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「 甲 午（ き の え ・ う ま ）」
学校法人柏木学園

年の初めに無病息災・招福を願う心は、私たち
の生活習慣に生き続けています。新しい年が皆様
にとりまして幸せで素晴らしい年でありますよう
にお祈り申し上げます。
昨年2013年は、色々な出来事がありました。６
月には世界文化遺産に富士山が登録されました。
８月には高知県四万十市にて、日本国内観測史
上はじめて41度という気温が記録されました。９
月には2020年夏季オリンピック開催都市が東京に
決定されました。（1964年以来56年ぶり２回目と
なります。）10月には伊勢神宮で20年に一度の式
年遷宮が行われました。またアベノミクスをスロ
ーガンに沸いた一年でした。
昨年は学園にとりましても、「柏木学園総合発
展計画21」第 期事業計画（平成21年〜平成25年）
最終年事業として教育環境整備事業の一環で総合
体育館の落成という大きな取り組みがありました。
当日（９月28日）は式典ならびに祝賀会が執り行わ
れ、多くのご来賓の方々にお越しいただきました。
2014年（平成26年）は午（馬）年。馬は「物事がう
まくいく」
「幸運が駆け込んで来る」などと言われ
る縁起のいい動物です。経済的にも安定した年だ

理事長

柏木

照正

そうです。日本の経済が富士山の様に、バランス
の取れた素晴らしい方向に進んでくれることを期
待しています。人間関係の面では、心づかい・お
もてなしの気持ちを大切にし、さらに、日々直面
する問題にはしっかりと取り組んで頑張っていき
たいものです。
今年は昨年完成した学園総合体育館を十分に活
用し、生徒の学習環境の向上、充実した体育の授
業はもちろん学校行事など、文化とスポーツを通
してしっかりと取り組んでいきたいと思っていま
す。これからも学園に通うすべての人にとって、
安心して学べる教育環境の整備に取り組み、学ん
で良かったと言われる学園づくりを目指し、地域
社会に貢献できる人づくりに努めます。
学園は「柏木学園総合発展計画21」第 期事業計
画（平成26年〜平成30年）を進めていきます。平成
28年度には柏木学園創立70周年を迎え、時代の変
化にも柔軟に対応し質の高い教育を推進し、未来
を担う若者の育成に努めておく為の計画を進めて
参ります。今年もご支援ご協力を宜しくお願いい
たします。

柏木学園高等学校のページ

芸術鑑賞会
11月20日（水）に大和市生涯学習センターホール
で芸術鑑賞会が行われ、伝統日本楽器演奏グルー
プ「斬月」による新しいジャンルの邦楽を鑑賞した。
津軽三味線・和太鼓・尺八による「和」の奏法や８ビー
ト・16ビートといった「洋」の奏法を取り入れた新
しいジャンルの創作音楽
を体感。後半は、生徒も
参加して実際に演奏に加
わるイベントもあり、ス
テージと観客席が一体と
なる感動を味わった。

短歌書道部活動報告
10月19日（土）に行われた神奈川県高等学校総合
文化祭総合開会式発表の部において、詩舞「静御前」
を披露した。
11月３日（日・祝）に行われた茅ヶ崎市第40回吟
詠コンクール一般一部において、岩崎友香（３−Ａ）
が準優勝、早川文子（３−１）が３位、満束豪（３−
Ｃ）が４位に入賞した。
11月９日（土）に行われた神奈川県高等学校総合
文化祭第14回高等学校吟詠剣詩舞発表会において、
団体として本校短歌書道部が教育長賞、個人とし
て斉藤瑞希（３−Ａ）が高文連会長賞を受賞した。
11月24日（日）に行われた大和市青少年健全育成
大会のアトラクションとして、吟詠剣詩舞「静御前」
「川中島」
「中庸」
「白虎隊」
「雨ニモ負ケズ」を発表
した。

