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柏木学園高等学校
▲高校野球 4回戦進出

▲ sports week

都筑ヶ丘幼稚園

大和商業高等専修学校
▲バドミントン部 全国大会優勝

▲夕涼み会

野球部 大会報告

小学生対象 理科実験教室

第104回 全 国 高 校 野 球 選
手権神奈川大会において、
本 校 は7月12日（火）
、い せ
はらサンシャイン・スタジ
アムでの2回戦に出場しま
した。金沢総合高校相手に
8-2で 快 勝 し、続 く7月16日
（土）
、保土ヶ谷球場での3回
戦に進出。光明相模原高校相手に7- 4で快勝し、創部以来初の
4回戦進出を決めました。そして7月18日（月･祝）
に大和スタ
ジアムで行われた4回戦、横浜隼人高校相手に敗れはしまし
たが、大勢の思いを胸に、選手たちは力の限り戦いました。
また、3年ぶりに吹奏楽部、運動部を中心に結成した応援団は、
多くの保護者、教員、在校生、卒業生とともに球場での応援
を盛り上げました。

7月26日（火）
〜 28日（木）
に本校を会場として小学生
対象の夏休み理科実験教室
を実施しました。地域に開
かれた学校を目指して3回
目の開催です。大和市の小
学生を中心に約50組が参加
しました。低学年、中学年、
高学年と内容を分け、理科教員を中心に、理科の楽しさを伝
えられる実験を展開しました。参加者は目を輝かせながら実
験に参加していました。

進路行事
7月14日（木）
に1学年は文理選
択と進路についての講演、2学
年には夏休み中の進路活動につ
いての講演が行われました。各
講演とも外部から講師を招き、
進路活動に必要な心構えや実際
に活動するときに必要なノウハ
ウを学びました。生徒たちはメモをとりながら真剣に耳を傾
けており、希望進路の実現の一助になったことと思います。

次年度履修ガイダンス
7月19日（火）
に次年度の選択科目履修登録についてのガイ
ダンスが行われました。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、コースに分かれ詳細な説明が
なされました。2学年は文系・理系に分かれ、各教室で教科担
当者から科目概要の説明がなされました。夏休み中に熟考の
上で記載・提出された履修申し込み用紙をもとに、10月末を
目途に担任による面談で次年度の履修科目を決定します。

国際交流イベント
7月1日（金）
、本校メモリアル
ホールにて国際交流イベントを
実施しました。柏木実業専門学
校からお招きした3名の留学生
と本校アドバンスコース生徒12
名 が 参 加 し、英 語 で の イ ン タ
ビューやゲームなどの交流プロ
グラムを通し、異文化理解を深めることができました。

オープンスクール
7月29日（金）
に中学生対象の
オープンスクールを行いまし
た。全体での学校説明の後、体
験授業、プログラミング体験、
書道体験、理科実験教室、Enjoy
Speaking Englishと、5つの講座
を開催し、参加者は様々な体験
をしました。猛暑の中、377組の参加をいただきました。

生徒の活躍
【日本語スピーチ大会】
7月3日（日）
大和市生涯学習センター（シリウ
ス）
で実施された第17回にほんごで話そう！日本
語スピーチ大会に、3年C組モハメド シャマス
さんが参加しました。大勢の前で「感謝の心」
とい
うタイトルのスピーチを立派に披露しました。
【バスケットボール部】
2学年が中心となる新チームの大会結果報告です。
≪北相地区夏季大会≫
（女子） 7/9
柏木学園 62-26 座間総合
7/16 柏木学園 42-95 相模田名
（男子） 7/10 柏木学園 80-52 愛川
7/16 柏木学園 76-35 橋本
7/17 Dブロック決勝
柏木学園 70-42 相模田名
夏季大会Dブロック優勝となりました。
【吹奏楽部】
7月27日（水）
厚木市文化会館
において第23回県央吹奏楽コン
クールが実施され、見事銀賞を受
賞しました。

