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一学年宿泊研修

高体連開会式

在校生 歓迎の言葉

柏木学園高等学校

入 園 式

大和商業高等専修学校

− ダモクレスの 剣 −
柿の新緑の葉が薫風に裏を見せ、表を見せして翻る様が
何ともいえないこの季節、学校もこれから頑張るぞという
生徒の思いが漲って、期待にあふれる好季節を迎えている。
さて、“ダモクレスの剣”である。ご存じのようにダモク
レスとは人の名前で、紀元前４世紀、古代ギリシャの植民
都市として繁栄したイタリア、シチリア島東岸の地中海に
臨む港湾都市シラクサの王ディオニシオスの家来のことで
ある。このダモクレスが、自分の仕えている主人のディオ
ニシオスに「幸福で何よりです。権力もあり、財力もあり、
すべて自分の思うとおりになるのでうらやましい」と言っ
たところ、天井に毛一本で剣を吊るした玉座にダモクレス
を座らせ、支配者の幸福の危うさを悟らせた、という故事
から、繁栄の中にも危機が常に迫っていることをあらわす
言葉となっている。
私たちには、ともすると金持ちや社会的な成功者といっ
た人々を変に羨ましがったり、妬んだりする傾向があるの
ではないだろうか。しかし、不正な手段でお金や地位を得
た場合を除き、それらの人々は血の滲むような努力を重ね
たり、万分の一の幸福に恵まれたりして現在があるに違い
ない。また、少しでも油断すればあっという間に今の地位
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を失う危険性も併せ持っている。だから、常に緊張と努力
が要求される。考えているほど楽ではないにちがいない。
本校は「NEXT STAGE」を強く意識しているし「さらな
る高み」をめざしている。したがって、現在の落ち着いた
順調な状況ももちろん到達点ではなく、出発点にすぎない。
ちょっと生徒や教職員が努力を怠ったら、あっという間に
見放されてしまう。私は始業式や入学式で、いつもの「磨
く」に加え「あたりまえ」を意識してほしいと訴えた。これ
には、
「あたりまえのことがあたりまえにできる」ように
なってほしいという思いと、
「あ」…あいさつ（挨拶）さわや
か、
「た」…たゆまぬ（弛まぬ）努力、
「り」…りた（利他）の心、
「ま」…まえむき（前向き）な姿勢、
「え」…えがお（笑顔）あ
ふれる ― 日常を送ってほしいという願いが込められて
いる。
だれでもがいつ頭上に落ちてくるか分からない「ダモク
レスの剣」の下に座っていたくはないだろう。しかし、い
つその立場に立つかは分からない。その時に的確に考え、
判断できるように『汝、何のためにそこに在りや』を日々問
いつづけたいと思うし、問いつづけてほしいとも思う。
― 白雲や青葉若葉の三十里（子規）―

入学式

新入生対面式・部活動紹介

4 月 8 日（火）に 入 学 式 が 挙 行 さ れ、334 名（普 通
科 274 名、情報経済科 60 名）の新入生を迎えた。
新入生代表として巻嶋潮
璃が誓いの言葉を、在校生
代表として齊藤聖也が歓迎
の言葉を読み上げた。

第 4 回ゆうちょ財団「短歌はがきコンクール」ジュ
ニアの部において、以下の生徒が入賞した。
愛須千紘（旧 3−D） 立石侑平（旧 3−F）
二関 淳（旧 3−F）
木下冬弥（旧 1−1 ）
遠藤優花（旧 1−2 ） 丸山春菜（旧 1−F）

4 月 10 日（木）に 新
入生と在校生の対面
式および在校生によ
る部活動紹介が行わ
れた。
総合体育館で新入
生と在校生が向かい合い、新入生代表と在校生代
表が挨拶を交わし、新しい仲間として新入生を迎
え入れた。
その後、各部活動による活動内容の紹介や舞台
発表が行われた。入学式からまだ 3 日目で、緊張し
た面持ちだった新入生たちも、先輩たちの発表を
見ているうちに、次第に気持ちがほぐれていった。