2学年球技大会
12月12日（木）に生徒会主催の２学年球技大会が
本校新体育館で行われた。２学年全８クラスが、
２つのブロックに分かれてリーグ戦を行い、各ブ
ロックで１位になったＤ組とＥ組が決勝戦に進んだ。
決勝戦では、２対１で
Ｄ組が勝利し、続けて
行われたエキシビショ
ンマッチでも、相手の
教員チームを破り、見
事優勝に輝いた。

普通救命講習
12月６日（金）に大和市消防署において行われた
普通救命講習に本校の硬式野球部、サッカー部、
陸上部、テニス部、バスケットボール部、バレー
ボール部、バドミントン部、柔道部、剣道部、卓
球部の部員計24名が参加した。
心肺蘇生やＡＥＤ、異物除去
などについて講義形式の説明
を受けた後、訓練用の人形を
使って実技の講習に取り組んだ。

柔道部大会報告
11月４日（月・祝）に行われた第66回墨田区民体
育祭柔道大会無段者の部において、朝比奈雅一（２
−Ｇ）が優勝、井上朝陽（２−Ｇ）が準優勝した。
11月16日（土）に行われた北相地区新人柔道大会
男子無段の部において、井上が準優勝、朝比奈が3
位入賞した。

演劇サークルよりお知らせ
神奈川県総合開会式

大和市青少年健全育成大会

吹奏楽部活動報告
12月22日（日）に市内の楽団および中学校・高校
の吹奏学部による「大和市音楽フェスティバル吹奏
楽の部2013」が大和市生涯学習センターホールで行
われ、本校吹奏楽部も参加して２曲を演奏した。
クリスマスらしい趣向を凝らした発表で、来場
したお客様方から好評を博した。

吹奏楽部よりお知らせ

りんぶん村の芝居小屋
（主催：大和市教育委員会）
日 時：３月16日（日）
開場11：30、開演12：00（ 予定）
場 所：大和市林間学習センター
（小田急線南林間駅東口より徒歩８分）
入 場：無料
本校の演劇サークルが出演します。
他にも、地元で活躍する個性豊かな演劇団体が
出場する楽しいイベントなので、どうぞ皆様お誘
い合わせの上、ご来場ください。

第２回定期演奏会

第36回北相地区春季発表会
（主催：神奈川県高等学校文化連盟）

日 時：3月22日（土）
開 場：15：00、開演15：30（ 予定）
場 所：大和市渋谷学習センター 多目的ホール
（小田急線高座渋谷駅西口より徒歩２分）
入 場：無料
今年度の吹奏楽部の活動の集大成として、精一
杯取り組みます。多数の方々の来場をお待ちして
おります。

日 時：３月29日（土）
本校上演予定13：00〜
場 所：相模原市青少年学習センターホール
（JR横浜線矢部駅北口より徒歩３分）
入 場：無料
演劇サークルにとって初の公式大会です。部員
全員一丸となって取り組みますので、鑑賞かたが
た応援していただければ幸いです。

上級救命講習修了 医療情報学科１年生
10月29日（火）大和市消防本部に
て上級救命講習が実施され、医療
情報学科１年生が参加しました。
上級救命講習は普通救命講習の上
級資格となります。普通救命講習
では、自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）
の扱い方を学びますが、上級救命
では更に傷病者管理、外傷の応急
手当、搬送法を学びます。講習当
日は、救命に関する講義の他、参加者全員が心肺蘇
生法とＡＥＤの使用、小児の心肺蘇生法、搬送法、
三角巾の使用法等、実技訓練をしました。受講後は
修了試験があり、全員合格することができました。

