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〜幼い頃の世界には一生分の記憶がある〜
最近、よく本を買う。自分で読みたいからだ。生き
ることや失うこと、愉しさや悲しみについて、簡潔な
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校長

萩野谷
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よくわかる。私もそういう「はじまりの記憶」がいく
つも鮮明に浮かんでくる。

言葉で語りかけてくる本の深い味わいを、数年前に

田舎町では自動車が珍しかった頃のことだ。小学

ふとしたことから再発見した。本を開くと、山間の林

校入学前だった私は、いつものように走って道を突っ

を散策する時に似て、忘れていた大事な感覚が甦っ

切ろうとした。その時、横から走ってきた車にはねら

てくる。

れた。幸い足に打撲傷を負っただけだったが、私は、

そんななかで、ふと思ったのは、ある小説家のエッ

家族には事故のことを告げずに寝てしまった。親に叱

セイ集の一文だった。そのなかに、
「あじさい」という

られるのを恐れたのではない。頭の中が混乱し収拾

短文がある。

がつかなかったのだ。そのことを、今の私は、
「事故

彼は幼い頃、なぜかあじさいの花に好きでないもの
を感じていた。その理由を、今ではこう表現できる。

の不条理さにたじろいだ最初の体 験」と表現するこ
とができる。

〈雨をしっとりと吸って重たげでもあり、こうした時期

今の若者には昔と比べて鋭い感性があり、羨ましい

（梅雨期）
に咲かねばならぬ花としての諦めも持って

限りである。感性は生まれながらの才能だと言うが、

いる。〉大事なことは、幼い者の感覚は、その時は言

そうとは限らない。研ぎ澄ませれば物事の本質にも

葉にできなくても、非常に確かだという点だ。

迫ることができる。そして、同時に脆さも備えている。

私も思い出す。母親に頼まれて台所裏の軒下の漬

しかし、若者たちは日々確実に成長をしている。昨

物樽から白菜一株を取り出す時の、凍えるような水の

日の失敗を今日は挽回している。私はそのような若者

冷たさを。確かにそこに冬があった。しかし、大人に

たちのために、
「若者たちの未来に通じる教育」の道

なるとその感性は失われてしまうのだ。

を進んでいきたい。

体育祭

公開授業・保護者会

6月8日（水）本校グラウンドにおいて3年ぶりに全学
年での体育祭を実施しました。天気にも恵まれ、予定さ
れた全プログラムを実施することができ、大いに盛り
上がりました。
今年は、3つの団（赤・青・
黄）対抗で行い、各団、凝っ
たデザインの団Tシャツを
着 用 し 競 技 に 臨 み ま し た。
ま た、ク ラ ス 対 抗 競 技（リ
レーや八の字跳び）もあり、
クラスの団結を強めること
ができました。当日は多くの保護者の方々が応援に来
校され、活気のある体育祭になりました。ありがとうご
ざいました。結果は以下の通りです。

6月18日（土）1、2校 時 に 公
開授業を実施しました。コロ
ナウイルス感染症予防の観点
から、検温及び手指消毒のご
協力をいただいての実施とな
りました。土曜日に実施ということもあり、多くの保
護者の方々にご来校いただき、日頃の学校生活の一部
を観ていただく機会ができて良かったと思います。ま
た、公開授業終了後は、1・2学年は学級懇談会、3学年
は全体保護者会を実施しました。

総合優勝

赤組

クラス対抗リレー

八の字跳び

優勝

3H

準優勝

3D

3位

2E

優勝

2F

288 回

準優勝

3I

215 回

3位

3K

210 回

後援会総会・新旧役員会
5月14日（土）本校において後援会の新旧役員会が行
われました。新役員の選出と挨拶のあと、今後の行事
やイベントの扱いについて話し合い、役割分担を決め
ました。また、後援会総会は2年ぶりに対面で開催し、
理事長から旧役員の方々に感謝状が贈られました。
その後の歓送迎会では新役員から旧本部役員のみな
さんへの花束贈呈が行われました。