文芸祭入賞報告

宿泊研修

平成 25 年度大和市さくら文芸祭短歌の部におい
て、以下の生徒・教員が優秀賞を受賞した。
斉藤瑞希（旧 3−A）
串間楓花（旧 3−A）
太田健介（旧 3−B）
落合広海（旧 1−C）
原田真吾（非常勤講師）

4 月 17 日（木）〜 18 日（金）
にかけて、1 学年の宿泊研修
を千葉県長生郡白子町で実施
した。基礎学力、基本的な生
活規範、集団行動の大切さ等
を身につけるために、オリエンテーションや学習、
確認試験などを行い、3 年間の高校生活に向けての
様々な課題に取り組んだ。

コンクール入賞報告

演劇サークル活動報告
3 月 16 日（日）に大和市林間学習センターにて行
われた演劇イベント「第 24 回りんぶん村の芝居小
屋」
（主催・大和市教育委員会）に出演し、好評を博
した。また、このイベントの設営や運営には、ボ
ランティアスタッフとして本校生徒 14 名が参加し
ている。
3 月 29 日（土）に行われた神奈川県北相地区高等
学校演劇連盟春季発表会
において、初参加ながら
優秀賞を受賞した。
昨年度の活動実績によ
り、4 月から部に昇格す
ることが承認された。

美術部入賞報告
「第 6 回〈夢 を 生 き る〉ア ー ト コ ン
テスト」
（主催：国際ソロプチミスト）
において、三苫奈々（旧１−Ｃ）が、
女流詩人金子 みすゞの肖像画を出品
し、日本東リジョン賞を受賞した。

社会見学
4 月 18 日（金）に、2 学年がディズニーシーで、3
学年がディズニーランドで社会見学を行った。当
日は、朝方は雨が降っていたが、現地に着く頃に
は止み、やや肌寒い気候では
あったが、アトラクションを
回ったり、あちこちで写真を
撮ったりして、新しいクラス
の仲間との親睦を深めた。

高校総体開会式
4 月 19 日（土）、県立体育センターにて、第 52 回
神奈川県高校総体総合開会式が行われた。今年は
189 校 総 勢 3521 名 が 参 加 し、
各校ごとに趣向を凝らした入
場 行 進 を し た。本 校 か ら は、
生徒会役員、陸上部、ダンス部、
卓球部の生徒 22 名が参列した。

早稲田大学・出前授業

吹奏楽部活動報告

3 月 24 日（月）に本校視聴覚教室において、早稲
田大学教育学部の岡村遼司教授による出前授業が
行われた。ふだん高校で受けている授業とは違う
形式と内容の授業に、参加した生徒たちは新鮮な
驚きと興味を持って聴講していた。

3 月 22 日（土）に渋谷学習センター IKOZA にて、
第 2 回定期演奏会を開催した。１年間の活動の集大
成として、全 14 曲を演奏し、好評を博した。また、
当日は会場の入り口に、美術部の絵画作品を展示
し、演奏会に彩りを添えた。

平成26年度

合同入学式

4 月 7 日（月）に
大和商業高等専修
学校との合同入学
式 が、本 校 舎 4 階
体育館にて行われ
ました。
新入生は、一同
情報ビジネス科１組
神妙な面持ちで入
学式に臨み、坂本校長より入学が許可されました。
新入生代表として、医療情報学科１年の土屋愛（柏
木学園高等学校出身）が誓いの言葉を、在校生代表と
して経理本科 2 年の水井浩貴（大和商業高等専修学校
出身）が歓迎の言葉を読み上げました。
また、今年度より設置の「情報ビジネス科」の１期
生を迎え入れました。柏木実業専門学校の新しい歴
史を刻む学生として、今後の活躍を期待しています。
＜新入生の言葉＞
○医療情報学科 板庇 朋美（横浜商科大学高等学校出身）
一番楽しみにしている事は英語研究会
です。中学・高校では部活に入っていな
かったので良い経験ができて嬉しいで
す。英語を勉強して、どこでもすぐに使
えるよう力をつけたいです。学習面や生
活面、行事等を通して、様々なことにチャレンジし
ていきたいです。
○情報ビジネス科 井坂 魁（大和商業高等専修学校出身）
自由が丘産能短期大学を併修し、短大
卒業を目指しています。選択科目の「販売
士検定」を履修し、学校のカリキュラム以
外の単位も修得し、卒業までに多くの資
格を取得できるよう頑張りたいです。
○情報ビジネス科 周 暁凡（飛鳥学院出身（中国からの留学生））
ビジネスの勉強をしたいと思い、先輩
に相談したところ、この学校を紹介され
自分に合いそうだと思い入学しました。
初めて勉強することが多いですが、先輩
方を見習い多くの資格を取得したいです。
○経営経理研究科