応援ありがとうございます

学 校説 明会 のお 知ら せ
第1回 10月15日（土） 9：30 〜 12：00
第2回 11月03日（木･祝）9：30 〜 12：00
第3回 11月12日（土） 9：30 〜 12：00
第4回 11月19日（土） 9：30 〜 12：00
第5回 11月27日（日） 9：30 〜 12：00
第6回 12月03日（土） 9：30 〜 12：00
※当日は個別相談もあわせて実施いたします。
予約制となります。ご予約は下記の本校ホームペー
ジまたは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
上記日程については新型コロナウイルス感染拡大等
により変更となる場合があります。本校ホームページ
にてご確認ください。

柏木実業専門学校
【スポーツ行事を実施しました】

6月28日（火）
か ら30日（木）ま で の 間､ク
ラスごとに4階アリーナでバレーボール･卓
球などのスポーツ行事を実施しました｡熱
気にあふれたプレーもさることながら、勝
ち負けに一喜一憂する姿が見受けられまし
た。日頃なかなかスポーツをする機会がな
い学生たちには、短い時間でしたが、大い
に盛り上がったひと時となったようです。

【文部科学省 外国人留学生学習奨励費受給者決定】
令和4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11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
DEVKOTA ROJINA（ネパール国籍・岩谷
学園テクノビジネス横浜保育専門学校出身）
NEUPANE BHANUBHAKTA
（ネパール国籍・
新白河国際教育学院出身）
GURUNG YUBA RAJ（ネパール国籍・日本
文化経済学院出身）
TRAN THI THU THAO（ベトナム国籍・LIBERTY小田原日本語学校出身）
NEUPANE KHEM KUMARI（ネパール国籍・宮崎情報ビジネス医療専門
学校日本語科出身）
PANDEY RABINA（ネパール国籍・横浜国際語学院出身）
PHAM THANH LAP（ベトナム国籍・YMCA健康福祉専門学校日本語学
科出身）
SHRESTHA JUNU（ネパール国籍・三原国際外語学院出身）
POKHREL SUNDAR（ネパール国籍・岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門
学校出身）
LIMBU NABIN（ネパール国籍・日本文化経済学院出身）
◆経営経理研究科2年生
DAU THI HUYEN TRANG（ベトナム国籍・柏木実業専門学校情報ビジネス
科出身）
【“仕事のまなび場”を開催しました】
7月26日（火）
〜 27日（水）
の2日間にわたり
“仕事のまなび場”を開催し、県内各地から6名
の高校生が参加しました｡
ドローンを扱うために必要な知識と操縦体
験、医療事務の1つであるレセプト作成、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｡
【“高校生対象夏休み特別講座”を開催しました】
現在、様々な分野で活用されているドローン。8月1日（月）
〜 2日（火）
に夏
休み特別講座として本校で行っている授業の一部を高校生が体験できるド
ローン講座を開講いたしました。ドローンの操縦方法だけでなくドローン
を取り巻く法律・知識を理解してもらえるような講義内容となっていまし
た。参加した高校生は操縦を楽しむだけでなく、どのような場面でドローン
が活用されているのかなど興味深く講義を聞いており、充実した2日間と
なったようです。

簿記講習会のご案内
大和商工会議所主催 第162回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､会員料金で受講することができます｡
期 間
時 間
会 場
受講料
講 師

9月22日（木）〜 11月17日（木）
（毎週木曜全8回）
18：00 〜 20：15
大和商工会議所 会議室
3級 非会員12,000円
会員8,000円
柏木実業専門学校 宇野 隆之先生

申込締切 9月20日（火）※定員になり次第募集終了（先着20名）
※テキスト代 約1,320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の感染拡大状況次第では､
講習会中止の可能性がございます｡
※受講対象者は3級の学習を終えた方です。
※本年度は、2級の直前対策講座は行いません。

オープンキャンパス参加申込受付中
入学願書 10月３日より受付開始
9月10日（土）
､10月29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3日（月）
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