飲み物の用意をしていただいた後援会の皆様に厚く
御礼申し上げます。

教育実習
5月30日（月）から3週間に渡って、5名の教育実
習生が、本校で教育実習を行いました。
名前

教科

クラス

下山

晃將さん

理科

3J

森住

小波さん

国語

3B

和田

勇輝さん

外国語

1B

岡西

芽衣さん

体育

1E

富永

賢さん

外国語

1A

生徒たちは、自分と年齢の
近い実習生に親近感を抱き、
進路に関するアドバイスを
受けるなど、積極的に話しか
けていました。
実習を終えた富永さんは、
「素直で熱心に勉強に取り組む生徒が多く、良い刺激を
受けました。3週間という短い間でしたが、毎日が楽し
く驚きと発見の連続で、貴重な経験をさせていただき
ました。これからもこの経験を活かし、努力を続けてい
きたいと思っています。
」と感想を述べていました。
教育実習生の来校により学校全体がフレッシュな雰
囲気に包まれた3週間でした。

部活動の活躍
【バドミントン部】
6月12日（日）に 行 わ れ た
インターハイ予選団体戦（女
子）は、4回 戦 ま で 勝 ち 上 が
り、横須賀学院高校に0 ―3 で
敗れました。この試合で3年
生は引退です。お疲れさまで
した。
同じく6月12日（日）に行われたインターハイ予選団
体戦（男子）では、5回戦まで勝ち上がり、元石川高校に
3― 0で勝利し、県ベスト8になりました。
【剣道部】
6月6日（月）に行われた第56回北相地区高校剣道大
会女子個人戦において、植野姫花さん（1-D）がベスト8
の成績でした。
【男子バスケットボール部】
5月28日（土）に柏木学園総合体育館で行われた高校
総体神奈川県予選（県大会）において、横須賀学院高校
に74 ― 80で惜しくも敗れました。この試合で3年生は引
退です。お疲れさまでした。

応援ありがとうございました。

柏木実業専門学校

研修センター

【研修旅行に行ってきました】
６月３日
（金）箱根・芦ノ湖に校外
研修旅行に行ってきました。寄木
細工体験をしたり、三国峠展望台
から見える雄大な景色に学生たち
は皆見入っていました。令和元年
度以来、
コロナ禍で校外研修が実
施できなかったので、学生は初め
ての研修旅行を思う存分楽しんで
いました。思い出作りのため、
クラ
スメイトと写真を撮影したり、
バスの
中でおしゃべりしたりとたくさんの
笑顔が見られました。

【求職者支援訓練４月生・５月生入校式】
4月20日
（水）
に求職者支援訓練4月生、パ
ソコンスキルアップ基礎科、簿記パソコン・オ
フィスワーク科、介護職員養成（初任者研修）
科、5月16日
（月）に求職者支援訓練5月生、
医療・調剤・介護事務ＰＣ科の入校式が行わ
れました。3ヵ月間の訓練とそれぞれの分野
への再就職に向けスタートの日となりました。
【求職者支援訓練4月生 職業人講話・求人企業説明会の開催】
研修センターでは、授業にて訓練分野の職業人による職業人講話と
放課後に求人企業説明会を実施し、受講生の再就職を支援しています。
［職業人講話：経理分野、福祉分野にて実施］
NPO法人都筑区民交流協会
岩井 未知男先生
株式会社アスモ介護サービス 岡本 光義先生
社会福祉法人緑樹会
滝本 智先生
［求人企業説明会]
社会福祉法人誠幸会、株式会社アイシマ、
SOMPOケア株式会社、株式会社らいふ
岩井 未知男先生

【春季清掃活動】
今年度は大和市清掃の日が感染防
止のため中止となりましたが、本校では
５月から６月にかけて校外清掃活動を
実施しました。地域貢献の清掃活動に
参加した学生は袋いっぱいにゴミを集めていました。

誠幸会

【ドローン野外飛行実習を行いました】
5月24日
（火）
、
6月7日
（火）
にドローン
授業履修者のうち2年生を対象に野外
飛行実習を実施しました。資格取得
に必要な高高度の飛行実習を行いま
した。実習に参加した学生は日ごろの
授業の練習成果を発揮していました。
【令和4年度 第1回・第2回オープンキャンパスを開催】
5月21日
（土）
に令和4年度第１回オー
プンキャンパス、6月25日
（土）
に第2回
オープンキャンパスを
開催しました。近隣の
高 校 生 並びに留 学
生の皆さまにご参加頂き、学校説明や模
擬授業体験などを行いました。
【オンラインオープンキャンパスを実施しています】
今年度もzoomを利用したオンラインオープンキャンパスを
実施しております。
オンラインオープンキャンパスは平日随時実施しております。
ご予約は本校ホームページのお問い合わせフォームよりご予
約ください。