NGUYEN THI HA QUYEN

（グレッグ外語専門学校横浜校出身（ベトナムからの留学生））

私は、２年後に日本で就職することを
目指してこの学校に入学しました。先生
方は、私たち留学生に分かりやすい日本
語で授業をして下さいます。簿記やパソ
コンなど、沢山資格を取得できるよう頑
張りたいです。

近況報告（卒業生より）
平成 26 年 3 月、医療情報学科を卒業した高橋雅樹
が株式会社ソラストに就職し、勤務地の厚木市立病
院にて元気に頑張っている旨の報告を受けました。
これからの活躍を期待しています。

全経関東地方会主催
平成25年度ボウリング大会 個人優勝！
2 月 28 日（金）に、品川プリンスホ
テルにて全経関東地方会主催の平成
25 年度ボウリング大会が開催され、
現医療情報学科 2 年の臼居海（大和
商業高等専修学校出身）が個人優勝
を果たしました。
団体の部では、現医療情報学科 2
個人優勝した臼井海
年の稲富猛、臼居海、神戸凌、柚木
将弘の 4 名が出場しました。団体の部は 9 チーム出場
した中、4 位という結果でした。あと一歩というとこ
ろで惜しくも入賞を逃しましたがチーム一丸となっ
て大会に臨むことができました。
来年度は個人の部だけでなく、団体の部入賞を目
標に掲げていきたいと思います。

神奈川県委託訓練６月生
コース説明・見学会実施（研修センター）
4 月 3 日（木）、11 日（金）の両日、6 月 3 日より開講
する『簿記パソコン事務科』
『介護職員初任者研修科』
2 コースのコース説明・学校見学会を研修センターに
て実施しました。参加された皆様からの質問も多数
あり、意欲的な姿勢が感じられました。
【次回 コース説明・学校見学会
開催日 委託訓練８月生】
簿記パソコン事務科
6 月 5、10 日
介護職員初任者研修科 6 月 5、10 日

平成26年度 学校見学会
＆オープンキャンパスのご案内
平成 26 年度は、例年行っ
ている 7 月以降のオープン
キャンパスに加え、5 月 31
日（土）と 6 月 28 日（土）の
2 回、学校見学会を開催致
し ま す。6 月 か ら エ ン ト 昨年度のオープンキャンパスの様子
リー・面談が始まるＡＯ入試並びに学校の説明、パ
ソコン室などの施設の見学を通して、本学の雰囲気
を感じ取って頂ければと存じます。尚、学校見学・
入学相談は随時受け付けております。
＜平成 26 年度 学校見学会＞
9：30 受付開始
10：00 スタート
第 1 回 5 月 31 日（土）
第 2 回 6 月 28 日（土）
＜平成 26 年度 オープンキャンパス＞
9：30 受付開始
10：00 スタート
第 1 回 7 月 26 日（土）
第2回
8 月 1 日（金）
第 3 回 9 月 27 日（土）
第 4 回 11 月 29 日（土）
第 5 回 12 月 6 日（土） 第 6 回 1 月 24 日（土）
学校見学会の申込やお問い合わせはこちらまで

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
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4 月 7 日（月）に柏木実業専門学校との合同入学式が行われました。今年度は 112 名の生徒が入
学しました。緊張や不安もあるかと思いますが、勉強に部活、委員会や検定取得など友人と励ま
し合いながら、様々なことに向上心を持って取り組んでいただきたいです。また 8 日（火）
、9 日（水）
には対面式・部活動紹介が行われ、各部活が１年生のやる気を引き出すような発表をしていまし
た。１年生の今後の活躍が楽しみです！！

