回戦に
出場した。 投打で奮闘したが平塚湘風高校相手に5-4で
惜しくも敗退した。今回の大会は新型コロナウイルス
の影響で中止が決まった高等学校野球選手権神奈川大
会の代替え大会であり、保護者、教員、在校生、卒業生
の観戦が許可されず、寂しいものとなったが、全員の思
いを胸に選手たちは善戦した。

・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。

学校説明会のお知らせ
10月17日（土） 第1回9：30～／第2回13：00～　 

10月31日（土） 第3回9：30～／第4回13：00～

11月14日（土） 第5回9：30～／第6回13：00～

11月21日（土） 第7回9：30～／第8回13：00～

11月28日（土） 第9回9：30～／第10回13：00～

12月５日（土） 第11回9：30～／第12回13：00～

バドミントン部大会報告
対戦結果
男子　　対　伊勢原高校戦　2-1　勝ち
　　　　対　綾瀬西高校戦　2-1　勝ち　
　　Bブロック優勝

女子　　対　向上高校戦　　3-0　勝ち
　　　　対　厚木東高校戦　2-1　勝ち
　　Aブロック優勝

第１回入園見学説明会
7月7日(火)

　子ども達が楽しみにしていた体験保育。
ズーラシアで動物を見たり、友達と一緒に
先生達の出し物を楽しんだり、盛り沢山の
一日でした。最後には花火を見て、楽しい
夏の思い出となりました。

　3月に卒園した子ども達の
同窓会が行われました。久し
ぶりに先生や友達と会い、照
れながらも楽しく過ごす姿が
見られました。先生達の出し
物もあり、大いに盛りあがり
ました。

体験保育年長組

令和元年度卒園生 同窓会

〈願書配布〉10月15日(木)より
 平　日　午前9時～午後4時
〈入園説明会〉
 10月15日(木)
 午前10時20分より
〈願書受付及び入園テスト〉
 11月1日(日)午前8時より　　　

園内見学も随時行っています！
感染予防対策に取り組んでいます。
電話：045-941-2023

令和3年度 園児募集

7月20日(月)年中組
  21日(火)
い ち ご 組 、ぶ ど う 組 、
たんぽぽ組、未就園児
  22日(水)年少組
  27日(月)年長組

　幼稚園の園庭・ホール
で子ども縁日が行われ
ました。今年度は新型コ
ロナウイルス感染予防
により「夕涼み会」は中
止となり各学年ごとに
盆踊りやゲームを楽し
む「子ども縁日」として
保育の中で実施いたし
ました。
　本番に向けたくさん
練習した盆踊りでは手
作りうちわを持って上
手に踊る姿がとても可
愛らしかったです。
　そしてみんなでかき
氷も食べました。イチゴにメロンにブルー
ハワイ！！
　好きな味を選んで美味しそうな表情を
見せてくれ、大喜びの子ども達でした。ゲ
ームコーナーでは輪投げや金魚つり等の
ゲームをして景品ももらえました。思い出
に残る「子ども縁日」となりました。

子ども縁日

　２学期を迎えました。
　久しぶりの幼稚園に元
気一杯に子どもたちの声
が響き、活気が戻ってき
ました。

始業式 9月1日(火)

９月８日(火) 　　ちびっこ運動会
９月１５日(火)　令和３年度入園説明会
９月２３日(水)　令和３年度たんぽぽ組
　　　　　　　  いちご組 ぶどう組 入園説明会

ホームページ
からも予約可

令和
3年度

　入園見学説明会が行われ、多くの方に出
席していただきました。
　当日は園舎内の見学や入園説明があり
ました。在園児の歌の
披露や、親子体操の時
間もあり、幼稚園の雰
囲気を体感していただ
きました。

