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柏木実業専門学校

大和商業高等専修学校

年長 お泊まり保育

都筑ヶ丘幼稚園

短歌書道部・高等学校総合文化祭

全国高等専修学校体育大会
ー 野球部優勝 ー

− タンザニアで出会った日本人たち −
平成８年の夏、JICAの短期派遣でタンザニアに行く機会
に恵まれた。目的は海外青年協力隊員の視察であったが、
その10日間の旅行で遠く離れた外国の地で日本人が頑張っ
ていることに感動を覚えた。
タンザニアへは直行便がない為、ロンドンで飛行機を乗
り継ぎケニアのナイロビ空港に降り立った。そこからは延々
と広大なサバンナを国境目指し、どこまでも続く平坦な風
景に目を奪われた。タンザニアの到着は日本を飛び立って
から32時間を過ぎていた。
め
タンザニアのJICA派遣者は誰もが晴れやかで、生き生き
した表情をしていた。
小さな漁村で漁業指導中の北海道大学卒の若者は、粗末
な住居で蚊の猛攻に遭い３年間で３回もマラリアに罹って
いた。まだ20代の彼は漁民たちの尊敬を集めるだけの優れ
た漁法の指導をしていた。
箱根町の中学校教員がキリマンジャロ山麓にある工業学
校で教えていた。夏期休暇中も学生たちが登校し勉強して
いたが、学生の目がきらきら輝いていたことが印象的だっ
た。
我々が訪問した二日前にその数学教師の住まいには、鉈

都筑ヶ丘幼稚園 学監

桐野 輝久

を持った泥棒が押し入ったそうで、危険な土地で日本人が
頑張っていることをひしひしと感じ取った。
首都ダルエスサラームの一番大きな病院で出会った日本
人医師と看護婦のチームは、この国で先端医療技術を広め
ていると確信させる働きぶりをしていた。
定年を過ぎた日本人研究者は稲作指導をしていたが、穀
物に付く病害虫駆除のため日夜研究に没頭していた。そこ
で見たハエは頭部から突き出た触覚の先端に目があった。
そんな昆虫がいるとは夢にも思いつかなかった。
日本のODA開発援助で土木用の建設機械を寄贈しても、
故障するとただの鉄くずになってしまう。それを修理して
いる日本人整備士が神様のように尊敬されていた。
日本で磨いた技術や､学んだことを現地の人に還元でき
る喜びを生き生きと語る日本人の姿を見て、日本でなくと
も海外で自分の居場所を作ることはできると感じ取った。
また、安全で快適な生活を犠牲にしてまで、その国のため
に尽くしている姿は美しかった。
どのような人生を送るのか、それは個々人に与えられた
選択となる。タンザニアで出会った日本人たちは、充実し
た人生を過ごしている人々だった。

柏木学園高等学校のページ

神奈川大会報告・硬式野球部

剣道部大会報告

第95回全国高等学校野球選手権神奈川大会にお
いて、本校硬式野球部は７月15日（月・祝）の２回
戦から出場し、厚木西高校を相手に健闘したが、
残念ながら２対４で敗退した。
当日は、生徒有志・吹奏楽部・
教員で結成した応援団や、後援会
の方々などが精一杯声援を送りな
がら試合の行方を見守った。

７月14日（日）に行われた大和市剣道選手権大会高
校生男子の部において、石井航平（１−Ｈ）が３位に
入賞した。

私学展

卓球部大会報告

７月15日
（月・祝）
にパシフィコ横浜で行われた「2013
神奈川全私学中高展」に、本校も学校案内ブースを
設けて参加した。また、ステージイベントに本校
ダンス部が参加し、パワフルな演技を披露した。