第３回オープンキャンパス 参加申込受付中
8月1日
（月）
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。

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

岩崎様、高須様

アイシマ 甲斐様

らいふ

小方様、遠藤様

【就職近況報告】
就職先
医療法人愛育こどもクリニック
寺腰 ひなたさん
医療調剤介護事務・ＰＣ科
（神奈川県委託訓練）
（令和4年1月）
修了生
「一般診療のほか定期健診や予防
接種、
コロナワクチン接種も行なっ
寺腰ひなたさん
（前列の左から2番目）
ている為、覚えることがたくさんあり日々大変ですが、親切な職場の皆さんに
支えられ、
ここに就職ができて良かったと実感しています。
また、
学校で勉強で
きたことが自分にとってはとても心強く、再就職への原動力となりました。
来院される可愛いお子さん達にも癒されながら毎日頑張っています。」
就職先
社会福祉法人横浜ＹＭＣＡ福祉会
深見大和地域包括支援センター
緒方 恵美子さん パソコンスキルアップ科
（神奈川県委託訓練）
（令和4年3月）
修了生
「研修センターで学んだ日々は、再就職への新たな
勇気をいただくとともに、私の人生にとって大きな転
機をもたらす素晴らしい経験となりました。現在、職
場では新人ケアマネージャーとしてご利用者様6名
の担当をさせていただき日々精進しておりますが、
授業でのパソコンスキルが活かされていると実感しています。」

現在開講中ならびに実施予定の訓練
求職者支援訓練
令和4年 4月生

4月20日〜7月19日

令和4年 5月生

5月16日〜8月15日

研修センター
地図案内

神奈川県委託訓練「即戦力」
令和4年 7月生

7月1日〜 9月30日

令和4年 9月生

9月1日〜11月30日

令和4年 11月生 11月1日〜1月31日
令和5年 1月生

1月4日〜3月31日

認定証発行番号
第 2022JM0004（2）号

詳しくは「柏木学園ホームページ」
またはTel046-200-6170研修センターまで

2学年「探究活動」について

部活動大会結果報告

4月28日（木）に 本 校 体 育 館 で、総 合 的 な 探 究 の 時 間 の 講 演
会が開催されました。日本マネジメント協会の小林信行様を
講師としてお招きし、パッケー
ジデザインについて講演いただ
きました。
生徒達は1年間を通じてマーケ
ティングの手法を取り入れたパッ
ケージデザインを体験し、ペッ
トボトル飲料水のラベルデザイ
ンにしっかりと取り組みます。

5月14日（土）より、多くの運動部で全国高等学校定時
制通信制体育大会の予選会が実施されました。結果は以
下の通りです。
【全国高等学校定時制通信制体育大会 神奈川県予選会】
・陸上競技

男子砲丸投

体育祭
5月18日（水）柏 木 学 園 総 合 グ ラ ウ ン ド に て、体 育 祭 が 実 施
されました。晴天に恵まれ、予定していた競技を全て行うこ
とができました。55組66名の保護者の方に観覧いただいた中
で、生徒達はクラスでデザインしたTシャツを着て、生き生き
と競技に臨んでいました。
優勝：1年A組 準優勝：3年A組、1年C組

女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子走幅跳
・バドミントン 男子個人
女子個人
・卓球

PTA総会・保護者懇談会
5 月 25 日（水）に PTA 総 会 が 執 り 行 わ れ ま し た。総 会 で は、
前年度の PTA 活動報告・決算報告、今年度の活動計画・予算に
ついて話されました。総会の後には学級別保護者懇談会が行
われました。特に 1 学年では、3 年後の進路選択をするために 1 日
1 日を大切に過ごしていくことが重要だと話がありました。多
くの保護者の方にご参加いただき、ありがとうございました。

3学年修学旅行
今年は 6 月 2 日（木）〜 4 日（土）の期間で 3 学年の沖縄修学旅
行を実施することができました。1 日目は糸満市の魂魄の塔を
見学し、平和学習を行いました。2 日目は 2 グループに分かれ、
午前中にマリン体験（バナナボート等）と文化体験（シーサー
の絵付け体験）をしました。午後には美ら海水族館に行き、沖
縄周辺の海洋生物について学びました。3 日目は国際通りで散
策を行った後に、無事に羽田空港に帰着することができまし
た。本校での修学旅行実施は、新型コロナウイルス感染症の影
響により 3 年ぶりとなりましたが、生徒たちは充実した 3 日間
を過ごすことができました。