社会福祉会計簿記初級
無料講習会を開催
11月２日（ 土 ）研修センタ
ーにて、社会福祉会計簿記
無料講習会を開講しました。
今回は、社会福祉会計簿記
を多くの皆様に学んでいた
だく目的で、講習料・テキ
スト代ともに無料での実施となりました。社会福祉
会計簿記は介護福祉分野に特化した特殊な簿記で、
介護施設等の社会福祉法人団体で日常的に使用され
る簿記となり、新たな分野の簿記として注目を集め
ています。当日は講師として、一般財団法人総合福
祉研究会事務局長の松本和也先生をお招きし50名の
参加者のもと授業が行われました。この講習会は12
月１日実施の社会福祉会計簿記初級認定試験対策を
兼ねていた為、参加者は皆熱心に取り組んでいました。
講習会後には「福祉関係の仕事をしているのでとても
役立つ内容であった」
「またぜひ開催してほしい」等、
多くの感想をいただきました。
また、12月１日（日）には、研修センターにて第９
回社会福祉会計簿記認定試験を施行しました。
柏木学園として初めての検定施行でしたが、49名
の受験者が、緊張感漂う空気の中、真剣な表情で受
験していました。受験者の皆様、お疲れ様でした。

初級プログラミング講習会を開催
11月22日（金）、大和商業高
等専修学校の生徒を対象とし
た初級プログラミング講習会
を開催し、22名の高校生が参
加しました。
今回は、メモ帳を使って相
性診断のできるプログラム作
成を行いました。普段見慣れない用語などに、どの
生徒も四苦八苦しながら打ち込みをしていましたが、
プログラムが完成し動いたときはとても達成感のあ
る顔をしていました。今回の講習会が、参加した生
徒の今後の進路活動の一助となれば幸いです。

留学生受け入れ適正校に認定されました
東京入国管理局より、留学生受け入れ適正校に認
定されました。これにより、本学に入学する留学生は、
２年ビザが付与され、ビザの更新審査項目が軽減さ
れます。

平成25年度 第5回オープンキャンパス
11月30日（ 土 ）に、
平成25年度第５回目
のオープンキャンパ
スを開催しました。
今回のオープンキャ
ンパスでは、情報ビ
ジネス科希望者に「社会人の所作・マナー講座」と題
して『電話応対のマナー』の模擬授業を、医療情報学
科希望者に「レセプトの作成講座」と題して『レセプ
ト（診療報酬明細書）を使用した点数計算』の模擬授
業を行いました。
携帯電話による通話が日常となっている昨今にお
いて、固定電話でのやりとりには不慣れであるにも
関わらず、参加した高校生は会社での電話応対を想
定したロールプレイに果敢に挑戦していました。また、
レセプトの作成では、慣れないレセプトへの記入と
電卓を使用した合計点数の算出に苦労しながらも、
医療事務の仕事の一部を体験して頂きました。
次回オープンキャンパスは１月18日（土）の予定です。
「簿記の基礎知識講座」
「レセプトの作成講座」の２
つの体験メニューを用意し、皆様をお待ちしており
ます。お申込は、下記入試相談係まで。

平成25年度
校内経理実務コンクールを開催
12月11日（水）に経理実務コ
ンクールを開催しました。
本学で最も伝統ある文化行
事で、今年度は簿記・電卓・
一般社会常識の３部門で開催
しました。普段の学習の成果
を如何なく発揮し見事優勝を果たしたのは、以下の
学生・クラスです。おめでとうございます！！
簿 記 の 部
経営経理研究科１年 王 雲
電 卓 の 部
経営経理研究科２年 NGO THI NHU HOA
一般社会常識の部 経営経理研究科２年 呉 敬洋
クラス対抗の部 経営経理研究科１年

入学願書・学校見学・体験入学 受付中
入学願書・学校見学・体験入学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 入試相談係
Ｔ Ｅ Ｌ：０４６−２６１−０１５８
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