８月18日（日）に行われた県高校新人卓球大会北相
地区予選会において、狩野美姫（１−Ｇ）が女子シン
グルス地区代表として県大会進出を決めた。

短歌書道部大会報告
８月４日（日）に行われた第37回高等学校総合文
化祭・長崎しおかぜ総文祭の吟詠剣詩舞部門に神
奈川県代表として、斉藤瑞希（３−Ａ）
、岩崎友香
（３
−A）、宮地那々実（３−Ａ）、丹治恭介（３−Ａ）、
山田陽菜
（３−Ａ）
、金子幹弥
（３−１）
、太田健介
（３
−Ｂ）、関根詩乃（３−Ｃ）、金子優太（３−Ｃ）、齋
藤慎（３−Ｃ）、早川文子（３−１）、足助祐花（２−
Ａ）、吉田智絵（１−Ａ）の13名が出場し、文化連盟
賞を受賞した。斉藤はナレーター、書士、剣士の
３役を務め、特にナレーターとしては、本校の伝
統にもなっている暗記による
語りによって堂々と演じ、高
評を得た。
また、平和学習として長崎
平和記念公園にて鶴の奉納と、
原爆資料館の見学を行った。

書道大会報告
第29回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会の
硬筆の部において、山田琳佳（１−Ｄ）が日本武道
館奨励賞を受賞し、８月25日（日）に日本武道館で
行われた表彰式に出席した。他に、４名が日本武
道館賞、19名が大会奨励賞、17名が特選、16名が
金賞、12名が銀賞、12名が銅賞を受賞した。
第22回神奈川県青少年毎日書道展の高校生の部
において、竹澤大（３−Ｆ）が特選を受賞し、他に、
６名が秀作、６名が佳作、３名が入選を受賞した。

バドミントン部大会報告
７月７日（日）に行われた瀬谷区バドミントン大
会ダブルスの部において、中田和幸（１−Ａ）・児
玉滉貴（１−Ｇ）がブロック優勝した。
学校説明会のお知らせ

陸上部大会報告
７月22日（月）、23日（火）に行われた北相地区高等
学校陸上競技大会において、阿部優気（３−２）が400
ｍ６位、尾崎稜（２−Ｇ）が高跳び５位に入賞した。

水泳部大会報告
７月23日（火）に行われた関東高等学校体育大会に
おいて、山内沙也香（２−Ｆ）が女子高飛込で８位に
入賞した。
８月27日（火）に行われた北相地区高等学校水泳競
技大会において、大西優（３−Ｈ）が男子100ｍバタフ
ライで５位、増田光太郎（２−Ｃ）が男子400ｍ自由形
で６位、男子50ｍ自由形で３位、男子50ｍ背泳ぎで
２位、池田謙太（２−１）が男子100ｍバタフライで４
位、男子200ｍバタフライで６位に入賞した。

かるた部大会報告
８月２日（金）〜４日（日）に行われた第37回高等学
校総合文化祭・長崎しおかぜ総文祭の小倉百人一首
部門において、中山明穂（２−Ａ）が神奈川県代表チ
ームとして出場した。

演劇同好会活動報告
８月25日（日）に大和市生涯
学習センターで行われた「大和
市演劇フェスティバル2013」に
初出演し、好評を博した。
また、当日は本校の有志生
徒８名がボランティアとしてスタッフを務めた。

ボランティア活動報告
７月27日（土）、28日（日）に大和駅前周辺商店街で
行われた神奈川大和阿波おどり本大会において、本
校生徒約100名がボランティアスタッフとして参加し、
放送や清掃活動を務めた。
大和市民活動センター主催の「夏休みボランティア
体験募集このゆびとまれっ！」に本校生徒15名が応募
し、知的障害児との交流企画やアジア支援物資の整理、
引地川の清掃などに参加した。