昨年度の検定実績報告
１級・満点表彰
＊日本情報処理検定協会 検定委員長賞受賞者
小原

幸弘／佐藤

龍／吉田

＊全種目検定試験合格者総数

渚
868 人

・日商簿記

2級

・全経簿記

1 級（会計・工簿）

・電卓検定

2段

等

満点合格者

110 名

1 級合格者

31 名

2 級以上合格者

123 名

検定への意識も高まり、前年度を大きく上回る
結果がでました。今年度も期待しています。

オリエンテーション
今年度は１年生が 4 月 25 日・26 日に、静岡県の
国立中央青少年交流の家へ、2 年生が羽田空港へ、
3 年生がディズニーシーへ、オリエンテーションに
行ってきました。多くの友人と交流を深めるいい
機会となりました。

進路説明会
4 月 18 日（金）に、神奈川県専各主催の進路フェス
タがパシフィコ横浜で行われました。今回は 3 年生
を対象としており、様々な学校の先輩、先生方に
お話を聞くことができました。自らの進路につい
て、決断していかなくてはならない大切な時期で
あることもあり、真剣な面持ちで取り組む姿が見
られました。よい結果がでる事を期待しています。

副校長着任の挨拶
副校長の北本哲夫と申し
ます。これまで経験したこ
とを基に、本校の生徒及び
職員のためにお役にたてれ
ば幸いに思っています。私
は「本 当 に 困 っ た と き に、
助 け て も ら え る 人 に な る」
「皆さんの幸せのために…」
をモットーにこれからも続けていきたいのでどう
ぞよろしくお願いいたします。

高体連開会式
4 月 19 日（土）に開会式が行われました。本校の
バレー部、バスケ部、バドミントン部、柔道部、
剣道部、陸上部、そして今年からサッカー部も加
わり出席しました。各部活、いい結果が残せるよ
う全力で頑張ってください！

新入生歓迎会
4 月 9 日（水）に１年生へ向けて歓迎会が行われま
した。部活動紹介、生徒会紹介がなされた後、レ
クリエーションのビンゴ大会を開催。優勝者には
豪華賞品も用意されていて、大変盛り上がりまし
た。少しでも早く学校に慣れ、楽しく充実した高
校生活を送ってほしいと思います。

4月5日（土）
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お父さん、お母さんと一緒にドキドキしながら
幼稚園に来ました。新しい制服に袖を通し、少し
大きな園帽子に可愛い顔が隠れてしまいそう。
今後の園生活にちょっぴり不安とたくさんの期
待を持っていると思いますが、子ども達が安心し
て過ごしていけるように見守っていきます。

間が増えました
！
南 聡美
（年中学年付）

水上 加奈絵

北畠 優子

（うさぎ組担任）

（年長学年付）

山口 知奈美

能勢 幸

山田 幸奈

（りす組副担任）

（ひよこ組担任）

（ぱんだ組副担任）

いつでも笑顔を忘れず、責任感を持ち、何事に
も精一杯取り組みます。宜しくお願い致します。
□ 金子 博（3 号車 運転手）
子ども達の送迎を通し、成長を楽しみに安
全運転で、頑張りたいと思います。宜しくお
願い致します。

始 業式

4月7日（月）

新しいことの始まりには、大人もワクワクし
ます。それ以上に、新しい友達、先生、クラス
に大興奮の様子でスタートした新学期です。幼
稚園と家庭との連携を大切にして、楽しい一年
にしていきたいと思います。
ご協力、宜しくお願い致します。

иఱؔࣨ

6月25日
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□ 長井 清花（全学年付）
こ の 10 年 間 で た く さ ん の 人 と 出 会 い、
毎年、関わる父母の会の方、保護者の皆様
の優しさ、逞しさをいつも側で感じ、感謝
の気持ちでいっぱいです。

