平成 26 年

3

月号

No.97
奇数月発行

かながわドリーム大賞授賞式

平成26年度入学試験

− 卒

柏木学園高等学校

大和商業高等専修学校

業

式 −

３月は卒業式のシーズンであります。卒業生にとって、
卒業とは別れと新たな旅立ちの時であります。柏木学園と
しては、柏木学園高等学校・大和商業高等専修学校・柏木
実業専門学校・都筑ヶ丘幼稚園の教育、
保育を２年から３年・
４年にかけて完成させるということであります。生徒（幼
児を含む）と教師が入学時に出会い、掲げた目標に向かっ
て歩み進め、それを成し遂げたという達成感を認め合うこ
とであります。即ち本学園で学び、友情を育て、何事にも
積極的に取り組み、努力してきた充実感を分かち合うこと
であります。卒業生の皆さんの人間としての器が一段と大
きくなったことを確信しております。先ず、幼稚園児のす
ばらしい成長には、只々感動させられます。柏木学園高等
学校・大和商業高等専修学校の卒業生の３年間の制服もか
なりピカピカ光って古びた分、内面から輝くものを感じま
す。柏木実業専門学校の卒業生には、外国からの留学生が
おります。言葉をはじめ、生活文化の違いは大変だったと
思いますが、よく頑張りました。高く評価します。卒業後
なお進学する人、就職する人、いずれの道に進もうとも益々
人間としての器を一層大きくされることを期待します。
去年、大和商業高等専修学校の卒業式の後、保護者と生

外国人留学生スピーチコンテスト

お店やさんごっこ
学校法人柏木学園

柏木実業専門学校

都筑ヶ丘幼稚園

学園長

柏木

照明

徒による謝恩会に呼ばれて出席した時のことをお話したい
と思います。最初に生徒代表から教師ならび保護者への感
謝の言葉がありました。
「３年間本当にお世話になりまし
た。ありがとうございました」と言って感謝の言葉をはっ
きり言ってくれました。その後、クラスごとに担任教師一
人ひとりに握手を求め、涙を流しながら「大変お世話にな
りました」と言い、教師も「よく頑張ったね。これから今ま
で以上に頑張ってね」と、ハンカチをびっしょりにして抱
き合った姿をみて、私も目頭を熱くしました。いろいろ世
話のやける生徒たちでしたが３年間の教育がこんなにすば
らしいという実感を得た経験、また、教師の感激はこれに
すぎるものは無いと、あらためて感動したのであります。
卒業後活躍する社会は、国際化、
ＩＴ化、超高齢化、少
子化、不透明な政治・経済、天災、人災など変化の激しく
厳しい時代と社会であります。その中で生き抜いていくに
は、物事に挑戦していく意欲と粘り強い実行力が必要であ
ります。卒業するまで果した努力と意志があれば大丈夫で
あります。
卒業生がすばらしい出会いを宝とし、すばらしい人生を
おくられることを祈念して、卒業をお祝い申し上げます。

祝 卒業 −卒業生各賞受賞者−

修学旅行

卒業式が３月７日（金）に挙行された。卒業生代表
として斉藤瑞希が答辞を、在校生代表として齊藤聖
也が送辞を読み上げた。
◎学校長賞
宮地那々実
◎日本私立中学高等学校連合会長賞
斉藤 瑞希
◎全国高等学校定時制通信制教育振興会表彰
丸山 大輝
齋藤 介志
眞屋 慶太
◎神奈川県高等学校定通教育振興会表彰
阿部 優気
◎全国商業高等学校協会表彰
土屋
愛
◎御下賜金記念優良卒業生表彰
矢澤佑輝也
◎柏木学園高等学校後援会長賞
佐藤 祐大
◎高校生新聞社賞
短歌書道部
３年間皆勤者
岩橋 大樹 大麻 昂光 小田 竜平 加藤
優
佐藤
拓 藤巻 智也 谷島宏二郎 山田 陽菜
加藤 宏脩 有本美奈子 岩﨑
匠 小澤 恭子
㓛刀 裕基 小林穂乃佳 齋藤
歩 柴田
温
髙田 勇輝 髙橋 彩夏 髙橋 みき 高橋 里奈
田中
翔 農原 ゆう 本多 優美 道下 和栄
満束
豪 森本 歩美 阿部 百華 境
明良
中村 美咲 村上
廉 山内 優也 阿部 慎也
小島 美咲 渡邊
黎 近藤 花織 加藤 美樹
山崎 稜太 桑原希世紀 齋藤 介志 早川 文子
丸山 大輝 青木 優佳 飯塚 翔馬 岩﨑 大輔
滝沢 英昭 眞屋 慶太 池田
翔 日下 直也
松浦 由圭 市村 健二 齋田 博志 相馬 光貴
矢澤佑輝也