①10月26日（土）

②11月９日（土）

③11月23日（土・祝）

④11月30日（土）

⑤12月７日（土） いずれも９：30 〜（要予約）

予約・お問合せ
TEL 046-260-9011

夏のスポーツ大会

仕事のまなび場

本校舎４階アリーナにて、医療
７月25日（木）、26日
情報学科が７月８日（月）に、経営
（金）の２日間にわたり
経理研究科と経理本科が７月17日
（水）
仕事のまなび場が催され、
に、夏のスポーツ大会を行いました。 ６名の高校生が参加し
バスケットボール・バドミントン・ソフトバレーボ
ました。
ールなど、暑さ以上の汗を流し、勝ち負けに一喜一憂
経済を理解するため
する姿が見うけられました。
のマネジメントゲーム
日頃なかなかスポーツをする機会がない学生たちには、 の体験や、PowerPointを使用した発表の方法、医療
短い時間でしたが、楽しいひと時だったようです。
事務の仕事の１つであるレセプトの作成方法など、
事務職・営業職に必要な知識・技能についての講義
が行われました。
７月９日
（火）
〜11日
（木）
真剣な眼差しで聞き入る参加者に向けて、担当講
の３日間、医療情報学科
師もいつも以上に熱の入った講義を展開していました。
並びに経理本科の１年生が、
野村證券・八千代銀行・
大和商工会議所に職場見学実習に行きました。施設内
の見学をはじめ、担当者の方からの体験談など普段は
８月19日（月）に第22回神奈川県
聞くことのできない貴重な話を、どの学生も熱心に聞
専門学校体育大会が開催され、今
いていました。

職場見学実習 医療情報学科／経理本科

神奈川県専門学校体育大会
ボウリングの部 出場

今回学んだことが社会に出たときに生かせるよう、日々、
切磋琢磨していきましょう。

病院実習

医療情報学科１年生

医療情報学科１年生が病院実習へ行きました。
【実習先】
海老名総合病院 ７月16日（火）から
横 浜 労 災 病 院 ８月５日（月）から
実習期間は３週間、学生は実習生とし
て医事課に配属され、受付窓口補助やカ
ルテ庫でカルテの出し入れ等医事課のサポート業務を
行いました。学校での医療に関する授業だけではなく、
医療機関の現場での実習は貴重な経験となりました。

介護施設実習 医療情報学科2年生
医療情報学科２年生が介護施設へ実習に行きました。
【実習先】
特別養護老人ホーム
サンホーム鶴間
入所施設とデイサービスの両
方へ、行きました。利用者様と
コミュニケーションをとったり、食事介助やレクリエ
ーションに参加しました。介護職について更なる理解
へとつながる実習となりました。

厚木市立病院見学 医療・調剤事務科生
８月７日（水）に医療・調剤事務科生
が職場見学として、厚木市立病院を見
学しました。医事課の課長より病院の
概要、医事課の仕事内容等詳しい説明や、
院内施設見学、また、本校の訓練修了生で厚木市立病
院に勤務し活躍している先輩からのメッセージもいた
だき、見学に参加した訓練生も就職への意欲を高める
ことができました。

年度は厚木赤い風船ボウリング場
で行われたボウリングの部に参加し、
医療情報学科２年の齋藤正実、
橋雅樹、１年の臼居海の３名が出
場しました。
学校では味わうことのできない緊張感の中、それ
ぞれチーム全体を盛り上げながら健闘することがで
きました。

オープンキャンパス
７月20日（土）・７月
27日
（土）
・８月２日
（金）
の３日間、オープンキ
ャンパスが実施されま
した。
情報ビジネス科コー
スでは、「PowerPoint」
「ビジネスマナー」
「簿記」に
ついて、医療情報学科コースでは「レセプトの作成」
についての体験授業が行われました。
大変熱心にメモをとる姿も見受けられ、参加者各
人が有意義な時を共有できたようです。
今後の予定は９月28日（土）、11月30日（土）、１月
18日（土）となりますが、学校見学・体験入学は随時
受付けております。下記入試相談係までお問い合わ
せください。

入学願書 受付中
10月１日（火）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 入試相談係
Ｔ Ｅ Ｌ：０４６−２６１−０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

第23回全国高等専修学校体育大会が７月22日（月）から７月24日（水）の３日間において、今年も山梨県富
士北麓公園をメイン会場として行われました。今年度は各部活動が昨年度以上の結果を目指し、全国大会
に向けて日々練習を積み重ねてきました。その結果、以下の団体・個人が表彰台に上がることができました。
この結果に満足することなく来年度の大会でも多くの種目で活躍できるようしっかり取り組んでいきたい
と思います。