研修センター
【神奈川県委託訓練7月生入校式、求職者支援訓練4月生修了式、5月生修了式】
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
（金）
、求職者支援訓練 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4月生の修了式
修了証書授与の様子
が7月19日（火）
、求職者支援訓練 医療・調
剤・介護事務ＰＣ科5月生の修了式が8月15日（月）
に行われました。訓練修
了後は各分野への再就職に向け、繋げていきます。
【求職者支援訓練実施施設見学会開催 対象：労働局及びハローワーク職員】
8月3日（水）
に、独立行政法
人高齢・障害・求職者雇用支
援機構神奈川支部より依頼を
受け、求職者支援訓練実施施
設見学会を開催しました。当
日は神奈川・東京労働局職員、
県内ハローワークの職業訓練
担当職員、求職者支援機構の
訓練担当職員、合計8名が来校
されました。日頃より職業訓
職業訓練について説明する様子
練実施に関わる関連各所の皆
様に、受講生の授業の様子を直に視察していただけたことに加え、就職支援
等の情報交流や貴重なご意見、ご質問をいただく機会となりました。

教室内にて座学授業見学の様子

パソコン授業の見学（OA教室）

［見学会ご出席者：8名］
神奈川労働局、東京労働局
大和ハローワーク、戸塚ハローワーク
厚木ハローワーク、相模原ハローワーク
横須賀ハローワーク、求職者支援機構
【就職近況報告】
介護用具の体験（入浴実践教室）
就職先
SOMPOケア ラヴィーレ南町田
有澤 真理子さん 介護職員初任者研修科
（神奈川県委託訓練）
（令和4年1月）修了生
「正社員として入職し半年が経ちましたが、
柏木学園で学んだ介護技術の基礎を活かし
て、わからないことは先輩に何でも聞きなが
ら充実した日々を送っています。ご利用者様
から、ありがとう！と笑顔あふれる声掛けを
いただく度にこの仕事に就けたことを嬉しく思います。今後は介護福祉士
への目標にむけてこれからも頑張っていきます。
」

現在開講中ならびに実施予定の訓練
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
≪お知らせ≫
神奈川県委託訓練「即戦力」
1月生の開催にむけ、10月に3日間、コース
説明・訓練施設見学会を実施します。日程は以下の通りです。
簿記パソコン事務科
10月12日15時、20日10時、25日13時
医療調剤介護事務・PC科
10月12日10時、20日13時、25日15時
介護職員初任者研修科
10月12日13時、20日15時、25日10時

詳しくは「柏木学園ホームページ」または
Tel 046-200-6170 研修センターまで

全国高等専修学校体育大会 報告
8月25日（木）・26日（金）・27日（土）の3日 間 に わ た り、
山梨県にある富士北麓公園と富士河口湖町民体育館他にて
全国高等専修学校体育大会が開催されました。今年度も軟
式野球・男子バレーボール・男子バスケットボール・男女
バドミントン・男子卓球・フットサル・男女陸上競技・スポー
ツウエルネス吹矢・男子自転車競技に出場しました。結果
は以下の通りです。
≪団体競技≫
優 勝 男子バレーボール
（3年 下條・清水・平本、2年 伊藤、1年 金子・
亀井・菊池・桒名・郡山・近藤・林）
男子バドミントン
（3年 榎本・塚田・西村・平田・松土）
軟式野球
（3年 沓澤・大竹・會田、2年 山口、1年 井戸川・
榎本・小野・田中・深沢）
準優勝 女子バドミントン
（2年 青木・佐々木）
スポーツウエルネス吹矢
（3年 相川・森田、2年 渡邊）
ベスト4 男子卓球
（2年 藤井・弘瀬・渡邊、1年 類家）
男子自転車競技
（3年 森田、2年 増田、1年 河合）
≪個人競技≫
優 勝 女子陸上競技400ｍ（3年 髙田）
準優勝 女子陸上競技100ｍ（3年 髙田、2年 井上）
女子走り幅跳び（2年 井上）
男子100ｍ（3年 會田）
男子走り幅跳び（3年 會田）
男子バドミントン（3年 松土）
３ 位 男子バドミントン（2年 金子）

【陸 上】
7月31日（日）
〜 8月3日（水） 会場：駒沢オリンピック公園
＜結果＞
女子200m 準決勝進出（3年 髙田、2年 井上）
女子走り幅跳び 決勝進出（2年 青木）

進路活動開始 / 校内進路ガイダンス
7月1日（金）より、求人票が開示となり、就職希望の生徒
たちは本格的な進路活動が始まりました。進学希望の生徒
においては、今年度はリアルとオンラインのオープンキャ
ンパスが開催されていることを受けて、意欲的に参加して
います。また、2・3学年を対象とした校内進路ガイダンスも
実施しました。夏休み中には、3学年が企業見学、2学年はイ
ンターンシップに参加し、実際の職場で実習に取り組みま
した。