修学旅行

簿記チャンピオン大会

２学年は10月31日（木）〜11月２日（土）の２泊
３日で沖縄に行きました。初日、二日目はあい
にくの空模様でしたが、ひめゆりの塔や平和記
念公園で自然や史跡等に触れ、普段できないマ
リン体験やクラフト体験をしました。
沖縄の歴史に触れる時の、生徒の表情はとて
も真剣で、熱心に話を聞き資料に目を向けてい
ました。「勉強になった」
「もっと知りたいと思
った」との声が多くあがりました。そしてマリ
ン体験や国際通りでは、生徒たちのあふれる笑
顔を見ることができました。
最終日は南国らしい雲一つない素晴らしい晴
天。おきなわワールドで、伝統的なエイサーシ
ョーを見学し、首里城では沖縄の歴史・文化に
ついて知識を深めることができました。
３日間という短い期間ではありましたが、有
意義で楽しい、思い出に残る修学旅行となりま
した。

11月10日（日）に行われたＴＡＣ簿記チャンピ
オン大会に簿記部の生徒が11名出場しました。
今回、団体戦は惜しくも入賞する事はできませ
んでしたが、個人の部で日々の練習の成果を出
し切り、日商３級の部で２年生の内海渉辰君が
３位に入賞しました。また、２級の部に出場し
た２年生の久保優希さんが大学生を退け見事、
個人優勝を勝ち取りました。

日商簿記2級合格
11月17日（日）に行われた第135回、日商簿記
検定に本校の生徒がチャレンジしました。３級
に２年生の内海渉辰さん、田中直人さん、鈴木
しおりさんが合格。更に、難易度の高い２級に
本校の２年生の久保優希さんが見事合格しまし
た。次の目標を尋ねると、在学中に日商１級を
取得したいとのことでした。是非、一生懸命努
力をして夢を叶えて欲しいです。

高等専修学校秋季大会卓球
10月20日（日）に生蘭高等専修学校で専修学校
秋季大会が行われました。本校からは２名が個
人の部で出場し、１年Ｃ組の田中大樹さんが優
勝、１年Ａ組の平田一樹さんが準優勝しました。
両名とも、まだ１年生なのでこれからも技術を
磨き、良い成績を残してほしいです。

生徒会選挙
平成26年度の新役員を選出する、生徒会役員
選挙が11月29日（金）に行われました。生徒会役
員選挙を通じ、選挙教育の実践として、今回は
大和市の選挙管理委員会の全面的な協力のもと、
実際の衆参議員選挙で使われる投票箱、投票台、
記載台を使用させていただきました。近年、20
代若者の投票率の低下が問題視されていますが、
これを通じてより多くの生徒が成人した折には
投票に行って欲し
いと思います。一
歩一歩着実に、生
徒主体の学校づく
りに励む生徒会の
役員に期待します。

3年生進路速報
大学進学
和光大学
３名
横浜商科大学
４名
松蔭大学
１名
神奈川工科大学
１名
多摩大学
１名
文教大学
１名
専門学校進学
柏木実業専門学校、カコトリミングスクール、
国際総合ビューティーカレッジ、
相模原調理専門学校、湘南医療福祉専門学校、
情報科学専門学校、専門学校日本動物21、
東京IT会計法律専門学校、
東京コミュニケーションアート専門学校、
東京スクールオブビジネス、
東京ダンス＆アクターズ専門学校、
聖ヶ丘保育福祉専門学校、町田福祉保育専門学校、
横 浜テクノオート専 門 学 校 、アーツカレッジ横 浜
茅ヶ崎看護専門学校
12月12日現在

都筑ヶ丘幼稚園のページ

12月1日（日）

とても短い期間の中で、子
どもたち一人ひとりが遊戯・
劇・オペレッタと自分の希望
するものを選び、先生やクラ
スの友だちと一生懸命取り組
んできました。当日は、沢山のお客さまを前に、
少し緊張していた子も、舞台の上では、自信を
持ち、堂々と発表することができました。今ま
での練習の成果が十分に発揮された、とてもす
ばらしいお遊戯会と
なりました。保護者
の皆様、温かい声援
と拍手をありがとう
ございました。

