
平成 25 年 

月号 11
No.95 
奇数月発行 

　柏木学園総合体育館の建設工事が、無事に竣
工し９月28日（土）に落成記念式典並びに祝賀会
が開催されました。      
　当日は、甘利経済再生担当大臣をはじめ大和
市長、県会議員、市会議員、私学団体代表、保
護者の方々ら700人余りが集まり、完成をお祝い

しました。 
　また、オープニングセレモニーとして都筑ヶ
丘幼稚園年長組による鼓笛隊演奏、柏木学園高
等学校吹奏楽部の演奏、短歌書道部による舞と
書道を組み合わせた「静御前」の演技なども披露
され、祝賀ムードを盛り上げました。 
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総合体育館（全景） メインエントランス（夜景） アリーナ・講堂 

甘利経済再生大臣の祝辞 

落成式典後に行われた祝賀会 

総合体育館施設紹介 





柏木学園高等学校のページ 

短歌書道部よりお知らせ 
 　11月９日（土）に大和市保健福祉センターホ

ールにおいて行われる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出場し
ます。 
　また、12月25日（水）～28日（土）に横浜市民
ギャラリーあざみ野において行われる第50回高
等学校書道展に作品が出品されます。ぜひご高
覧をいただきますようご案内申し上げます。 

陸上競技会 

漢字コンクール結果 
　８月29日（木）に第１回校内漢字コンクールが行
われました。上位入賞者は以下の通りです。 
【最優秀賞】古谷  望美（２－Ｂ） 
【優 秀 賞】　刀  裕基（３－Ｃ）黒滝  理菜（２－Ａ） 
 宮地那々実（３－Ａ） 
 小島  未夢（３－Ａ）宮尾  優貴（２－１） 
【優 良 賞】野原明日花（３－１） 
 黒岩  彩花（２－Ｂ） 
 島     穂高（３－Ｄ）岩崎  友香（３－Ａ） 
【努 力 賞】　田  勇輝（３－Ｃ） 
 吉田     舞（２－Ｂ） 

卓球部大会報告 
　９月１日（日）に行われた第45回大和市スポーツ
選手権卓球大会において、狩野美姫（１－Ｇ）が一
般女子の部で３位入賞しました。 
　９月23日（月・祝）に行われた第17回神奈川県ジュ
ニアオープン卓球大会において、久保郁弥（２－Ｅ）が
男子Ｃ－18ブロックでベスト８、狩野美姫（１－Ｇ）が
女子Ｃ－３ブロックで決勝トーナメントに進出しました。 

書道コンクール報告 
　第44回神奈川県教育書道コンクールにおいて、
以下の成績を収めました。 
団体　学校奨励賞（７位） 
個人　神奈川県書写能力検定委員会賞（８位） 
　　　内堀　直美（２－Ｆ） 
　　　奨励賞 
　　　橋本　　蓮（２－Ｄ）　野崎　翔太（２－Ｆ） 
　　　河野矢奈 （々２－Ｃ）　三田　涼太（２－Ｄ） 
　　　鈴木　志大（２－Ｇ）　海沼　舞夢（２－Ｃ） 
　　　久保　郁弥（２－Ｅ）　朝比奈雅一（２－Ｇ） 
　　　鶴田三侑人（２－Ａ） 

教員の活躍 
　８月25日（日）に行われた短歌結社全国大会・横
浜大会において、濱谷美代子教諭が天賞（１位）を
受賞しました。 
　９月15日（日）に行われた川崎市秋季市民柔道大
会有段団体の部において、小島朋陽教諭が所属す
る臨港バス柔道部が３位入賞しました。 

バドミントン部大会報告 
　８月19日（月）に行われた北相地区高等学校夏季
大会において、松井優樹（１－Ｄ）が男子Ｂブロッ
クで２位入賞しました。 
　９月14日（土）に行われた神奈川県高等学校新人
大会北相西地区予選において、松井優樹（１－Ｄ）
が男子シングルスで３位入賞しました。 
　10月６日（日）に行われた第38回会長杯争奪バドミン
トン大会（伊勢原市）女子シングルス（Ｃクラス）におい
て、西結衣（１－Ａ）が優勝しました。また、顧問の藤
平翔が男子シングルス（Ｃクラス）で３位入賞しました。 