自動車整備体験

メイクアップ体験

生活体験発表大会
連携校である科学技術学園高
等学校で生活体験発表大会が行
われました。本校の代表として2
学年の浅沼健太さんが応募し、
優秀賞をいただきました。

入試関連情報 / 学校説明会開始
全経簿記電卓競技大会全国大会出場
7月18日（月･祝）に全関東簿記
電卓競技大会が開催されました。
今年度も新型コロナウイルス感
染症予防の為、リモートでの大
会実施となりました。
結果は簿記および電卓で共に
優勝し、9月４日(日)に東京ガー
デンパレスで実施される全国大会の出場が決定しました。

今年度の学校説明会が始まりました。第1回目を6月18日
（土）、第2回目を7月30日（土）、第3回目を8月11日（木･祝）
に行い、多くの中学生と保護者の方々にご参加いただきま
した。説明会は本校の概要や入試説明、在校生トーク、体験
授業、個別相談など充実した内容になっています。本校に興
味をお持ちの皆様の参加を是非お待ちしています。

全国高等学校定時制通信制体育大会 報告
6月より地区予選がおこなわれていた定時制通信制の大会
において、バドミントン部2名と陸上部7名の部員が全国大
会メンバーとして選出され、出場しました。結果は以下の通
りです。
【バドミントン】
8月16日（火）〜 19日（金） 会場：小田原アリーナ
＜結果＞
男子団体 Bチーム 2回戦進出（3年 池田）
女子団体Aチーム 優勝（2年 青木）

学校説明会 ＜要予約＞ 9：00受付 9：30開始
10月8日（土）
/10月29日（土）
/11月5日（土）
11月12日（土）
/11月19日（土）
/11月26日（土）
12月3日（土）
/12月10日（土）
/1月14日（土）
文化祭＆オープンスクール ＜予約不要＞
9月22日（木）
：紅葉祭（競技会）
9月23日（金・祝）
：紅葉祭（模擬店・展示）中学生対象
学校見学 ＜要予約＞
一日一組限定の個別対応

クッキング保育
年長 5月19日
（木）
、年中 6月21日
（火）
年少 7月1日
（金）
今年度初めてのクッキング保育を行いました。
メニューは「おにぎり」です。自分の手でそれぞれ
握ったおにぎりは一段と美味しく、子ども達の満
足気な表情が見られまし
た。
また次回、開催できま
すように！

夕涼み会
今年度は新型コロナウイル
ス感染予防対策により、保育の
中で実施いたしました。手作り
うちわを持ち、練習してきた盆
踊りを踊る姿はとても可愛ら
しかったです。ホールでは本部
役員の皆様のご協力のもと、魚
つりや輪投げ、スマートボール
等のゲームを楽しむことがで
きました。また、好きな色のヨ
ーヨーをもらえ、笑顔溢れる夕
涼み会となりました。

令和2年度

未就園児

7月6日
（水）

七夕親子製作

今年も七夕に向けて親子製作が行われました。
ホールで先生達の出し物を見た後、各保育室へ移
動し、笹飾りの製作を行いました。皆様の願い事が
叶っていますように…。

7月19日（火）

卒園児同窓会

8月24日（水）

昨年度延期となった同窓会を今年度行うことがで
きました。久しぶりに先生や友達と会うことができ、
成長して照れながらも、楽しく過ごしました。スポー
ツ大会では白熱し、1位のクラスにはメダルのプレゼ
ント！とても盛り上
がりました。

令和3年度

卒園児同窓会

8月25日（木）
令和
5年度

第1回 入園見学説明会
7月7日
（木）

第1回入園見学説明会が行われました。当日は
ホールにて在園児の出し物を見た後、園舎内を自
由に見学していただき、幼稚園の雰囲気を体感し
てもらいました。
次回の開催は9月13日
（火）
です。