Ĺఱࣨ
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6 月 3 日（火）より、新しくプレ保育たんぽぽ組
がスタートします。
火曜日・木曜日・金曜日コースがあり未就園児
園児行事を含む年間 40 回を予定しています。
親子で幼稚園に慣れ、友達をたくさんつくってい
ただきたいと思います。

ķ݄ࡎƟǴǝŽॉƈƀƛƻƯƈƐ
１号車、２号車に引
き続き、３号車も新し
い車に入れ替わりまし
た。色はきれいな黄緑
色です。子ども達も新
しいバスに大喜びで
す！これからも安全運
転に努めてまいります。

◇天野 一実（ぱんだ組担任）
たくさんの子ども達と出会い、色々な思い出ができた 5
年間！保護者の方と一緒に子ども達の成長を見る事ができ
て幸せです。
◇井上由美子（全学年付、預かり担当、たんぽぽ組担任）
子ども達の笑顔が、私の元気の源です。今後も、どうぞ
宜しくお願い致します。
◇海野 優（全学年付）
楽しく続けてこられたのは、温かく見守って下さった保護
者の皆様のお陰です。いつもありがとうございます。
◇西井麻菜美（ほし組担任）
大好きな子ども達に囲まれて「先生」と呼ばれるようにな
り、早５年が経ちました。今後も元気いっぱい頑張ります。
◇林 美郷（すみれ組担任）
５年間、続けてこられたのも皆様のおかげです。初心を
忘れず、これからも頑張ります。

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

１年をふり返って
若葉が目にまぶしい季節になりました。会員
の皆様には日頃より後援会活動にご理解ご協力
いただき感謝申し上げます。
さて、学園も4月8日に入学式があり、新入生
を迎えて気分新たにスタートいたしました。そ
して後援会も5月の総会で新しいメンバーでの
スタートになります。それに伴い私も退任とな
ります。ふり返ると昨年の総会で新会長として
の挨拶をさせていただいたのが昨日のことのよ
うに思い出されます。会長を引き受けさせてい
ただいた時は不安と責任感でいっぱいでした

春風の中に座するが如し
柏木実業専門学校医療情報学科・情報ビジネ
ス科・経営経理研究科の新入生の皆さん、ご入
学、誠におめでとうございます。すっかり暖か
くなった春の日差しに包まれ、皆さんを迎えら
れたことを、大変嬉しく思います。
柏木実業専門学校は、1946年に創設されたそ
ろばん塾がその発祥であり、現在までに大変多
くの卒業生を輩出してきました。また、今年度
入学した「情報ビジネス科」の皆さんはその第

新入生を迎えて
26年度も始まり、4月7日に入学式が行われま
した。今年も多くの新入生の皆さんが入学され
ました。新入生の皆さん・保護者の皆様おめで
とうございます。希望に満ちた学校生活となる
事を、お祈り申し上げます。
また、在校生の皆さん進級おめでとうござい
ます。まさに新しい学年の始まりとなります。
気持ちも新たに勉強や部活など色々な事にチャ

ご入園・ご進級おめでとうございます
暖かい春の陽射しと花々の開花に心躍る季節
となりました。ご入園・ご進級おめでとうござ
います。
初めての集団生活に不安もあると思います
が、都筑ヶ丘幼稚園では園長先生をはじめ、諸
先生方が子ども達を優しく見守り、時には厳し
く指導してくださいます。たくさんの行事を通
して園生活にも慣れ、成長していく子ども達を

柏木学園高等学校後援会

が、副会長をはじめとする本部役員の方々の支
えや先生方のご指導があり、大任を果たすこと
が出来ました。本当にありがとうございました。
これから次年度が始まりますが、後援会の基本
である「楽しく！仲良く！」を忘れることなく、
大変かとは思いますが頑張っていってくださ
い。最後になりましたが、学園と後援会のます
ますのご発展をお祈り申し上げます。１年間あ
りがとうございました。
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

１期生であり、柏木実業専門学校の新たな歴史
を刻む最初の学生ということになります。
柏木実業専門学校で、ぜひ生涯の「師」と呼
べるような先生を見つけ、履歴書に書ききれな
い位のライセンスを取得すると共に、さまざま
な知識や技術を習得して、有意義な学生生活を
送っていただきたいと思います。
教育交流会会長 安藤 満