今後の予定
予約 受 付 中



　短い夏休みを終え、まだまだ厳しい暑さが続くなかで
２学期を迎えることとなりました。今年の夏も熱中症で
病院に搬送されるニュースが多く見受けられ、コロナウ
イルスの感染防止対策と共に熱中症の対策もとても重
要な夏を過ごすことになりましたね。
　両対策のお手伝いができればと、後援会から夏用のマ
スクを配布させて頂きましたがご活用いただけたで
しょうか。これからも後援会は子ども達の安心安全に尽
力したいと思います。
本来であればこの時期は文化祭の準備で後援会活動も
山場を迎え、一致団結で行事に臨んでいるところですが、

今年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により
残念ながら文化祭は中止となりました。これまでの後援
会活動も本部役員で遂行し、まだまだ本来の活動は足踏
み状態です。今後は緊急事態に対応できるよう後援会活
動を改めて見直し、新しい体制を整えていきたいと思い
ますので、ご支援ご協力の程よろしくお願いします。
　夏の疲れが出やすい時期となります。皆さまお体を大
切に、中秋の名月と共に爽やかな秋をお迎えください。
　

後援会会長　坂本　綾

柏木学園高等学校後援会中秋の名月を皆さまと共に

　人生は意思決定の連続です。中国史上最高の名君の一
人と呼ばれた、唐の太宗の言行録に語られている有名な
一章に「銅」・「古」・「人」という3つの鏡があります。
　一つ目の銅とは、普通の銅鏡のことです。そこに写し
出された自分の顔や姿から、己の健康状態をきちんと管
理することが必須で、毎日、鏡に自分の姿を映し、元気
で明るく楽しく生きているかどうかを確認すること。
　二つ目の古はつまり、歴史です。物事の大きな流れは
過去を見る事で、類推することが出来ます。過去のさま
ざまな事例を学び、知識として持っていることで意思決
定に際して、その中から最適なものを選択することで素
早く適切な意思決定が可能になります。

　三つ目は人です。人間は自分だけの考えで突っ走って
しまえば、たいがい間違えます。そうした事態を避ける
ためにも自分の誤りを直言してくれる友人を持ち、その
人の言葉に耳を傾けることです。太宗は、健康管理と、
歴史に学ぶ姿勢と、誤りを指摘してくれる友人の存在が
意思決定に際し、何よりも大事であることの大切さと、
それを実践した人でもあります。
　残暑も厳しく、新型コロナの感染拡大が止まらない状
態で、束縛された生活を余儀なくされていますが、皆様
にはこれに負けずに、心身共に元気に、日々すごされる
事を祈って居ります。　

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３つの鏡…「銅」・「古」・「人」

　残暑厳しい毎日が続きますが、皆様はどのようにお過
ごしでしょうか。今年は新型コロナウイルスのために出
された緊急事態宣言の影響により、例年より短い夏休み
となりましたが、１学期の学習を見直す良い期間となり
ました。
　１学期は登校日数が限られ、友達とも思うように会え
ない日々が続きましたが、クラスの仲間とも徐々に打ち
解け、時間が限られていたからこそ絆を深められた部分
もあったのではないかと思います。
　感染予防を徹底し通常授業に戻ったところに恐れてい
た第2波とも思える感染拡大の波が襲って来てしまいま
した。毎日増え続ける感染者の数がどうにか減少して、
この先に控える修学旅行などの学校行事が一つでも多く、

通常に近い形で開催出来ることを皆さんも同じように
祈っていられる事と思います。今回のこの緊急事態は私
たち保護者にとっても初めての経験で、当たり前に出来
ていた入学式や授業、部活などがこのような形で無くな
ることなど誰にも想像出来なかったと思います。そんな
過酷な状況でも子ども達は今出来ることをひとつずつク
リアして前向きに進んで行っているように思えます。
　まだまだ先の見えない状況で普通の生活がいつ戻って
来るのかと考えると不安になることもありますが、子ども
達がこの先も何とか安心して学校生活を送れるように、
保護者の皆様と共に支えていければと思っております。

PTA役員代表　榎本　和代

大和商業高等専修学校ＰＴＡ新しい生活様式の継続

　楽しかった夏休みが終わり、園内には、子ども達の賑や
かな声が戻ってきました。コロナ禍で、夏休みとはいえ外出
を控える方が多かったことと思いますが、限られた環境の
中で順応していく子ども達が、心も身体も一回り大きく、た
くましくなったように感じます。
　いよいよ2学期が始まりました。最初の行事は、10月3日