柏高祭 
　９月６日（金）、７日（土）に文化祭が行われました。
今年はスローガンに「あなたに会いたい柏高祭～
Best Friend&Best Memory」と掲げ、各クラス、部
活、委員会等がそれぞれに趣向を凝らした企画を披

露し、多くの来場者を
迎えて盛り上がりました。
また、７日には大和市
のイベントキャラクター
「ヤマトン」も来校し、
学園祭に花を添えました。 

 

　10月７日（月）に大和スポー
ツセンターにおいて、第７回
陸上競技大会が行われました。
クラス総合結果や各競技の第
１位記録者は、以下の通りです。 
 
 総合優勝　１年Ｆ組 
 準優勝　３年Ａ組 
 第３位　１年Ｃ組 
  男子 100ｍ走 青木　　颯（３－Ｈ） 
   200ｍ走 萩原　　拓（１－Ｆ） 
   400ｍ走 阿部　優気（３－２）◎ 
   1500ｍ走 阿部　慎也（３－Ｆ） 
   走り幅跳び 勝田　　怜（２－１）◎ 
   走り高跳び 尾崎　　稜（２－Ｇ） 
   砲丸投げ 川　　太地（３－５） 
   ジャベリックスロー 青木　　颯（３－Ｈ）◎ 
  女子 100ｍ走 柚原　涼香（１－Ｂ） 
   200ｍ走 鑪　　彩香（１－Ｆ） 
   400ｍ走 佐伯恵美里（３－Ａ）◎ 
   走り幅跳び 遠藤優里奈（１－Ｇ） 
   走り高跳び 　橋　みき（３－Ｃ） 
   砲丸投げ 鑪　　彩香（１－Ｆ）  
   ジャベリックスロー 町田　りお（１－Ｈ） 

 ◎は大会新記録更新者 
 クラス対抗リレー優勝　２年１組 



入学願書・学校見学・体験入学 受付中 
　10月１日（火）より、入学願書の受付を開始いたしま
した。また、学校見学・体験入学は随時受付をしており
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 
ＴＥＬ：０４６－２６１－０１５８ 
Ｅ‐mail：jitsugyo＠kashiwagi.ac.jp

防災訓練 
　防災の日にちなみ、
９月２日（月）に大和商
業高等専修学校と合同で、
防災訓練を実施しました。 
　今年度は地震発生を
想定した訓練を行い、

どの学生も真剣な面持ちで訓練に臨んでいました。
また、訓練終了後には学校に備蓄している水と缶
詰のパンを学生に配布し、防災と備蓄に対する認
識を深める良い機会となりました。実際に災害が
発生したときは、落ち着いて避難ができるように、
日頃から意識を持って行動を心掛けましょう。 

秋のスポーツ大会 
　10月15日（火）に、秋のスポーツ
大会を実施しました。 
　バドミントン、卓球、ソフトバ
レーの３競技に取り組み、総合優

勝は経営経理研究科１年、準優勝は経営経理研究科
２年と経理本科１年でした。また表彰式の後は祝勝
会が行われ、軽食を囲み学科や学年を超えた交流が
できたようです。 

　９月10日（火）、簿記会計実務科
生を対象に職業人講話授業が実施
されました。職業人講話授業は全
５回で、毎回様々な企業や会計事
務所等、実務の現場で活躍する方をお招きし、ご講話
をいただいております。今回は５回目で、特定社会保
険労務士として開業をされている滝澤　勇先生によ
る講話が実施されました。講話では特定社会保険労
務士という職業についての説明だけではなく、滝沢
先生は会社の人事としての仕事の経験もある為、訓
練生の再就職活動に対する具体的なアドバイスも多
数いただきました。訓練生にとってはとても励みと
なり、再就職活動への意欲も高まる時間となりました。 