大和商業高等専修学校ＰＴＡ

レンジして頑張って下さい。
5月29日（木）にはＰＴＡ総会、9月には紅葉祭
が行われます。学校やＰＴＡとして、これから
も色々な行事を予定しています。保護者の方々
のご参加・ご協力を是非ともお願い申し上げま
す。一年間よろしくお願いします。
ＰＴＡ副会長

田中

美和

都筑ヶ丘幼稚園父母の会

父母の私たちも温かく見守っていきたいと思い
ます。
本年度、微力ながらも父母の会会長を務めさ
せていただきます。父母の会の活動は、保護者
の皆様のご理解・ご協力が不可欠です。
１年間、どうぞよろしくお願い申し上げます。
父母の会会長

髙橋

廣子

平成 26 年 5 月〜 7 月行事予定表
柏木学園高等学校
5/1-31 三者面談（３年）
5/10

公開授業・後援会総会

5/12

公開授業代休

5/13

中間試験日程発表
尿検査３回目（１〜３年）

5/17

全経電卓検定

5/20-23 中間試験
5/22

後援会役員会

5/23

母校訪問（１年）
・幼高交流会

5/25

全経簿記検定

5/28

生徒総会

5/31

後援会バス研修旅行
実力判定テスト（２、３年アド＋希望者）

6/2

衣替え

6/4

喫煙防止教室（１年）

6/6

第１回保護者会・英語検定

6/8

日商簿記検定

6/9

創立記念日

6/11

体育祭予行演習（５限）

6/12

体育祭予行演習（午前）

6/13

体育祭

6/16

体育祭予備日

6/19

後援会役員会

6/24

期末試験日程発表

6/25

就職ガイダンス

7/1

求人票開示

7/1-4 期末試験
7/4

再履修ガイダンス

7/7-11 テスト返却授業週間
7/9-11 履修ガイダンス
7/12

高校野球神奈川県予選大会開会式
高文連派遣激励会

7/13

全経簿記検定

7/14

進路講座・保健講話（２年）

7/15

保健講話（１年）

7/16

進路講座

7/17

大掃除・薬物乱用防止教室（２年）

7/18

終業式
大学短大指定校推薦希望者ガイダンス

7/19

全経電卓検定

7/21

私学展

7/22

３年企業訪問開始

7/22-25 夏期講習１期
7/22-8/8 再履修期間
7/22-8/28 夏季休業
7/24

基礎力診断テスト
（３年生アド＋指定校推薦希望者）

7/27

高文連茨城大会

7/28-8/1 夏期講習２期

柏木実業専門学校
5/17
5/25
5/31
6/2
6/8
6/9
6/13
6/17
6/26
6/27
6/28
6/29
7/3
7/4
7/5
7/10
7/11
7/13
7/17
7/18
7/19
7/24
7/25
7/26
7/26
7/31

全経電卓計算能力検定
全経簿記能力検定
第１回学校見学会
AO入試エントリーシート配布開始
日商簿記検定
創立記念日
文化交流会
第１期AO入試エントリー受付開始
第２期AO入試エントリー受付開始
第１期AO入試面談日
第２回学校見学会
産能大科目修得試験
第３期AO入試エントリー受付開始
第２期AO入試面談日
全経文書処理能力検定
第４期AO入試エントリー受付開始
第３期AO入試面談日
全経簿記能力検定
第５期AO入試エントリー受付開始
夏休み前終業式
第４期AO入試面談日
全経電卓計算能力検定
第６期AO入試エントリー受付開始
第５期AO入試面談日
第１回オープンキャンパス
全経コンピュータ会計能力検定
第７期AO入試エントリー受付開始