フ ッ ト サ ル 部
男子バドミントン部
軟 式 野 球 部
女子バレーボール部
男子走り高跳び
女子走り高跳び
男子走り幅跳び
女子走り幅跳び

第１位
第２位
第１位
第１位
第３位
女子800ｍ
第２位
女子100ｍ
第３位
女子1500ｍ
第１位
男子バドミントン 準優勝
第３位
男子卓球
準優勝

優 勝
優 勝
優 勝
準優勝
３年
２年
３年
２年
２年
２年
２年
２年
１年
１年
１年

南部
本田
南部
神山
本田
神山
本田
神山
須田
中島
田中

軟式野球
男子バスケットボール
女子バ
スケットボール
フットサル
女子バレーボ
ール
男子卓球
男子バドミントン
女子
バドミントン
男子・女子陸上競技

翔輝
愛
翔輝
里奈
愛
里奈
愛
里奈
真人
清登
大樹

７月15日（月・祝）に東京ガーデンパレスで全関東簿記珠算電卓競技大会が行われました。本校からは、
電卓チームと簿記チームの２チームが参加をしました。結果は以下の通りです。
簿記部門

団体戦 準優勝

久保
田中
内海
村上
島尻
個人戦 優 勝 久保

優希
直人
渉辰
航暉
澪
優希

電卓部門
団体戦 準優勝

鈴木しおり
佐藤
龍
松尾
晃
前田 義幸

尚、簿記チームは９月１日（日）に東京ガーデンパレスで開催された全国大会に出場しました。健闘しま
したが惜しくも、好成績を残せませんでした。次年度に期待しています。

ボランティア活動報告
８月３日（土）、相模
原市の高齢者施設 縁
ＪＯＹ で夏祭りが行
われました。本校から
は福祉コースの生徒を
中心に７名の生徒が祭
りのスタッフとして参加しました。ご利用者様の
付き添いや模擬店のお手伝いなどで利用者様や職
員の方との親交を深め、楽しい一日を過ごしました。
ボランティアには面倒なことや大変なこともあ
るかも知れませんが、そんな苦労を一瞬のうちに

忘れてしまう素敵な出会いも多くありました。こ
れからも防犯ボランティアをはじめとする様々な
活動に積極的に参加していきたいです。

バドミントン部全国大会報告
８月19日（月）〜22日（木）に小田原アリーナにて、
第15回全国定時制通信制バドミントン大会が開催
されました。神奈川県は男子団体戦神奈川Ａチー
ムが優勝し、４年連続優勝という偉業を成し遂げ
ました。本校からは１年Ａ組中島清登が優勝チー
ムのメンバーとして出場し、チームに大きく貢献
しました。今後とも応援宜しくお願い致します。

都筑ヶ丘幼稚園のページ

年少さんは初
めてのプール遊び。
「冷たくて、気持
ちがいいねー！」
と 、 ニ コ ニ コ で、
楽しく水遊びに
参加していました。

今年も川和神輿保存
会の皆さんに参加して
頂き、大賑わいの夕涼
み会が行われました。
浴衣に着替え、お祭り
会場に変身した幼稚園
に子どもたちはワクワク。
年中さん、年
長さんは新しい
水鉄砲に大喜び!!
友達と水をかけ
合ったりして、
笑顔がいっぱい
溢れていました。