男子 100m
男子 400m
男子走幅跳

男子個人

・剣道
男子個人
・バスケットボール

會田 叶門
6位
橋本 敏志
4位
會田 叶門
1位
高坂 碧
4位
吉野 麟
2位
木村 司
3位
井上 早紀
1位
青木 恵愛
2位
今泉 夢乃
4位
井上 早紀
1位
髙田 愛花
2位
青木 恵愛
1位
今泉 夢乃
3位
池田
駿
ベスト 8
青木 恵愛
12 位
佐々木姫梨
ベスト 16
藤井虎太郎 GⅡリーグ
B ブロック全勝
類家 徹弥 GⅡリーグ
G ブロック 1 勝
須釜 龍雅
ベスト 13
ベスト 16

【全国高等学校定時制通信制体育大会全国大会出場チーム及び個人】
・陸上競技 7/31（日）
〜8/3（水）
（駒沢オリンピック公園）
男子走幅跳
會田 叶門
男子砲丸投
吉野 麟
木村 司
女子 100m
井上 早紀
青木 恵愛
女子 200m
井上 早紀
女子 400m
髙田 愛花
女子走幅跳
青木 恵愛
今泉 夢乃
（小田原アリーナ）
・バドミントン 8/16（火）〜8/19（金）
男子団体
池田
駿
神奈川県 B チーム
女子団体
青木 恵愛
神奈川県 B チーム
【全国高等専修学校体育大会】
7 月 25 日（月）〜 27 日（水）に、山梨県富士北麓公園
他にて全国高等専修学校体育大会が開催されます。生
徒達の日頃の練習の成果がでるよう、温かく応援して
いただけますようお願いいたします。

入試情報
・学校見学入試相談会 予約受付中
・学校説明会
7月30日（土）
、8月11日（祝）
※事前予約制となります。
・通信制高校サポート校合同入試相談会
※詳細はホームページをご覧ください。
https://www.kashiwagi.ac.jp/yamato/

蚕がやってきました！

（5月19日20日うまれ）

今年も幼稚園に蚕が
やってきました。最初
は1ミリほどの大きさ
でしたが、桑の葉を食べどんどん大きくなってい
く様子に、子どもたちも嬉しそうにお世話をして
いました。出来上がった繭は絵の具で色付けし、
鈴にして持ち帰ります。
桑の葉のご協力ありがとうございました

in

6月3日（金）

子どもたちが楽しみにしていた遠足！年少・年中組
は親子で参加し、クラスや学年で集会を行い、楽しい触
れ合いの時間を過ごしました。
年長組は子どもたちのみで参加しました。遊具で体
を動かしたり、集会やしっぽとりゲーム等を行いクラ
スの友達と楽しい一時を過ごすことができました。

横浜市幼稚園協会

永年勤続表彰

勤続10年 水野早紀先生

6月

勤続20年 菅谷誠宏先生

おめでとうございます。

七夕会

7月6日（水）

ホールに集まり七夕会を行いま
す。各学年の七夕飾りを見て、先生
たちの出し物を楽しみます。子ど
もたちの願い事が込められた七夕
飾りをぜひご家庭でも飾ってください。

七夕親子製作

7月6日（水）

14：00〜15：00に七夕親子製作を行います。七
夕飾りを作り、先生たちの出し物を観ます。ぜひご参
加ください。

●夕 涼 み 会 ●
7月19日（火）14時30分 〜 18時に夕涼み会を
3年ぶりに行います。やぐらを組み子どもたちと
盆踊りを踊ったりゲームを行う予定です。

虫 歯 予 防 集 会
6月7日（火）
学年ごと分散してホール
で集会を行いました。先生
たちの出し物をDVDで鑑賞
し、歯の磨き方をみんなで
確認しました。指を使って前歯、奥歯と磨く真似をし、
歯の大切さを学びました。

プール開 き

6月10日（金）

●お 泊 り 保 育 ●

7月21日（木）
、22日（金）に 年 長 組
お泊り保育を行います。新型コロナ
ウイルスの予防対策を徹底して、子
どもたちと夏の思い出を作りたいと思います。

お／知／ら／せ

・令和5年度園児募集に向けて5月6日(金)より
園見学を開始しました。
・7月7日（木）に見学説明会、9月13日（火）に入
園説明会を行います。園舎内の見学や在園児の
出し物、親子体操を予定しています。
ご近所に未就園の方がいらっしゃいましたら
お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。
・7月12日（火）にスマイルクラブを開催します。
・9月6日（火）にちびっこ（未就園児）運動会を
開催します。