（土）の運動会です。１学期から先生方のご指導の下、クラ
スみんなで力を合わせて一生懸命練習に取り組んでいま
す。運動会当日は、子ども達の練習の成果をご覧いただき、
盛大な応援と温かい拍手をよろしくお願いいたします。
　また、10月10日（土）には、皆様にご協力を頂いた寄贈品

や手作り品のバザーを開催する予定ですが、感染防止対策
で規模を縮小しての開催となります。寄贈品販売やゲーム、
先生方のアトラクション等、子ども達と楽しいひとときを
過ごしていただけるよう準備をすすめてまいります。
　皆様のお越しをお待ちしております。

模擬店（出店予定）
（ゲーム）アニマル玉入れ、ボールつり、ボウリング
●川和高校吹奏楽部による特別演奏（予定）

父母の会会長　中山　智恵子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会みんなで力を合わせて

各種検定合格者（太字は満点合格者です。）

日本情報処理検定協会　日本語ワープロ検定試験
（令和2年7月5日施行）

〈準1級〉室伏　音平
〈2級〉  方　　吉慶　池田　志翔
〈準2級〉石井瑛二郎　高柳　美咲
〈3級〉
水野明日香　安田　　結　渡邉　大翔
大津　力也　渡久地アミ　千葉　美桜

日本情報処理検定協会　パソコンスピード認定（日本語）
（令和2年7月12日施行）

〈1級〉齋藤　蒼憂
〈2級〉室伏　音平
〈3級〉成瀬　優斗　吉田　真朔
〈4級〉稗田　陽太

日本情報処理検定協会　情報処理技能検定試験（表計算）
（令和2年7月12日施行）

〈1級〉中村麻佑子　細田洸太郎
〈準1級〉川崎　　尊
〈2級〉稗田　陽太

全国経理教育協会主催　簿記能力検定
　（令和2年7月12日施行）

〈2級〉
栗本　憲二　武岡　洸樹　徳光　大助
田中　啓斗　木下　渓登　大谷　麗湖
鈴木　智也

全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定
（令和2年7月18日施行）

〈3段〉山田　大知　
〈1級〉
亀井　貴美　五味さやか　齋藤　仁覇
池田　志翔　市之瀬敦也　鈴木　拓斗
塚田乃絵留　石井　秀汰

〈2級〉
金澤　　陽　内田　大輔　大津　力也
山岸　巧馬　古谷田　空　田中　大揮

〈3級〉
渡邉　大翔　山口和泉美　千葉　美桜
本間　　凜　石井瑛二郎

〈4級〉
齊藤　怜士　西部　拓海

【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6月18日施行）

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 
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

日本医療報酬調査会　介護事務検定
（令和2年6月29日施行）

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 
月岡　真弓　出川　愛菜　中村　由美 
村松　麻美　藪中梨花子　山口由美子 
吉本　真与　荒井　美香　今村　玲奈
河端　厚志　三浦　幸久

全国経理教育協会主催　簿記能力検定
（令和2年7月4日施行）

〈3級（ワープロ）〉
DANG DUY ANH

〈3級（表計算）〉
KARKI TEJENDRA 

全国経理教育協会主催　簿記能力検定
（令和2年7月12日施行）

〈１級（工業簿記）〉
橋本　聖音

〈2級（商業簿記）〉
BUI VAN MAHN　SHAH UPENDRA

〈2級（工業簿記）〉
NGUYEN THI DOAN　NGUYEN TIEN THANH
B.B.I.S. JAYASURIYA　VUONG DINH THI THAM
BUI VAN MANH　DAO THI THUY
BAM HARENDRA　HOANG DINH NAM
THAPA MIRA　董　聯傑