〈在園児〉 12月17日（火）

幼稚園で少し早い ク
リスマス会が開催さ れ
ました。今年もサン タ
さんが登場し、大喜 び
だった子どもたち。 一
緒に歌をうたったり、先生たちの出し物を
見たり、最後には、
サンタさんから素
敵なプレゼントも
もらい大満足の一
日となりました。

〈未就園児〉 12月18日（水）

毎年恒例のサンタバスが
走りました。半信半疑なが
らもやっぱり楽しみにして
いた子どもたち。英語で挨
拶をしたり、握手をしたり、
可愛い姿が沢山見られました。

12月12日（木）

前日の米研ぎからワクワク
していた子どもたち。当日は
天候にも恵まれ
「よいしょ！よいしょ！」という
威勢のよい掛け声が園庭に響き渡っ
ていました。みんなで力を合わせ
てついたおもちは格別で、おかわ
りも沢山してくれました。

限られた時間でしたが、
沢山の未就園児が参加し
てくれました。大きな体
のサンタさんに少し驚い
ていた子もいましたが、
プレゼントをもらったり、一緒に写真を撮っ
たりして、楽し
い時間を過ごし
ていました。

1月6日（月）の始業
式に獅子舞がやって
きました。中には、
獅子舞の迫力に驚き、
泣いてしまう子もい
ましたが、幸せを招
くと共に厄払いをしてもらいました。今年一年
も元気に過ごしていけそうです。保護者の皆様
にとっても素敵な年になりますように。

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

新春を迎えて！
新年 あけまして おめでとう ございます
年が改まって、より寒さも本格的になってまいり
ました。保護者の皆様には日頃より、後援会活動に
ご理解、ご協力いただきまして、感謝申し上げます。
新しい年を迎えましたが、３年生は進路決定や卒業
試験、２年生は修学旅行、１・２年生は学年末試験
などを控えた大事な３学期の幕開けでもあります。
インフルエンザも流行してきますので体調管理に充
分ご留意ください。
後援会の活動もやっと折り返し地点に立ったばか
りです。手探りで始めた活動でしたが、一つ一つ活

千軍万馬
2014年、午年（うま年）を迎えました。皆様、新年
明けましておめでとうございます。
馬は「ものごとが うま くいく」
「幸福が駆け込ん
でくる」などと言われる、大変縁起の良い動物で、午
年である今年はそういった一年になるのでは、と予
想されています。
そんな、今年一年を象徴するような言葉に「千軍万
馬（せんぐんばんば）」があります。これは「非常に大
きな軍隊、またその勢いが強いこと。数多くの戦い
を経験していること、転じて豊富な社会経験がある
こと、多くの苦労を重ねた強かな老練の人」という意

2014新年を迎えて
新年明けましておめでとうございます。本年がよ
り一層良い年であります様にお祈り申し上げます。
昨年は保護者の皆様にご協力頂きありがとうござい
ました。本年もよろしくお願いいたします。
さて、昨年11月13日（水）ＰＴＡ主催で行われまし
た「ヨガ教室」は、嶋田友絵先生をお迎えしました。
参加した皆様は心身ともにとてもリフレッシュする
ことが出来ました。今年度も色々な行事を予定して
いますので、皆様の参加を心よりお待ちしています。
そして12月６日（金）には、ライセンスアカデミー

新春を迎えて
新春とはいえ厳しい寒さが続いております。そん
な中でも、子ども達は元気に園庭を走り回っています。
秋の行事に続き、お遊戯会やおもちつき、クリス
マス会など幼稚園ならではの楽しい行事を無事に終
える事が出来ました。
ご協力頂いたクラス役員の皆様、実行委員会の皆様、
お手伝いいただいた保護者の皆様には心より感謝申
し上げます。
３学期は卒園や進級に向けて、安全で安心した環