お囃子の演奏を聞い
たり、おみこしを見た
り、盆踊りを踊ったり
…とても楽しい１日と
なりました。ご父母の
皆様、ご協力ありがと
うございました。

1日目は長井海の手公
2日目はみんなで作ったおそろ
園ソレイユの丘へ行き、
いのTシャツに変身！
パン作りをしたりじゃぶ
そして1日目の夜に家族宛に準
じゃぶ池で遊んだりしま
備したハガキをポストに投函しに
した。イメージ通りにパ
行きました。後日家に届いたハガ
ンを作ろうと、真剣な表
キには、子どもたちのその瞬間の
情で取り組んでいました。帰りのバスでは、遊び疲
思いがいっぱい詰まっていたこと
れて寝てしまう子も…。夜はカ
と思います。そしてお泊まり保育
レーライスとゼリーを食べました。
の最後には、力を合わせてすいか
皆で食べるとおいしさも倍増し、
割りをしました。割れた瞬間に、
おかわりする子がたくさんいま
子どもたちの笑顔もはじけました。
した。その後屋上に作られた展
ドキドキ・ワクワクがいっぱい
望風呂で打ち上げ花火を見ました。
つまった2日間。またひとまわり
キレイな夜空に大きな歓声があ
成長した子どもたちでした。
がりました。

9 月10日（火）未就園児見学説明会 ホールにて
9 月17日（火）未就園児運動会 園庭にて
9 月28日（土）柏木学園高等学校総合体育館 落成式
10月 5 日（土）運動会
9:00〜 川和小学校にて
10月12日（土）バザー 10:00〜 園庭にて
10月19日（土）年長 音楽の集い 川和中学校にて
10月21日（月）おいもほり

9月10日（火）
来年度入園希望の未就園児保護者を対象に、説明会を行
います。
当日は募集に関する説明の他、園内見学や親子体操を行
う予定です。また在園児による発表もあります。

願書配布

10月15日
（火）より
平 日 9：00〜16：00
土曜日10：00〜13：30

願書受付

11月１日（金）

優選対象

在園児・卒園児の弟妹、
卒園者のお子様、つくし
んぼ組在籍者、カンガルー
ランド在籍者、近隣枠等

園内見学は随時行っております。
（要電話連絡）045-941-2023

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

猛暑の夏を過ぎて
９月に入ってもまだまだ残暑厳しい日々が続き
ますが、保護者の皆様いかがお過ごしでしょうか。
今年の夏は、猛暑日の言葉が毎日のようにニュ
ースで報道されていた通り、例年にない暑さに悩
まされました。今年は気温が高くなるのも早く、
７月上旬には連日の猛暑に、体が慣れるまで大変
でした。そんな中でも、毎日学園に通う生徒達も、
４月から比べると少しは成長したように思われます。
待ち望んでいた長い夏休みですが、どのように過
ごすことが出来たでしょうか？部活に、夏期講習

新涼灯火
例年よりも早い梅雨明けと同時に到来した猛暑
の夏でしたが、ようやく終わりが見えて来ました。
学生の皆さん、体調を崩したりはしていませんか？
夏休みに入る前に行われた、各検定試験の合格
者の便りを耳にしました。多くの学生が合格証書
を手にできたとのこと、自分のことのように嬉し
く思います。９月から11月にかけても、大変多く
の検定試験が施行されます。卒業までに、１つで
も多くのライセンスを獲得されることを望まずに
はいられません。

二学期を迎えて
楽しい夏休みも終わり、行事の多い二学期が始
まりました。一学期のＰＴＡ日帰り研修旅行では、
能楽堂の楽屋等普段は見ることのできない場所を
見学し、交流の少ない他の保護者の方たちと楽し
く過ごせました。昼食会は、ランドマーク70階で
のハワイアンバイキングでとてもおいしかったです。
来年はたくさんの方の参加をお待ちしています。
９月の大きなイベント「紅葉祭」とても楽しみに
していると思います。ＰＴＡの出し物は、昨年好
評だった揚げ物屋を行います。各クラスの出し物

二学期に向けて
楽しい夏休みを過ごした子どもたちが元気いっ
ぱいで園に戻ってきました。９月28日（土）柏木学
園高等学校 総合体育館の落成式に年長組さんは
出席させていただきます。貴重な体験に子どもた
ちもワクワクしています。
10月５日（土）の運動会に向けて先生方やおとも
だちと力を合わせて練習している姿に成長を感じ
ます。
10月12日（土）本年度も皆様に寄贈品のご協力を
頂きましてバザーを開催いたします。模擬店やゲ
ーム、先生方のアトラクション等を行う予定です。