〈3級（商業簿記）〉
TAMANG PRAMU　PANGYANI BISHAL 
BHANDARI SAPANA　RAI SAAJAN
KHADKA NABIN　NGO THI AN THUONG 
KOIRALA BIKASH

全国経理教育協会主催　電卓計算能力検定
（令和2年7月18日施行）

〈2級〉
LUMAGUE FERNAND VILLANUEVA

全国経理教育協会主催  社会人常識マナー検定
（令和2年7月18日施行）

〈Japan Basic〉
VO THI BICH　GAUTAM BIKASH
NGUYEN THI KHANH VY　NGUYEN THI DOAN

NGUYEN THI MINH NGOC　
NGUYEN TIEN THANH
GAUTAM DIPENDRA　SARU MAGAR HEM RAJ
SHARMA BARSHA　TRAN THANH TUNG
TRAN THI THU TRANG　TRIEU THI KHANH LINH
PANGYANI BISHAL　BHANDARI SHIVA
B.B.I.S. JAYASURIYA　ACHARYA BIMAL
VUONG DINH THI THAM　NGUYEN THI HOA
GURUNG TOMA KUMARI　GURUNG PREM
周　金偉　THAPA SMRITI　陳　家杭
BUI VAN MANH　YONJAN TIRTHA MAN
RAI SAAJAN　LAMA DIL MAYA　
ANGDEMBE SAKILA
KARKI TEJENDRA　KARKI BABITA
NGUYEN THI HONG DIEM　SHAH UPENDRA
SITAULA ANITA　SHRESTHA SUMAN
DAO THI THUY　THAPALIYA SABINA
TAMANG MAMATA　DANGAL PHATTEA PRASAD
DAU THI HUYEN TRANG　
PAUDEL JHALANATH
BAM HARENDRA　SUBEDI SANAM
SHRESTHA BISHWAS　THAPA ALINA
DANGOL GANESHMAN　NATH RATAN RAJ
PAUDEL DHRUBA　BHUJEL KRITIBHA
HOANG DINH NAM　MAGAR RITA KUMARI

 

全国経理教育協会主催　コンピュータ会計能力検定
（令和2年7月25日施行）

〈初級〉
青柳　裕也　BHANDARI SHIVA
B.B.I.S. JAYASURIYA　KARKI BABITA
SHRESTHA SUMAN　THAPALIYA SABINA
DANGAL PHATTEA PRASAD 
DAU THI HUYEN TRANG
RANABHAT LAXMI

【大和商業高等専修学校】

日本情報処理検定協会
プレゼンテーション作成検定試験

（令和2年7月5日施行）

〈1級〉
久保　文櫻　中村麻佑子　小林　莉友
細田洸太郎　岩本幸之慎　岩崎朱唯斗

〈2級〉
坂口　洸陽　吉川　遥希　舩木　　祥
廣部　康汰　稗田　陽太　南葉　　歩
佐野　渚月　小林　大幹　後藤　雅也
室伏　音平　水島　果南　増子　芽依
前田　一誠　武岡　洸樹　川崎　　尊

日本情報処理検定協会　文書デザイン検定試験
（令和2年7月5日施行）

〈1級〉力武　楓
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令和 2 年令和2年 9月 ～ 11月行事予定表
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9/3 ＰTA運営委員会

9/9 学び場ジュニア 中原中

9/26 オープンキャンパス

 通信制高校等出張説明会

9/28 オープンキャンパス代休

10/1 衣替え

10/6 介護職員初任者研修講座開講式

10/7 委員会の日

10/14 体育祭（15日予備日）

10/16 就職採用試験開始

10/17 全経電卓計算能力検定・推薦入試①

10/19-22 中間試験・パソコン検定

10/25 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定

10/29 学び場ジュニア 大磯中

10/31 学校説明会③

11/4 委員会の日

11/7 学校説明会④

11/12 学び場ジュニア 春日野中
 ＰTA運営委員会

11/14 学校説明会⑤

11/15 日商簿記検定

11/16-20 検定特別授業

11/21 学校説明会⑥（AM）
 推薦入試②（PM）

11/22 全経簿記能力検定
 ビジネス実務マナー検定

11/26 学び場ジュニア 南菅中

11/28 学校説明会⑦

学　園　本　部

9/1 教職員意向調査
10/中旬 役員会
11/3  湘南そろばん塚顕彰会

9/1 始業式・懇談会

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 ちびっこ運動会

9/10 運動会園内予行

9/11 地域開放事業「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年度たんぽぽ組・いちご組・ぶどう組
 入園説明会