子どもたちが楽しみにしていたプール遊びが始
まりました。水遊びの約束を守り、安全面に充分
配慮しながら、元気いっぱい水と触れ合い楽しい
時間を過ごしたいと思います。

・9月20日（火）に令和5年度プレ保育たんぽぽ
組説明会、2歳児教室説明会を行います。
多くの方のご参加お待ちしております。
ホームページにて予約受付をしていますので、
ご確認ください。

学校行事の再開とともに
爽やかな風と共に新緑の息吹を感じていた期間は束の
間で、本格的な夏の暑い日差しを受ける季節となりまし
た。この時季には「水分補給」という言葉が欠かせなく
なってきました。
去る5月14日（土）
、2年続きで書面開催となった後援会
総会は対面にて開催し、無事に終えることができました
ことをご報告いたします。開催にあたり皆様にはご協力
いただきましてありがとうございました。
さて、新役員を迎えて始動して、早速、5月19日（木）に
は「神奈川県私学保護者会連合会総会」に出席してまいり
ました。
また、6月8日（水）に体育祭が開催され、後援会では給
水のお手伝いをさせていただきました。新型コロナウイ

他山の石は足元にあり
孔子は貧しい家庭に育ち、早くから自分で働いて生活
していかなければならなかった。そういう孔子だから、
周囲の人々や、生活の中での見聞を、すべて勉強の材料、
つまり師にしたのです。自分が勉強できなかったことを、
育った環境のせいにする人がいますが、しかし、自分を
磨いてくれるのは、学校の勉強だけではない、どんな環
境のなかに身を置いても、じぶんを磨いていく材料は転
がっている。孔子いわく「三人で道を歩いているとする。
ほかの二人からは、必ず教えられることがあるはずだ」と
いう、即ち、優れた人からは積極的にその点を学べるし、

節目において
木々の緑が日に日に濃さを増しておりますが、お変わ
りございませんでしょうか。
新型コロナウイルスが世界中に猛威を奮って三度目の
夏を迎えようとしています。
そしてたくさんの人の努力と忍耐の末に、長かった自
粛期間を終え、以前に近い生活に戻りつつあります。不
自由ばかりでしたが、その中でも経験したこと、感じたこ
と、学んだことが沢山あったことと思います。それは子ど
もたちにとって貴重な経験でもあると思います。良いこ
とも、悪いことも学生時代の経験はとても貴重なもので
す。スイッチを切り替えて、これから真剣に遊び、真剣に

子どもたちの笑顔が溢れる園内
日に日に暑さが増し、夏の気配が感じられる時期が
やってまいりました。
新型コロナウイルス感染症による制限が緩和され、街
全体が少しずつ活気を取り戻しつつあるように感じます。
進級、入園から3か月が経ち、新しい環境に慣れ楽しん
でいる姿を目にすることが増えました。
最初はちょっぴり恥ずかしくて挨拶が苦手だった子ど
もたちも今では登園すると自ら先生やお友達に元気よく
挨拶できるようになりました。また、お友達のお名前を呼
んで遊ぼうと誘っていたり、新しい環境で日々成長して
います。私も負けていられないと痛感しております。

柏木学園高等学校後援会
ルス感染症の影響を受けた昨年は、学年毎での開催でしたが、
今年は全学年合同での開催となり、生徒たちの活気あふれる
活躍を目の当たりにして後援会の活動にも活気が出てきたよ
うに感じます。
コロナ禍で中止や制約付きで開催されていた学校行事も、
コロナ禍前の状態に戻りつつあり、9月には文化祭が開催予
定とあります。仲間と共に取り組み作り上げることは、生徒
たちにとって素晴らしい思い出の一コマとなる事でしょう。
後援会でも微力ではありますがお手伝いさせていただきます
ので、保護者の皆様のご協力を賜りますようよろしくお願い
いたします。
後援会副会長 相馬 奈美子