今年3月に卒園した子ども達の同窓会が行われまし
た。小学生になり、
また更に成長した子ども達と再会でき
楽しい時間を過ごすことができました。クラスでは思い
出話や小学校の話で盛り上がり、ホールではボール送
りゲームや玉入れ競争を
し、楽しい夏の思い出とな
りました。

今後の予定
9月 6日
（火） ちびっこ運動会（未就園児運動会）
9月13日（火） 令和5年度入園説明会

9月20日（火） 令和5年度プレ保育たんぽぽ組説明会
令和5年度2歳児教室説明会

令和5年度 園児募集
〈願書配布〉 10月15日
（土）
より
平日午前9時〜午後4時
〈入園説明会〉
10月15日
（土）
午前9時30分より
ホームページ
〈願書受付及び入園テスト〉
からも予約可
11月1日
（火）
午前8時より
電話 045-941-2023

9月24日（土） 学生見学会

10月 1日
（土） 運動会（川和小学校校庭にて）
10月 8日（土） バザー

10月11日
（火） スマイルクラブ

10月15日
（土） 令和5年度願書配布・説明会
10月20日
（木） 優先入園整理券配布

10月21日
（金） 2歳・プレ整理券配布
10月24日
（月） 芋掘り

11月 1日
（火） 令和5年度入園願書受付

2学期を迎えて
1 ヶ月余りの長い夏休みが終わり、2学期を迎えまし
た。まだまだ厳しい暑さが続いておりますので、油断せ
ずに体調管理には注意をしなくてはと思っております。
さて、夏休みが明けて間もなくしての9月初旬には、3
年振りとなる「文化祭」を開催する運びとなりました。
生徒たちの活動を発表する大切な場でもあり、仲間との
思い出作りにもなる行事です。後援会では、新型コロナ
ウイルス感染症対策に考慮した内容とし、学校と相談し
ながら準備・出店いたします。
また同月上旬には、陸上競技会が開催されます。麦茶・

人生に役立つ読書を
夏休みも過ぎ、過ごしやすい季節が来ました。秋は台
風や大雨による災害以外は自然の恵みの多い時期です。
冷暖房も機械に頼らずに自然の気候で過ごせるし、食欲
も出てくる味覚の秋でもあります。また、知識を吸収す
るには、絶好の読書に身の入る秋でもあります。読書に
ついて曹洞宗の僧良寛は「たくさんの本を読んだだけで
は意味がない、重要なのは、たとえ数行でも、言葉の意
味を的確に把握し人生の指針にすることである」と言っ
ております。本を読むことによって、大きな気づきが得
られることは多いのです。良書にふれ、その中の心に残
る言葉や、考え方を人生の指針とすれば、生き方が変わ
り、運まで開けるようになります。良書は幸運のエネル

後半期に向けて
今年の前半期は、国内・国際的にも多くの事がありま
した。あまり占いなどは信じませんが、今年は「壬寅」に
あたり社会が大きく変動する年と何処かで読んだ記憶が
あります。
「コロナ」も一時期の怖い・危ない印象から、い
つもの事の様に大きな話題になり難くなりました。
「今年の後半」はどの様な事が起きるのか、また日常生
活にどのような影響があるのか、期待と不安を感じなが
ら「後半期」を迎える事になりそうです。後半期の開始は
私事になりますが、夏祭り・野球・花火などが終わり、少

行事盛り沢山の二学期
1学期は3年ぶりにクッキング保育が開催されました。新
型コロナウイルス感染対策を万全に行い、おにぎりを握り
ました。学年ごとに具を入れるところから、具材が混ぜてあ
るご飯を握るなど工程は様々でしたが、子ども達が一生懸
命に取り組みおにぎりを握る姿は愛らしく、成長を感じら
れるものでした。そんな1学期の締めくくりは夕涼み会でし
た。今年度は新型コロナウイルス感染の拡大により急遽、
保育の中での開催になりました。実行委員の皆様とは準備
からお手伝いをさせていただきましたが直前での変更とな
り当日は本部役員のみ、お手伝いさせていただきました。本
来の夕涼み会とは違う形になり、悔しい結果となりました
が子ども達の全力で楽しむ姿を見ることができました。

