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令和3年9月 ～ 11月行事予定表
柏木学園高等学校 柏木実業専門学校 大和商業高等専修学校 都筑ケ丘幼稚園

9/1 始業式・防災訓練

9/4 神専各保護者中学生対象説明会

 （相鉄岩崎学園ビル）

9/5 全経簿記電卓競技大会全国大会

 （オンライン）

9/8 委員会の日

9/11 ミニ学校説明会

9/16 就職試験解禁

9/22 紅葉祭準備日

9/23 紅葉祭＆オープンスクール

9/27 紅葉祭振替休日

10/1 衣替え

 推薦入試願書受付（～ 1月19日）

10/2 学校説明会③

10/6 委員会の日

10/12 中間試験（～ 15日）

10/13 1年生エイズ・性感染症予防講演会

10/15 1年生進路ガイダンス

10/16 推薦入試①・全経電卓計算能力検定

10/30 学校説明会④

10/31 全経税務会計検定

11/4 委員会の日

11/6 推薦入試②

11/11 学び場ジュニア（麻溝台中学校）

 PTA運営委員会

11/13 学校説明会⑤・秘書技能検定

11/20 学校説明会⑥

11/22 検定特別授業（～ 26日）

11/27 学校説明会⑦

11/28 全経簿記能力検定

学　園　本　部

9/1 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

9/1 始業式・総合避難訓練・午前保育
9/2 役員会
9/6 運動会実行委員会
9/7 ちびっこ運動会
9/9 運動会園内予行
9/13 誕生日会（9月）
9/14 令和4年度入園説明会
9/15 懇談会
9/16 運動会園外予行①
9/17 運動会園外予行②
9/22 令和4年度たんぽぽ組説明会
 令和4年度2歳児教室説明会
9/25 学生見学会
10/1 午前保育
10/2 運動会
10/3 運動会予備日
10/5 誕生日会（10月）・衣替え
10/7 ケータリング（年長）（予定）
10/8 午前保育
10/11 避難訓練
10/12 スマイルクラブ
10/15 令和4年度願書配布・説明会
10/16 運動会予備日
10/17 運動会予備日
10/18 お遊戯会実行委員会
10/21 優先入園整理券配布
10/25 芋掘り
10/27 懇談会
10/29 午前保育
11/1 令和4年度入園願書受付
11/5 令和4年度プレ保育願書受付
11/8 役員会・避難訓練
11/9 誕生日会（11月）
11/12 令和4年度2歳児教室願書受付
11/15 お遊戯会予行1部
11/16 お遊戯会予行2部
11/18 お遊戯会予行3部
11/19 お遊戯会予行4部
11/24 おたのしみ会
11/26 役員会
11/27 親児の会（予定）
11/29 地域開放　製作
11/30 スマイルクラブ

研修センター

9/2 文化祭準備

9/3 文化祭（1日目）　

9/4 文化祭（2日目）
 中学生向け部活動発表会

9/8 午前3年体育祭・相談日

9/9 午前2年体育祭・午後1年体育祭

9/10 体育祭予備日

9/15・22 相談日

9/24 文化祭振替休日

9/27 学費引き落とし

9/29 相談日

10/1 実用英語技能検定
 （1・2年アド・2年スタ情＋希望者）

10/5 2学期中間試験日程発表

10/6 相談日

10/12-15 2学期中間試験

10/13 相談日

10/14 後援会役員会・ふれあいパトロール

10/16 第1回学校説明会

10/20 相談日

10/23 実力診断テスト
 （1・2年アドバンス その他コースは任意）

10/25-28 修学旅行

10/27 相談日・学費引き落とし

10/29 芸術鑑賞会（グリーンホール）

11/3 第2回学校説明会

11/5 日本漢字能力検定（任意）

11/10 生徒会選挙（4・5限）・相談日

11/11 公開授業・保護者会・
 後援会役員会・ふれあいパトロール

11/14 第3回学校説明会

11/17 相談日

11/20 第4回学校説明会

11/24 相談日

11/27 第5回学校説明会

11/29 学費引き落とし

11/30-12/3 2学期期末試験

9/5 全経簿記電卓競技大会全国大会
 （オンライン）
9/11 第4回オープンキャンパス　
9/25 全経社会人常識マナー検定
9/26 全経BANTO認定試験
10/1 入学願書受付開始
10/2 全経計算実務能力検定
10/16 全経電卓計算能力検定
10/22 第1期推薦・一般入試試験日
10/30 第5回オープンキャンパス
10/31 全経所得税法・法人税法・
 消費税法・相続税法能力検定
11/6 全経文書処理能力検定
11/7 サービス接遇検定
11/12 経理実務コンクール
11/14 秘書技能検定
11/19 第2期推薦・一般入試試験日
11/21 日商簿記統一試験・
 ビジネス実務マナー検定
11/28 全経簿記能力検定

○学園本部：金久保・清水　　○柏木高校：本田・川津　　○大和商業：小笠原・内藤
○柏木実業：伊藤（史）・座間・荒井・小澤　　○幼 稚 園：髙田・笠井・渡邊

9/1 （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
 介護職員初任者研修科
9/6 （求職者支援訓練）6月生　修了式
 パソコンスキルアップ基礎科
9/15 （県委託訓練）7月生
 調剤事務検定試験
9/28 （県委託訓練）9月生　職業人講話
 ＮＰＯ法人都筑区民交流協会
 （県委託訓練）7月生
 介護事務検定試験
9/29 （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
10/22 （県委託訓練）9月生
 医科医療事務検定試験
10/26 （県委託訓練）9月生　職業人講話
 株式会社アスモ介護サービス
 社会福祉法人緑樹会
11/1 （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
11/17 （県委託訓練）9月生
 調剤事務検定試験
11/29 （県委託訓練）9月生
 介護事務検定試験
11/30 （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
 介護職員初任者研修科