職業人講話　簿記会計実務科 

大和徳洲会病院見学　医療・調剤事務科 
　９月18日（水）に医療・調剤事務
科生が職場見学として、大和徳洲
会病院を見学しました。病院の概
要や、医事課の仕事内容、そして病

院施設内の見学もさせていただきました。医療機関な
らではの職場の様子や仕事の特徴、また、日々学校で
授業をしている医療事務の勉強が医療機関での実務
にどのように結びつくのか等、訓練生の立場に立っ
たご説明などもいただくことができました。訓練生は、
学校での勉強の必要性を改めて実感するとともに、
医療機関の現場を知る有意義な見学となりました。 

校内経理実務コンクール　12月に開催 
　来たる12月11日（水）に校内経理実
務コンクールを開催します。競技種
目は、簿記の部、電卓の部、社会・
一般常識の部の３部門です。 
　日頃の学習成果を発揮できるように、
コンクールに臨んでください。 

平成25年度　紅葉祭 

平成25年度　第4回オープンキャンパス 

　９月20日（金）に、大和商業高
等専修学校と合同で平成25年度
紅葉祭を開催しました。 
　今年度は学科毎に趣向を凝ら
した企画が練られ、医療情報学科はお客様とゲー

ムで勝負し、集まったスタン
プの数で賞品が決まる「チャ
レンジカフェ」、経営経理研
究科はポップコーンと天津甘

栗の店「外山先生とゆかいな仲間たち」、経理本科
はドミノ倒しで在籍学生の母国を英語で描いた「Let's 
Domino Effect」を開催。
１日のみの開催ながら、
どのブースも大盛況で、
訪れたお客様も大満足の
様子でした。 

　９月28日（土）に、平成25
年度第４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、PowerPointの使い
方講座と題し、普段プレゼンテーションソフトと
して使用するPowerPointを「たまご１パック50円」
の広告を作成するツールとして使用し、体験授業

を行いました。　 
　用意されたテンプレートから好
きなものを選び、参加した高校生
それぞれの個性が光る広告を作成
していました。 
　普段はプレゼンのソフトとして
しか使用しないPowerPointの変わっ

た使い方に、参加した高校生は大満足の様子でした。 
　次回オープンキャンパスは11月30日（土）の予定
です。「職業人の所作・マナー講座」「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、右記入試相談係まで。 

昨年のコンクールの様子 



体育館に校歌歌詞板を設置 

美術展 金賞受賞！ 
　科学技術学園高等学校の美術展選考にて２Ｂの
安達美輝さんの書道作品「夏雲多奇峰」が金賞を受
賞しました。受賞作品は10月19日、20日に科学技
術学園高等学校にて展示されました。 

3年生進路速報 
　今年も就職試験、専門学校や大学の入試が始まりま
した。夏休み中も学校に登校し、先生方に履歴書や小
論文の添削をして頂いたり、何度も何度も納得のいくま
で面接練習を行う姿が見られました。生徒一人ひとりが
自分の進路に向け、歩き始めています。みんな、頑張れ！！ 
 
　10月30日現在の状況 
進学 
柏木実業専門学校、 
東京スクールオブミュージック専門学校、 
聖ヶ丘教育福祉専門学校、湘南医療福祉専門学校、 
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、 
カコトリミングスクール 
 
就職 
（株）ビックヨーサン、日本駐車場開発（株）、 
医療法人かもめクリニック、社会福祉法人草加福祉会、
クラシックレジデンス東戸塚、（株）栄和産業、 
（株）ティーケーエス、 
特別養護老人ホームひまわりの郷、 
特別養護老人ホームフォーシーズンズヴィラこもれび 

推薦入試情報 
　平成26年度の入学願書受付が始まりました。詳
細は下記の通りです。 

職業体験（美容師） 

福祉作文コンクール　2名受賞 

介護職員初任者研修開始 
　今年度も11月６日（水）から週２回２年生対象の
ヘルパー講習会が始まりました。９時から16時半
までにわたる講義や介護実技を経て資格取得を目
指しています。本年度からは、終了評価筆記試験
が研修の最終日に行われます。みなさん、頑張っ
て下さい。 