１月28日（火）〜 31日（金）
に２学年の修学旅行が北海
道のニセコビレッジスキー
リゾートにて行われた。ス
キー教室を中心に、アイヌ
民族博物館見学や小樽観光等も交えた内容で、生徒
たちは厳しい風や風雪にも負けずに楽しく過ごした。
また、３日目夜には生徒会企画のアトラクションが
あり、ダンス部や有志生徒の発表、生徒参加のゲー
ムなどが行われた。

第19回全日本高等学校書道コンクールにおいて、
本校の短歌書道部の作品および書道Ⅰ・Ⅱの授業作品
を出品し、以下の賞を受賞した。
○団体 【優秀賞】
○個人
【全日本高等学校書道教育研究会賞】
丹治 恭介（３−Ａ） 金子 幹弥（３−１）
落合 広海（１−Ｃ）
狩野
翼（１−Ｃ）
高林 史弥（１−Ｄ） 中村 亜美（１−Ｆ）
木下 冬弥（１−１） 清水 柊一（１−１）
【優秀賞】
竹澤
大（３−Ｆ） 早川 文子（３−１）
足助 祐花（２−Ａ）
吉田 智絵（１−Ａ）
西川 尚貴（１−Ｄ） 黒田 裕貴（１−Ｆ）
杉本 聖太（１−１）

短歌書道部活動報告

進路報告−大学・短大合格状況

平成25年度「かながわ部活ドリーム大賞」
（主催・
神奈川県教育委員会）において、各種大会等における
優れた成果を認められ、かながわ部活文化賞を受賞
した。
J:COM横浜「部活オーレ 夕やけJUMP!」の取材を
受け、吟詠剣詩舞の練習風景を紹介したり、インタ
ビュアーに舞の教授をしたりした。この模様は２月
19日（水）に放映された。

漢字コンクール結果
１月15日（水）に第２回校内漢字コンクールが行わ
れた。上位入賞者は以下の通り。
【最優秀賞】 丸山 大輝（３−１）
【優秀賞】
黒滝 理菜（２−Ａ） 小島 未夢（３−Ａ）
黒岩 彩花（２−Ｂ） 㓛刀 裕基（３−Ｃ）
【優良賞】
鎌田 美穂（２−Ａ） 宮尾 優貴（２−１）
宮地那々実（３−Ａ） 髙橋 七海（３−Ｅ）
野原明日花（３−１）
【努力賞】
満束
豪（３−Ｃ） 髙田 勇輝（３−Ｃ）
中瀬由里絵（３−Ａ） 中山 明穂（２−Ａ）
小見山七瀬（１−Ｇ） 古谷 望美（２−Ｂ）

書道コンクール報告

平成26年2月10日現在
桜美林大学 ..................... ８名 大妻女子大学.....................
嘉悦大学 ........................... ３名 神奈川大学 ........................
神奈川工科大学 ............ ９名 関東学院大学.....................
恵泉女学園大学 ............ １名 国士舘大学 ........................
相模女子大学 .................. ５名 松蔭大学 ..............................
城西国際大学 .................. ２名 湘南工科大学.....................
太成学院大学 .................. １名 多摩大学 ..............................
玉川大学 ........................... ３名 千葉科学大学.....................
鶴見大学 ........................... ７名 帝京大学 ..............................
帝京科学大学 .................. ２名 田園調布学園大学 .........
桐蔭横浜大学 .................. ５名 東海大学 ..............................
東京家政学院大学 ...... ２名 東京工科大学.....................
東京工芸大学 .................. ４名 東京福祉大学.....................
東京富士大学 .................. ２名 東洋英和女学院大学 ...
二松学舎大学 .................. １名 日本大学 ..............................
日本女子体育大学 ...... １名 日本文化大学.....................
文教大学 ........................... 10名 明星大学 ..............................
ヤマザキ学園大学 ...... １名 横浜商科大学.....................
横浜創英大学 .................. ６名 立正大学 ..............................
和光大学 ........................... 21名 和泉短期大学.....................
神奈川県立産業技術短期大学校 ..........................................
上智大学短期大学部 ...... １名 湘北短期大学.....................
鶴川女子短期大学 ...... ３名 横浜女子短期大学 .........