9/28 内科検診

10/1 バザー実行委員会

10/3 運動会

10/6 誕生日会（10月）・衣替え

10/10 バザー

10/12 内科検診

10/15 令和3年度願書配布・入園説明会

10/19 お遊戯会実行委員会

10/22 優先入園整理券配布

10/26 いもほり

10/28 懇談会・スマイルクラブ

11/1 令和3年度入園願書受付

11/4 令和3年度たんぽぽ組入園願書受付

11/9 避難訓練

11/10 誕生日会（11月）・さつまいもパーティー

11/11 令和3年度2歳児教室願書受付

11/17 お遊戯会予行1部

11/18 面談日

11/19 お遊戯会予行2部

11/20 お遊戯会予行3部

11/25 お楽しみ会

研修センター

9/2 防災訓練（5限）

9/3 2学年歯科検診

9/4 1学年健康診断（2・3年自宅学習日）

9/7 1学年歯科検診

9/9 相談日

9/16 相談日

9/17 尿検査2回目 

9/23 相談日

9/28 学費引き落とし

9/29 尿検査3回目（再検査）

9/30 校外清掃、相談日

10/2 実用英語技能検定（１・２年アド＋希望者）

10/7 相談日

10/11 私学・私塾フェア（町田）

10/13-16 中間試験

10/14 相談日

10/15 後援会役員会、ふれあいパトロール

10/17 学校説明会第1回9：30 ～、
 第2回13：00 ～

10/21 校外清掃、相談日

10/23 漢字検定（任意）

10/24 実力診断テスト（１年アド、他任意）

10/27 学費引き落とし

10/28 校外清掃、相談日

10/31 学校説明会第3回9：30 ～、
 第4回13：00 ～

11/3-6 修学旅行（２年）

11/4 衣替え、相談日

11/11 生徒会選挙、相談日

11/12 後援会役員会

11/14 学校説明会第5回9：30 ～、
 第6回13：00 ～

 総合学力テスト（２年アド、他任意）

11/15 日商簿記検定

11/18 相談日

11/21 学校説明会第7回9：30 ～、
 第8回13：00 ～

11/25 相談日

11/27 学費引き落とし

11/28 学校説明会第9回9：30 ～、
 第10回13：00 ～

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
10/1 入学願書受付開始
10/3 全経計算実務能力検定
10/17 全経電卓計算能力検定
10/17-23 産能大Web型科目修得試験
10/22-23 第1期推薦・一般入試試験日
10/25 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定
10/31 第5回オープンキャンパス
11/7 全経文書処理能力検定
11/8 サービス接遇検定
11/15 秘書技能検定・日商簿記検定
11/22 全経簿記能力検定
 ビジネス実務マナー検定
11/24-25 第2期推薦・一般入試試験日

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
9/15 （県委託訓練）7月生
 調剤事務検定試験
 （県委託訓練）9月生 職業人講話
 西迫会計事務所
9/28 （県委託訓練）7月生 介護事務検定試験
9/29 （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
10/6.14.22
 （県委託訓練）1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
10/14 （求職者支援訓練）10月生　入校式
 パソコンスキルアップ基礎科
10/15 （県委託訓練）11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
10/21 （求職者支援訓練）10月生 職業人講話
 株式会社エクシオジャパン
 （県委託訓練）9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 
10/27 （求職者支援訓練）10月生　職業人講話
 北山田コミュニティハウス
10/28（県委託訓練）9月生 医科医療事務検定試験
11/2 （県委託訓練）11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
11/2-6 （県委託訓練）9月生　介護実習
11/17 （県委託訓練）9月生　調剤事務検定試験
11/27 （県委託訓練）9月生　介護事務検定試験
11/30 （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

○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