願書受付：平成25年10月１日（火）～ 
平成26年１月17日（金） 

試験日（土曜日）：11月16日・12月14日・１月18日 
集合時間：午前　９時30分 
試験科目：面接試験（保護者同席） 

推薦入試 

　本校体育館に、
講道館柔道七段
瀬谷区善道館館長、
伊藤吉治様より
校歌の歌詞板を
寄贈していただき、
9月12日（木）に設置しました。素敵な歌詞板をいた
だき、ありがとうございました。 
　保護者・卒業生の皆様、学校にお越しの際は、
ぜひご覧ください。 

　福祉コースの授業の一環と
して、福祉作文コンクールへ
参加した所、本校から２名、
受賞者が選出されました。（大
和市福祉推進委員会主催、市長賞に２年久保優希さん、
大和市福祉推進委員会賞に３年鈴木遥香さん） 
　久保さんはＦＭやまとにも出演、10月20日（日）
には授賞式があり、二人で出席しました。約800作
品ある中からの受賞です。おめでとう！ 

　10月18日（金）、国際総合
ビューティーカレッジから
プロの美容師を招き、実習
を行い、ヘアメイクの大変
さや、美容業界の実情を学
びました。今後も様々な学

校と協力して職業体験を行います。 

　本校の文化祭（紅葉祭）が９月20日（金）21日（土）
に専門学校と合同で開催されました。今年度から
は３年ぶりに外部公開となり、20日が保護者のみ、
21日が一般の方も来校することが可能となりました。
生徒会を中心に生徒たちが協力し合い準備をした
結果、昨年度よりも更に盛り上がる紅葉祭となり
ました。今年度のスローガンは、自分たちだけで
はなく、より多くの
人に紅葉祭を楽しん
でもらいたいという
気持ちを込めて、“Let's 
Enjoy Momiji Festival”
となりました。 
　ステージでのパフ
ォーマンスやクラス
の催し物は、とても
盛り上がり、素晴ら
しい紅葉祭となりま
した。売上金の一部は、
東日本大震災の義援
金として寄付します。 



都筑ヶ丘幼稚園のページ 

 

　震災が起きた想定で保護者への引き渡し
訓練を行いました。 
　当日は、幼稚園から自宅までの経路や帰
宅方法、所要時間ほか水道、トイレ等を含
む避難場所を確認する機会となりました。 

〈玉入れ〉 
　たくさんのボール
をカゴに入れ、悪者
モンスターを無事に
倒すことができました。 

〈遊戯： 
わんぱく戦隊☆アソブンジャー〉 

　変身ベルトを付けて、にこにこ
笑顔で可愛いく踊ることができま
した。 

　総合体育館で行なわれた落成記念式典
では、年長組151名が練習してきた鼓笛
を発表しました。「スーパーカリフラジ
リスティックエクスピアリドーシャス」「カ
ントリーロード」「きみもとべるよ」の3曲
をとても上手に演奏することができました。 