柏木実業専門学校教育交流会
ダメな人からでも、わが身を反省する材料を与えてもらえる
のだという。どんな環境でも、必ず学ぶべきことがあるし、自分
を磨いていくうえで師にすべき人はいる。自分が成長しない
のを環境のせいにするな、向上心さえあれば、なんとでもな
るということです。新型コロナの感染が落ち着いてきました
が、今年の夏は例年よりも、猛暑が予測されています。加えて、
電力需給がひっ迫し、停電の恐れもあります、どうか皆さん
が体調を崩さないよう、厳しい夏を無事に乗り越えて下さい。
教育交流会会長 田部井 信夫

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
学び、充実した学校生活を送ってください。
時代は移り変わるものですが、今回の出来事でさらに
移り変わりのスピードが進んだように思います。沢山の
習慣や常識が塗り替えられ、その中でもたくましく成長
している今の子どもたちを見ていると、明るく優しい次
の時代を作ってくれることを確信しております。
多様性と適応力と思いやりを大切に楽しい人生を進ま
れることをお祈りいたします。
PTA役員代表 田中 涼子

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
夏休みを目前に控え、今年度は夕涼み会が例年に近い
形で開催されます。
先生方は感染症対策を踏まえ、早い時期から企画を始め
てくださいました。子どもたちの思い出に残る1日になる
ようにと検討してくださっています。
当日に向け、準備も着々と進んでおります。実行委員の
皆様、保護者の皆様のご協力のおかげであると思います。
今年度はどんな夕涼み会になるのか、ぜひ当日を楽し
みにしていてください。
父母の会会長 後藤 麻衣子

令和 4 年 7 月 〜 9 月行事予定表
柏木学園高等学校
6/28-7/1 1学期期末試験

柏木実業専門学校
7/2
7/3
7/10

7/1

求人票解禁

7/4

試験予備日

7/5-7

試験返却日

7/6

相談日

7/9

7/22
実力診断テスト（1年アド）
進研模試（2年アド）
（スタ・情任意） 7/23

7/11

実力診断テスト（3年）

7/12

相談日・野球応援

7/14

進路行事
実力診断テスト予備日（3年）
職員研修（マナー研修）

7/14-21
7/15-22
7/16
7/18

7/15

進路行事

7/18

私学展

7/19

次年度履修ガイダンス
進路行事

7/20

終業式・大掃除、相談日

7/21

後援会役員会

7/24
7/26-27
8/1
8/1-2
8/28
8/30
9/4
9/10
9/20-21
9/22
9/23
9/24
9/25

全経文書処理能力検定
ＪＬＰＴ日本語能力試験
全経簿記能力検定
診療報酬請求事務能力認定試験
前期試験
午後追試験
全経社会人常識マナー検定JapanBasic
全経電卓計算能力検定
全経簿記電卓競技大会支部予選会（オンライン）
夏季終業式
全経コンピュータ会計能力検定
医科医療事務管理士技能認定試験
仕事のまなび場
第3回オープンキャンパス
高校生対象夏休み特別講座
医科医療事務管理士技能認定試験
医療事務ＯＡ実務能力認定試験
講義開始・防災訓練
全経簿記電卓競技大会全国大会
第4回オープンキャンパス
紅葉祭準備
紅葉祭
紅葉祭一般公開
全経社会人常識マナー検定
全経BANTO認定試験
医科医療事務管理士技能認定試験