１名
３名
９名
８名
３名
８名
11名
１名
３名
３名
５名
２名
２名
１名
４名
４名
１名
５名
２名
１名
６名
４名
３名

平成25年度

卒業式表彰者

第2回 初級プログラミング講習会を開催！

平成25年度卒業生のうち、以下の学生が各賞を受賞
し、卒業式にて表彰されます。おめでとうございます！
◆学校長賞

医療情報学科２年

長井

竜平

◆高瀬賞

経営経理研究科２年

楊

東昇

◆神奈川県専修学校
各種学校協会長賞

経営経理研究科２年

王

鵬飛

経営経理研究科２年

呉

敬洋

医療情報学科２年

渋谷

慶汰

経 理 本 科 ２ 年

薛

錦

記

経営経理研究科２年

楊

東昇

所 得 税 法

経 理 本 科 １ 年

中津川 真帆

法 人 税 法

経営経理研究科２年

王

消 費 税 法

経営経理研究科１年

スレスタ ロサン

社 会 常 識

医療情報学科２年

渋谷

慶汰

文 書 処 理

経 理 本 科 １ 年

水井

浩貴

電 卓 計 算

経営経理研究科１年

孫

之凱

コンピュータ会計

経 理 本 科 ２ 年

陳

文

◆全国経理教育協会賞

簿

◆全 国 経 理
教育協会
検定表彰

鵬飛

文化交流会を開催！
１月８日（水）始業式後に文化交流
会を開催しました。今回は日本の文
化に触れることを目的とし、伝統的
なお正月行事である「百人一首」をグ
ループごとでおこない、白熱した試合になりました。各
テーブルでカルタを一番多く取れた学生は、お年玉を
もらい、笑顔があふれていました。その後、全員でおし
るこを食べ、楽しい時間を過ごすことができました。
各テーブルの優勝者は、経営経理研究科２年楊東昇、
経営経理研究科１年王云琛、経理本科１年TAMANG
SHUBHA LAL、医療情報学科１年柚木将弘でした。

１ 月29日（水）大 和 商
業高等専修学校の生徒を
対象とした、第２回初級
プログラミング講習会を
開催し、14名の高校生が
参加しました。今回は、
テキストエディタを使い、Ｃ言語で使用される関数
や演算子の解説をもとに、ジャンケンゲームプロ
グラムの編集を行いました。
第１回初級プログラミングで学習したことを存
分に活かし、どうやってプログラムが動いている
のかなどを学習しました。どの生徒も、解説を理
解した上で編集をし、プログラムを完成させてい
ました。
皆さん、お疲れ様でした。

就職内定

医療情報学科２年生

医療情報学科２年
生の就職が内定し、
４月からの勤務開始
に向け準備中です。
２年間、学校で学ん
就職が内定した
長井
（左）
・齋藤
（中央）
・渋谷
（右）
だことを活かし、社
会人として活躍することを期待します。
【内定先】
齋藤正実 株式会社ニチイケアパレス
渋谷慶汰 株式会社ソラスト 勤務地…大和市立病院
長井竜平 社会福祉法人大和清風会 サンホーム鶴間

平成25年度 第６回オープンキャンパス

神奈川県委託訓練12月生
修了式（研修センター）

１月18日（土）研修センターにて第
６回オープンキャンパスを開催しま
した。
今回の体験授業では、医療情報学
科はレセプトの点数計算体験を、情報ビジネス科では
簿記の現金出納帳作成体験を行いました。初めての体
験に、参加者は真剣な眼差しで電卓をたたいていまし
た。最後に合計が合うと、参加者にも笑顔が見られ、
事務の仕事を楽しく理解してもらうことができました。

２月28日（金）神奈川
県委託訓練 医療・調
剤・介護事務科、医療・
調 剤 事 務PC科、介 護
職員初任者研修科、３
コースの修了式があり
ました。３ヶ月の訓練を修了し、今後はそれぞれ
の再就職を目指し取り組みを開始しています。