研修センター
5/16

介護職員養成（初任者研修）科
２月生 修了式
5/19 医療・調剤事務科３月生
医科医療事務検定
6/3 （県委託訓練）
簿記パソコン事務科
介護職員初任者研修科
６月生 入校式
6/9
創立記念日
6/11 医療・調剤事務科３月生
職場見学（大和徳洲会病院）
6/16 簿記会計実務科２月生 修了式
医療・調剤事務科６月生 入校式
6/17-20 介護職員養成（初任者研修）科
４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 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 わかたけ青葉
6/20 医療・調剤事務科３月生
調剤事務検定
6/23 医療・調剤事務科３月生 修了式
7/03 医療・調剤事務科４月生
職場見学（大和徳洲会病院）
7/22 介護職員養成（初任者研修）科
医療・調剤事務科４月生 修了式

大和商業高等専修学校
5/1

校内ガイダンス３年

5/9

防犯ボランティア委嘱式

5/12 生徒集会
5/13 尿検査（再検）
5/15 検定特別授業
5/16 検定特別授業
防犯ボランティア①
5/17 全経電卓検定
5/19-20 検定特別授業
5/22 体育祭
5/23 検定特別授業
5/25 全経簿記検定
5/27-30 中間テスト
5/29 ＰＴＡ総会
5/30 美化デー
6/2-6 あいさつ週間
6/8

英語検定・日商簿記検定

6/9

創立記念日

6/13 防犯ボランティア②
6/14 サービス接遇検定
6/21 秘書検定
6/23 生徒集会
6/25 職員会議
6/30 ワープロ、
プレゼン、デザイン検定
6/30-7/4 期末考査
7/1-7 追試験
7/4

美化デー
校内ガイダンス（２年）

7/7

補習・保護者面談開始

7/7-11 検定特別授業
7/13 全経簿記検定
7/14 表計算・ＨＰ・スピード検定
7/15 保護者会・学級懇談会
7/16 成績会議
7/17 大掃除

都筑ケ丘幼稚園
5/1

月謝引落日
たんぽぽ組入園受付
5/7
保育参観日（年少）
5/8
保育参観日（年長）
5/9
保育参観日（年中）
5/12 内科検診・役員会
5/13 父母の会決算総会
5/14 教員研修会
5/16 講演会
5/17 親児の会
5/19 内科検診
5/20 誕生会・避難訓練
5/23 クッキング保育（年長）
5/26 夕涼み実行委員会
5/27 クッキング保育（年中）
たんぽぽ組教材渡し
5/28 お楽しみ会・面談日
5/30 遠足
6/2
月謝引落日
横浜開港記念日休園
6/3
つくしんぼ組開始
ケータリング（年長）
6/4
虫歯予防集会・教員研修会
6/5
歯科検診
6/6
遠足予備日
6/9
創立記念日（休園）
6/10 誕生会（６月）
6/12 歯科検診
6/15 保育参観日
6/16 保育参観日振替休日
6/17 役員会・プール開き
地域開放事業講演会
6/18-20 聴力検査
6/19-20 航空写真
6/23-27 個人面談（午前保育）
6/23 地域開放事業エアロビクス
6/25 横浜市幼稚園大会
6/30 夕涼み実行委員会・避難訓練
7/1
月謝引落日・誕生会（７月）
7/2
地域開放事業七夕親子製作
7/3
クッキング保育（年少）
7/7
七夕会・役員会（小ホール）
7/8
未就園児見学説明会
7/9
面談日・避難訓練
7/14 誕生会（８月）
7/16 教員研修会
7/17 終業式（午前保育）
7/18 夕涼み会
7/23-24 お泊り保育（年長）
7/28-29 お泊り保育予備日（年長）

学 園 本 部

7/18 終業式・全国大会壮行会
7/19 全経電卓検定
7/21 専修学校展
7/26 コンピュータ会計能力検定
7/29-31 全国高等専修学校体育大会

5/16 現況調査（高校・専修学校）
5/20 現況調査（幼稚園）
5/27 監事監査
5/29 役員会
6/9
創立記念日

○学園本部：高村・丸山・井川

○柏木高校：谷村・古屋

○柏木実業：伊藤（正）・伊藤（史）

○幼稚園：中世古・長井・飛田・伊藤・上阪・山口

○大和商業：大友・青木・坂場