柏木学園高等学校後援会
動を終えるごとに役員としての意識も強くなってき
たように思えます。そして何より、先生方のご協力
あっての後援会です。心より感謝申し上げます。あ
りがとうございます。
後援会活動も、まだまだ沢山の行事が待っています。
役員一同、がんばってまいりますので、引き続きご
協力、ご指導お願い申し上げます。最後になりまし
たが、本年も良い一年になりますよう、お祈り申し
上げます。
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
味があります。
秋口から年末にかけて施行された資格検定試験に
おいて、学生の皆さんが大変多くの成果をあげたと
耳にしました。大変喜ばしいことです。いろいろな
意味で勢いを感じることのできる今年も、昨年と同
様修練に励み、卒業する際には「千軍万馬の兵（つわ
もの）」と形容されるような社会人として、本学を巣
立って行け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
主催で「進路ガイダンス」が行われました。色々なお
話が聞けてとても参考になりました。
また、ＰＴＡでは、クオカードを作りました。検定、
部活、ボランティア活動など、顕著な成績を収めた
生徒を讃え、表彰したいと思います。
１月、２月は本格的な冬が来ます。風邪などひか
ず体調管理には十分気を付けて、卒業や進級に向け
て色々な資格にチャレンジして頑張って下さい。
一学年役員一同

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
境の中、先生方に見守られお友達と楽しい思い出を
たくさん作っていくことでしょう。
今年度の父母の会の活動も残りわずかになりました。
さみしい面もありますが、保護者の皆様にご理解、
ご協力をいただき、先生方にお力添えいただき１日
１日を大切に過ごしていきたいと思います。よろし
くお願いいたします。
父母の会会長

平柳びおら

平成２
６年１月〜３月行事予定表
柏木学園高等学校

柏木実業専門学校

1/7

生徒冬季休業終了

1/8
1/18

1/8

３学期始業式

1/22-24
1/25
1/27-29
1/27-31

1/15 第２回漢字コンクール
1/16-17 推薦入試願書受付
1/18 １年実力診断テスト
２年実力判定テスト
1/21 ３年期末試験日程発表
1/22 推薦入試
1/23 推薦入試合否発表

1/31
2/1
2/2
2/3-14
2/3
2/4
2/5
2/14
2/16
2/17-21
2/22
2/23
3/10
3/20

研修センター

1/24 １〜２年英語検定
1/25 高校文化連盟総合閉会式
1/28-31 ２年修学旅行

1/22

1/28

３年期末試験
2/10 一般入試

2/4-7

推薦合格者学力確認検査
2/11 一般入試合否発表
2/17-19 ３年追加認定試験
2/24 １〜２年期末試験日程発表
2/12

2/28 卒業生を送る会
2/13

3/3-6 １〜２年期末試験
3/7

卒業証書授与式

3/17-20 １〜２年追加認定試験

冬休み明け始業式・文化交流会
第６回オープンキャンパス
全経社会常識能力検定
専門課程生 進級・卒業試験
全経計算実務能力検定
専門課程生 追試験
全経文書処理能力検定
全経各税法能力検定授業週間
専門課程生 再試験者発表
全経文書処理能力検定
全経所得税法・法人税法
消費税法能力検定
全経簿記能力検定授業週間
専門課程生 再試験
専門課程生 特別試験者発表
専門課程生 特別試験
進級・卒業判定会議
全経簿記能力検定
全経電卓計算能力検定
日商簿記検定授業週間
全経電卓計算能力検定
日商簿記検定
卒業式・卒業記念パーティー
終業式