柏木学園高等学校後援会
スポ−ツドリンク等を準備して生徒たちを応援いたし
ます。是非、保護者の皆様もお子様へのご声援をお願い
いたします。
暑さも彼岸までと申しますように、だんだんと過ごし
やすい気候となっていきますが、夏の疲れが出る頃でも
ありますので、ご自愛ください。
今後とも、後援会活動への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
ギーに満ちているのです。心温まる話や、とっておきの
話を知ることで、心が洗われることもあります。生き方
や考え方が自然に良い方向に変わるきっかけを得るこ
ともできます。ためになる本、人生に役立つ本を選んで、
熟読し魂を浄化させたいものです。最近はスマホやイン
ターネットでの情報収集により、本を読んだり、字を書
いたりする機会が少なくなっているのが現実で、日本の
子供たちの学力低下が問題になっており、読書を見直し
ていただきたいと思います。皆さんも良書を見つけて、
熟読し幸運のエネルギーを身につけて下さい。
教育交流会会長

田部井

信夫

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
し物悲しい季節と感じています。
2学期は「紅葉祭」があります。クラスごとの出し物な
ど、大和商業の生徒一人一人が楽しめる学校行事を大い
に盛り上げて、後半期を楽しく始めてほしいと思います。
2年生は修学旅行を楽しみ、3年生は将来に向けて期待と
希望を持って取り組んでほしいと願っています。
PTA役員代表 橘 龍太郎

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
さて、いよいよ2学期がスタートいたしました。夏の暑さ
が残る園庭では10月に開催される運動会に向けて、子ども
達は心を一つにして練習に励んでいます。本部役員の活動
で園舎にお邪魔すると残暑にも負けない子ども達のかけ声
が響き渡り、今から当日が楽しみです。
また、運動会が終わるとバザーの開催です。寄贈品販売
はもちろんの事、ゲームやお菓子の販売、フリーマーケット
もありますので、当日を楽しみにしてください。
今学期は行事が盛り沢山です。一つ一つの行事が無事に
開催できるよう気を引き締めてまいりたいと思います。
父母の会会長 後藤 麻衣子

令和 4 年 9 月 〜 11 月行事予定表
柏木学園高等学校
9/1

文化祭準備

9/2

文化祭（1日目）

9/3

文化祭（2日目）

9/5

文化祭振替休日

9/8

次年度履修申し込み用紙
提出締切（1・2年）

9/9

陸上競技会

9/16

就職選考試験開始・陸上競技会予備日

9/22

防災訓練

9/27

学費引き落とし

9/30

第2回実用英語技能検定
（1・2年アド・2年スタ情＋希望者）

10/2

私学私塾フェア（横浜・小田原）

10/4

2学期中間試験日程発表

10/9

私学私塾フェア（町田）

10/11-14 2学期中間試験
10/13

後援会役員会・ふれあいパトロール

10/15

第1回学校説明会

10/20

芸術鑑賞会（シリウス）

10/27

学費引き落とし

11/3

第2回学校説明会

11/4

日本漢字能力検定（任意）

11/5

実力診断テスト（1年アド）

柏木実業専門学校
9/4
9/10
9/20-21
9/22-11/17
9/22
9/23
9/24
9/25
10/1
10/3
10/15
10/18
10/19
10/21
10/23
10/29
10/30
11/5
11/6
11/13
11/18
11/20
11/23
11/27

研修センター
9/1

9/15

進研模試5科（2年アド）他任意
11/9

生徒会選挙（4・5限）

11/10

公開授業・後援会役員会

11/12

第3回学校説明会

11/17

2学期期末試験日程発表

11/19

第4回学校説明会

9/26

9/29
9/30

10/28
11/1

11/16

11/24-29 2学期期末試験

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
日商簿記直前講習会
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
全経計算実務能力検定
入学願書受付開始
全経電卓計算能力検定
ドローン競技会
スピーチ・カラオケコンテスト
第1期推薦・一般入試試験日
医科医療事務管理士技能認定試験
第5回オープンキャンパス
全経所得税法・法人税法・
消費税法・相続税法能力検定
全経文書処理能力検定
サービス接遇検定
秘書技能検定
第2期推薦・一般入試試験日
日商簿記統一試験
ビジネス実務マナー検定
医療事務ＯＡ実務能力認定試験
全経簿記能力検定
医科医療事務管理士技能認定試験