平成25年度 外国人留学生スピーチコンテスト

入学願書・学校見学・体験入学 受付中

１ 月24日（金）、桜 木 町 の 青 少 年 セ ン
タ ー に て 第25回 外 国 人 留 学 生 に よ る ス
ピーチコンテストが開催され、経理本科
１年のハルシャナ・マドゥシャンが出場
しました。日本でのアルバイトの経験から感じたこと
などを基に『日本で知った働くことの意味』というテー
マでスピーチをしました。本番では練習の成果を発揮
し、堂々とした、そして心のこもったスピーチでした。
観客からは大きな拍手が送られました。

学校見学・体験入学の受付は随時行っておりま
す。また、今年度の願書受付最終締切は、３月25
日（火）となっております。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

大和商業

平成25年度卒業式
平成26年３月７日（金）

卒業生・保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。
大震災の後の入学式から早３年、あっという間に時間が
過ぎたような気がします。本校の教育方針にご賛同いた
だきました保護者の皆様のご協力で、どの生徒も、強く
逞しくなって卒業式を迎えることができました。これか
らは、大和商業の卒業生としての誇りと自覚を胸に刻み、
頑張っていただきたいと願っております。今後のご活躍
とご健康をお祈りいたします。（学年主任 永田 幹治）

３年という短い間でしたが、私にとって大切な時間
となりました。今まで支えてくださった方々にも心か
ら感謝しています。 在校生の皆さん。これからの学
校生活、楽しい事だけではなく試されることもあるで
しょう。でも、勇気を出して、仲間と共に自分の夢を
掴んで下さい。そして人との触れ合いを大事に、前向
きな学校生活を送ってください。
（生徒会長
鈴木 久信）

ご卒業おめでとうございます。これからは先輩方が
教えてくださった沢山の事を、私たちが後輩に伝えて
いきます。先輩方がいないと寂しくなりますが、あと
は私たちに任せて、安心して新しい道を歩いてくださ
い。応援しています。
（在校生代表 久保 優希）

卒業生各賞受賞者

学校長賞
科学技術学園高等学校連携会会長賞

鈴木

久信

髙瀬賞
熊本

全国経理教育協会長賞

夏海

佐藤

神奈川県専修学校
各種学校協会長賞

吉田

龍

〔全国高等専修学校協会スポーツ奨励賞〕森 和貴
〔全国経理教育協会検定表彰〕簿記：佐藤 龍 計算実務：髙野

電卓１級

美里

満点合格！

１年生の村上航暉君が全国経理
協会主催の電卓検定１級に５科目
全て満点合格しました。電卓検定
は、乗算・除算・見取算・複合算・
伝票の５種目で構成されています。
村上君は、次回の電卓検定で段位
を取得したいと日々練習に励んで
います。

平成25年度

３学年

渚

全国高等専修学校
協会長賞

永島

悦樹

所得税法：竹内

達哉

NPO法人高等専修学校教育 全国高等専修学校協会
支援協会賞
スポーツ奨励賞

伊澤

優維

森

和貴

電卓：鈴木しおり

2学年対象

進路ガイダンス

２月21日、ライセンス主催の
２年対象進路ガイダンスが行わ
れました。体験型の説明・資料
によって、進級を間近に控え進
路を決定づける、よい機会とな
りました。また今回は保護者対
象のガイダンスも行われ、保護者の方々にも進路への関心
を深めていただくことができました。

進路状況 （平成25年11月から平成26年２月現在）

進学
●多摩大学●神奈川工科大学●横浜商科大学●松陰大学●和光大学●柏木実業専門学校●茅ヶ崎看護専門学校
●文教大学●湘南医療福祉専門学校●カコトリミングスクール●東京スクールオブミュージック●町田福祉保育専門学校
●聖ヶ丘教育福祉専門学校●駿台外語＆ビジネス専門学校●相模原調理専門学校●東京ダンス＆アクターズ専門学校
●国際ビューティーカレッジ●専門学校デジタルアーツ東京●アーツカレッジ横浜●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●横浜テクノオート専門学校●情報科学専門学校 他
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サッカー部