柏木学園高等学校後援会
にと通う生徒達。３年生にとっては、進路相談な
どに通う生徒も多かったのではないでしょうか。
いずれにしろ有意義に過ごせた夏休みだったと思
います。
そして例年より早い文化祭が９月上旬に行われ
ます。暑い中での開催になりますが、楽しく安全
に行えるよう、私達後援会も協力していきたいと
思います。
平成25年度後援会会長 佐藤はるみ

柏木実業専門学校教育交流会
秋を代表する言葉に、「新涼灯火（しんりょうと
うか）」があります。「涼しくなり始めた秋の初めは、
明かりの下で読書をするのに相応しい時期である」
という意味があります。まさに、多くの検定試験
が施行されるこの時期に相応しい言葉だと思います。
勉学に勤しむのに適したこの時期を逃すことなく、
多くの成果が上がるよう精進して下さい。
教育交流会会長 安藤 満

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
の中には、飲食、発表コーナー、ゲームコーナー
等それぞれ工夫しています。開催日は、９月20日
（金）、
21日（土）ですので、お友達お誘いの上たくさんの
方のご参加をお待ちしています。
そして、10月には、体験学習や様々な検定があり、
中間考査も控えています。気のゆるむ時期ですが、
親子のコミュニケーションを取りながらしっかり
二学期を過ごしましょう。
一学年役員一同

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
お誘い合わせの上是非ご来園くださいませ。お待
ちしております。
父母の会会長 平柳 びおら
出店模擬店予定
（食 品）やきそば、フランク、おにぎり、
からあげ、チョコバナナ
（ゲーム）宝つり、スーパーボールすくい、
ボーリング
（先 生）カレーライス、ポップコーン
（Ｏ Ｂ）コーヒー、フライドポテト
●川和太鼓・川和高校吹奏楽部による演奏

平成２５年９月〜平成２
５年１１月行事予定表
柏木学園高等学校
9/2

２学期始業式
防災訓練

9/6-7 文化祭
9/9

文化祭振替休日

9/10-13 短縮授業
再履修検定
9/13 科目履修締切
就職選考試験受験者激励会

柏木実業専門学校
9/2
防災訓練・簿記講習会開校
9/10-13 専門課程生 前期試験
9/20・21 紅葉祭
9/28 第４回オープンキャンパス
全経社会常識能力検定
10/1 特別推薦・指定校推薦・一般入試
入学願書受付開始
10/5 全経計算実務能力検定
10/15 校内スポーツ大会
10/19 全経電卓計算能力検定
10/27 全経所得税法・法人税法
消費税法能力検定
11/2 全経文書処理能力検定
11/17 日商簿記検定
11/24 全経簿記能力検定
11/30 第５回オープンキャンパス

9/10

9/28 総合体育館落成記念式典
10/1 衣替え
10/7 陸上競技会
10/15 ２学期中間試験日程発表
10/20 住宅検定
10/22-25 ２学期中間試験
10/26 第１回学校説明会
10/30 １学年DV講演会
11/1 漢字能力検定（任意）
11/9 第２回学校説明会
11/20 芸術観賞会
11/21 公開授業・保護者会
11/23 第３回学校説明会
11/26 ２学期期末試験日程発表
11/30 第４回学校説明会

9/2

始業式

9/3

平常授業開始・月曜日授業

9/5

PTA運営委員会

9/20・21 紅葉祭
9/24 紅葉祭振替休日
9/27 生徒集会・学年会
10/4 防犯ボランティア（予定）
10/5 第二回体験入学
計算実務検定
10/9 表計算検定
プレゼンテーション検定
ＨＰ検定
10/13 英語検定
10/15-18 中間考査
10/17 日本語ワープロ検定