　年長組みんなで心を込め
て「ゆうきのうた」と「LET'S 
GO！いいことあるさ」の2
曲を歌いました。151名の
素敵な歌声で会場を盛り上
げてくれました。 

9月4日（水） 

10月6日（日） 

　雨天延期で、一日遅
れた運動会でしたが、
当日は天候にも恵まれ、
午後には太陽も顔を出し、
たくさんの方々に見守
られながら、今までの

練習の成果を十分発揮することができました。 

〈パラバルーン〉 
　みんなで力を合わ
せて大きなパラバルー
ンを膨らませること
ができました。 

〈遊戯：ナイテタッテ〉 
　キラキラのマラカスを持って踊
りました。難しいウェーブにも挑
戦して、かっこよく決めてくれま
した。 

〈組体操〉 
　太鼓の音に合わせ
てタワーやスペース
シャトルなど様々な
技を見せてくれました。 

〈遊戯：イロトリドリ〉 
　ニワトリに変身した子どもたち
がカラフルなポンポンを持ち、力いっ
ぱい踊ることができました。 

　今年もたくさんの方々にお越
し頂きました。当日は、寄贈品
販売をはじめ模擬店やゲーム、
川和太鼓や川和高校吹奏楽部に

よる演奏や、
先生たちの出し物で大変盛り上がり、と
ても賑やかな一日となりました。寄贈品
等のご協力ありがとうございました。 

10月19日（土） 

11月１日（金）　平成26年度入園願書受付 
　　12日（火）　誕生会 
　　13日（水）　お楽しみ会 
12月１日（日）　お遊戯会　　 
　　10日（火）　誕生会（12月） 
　　12日（木）　おもちつき 
　　17日（火）　クリスマス会 
　　18日（水）　未就園児クリスマス会（在園児休園） 
　　20日（金）　終業式 

10月12日（土） 

9月28日（土） 



後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ 

　日増しに秋も深まり、朝夕は肌寒く感じるように
なってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
９月に開催された文化祭で後援会は恒例の豚汁とお
にぎりの販売をいたしました。数年前までは生徒数
も少なかったため、後援会も数多く出店していまし
たが、今では生徒数も増え、各クラスの催し物でと
ても賑やかな文化祭になりました。今年の文化祭は
前日の台風の影響で当日準備をすることになり、慌
ただしいスタートでしたが、無事に終えることがで
きました。 
　そして先日行われた陸上競技会も朝の天候が気に

なりましたが、予定通り開催され、後援会も水分補
給のジャグを用意してのお手伝いをしました。さす
がに高校生になると競技する姿に迫力があり、応援
にも力が入りました。日にちは前後しますが、柏木
学園総合体育館落成式もあり、後援会もお手伝いを
させていただき有意義な一日を過ごすことができま
した。秋の行事を終えると本格的な冬がやってきます。
皆様どうぞご自愛ください。 
 

平成25年度後援会会長　佐藤はるみ 

柏木学園高等学校後援会 秋の行事を終えて 

　実りの秋を迎え、山々の紅葉が大変美しい季節と
なりました。そんな、この季節を代表する言葉に「秋
高馬肥（しゅうこうばひ）」があります。 
　さわやかな気持ちの良い秋の季節を指す言葉で、「秋
高くして馬肥ゆ」とも読みます。 
　現在の日本では、行楽の好季節という意味で使わ
れることの多いこの言葉ですが、もともとは、高く
澄み渡った秋空の下、食欲が盛んになった馬がよく
肥え、たくましくなるという意味で使われていました。 
　11月から１月にかけては、簿記・文書処理・電卓

など、大変多くの検定試験が施行されます。学習の
しやすいこの時期に、１つでも多くライセンスを獲
得し、成果が上がることを望まずにはいられません。 
　また、２年生の皆さんは、卒業後の進路が決まっ
てくる時期かと思います。 
　皆さんにとっての「最高の職場」「最高の進学先」が
見つかったという話を耳にできるのを、楽しみにし
ております。 
 

教育交流会会長　安藤　満 

柏木実業専門学校教育交流会 秋高馬肥 

大和商業高等専修学校ＰＴＡ 紅葉を終えて 
　日頃よりPTA活動にご理解・ご協力頂きありがと
うございます。 
　９月20日（金）21日（土）両日とも秋晴れに恵まれた
なか行われた紅葉祭では、生徒会の皆さんをはじめ、
クラスで揃えたＴシャツ等で賑わう生徒たちはとて
も楽しそうで「盛り上げよう」という気持ちが伝わっ
てくる様でした。また卒業生も多くみられ、先生方
と談笑する姿も微笑ましい光景でした。PTAでは、
今年もポテトフライなどの揚げものを出店しました。
生徒達やご近所の皆様また、ご来校頂いた方々より
好評をいただき、２日目には、予定していたよりず

いぶんと早くに完売という事態に急遽「揚げパン」を
新メニューとして販売することになりました。PTA
のお母さま方の親睦も深まる良い機会になったので
はないかと思います。 
　２年生には、修学旅行という楽しい行事が続きま
したが、体調に気を付けて勉学も頑張って下さい。 
　11月13日（水）にはPTA主催のヨガ教室も開かれま
す。参加をお待ちしています。 