外部コーチの
ボランティア

２月５、10、12、24、26日の５日間に大和東小学校の放課後ク
ラブで本校のサッカー部がサッカー教室を開きました。
「児童へ
サッカーの楽しさ、うまくなる喜びを持たせるとともに、自らも
指導に必要な技術、戦術、指導力を身につける。また、地域に根
付いた学校づくりをしよう」をテーマに生徒は積極的な姿勢で接
し、児童たちの楽しむ姿も多く見られました。今後も継続的に取
り組んでいきたいと思います。

豆 まき

バザー収益金還元

シャボン玉ショー
１月20日（月）

バザー実行委員の皆様や本部役員の皆様のご協
力のお陰で、今年もテレビなどで大活躍中の杉山
兄弟が来園してくれました。子どもたちは様々な
色や形、そして大量のシャボン玉に大興奮!!
ホールの中がたちまちシャボン玉一色になりました

雪で足場の
悪い中お越し
ー １年間の思い出 ー
頂き、ありが
とうございま
し た。入 園、
進級した４月
から子どもた
２月９日（日）
ちが１年間取
り組んできた
絵画や製作物を飾って、幼稚園の中がまるで美術
館のように大変身しました！
ホールでの工作コーナーも大人気で、わりばし
ヒコーキや紙コップペンダントなどを親子で協力
して楽しんで作っている姿も見られました。先生
たちによるコーンスープとポン菓子も大好評でし
た 子どもたちの成長が感じられる１日になりま
した。

作品展

この日は年に１回幼稚園に鬼がやってくる日で
す。今年も鬼の登場に、子どもたちは元気いっぱ
い「おには〜そと！ふくは〜うち！」と豆を投げて
いました。各学年で製作したお面をつけて、手作
りのますを持って、鬼退治をしました！
その他、今年は横浜市川和東小学校の１年生２
クラスと未就園児の方も参加してくれました。

ŻƵƆǄƅƔƄ

２月13日（木）

「いらっしゃいませ〜」と元気な掛け声が園内
に響きわたりました。各クラスこの日の為にお
店の品物を一生懸命作ってきたので、売れるた
びに嬉しそうな表情をしていました。
買い物カバンいっぱいに
上 手 に お 買 い 物 が で き て、
満足顔の子どもたちでした。
楽 し い １ 日 に な り ま し た。
ま た、川 和 小 学 校 １ 年 生
と横浜ゆめ保育園児も来園
し、在 園 児 と お 買 い
物を楽しみました。

ひなまつり会

３月３日（月）

各学年で作ったおひなさまを紹介しました。
そして先生たちによる劇を観て楽しく過ごしま
した。その後、お部屋でカルピスとひなあられの
おやつでお祝いをしました。ひなまつり会には未
就園児も参加してくれました。

年少

卒園 おめでとう

２月３日（月）

年中

年長

進級 おめでとう

賞状授与者
卒 園 児
３年皆勤
２年皆勤
１年皆勤

... 152名
...... 9名
...... 7名
...... 24名

精
勤
親子二代卒園
園児３人卒園
園児４人卒園

...... 17名
...... 6名
...... 10名
...... 2名

年中

年少

２年皆勤 ...... 2名
１年皆勤 ...... 17名
精
勤 ...... 8名

１年皆勤 ...... 12名
精
勤 ...... 6名

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ
希望の春
春とはいえまだ浅く、寒さの名残が感じられる今
日この頃、つつがなくお過ごしでしょうか。保護者
の皆様には日頃より後援会活動にご理解、ご協力を
いただき、お礼申し上げます。今年は稀に見る大雪
が生活に大きな影響を与え、自然の恐ろしさを痛感
いたしました。
さて、柏木学園高等学校では１月下旬、２年生の
修学旅行がありました。北海道でスキーを楽しんで
きたようです。そして３月７日、新しい体育館で初
めての卒業式を行います。
３年生は大学、短大、専門学校、就職へとそれぞ

陰徳陽報
卒業生の皆さん、卒業おめでとう！そして、在校
生の皆さん、進級おめでとう！検定合格の便りも然
ることながら、卒業生の皆さんの進路決定の便りを
耳にし、大変うれしく思っています。
さて、私から卒業生の皆さんに「陰徳陽報（いんと
くようほう）
」という言葉を最後に贈りたいと思いま
す。この言葉には「人知れず善行を積めば、必ず良い
報いとなって現れてくる」という意味があります。
とかく善行というものは、目立つことなく終わる
ことが多いもので、世間や職場、家族からでさえも、
認めてもらえることが少ないものです。ですが、だ