11/27

第5回学校説明会

11/29

11/28

学費引き落とし

11/30

11/30

試験予備日

（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
（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
簿記パソコン事務科
小林貢公認会計士事務所
（県委託訓練）7月生
介護事務検定試験
（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
（県委託訓練）9月生
医科医療事務検定試験
（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
（県委託訓練）9月生
調剤事務検定試験
（県委託訓練）9月生
介護事務検定試験
（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

○学園本部：金久保・清水

大和商業高等専修学校
9/1

始業式・防災訓練

11/20

日商簿記検定

月謝引き落とし日・始業式・午前保育
総合避難訓練
9/2
食物アレルギー対応研修
9/2
運動会実行委員会
バザー実行委員会
全経簿記電卓競技大会全国大会 9/5
9/4
9/6
ちびっこ運動会
9/8
ＰTA運営委員会
9/7
懇談会
9/8
運動会園内予行
9/9
探究学習講演会（2学年）
9/12
誕生日会（9月）
・役員会
9/11
学びリンク合同相談会
9/13
令和5年度入園説明会
9/13
委員会の日
9/14
面談日
9/15・16 運動会園外予行
就職試験解禁、修学旅行説明会
9/16
令和5年度プレ保育たんぽぽ組説明会
9/20
令和5年度2歳児教室説明会
9/20-21 紅葉祭準備日
9/22
運動会園外予行予備日
9/22
紅葉祭（競技会）
9/24
学生見学会
＆オープンスクール
9/26
地域開放事業ヨガ
9/23
紅葉祭（模擬店・展示）
9/29
バザー実行委員会
＆オープンスクール（中学生対象） 9/30
午前保育
10/1
運動会
9/26
紅葉祭振替休日
10/2
運動会予備日
福祉コース介護職員初任者研修開始 10/3
9/27
運動会振替休園・月謝引き落とし日
10/4
衣替え・誕生日会（10月）
10/1
衣替え
10/5
面談日
10/8
学校説明会④・推薦A方式
10/7
午前保育
10/8
バザー
10/11
委員会の日
10/9
バザー予備日
10/14
まなび場Jr（東野中学校）
10/11 スマイルクラブ・年長ケータリング（予定）
全経電卓計算能力検定・推薦B方式① 10/13 避難訓練
10/15
10/15 令和5年度願書配布説明会
10/17
中間試験（〜20日）
10/16 運動会予備日
KDDIスマホ・ケータイ安全教室（1学年）
10/17 お遊戯会実行委員会
10/19
就職説明会（海老名）
10/20 優先入園整理券配布
10/21 2歳児教室・プレ保育整理券配布
10/20
1学年進路ガイダンス
10/24 芋掘り
10/21
追再試日
10/25 芋掘り予備日
10/26 懇談会
10/26
まなび場Jr（渋谷中学校）
10/31 午前保育
10/28-30 2年修学旅行
11/1
令和5年度入園願書受付
月謝引き落とし日・在園児休園
10/29
学校説明会⑤
11/2
令和5年度プレ保育願書受付
10/30
全経税務会計検定
11/7
役員会・避難訓練
誕生日会（11月）・さつまいもパーティー（予定）
11/8
10/31-11/1 修学旅行振替休日
11/9
令和5年度2歳児教室願書受付
11/4
まなび場Jr（秋葉台中学校） 11/14 お遊戯会予行1部
11/15 お遊戯会予行2部
11/5
学校説明会⑥
11/16 面談日
11/10
PTA運営委員会
11/17 お遊戯会予行3部
まなび場Jr（御所見中学校） 11/18 お遊戯会予行4部
11/22 お楽しみ会
11/12
学校説明会⑦
11/24 お遊戯会予行予備日
11/13
秘書技能検定
11/26 親父の会（予定）
11/18
まなび場Jr（麻溝台中学校） 11/28 役員会・地域開放製作（予定）
11/29 スマイルクラブ
11/19
学校説明会⑧・推薦B方式②
11/21-25 検定特別授業
11/26

学校説明会⑨

11/27

全経簿記能力検定

○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
9/1

学
9/1

園

本

部

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

○大和商業：須藤

○幼 稚 園：水野・矢﨑