研修センター

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
7/5 （求職者支援訓練）5月生 職業人講話
7/25-28 理科実験教室（小1 〜小6）
医療・調剤・介護事務ＰＣ科
医療法人社団総生会
7/27
学費引き落とし
7/15（求職者支援訓練）4月生
介護事務検定試験
学期末補習試験（〜 29日）・相談日
7/28
7/19（求職者支援訓練）4月生 修了式
パソコンスキルアップ基礎科
7/29
オープンスクール
簿記パソコン・オフィスワーク科
介護職員養成（初任者研修）科
8/1-4 アドバンス勉強合宿
7/20（求職者支援訓練）5月生
8/10-13 学校閉鎖期間
医科医療事務検定試験
7/29（県委託訓練）7月生 職業人講話
8/17-19 国内留学体験研修
介護職員初任者研修科
株式会社アスモ介護サービス
8/22
夏期講習第2期（〜 26日）
社会福祉法人緑樹会
8/2 （求職者支援訓練）5月生
8/25
後援会役員会
調剤事務検定試験
8/29
始業式・漢字コンクール（2限） 8/12（求職者支援訓練）5月生
介護事務検定試験
文化祭準備・到達度テスト（1・2年） 8/15（求職者支援訓練）5月生 修了式
8/30
医療・調剤・介護事務ＰＣ科
8/31
文化祭準備
8/18（県委託訓練）7月生 職業人講話
簿記パソコン事務科
9/1
文化祭準備
西迫会計事務所
8/26（県委託訓練）7月生
9/2-3 文化祭
医科医療事務検定試験
9/1 （県委託訓練）9月生 入校式
9/5
文化祭振替休日
簿記パソコン事務科
医療調剤介護事務・ＰＣ科
9/8
次年度科目履修用紙提出締切
介護職員初任者研修科
9/9
陸上競技会
9/15（県委託訓練）7月生
調剤事務検定試験
9/16
就職選考試験開始
9/29（県委託訓練）7月生
陸上競技会（予備日）
介護事務検定試験
9/30（県委託訓練）7月生 修了式
9/22
防災訓練
簿記パソコン事務科
医療調剤介護事務・ＰＣ科
9/30
第2回実用英語技能検定
介護職員初任者研修科

7/25

夏期講習第1期（〜 29日）
企業訪問開始
1学期学期末補習（〜 28日）

○学園本部：金久保・清水

大和商業高等専修学校

月謝引き落とし日
クッキング保育（年少）(予定)
7/4
誕生日会（7月）
校内進路ガイダンス（2年）
役員会（予定）
中期授業料等学納金（全学年）
7/6
七夕会
修学旅行積立金（1年）納入締切日
七夕親子製作
7/7
令和5年度見学説明会
7/4-8 検定特別授業
7/11 誕生日会（8月）
7/5
座間南中進路説明会
7/12 避難訓練
スマイルクラブ
7/7
校外進路ガイダンス（３年進学希望者）
7/13 面談日
就職フェア（2回）
7/10 全経簿記能力検定
7/19 夕涼み会
7/11 追再試日・まなび場Jr（滝の沢中） 7/20 終業式・午前保育
7/21-22 お泊り保育（予定）
7/12 テスト返却日・大掃除
8/1
月謝引き落とし日
8/10-16 預かり保育なし
7/13-15 復習授業
8/22 夏期保育・午前保育
7/15 校外進路ガイダンス（３年就職希望者） 8/23 夏期保育・午前保育
スマイルクラブ
まなび場Jr（鶴間中）
8/24 夏期保育・午前保育
令和2年度卒園児同窓会
7/16 全経電卓計算能力検定
8/25 夏期保育・午前保育
7/18 専修学校展
令和3年度卒園児同窓会
全経簿記電卓競技大会支部予選会（オンライン） 8/26 夏期保育・午前保育
9/1
月謝引き落とし日・始業式
7/20 1学期終業式・保護者会
総合避難訓練・午前保育
9/2
運動会実行委員会
7/21 夏季休業（〜 8/31）
9/3
子育て講演会
9/4-7 パネル展
7/25-27 全国高等専修学校体育大会
9/5
バザー実行委員会
7/30 学校説明会②
9/6
ちびっこ運動会
9/7
懇談会
8/11 学校説明会③
9/8
運動会園内予行
9/12 誕生日会
8/18-19 専各中学校教諭対象説明会
役員会
8/31 上級学校訪問（有馬中生徒来校） 9/13 令和5年度入園説明会
9/14 面談日
9/1
始業式
9/15 運動会園外予行
9/16 運動会園外予行
9/2
平常授業開始
9/20 令和5年度たんぽぽ組説明会
令和5年度2歳児教室説明会
9/4
全経簿記電卓競技大会全国大会
9/22 運動会園外予行予備日
9/8
PTA運営委員会
9/24 学生見学会
9/26 地域開放ヨガ（予定）
9/11 学びリンク合同相談会
9/29 バザー実行委員会
9/30 午前保育
9/13 委員会の日
7/1

求人票解禁・期末試験（〜7/1） 7/1
就職決起会

9/16

学

就職試験解禁

園

本

部

9/22-23 紅葉祭

5/1 -

職員健康診断

9/26

9/1

教職員意向調査

紅葉祭振替休日

○柏木高校：本田・川津

○柏木実業：伊藤（史）・座間・乾・小澤

都筑ケ丘幼稚園

○大和商業：才木

○幼 稚 園：熊谷・藤野