2/14
2/17
2/27

１〜２年２者進路面談期間
2/28

3/25 修了式
3/26 生徒春季休業開始

簿記会計実務科10月生
職業人講話
田沼靖朗税理士事務所
（県委託訓練）
介護職員初任者研修科12月生
職場見学
特別養護老人ホーム サンホーム鶴間
特別養護老人ホーム ひまわりの郷
特別養護老人ホーム ロゼホームつきみ野
特別養護老人ホーム 和喜園
（県委託訓練）
介護職員初任者研修科12月生
施設実習
特別養護老人ホーム サンホーム鶴間
特別養護老人ホーム ひまわりの郷
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 和喜園
特別養護老人ホーム ル・リアンふかみ
特別養護老人ホーム わかたけ青葉
デイサービス グリーンケア善行
デイサービス グリーンライフ湘南台
介護老人保健施設 うらら
簿記会計実務科10月生
職業人講話
ネットスクール株式会社
（県委託訓練）
医療・調剤・介護事務科、
医療・調剤事務PC科12月生
医科医療事務検定
簿記会計実務科10月生 修了式
介護職員養成（初任者研修）科
簿記会計実務科２月生 入校式
（県委託訓練）
医療・調剤・介護事務科、
医療・調剤事務PC科12月生
調剤事務検定
（県委託訓練）
介護職員初任者研修科
医療・調剤・介護事務科
医療・調剤事務PC科
12月生 修了式

大和商業高等専修学校
1/8
始業式・PTA運営委員会
1/9
平常授業開始・初任者研修
1/11 第七回体験入学
1/14 初任者研修
1/16 初任者研修・月曜日授業
1/17 防犯ボランティア（予定）
1/17-23 卒業試験
1/18 推薦入試
1/20-24 ３年追試験
1/21 初任者研修
1/23 初任者研修
1/24-30 ３年再試験
1/24 生徒総会・学年会
1/25 全経計算実務検定
1/26 英語検定
1/28 初任者研修
1/30 初任者研修・仕事の学び場Jr.
1/31 一般入試のため３限までの授業
2/1
一般入試
2/2
全経税務会計検定
2/4
初任者研修
2/6
初任者研修
2/7-14 検定特別授業
2/7
防犯ボランティア
2/8
秘書検定
2/13 プレゼンテーション検定
2/14 生徒集会・学年会
ワープロデザイン検定
2/16 全経簿記検定
2/17-21 期末考査
2/18-24 追試験
2/20 PTA運営委員会
2/21 美化デー
１.２年生校内進路説明会＆
ガイダンス
2/22 全経電卓検定
2/23 日商簿記検定
2/24-28 再試験
2/24 スピード検定・保護者面談開始
2/25 初任者研修
2/26 表計算検定・ＨＰ作成検定
2/27 初任者研修
3/3
スポーツ文化デー
3/4
初任者研修
3/6
初任者研修
3/10 卒業式
3/11 初任者研修・１.２年生進学フェア
3/13 初任者研修
3/18 入学者説明会・初任者研修
3/24 大掃除
3/25 修了式

都筑ケ丘幼稚園
1/6

月謝引落日
始業式、獅子舞
1/7 誕生会（１月）
1/8 懇談会
1/14 役員会
避難訓練（地震）
1/15 26年度新入園児体験保育
在園児休園
1/20 バザー収益による還元ショー
1/27 クッキング保育（年長）
1/28 お楽しみ会
ダディー＆マミー
2/1 横浜市幼稚園大会
月謝引落日
2/3 役員会、豆まき
2/4 役員会
2/5 教員研修会
2/7 午前保育
2/9 作品展
2/10 作品展振替休日
2/13 お店やさんごっこ
2/14･17･18･20
個人面談（午前保育）
2/19 26年度新入園児一日入園及び教材渡し
在園児休園
2/24 父母の会予算総会
2/25 誕生会（２月）
2/27 クッキング保育（年中）
3/3 月謝引落日
ひなまつり会
誕生会（３月）
3/4 避難訓練（火災）
3/10 卒園式予行
3/11 お別れ会
3/12 懇談会（年長）
3/14 午前保育
3/16 卒園式
3/19 懇談会（年中・年少）
3/20 修了式

学 園 本 部
1/7

職員仕事始め

3/7

高等学校卒業式

3/10 専門学校・大和商業卒業式
3/16 幼稚園卒園式
3/下旬 役員会

○学園本部：小平・丸山

○柏木高校：谷村・古屋

○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

○大和商業：大友・青木・坂場