卒業にあたって
３年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。
息子が入学してあっという間に卒業を迎えました。
中学の時、色々あり無事に卒業できるか不安で、役
員は苦手でしたが夫婦で活動するという体制を取り
３年が経ちました。学校内の息子の様子がわかり、
役員を受けて良かったと今では思います。
今年卒業する皆さんが入学した年は東日本大震災
があった年で日本中が自粛している中での入学式で
した。
これからも色々な困難にぶつかるかと思いますが、

春色
厳しい寒さも日増しに暖かくなってまいりました。
年少組と年中組のおともだち進級おめでとうござい
ます。年長組のおともだち、ご卒園おめでとうござ
います。入園直後はお名前も読めないので、自分の
目印のシールを親子で一生懸命おぼえ、お友達と仲
良くできているかな？先生に迷惑をかけてないか
な？とお迎えの時間まで心配ばかりしていました。
年長さんとなった今では、今日はこんなお歌をうたっ
たんだよ、今日はおともだちとすべり台したんだよ
〜と楽しそうに話してくれます。
本当に毎日の先生方の愛情と気配りのおかげで４
月からはピカピカの１年生です。きっと幼稚園で学

柏木学園高等学校後援会
れ違う道を進んでいきます。希望を胸に、歩んでい
くことでしょう。厳しいことも辛いこともあると思
います。そんな時は柏木で過ごしたことを思い出し
て頑張ってほしいです。
４月からは新入生が入学してきます。後援会も一
緒に活動していただける保護者の皆様を心からお待
ちしています。これからも生徒達のため、学園のため、
役員一同精進してまいります。
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
からこそ陰で善行に励むことで、最終的に高い評価
を受けられるのではないか、と私は思います。
その場では認識できなくても、善行や自分自身に
課した「努力」した結果は誰かが見ているもので、い
つの日か報われるものです。社会人となる卒業生の
皆さんには、このことを十分に理解し、柏木実業専
門学校を巣立って欲しいと思います。卒業してから
も、困ったことがあれば専門学校の先生方や、教育
交流会の諸先輩方を頼って頂ければと思います。
教育交流会会長

安藤

満

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
大変だった東日本大震災の事を思えば皆さんは乗り
越えられると思います。自分を信じ、色んな事を教
えて下さった先生方の事を思い出し将来へ進んで下
さい。
保護者の方々、ＰＴＡ役員の皆様、先生方ＰＴＡ活
動にご協力頂きありがとうございました。今後とも、
ご理解、ご支援の程よろしくお願いたします。
担当

ＰＴＡ会長

三國一徳

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
んだ事、大切な気持ち、やさしさをランドセルに詰
めこんで元気に登校することでしょう。
この一年間、保護者の皆様には行事ごとにたくさ
んのお力添えをいただき感謝しております。またご
協力いただきたいへん心強かったです。
クラス役員さん、実行委員さんとして活躍してい
ただいたり、いつも笑顔で対応してくださった先生
方、そして一緒に過ごした本部の仲間のみなさま…
本当にありがとうございました。柏木学園のさら
なるご発展をお祈りしております。
父母の会会長

平柳びおら

平成 26 年 3 月〜 5 月行事予定表
柏木学園高等学校
3/3

２次入試

柏木実業専門学校
3/10 卒業式

3/3-6 ３学期期末試験

卒業記念パーティー

3/6

大掃除

3/14 入学者説明会

卒業証書授与式準備

3/20 終業式

3/7

卒業証書授与式

3/10 試験返却
3/12 球技大会（２年）
進路行事（１年）
3/13 学年行事（２年）
球技大会（１年）

大和商業高等専修学校
3/3

スポーツ文化デー

3/3

3/4

介護職員初任者研修

3/6

初任者研修

3/4
3/5
3/7
3/11
3/12
3/16
3/17

3/10 卒業式

4/7

入学式

4/8

始業式・対面式

3/11 １・２年生進学フェア
初任者研修

4/9-10 オリエンテーション
4/9

教科書販売

3/18 入学者説明会

（夏季大会校内予選）

3/17-20 追加認定試験（１〜２年） 4/20 産能大科目修得試験
二者進路面談（１〜２年） 4/23 健康診断（ＰＭ）
3/24 大掃除
4/25 職員会議
早稲田大学出前授業
5/17 全経電卓計算能力検定
3/25 修了式
5/23 職員会議
3/26 生徒春季休業開始
5/25 全経簿記能力検定
4/7 始業式
（平成26年度より新設）