研修センター

9/16 就職選考試験開始
9/19 後援会役員会

大和商業高等専修学校

文書デザイン検定

簿記会計実務科６月生
職業人講話（アイティオフィス）
9/18 医療・調剤事務科７月生
職場見学（大和徳洲会病院）
10/1・8 （県委託訓練）
介護職員初任者研修科
12月生 コース説明（見学）会
10/1・7 （県委託訓練）
医療・調剤事務ＰＣ科
12月生 コース説明（見学）会
10/2 （県委託訓練）
介護職員初任者研修科
医療・調剤・介護事務科
10月生 入校式
10/7 医療・調剤事務科７月生 修了式
10/3・8 （県委託訓練）
医療・調剤・介護事務科
12月生 コース説明（見学）会
10/8-11 介護職員養成（初任者研修）科
８月生 職場体験
まごころ館大和東
（特別養護老人ホーム）
グリーンライフ湘南
（特別養護老人ホーム・デイサービス）
グリーンライフ善行・
グリーンライフ湘南台
（デイサービス）
うらら（介護老人保健施設）
10/9 簿記会計実務科６月生 修了式
10/15 簿記会計実務科10月生 入校式
10/29 医療・調剤事務科８月生
職場見学（大和徳洲会病院）
11/18 介護職員養成（初任者研修）科
医療・調剤事務科８月生 修了式

パソコンスピード認定試験
10/18 美化デー・日本語ワープロ検定
文書デザイン検定
パソコンスピード認定試験
10/19 全経電卓検定
10/25 生徒集会・学年会
10/26 第三回体験入学
10/27 全経税務会計検定
10/31-11/2 修学旅行
11/2 サービス接遇検定
11/5 修学旅行振替休日（２年）
11/6 初任者研修開講式
11/7 初任者研修
11/8 防犯ボランティア（予定）
11/9 第四回体験入学・秘書検定
11/12 初任者研修
11/14 PTA中間監査・運営委員会
初任者研修
11/16 ①推薦入試
11/17 日商簿記検定
11/18-22 検定特別授業
11/19 初任者研修
11/21 初任者研修
11/22 生徒会役員選挙
11/24 全経簿記検定

都筑ケ丘幼稚園
9/2 月謝引落日
9/3 役員会
9/4 総合避難訓練、教員研修会
9/5 バザー実行委員会
9/6 運動会実行委員会
9/9 誕生会（９月）
9/10 未就園児見学説明会
9/11 懇談会
9/12 園内予行
9/17 未就園児運動会
9/18 地域開放ヨガ
9/20 園外予行
9/24 園外予行予備日
9/25 面談日
10/1 月謝引落日
10/3 バザー実行委員会
10/4 午前保育
10/5 秋季運動会
10/6 秋季運動会予備日
10/7 秋季運動会振替休園
10/8 誕生会（10月）
10/9 教員研修会、避難訓練
10/11 午前保育
10/12 バザー
10/13 運動会予備日
10/15 H26年度願書配布
10/16-18 自由保育参観日
10/19 年長音楽の集い
10/21 いもほり
地域開放フラワーアレンジメント
10/22 いもほり予備日
10/23 面談日
10/28 優先入園整理券配布
年長ケータリング
10/29 お遊戯会実行委員会、避難訓練
10/31 午前保育
11/1 月謝引落日
H26年度入園願書受付（在園児休園）
11/5 役員会（小ホール）、避難訓練
11/6 懇談会
11/8 年少クッキング保育
11/11 地域開放エアロビクス
11/12 さつまいもパーティー
誕生会（11月）
11/13 教員研修会、お楽しみ会
11/18 お遊戯会予行１部
11/19 お遊戯会予行２部
11/21 お遊戯会予行３部
11/26 お遊戯会予行予備日
11/29 午前保育

11/26 初任者研修

学 園 本 部

11/27 プレゼンテーション検定
11/28 初任者研修
11/29 生徒集会・生徒会委嘱式
文書デザイン・ワープロ検定
11/30 第五回体験入学

9/2
9/5
9/28
11/3

教職員意向調査
総合体育館 竣工式・役員会
総合体育館落成記念式典
湘南そろばん塚顕彰会

○学園本部：安田・小平
○柏木高校：谷村・古屋
○大和商業：大友・青木
○柏木実業：伊藤
（正）
・伊藤
（史）
○幼 稚 園：長井・和田・樋口・根本・西井・ ・柴村・根深