教科書副読本購入（２〜３年）
4/8

入学式

4/9

基礎力診断テスト（１年）
集合写真（２〜３年）

研修センター
3/24 医療・調剤事務科３月生

3/24 大掃除
3/25 終業式
4/7

入学式

4/8

始業式・対面式

4/9-11 部活動紹介・個人写真
4/10 歯科検診・教科書販売
4/14 平常授業開始
4/18 生徒総会
4/23 健康診断
4/24 PTA運営委員会

入校式

4/10 部活動紹介・個人写真撮影

教科書副読本購入（１年） 4/15-18 介護職員養成
4/11 授業開始

（初任者研修）科２月生

4/16 尿検査（２〜３年）

会計監査
4/25 オリエンテーション
（１年〜 4/26）

施設実習

4/17 健康診断・歯科検診

オリエンテーション

特別養護老人ホーム

尿検査２回目（２〜３年）

（２・３年）

サンホーム鶴間

4/17-18 宿泊研修（１年）

特別養護老人ホーム

4/28 １年振替休日

4/23 尿検査（１年）

ひまわりの郷

5/9

4/24 健康診断・歯科検診

特別養護老人ホーム

5/16 全校集会

4/18 社会見学（２〜３年）

尿検査２回目（１年）
4/30 進路行事（１年）

和喜園

職業人講話

5/10 後援会総会
実力判定テスト
5/13 中間試験日程発表

相鉄ホールディングス株式会社
4/30 簿記会計実務科２月生

尿検査３回目（１〜３年）
5/20-23

中間試験

5/23 母校訪問（１年）

5/17 電卓検定
5/20 金曜日授業
5/22 体育祭（予定）

職業人講話

5/25 全経簿記能力検定

西迫会計事務所

5/27-30 中間テスト

5/16 介護職員養成

5/28 生徒総会

防犯ボランティア委嘱式

4/8
4/9
4/10
4/11
4/14
4/15
4/16
4/17
4/18
4/21
4/22
4/23
4/28
5/1
5/7
5/8
5/9
5/12
5/13
5/14
5/16
5/19
5/20
5/23
5/26
5/27
5/28
5/29
5/30

（初任者研修）科２月生 修了式

5/29 PTA総会
5/30 美化デー

月謝引き落とし日
誕生会（３月）、ひなまつり会
避難訓練
懇談会（年長）
お別れ会
お別れ遠足（年長）
懇談会（年中・年少）
卒園式
月謝引き落とし日
（４月分進級園児のみ）
修了式（午前保育）
月謝引き落とし日（新入園児のみ）
横浜型預かり保育開始
入園式
始業式、新入園児休園
午前保育
懇談会（年長）
、午前保育
懇談会（年中）、午前保育
懇談会（年少）
、午前保育
午前保育
午前保育
一日保育開始、役員会
教員研修会
体育指導開始（年長）
英語指導開始（年中）
英語指導開始（年長）
体育指導開始（年中）
誕生会（４月）
プレつくしんぼ組体験説明会
プレ保育たんぽぽ組説明会
対面式
月謝引き落とし日
保育参観日（年少）
保育参観日（年長）
保育参観日（年中）
内科検診
誕生会（５月）
教員研修会
講演会
内科検診
避難訓練、役員会
クッキング保育（年長）
夕涼み実行委員会
クッキング保育（年中）
地域開放事業講演会
お楽しみ会
面談日
遠足

学 園 本 部

防犯ボランティア活動

4/16 簿記会計実務科２月生

5/1-31 三者面談（３年）

4/5
4/7

初任者研修

3/14 追加認定試験対象者発表（１〜２年） 4/11 ボウリング大会
合格者説明会

3/20
4/1

3/13 初任者研修

4/10 進路ガイダンス

都筑ケ丘幼稚園

3/7
3/10

高等学校卒業式
専門学校・大和商業
合同卒業式
3/16 幼稚園卒園式
3/28 役員会
4/1
辞令交付式
4/5
幼稚園入園式
4/7
専門学校・大和商業
合同入学式
4/8
高等学校入学式
5/中旬 現況調査
5/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