 
一学年役員一同 

都筑ヶ丘幼稚園父母の会 落成式、運動会、バザーを終えて 
　今年も金木犀の薫る頃となりました。日ごろ父母
の会へのご協力、本当に感謝しております。 
　９月28日（土）　柏木学園総合体育館落成式にて年
長組さんが鼓笛を演奏させていただきました。防災
拠点となる近代的な体育館での演奏は忘れられない
思い出になりました。 
　10月６日（日）　１日延期となりましたが、前日の
対応、当日のグランドの準備など先生方が早朝より
動いてくださり、無事に行うことができました。１
学期から当日まで暑い中での練習の成果を存分に発
揮できた事と思います。本当に先生方の努力に感謝し、

こども達の成長に感動いたしました。 
　10月12日（土）　保護者の皆様にご協力いただいて
の寄贈品販売や各模擬店等もある中、先生方の出し物、
川和特別太鼓クラブ、川和高等学校吹奏楽部による
演奏等で会場も盛り上がり無事に終える事ができま
した。 
　行事が気持よくできるのは、クラス役員の皆様、
各実行委員の皆様にお手伝いいただいての事と思い
ます。本当にありがとうございました。 

 
父母の会会長　平柳びおら 



柏木学園高等学校 柏木実業専門学校 
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平成２５年１１月～平成２６年１月行事予定表 

11/1 月謝引落日 
 Ｈ26年度入園テスト、在園児休園 
11/5 役員会（小ホール） 
11/6 懇談会 
11/8 年少クッキング 
11/11 Ｈ26年度つくしんぼ組（プレ保育） 
 説明会 
11/12 お誕生会（11月） 
 さつまいもパーティー 
11/13 お楽しみ会　教員研修会 
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 
11/25 プレ保育つくしんぼ組 
11/26 お遊戯会行事予備日 
11/29 午前保育 
12/1 お遊戯会 
12/2 お遊戯会振替休日 
 月謝引落日 
12/3 役員会 
 DeNAベイスターズ野球体験 
12/5 ダディ―＆マミー 
12/7 お遊戯会予備日 
12/9 地域開放ヨガ 
12/10 誕生会（12月） 
12/12 おもちつき 
12/14 第２回親児の会 
12/16 地域開放エアロビクス 
12/17 クリスマス会 
12/18 未就園児クリスマス会、在園児休園 
12/20 終業式、午前保育 
1/6 始業式、獅子舞 
 月謝引落日 
1/7 誕生会（１月） 
 年長児対象、小学校に向けて話し合い 
1/8 懇談会 
 年長保護者対象、 
 小学校に向けて話し合い 
1/14 役員会 
1/15 Ｈ26年度体験保育 
 在園児休園 
1/20 バザー収益 
1/21　バザー収益予備日 
1/27 年長クッキング保育 
1/28 お楽しみ会 
 ダディ―＆マミー 

11/3 湘南そろばん塚顕彰会 
12/20 役員会 
12/26 職員仕事納め 
1/7 職員仕事始め 

10/31-11/2  修学旅行 
11/2 サービス接遇検定 
11/5 修学旅行振り替え休日（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 
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 
11/26 初任者研修 
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・学年会・生徒会委嘱式 
 日本語ワープロ検定 
 文書デザイン検定 
11/30 第五回体験入学 
12/2-7  期末考査 
12/3-9  追試験 
12/6 美化デー・ 
 １年生校内進路説明会 
12/7 第六回体験入学 
 全経電卓検定 
12/9 保護者面談開始・スピード検定 
12/9-13  追・再試験 
12/10 初任者研修 
12/11 表計算・ＨＰ作成検定 
12/12 初任者研修 
12/14 ②推薦入試 
 コンピュータ能力検定 
12/17 初任者研修 
12/19 初任者研修 
12/20 保護者会・学級懇談会 
12/24 大掃除 
12/25 終業式 
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 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 ③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 生徒総会・学年会 
1/24-30  ３年追・再試験 
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 
1/31 ３限までの授業（一般入試のため） 

11/2 全経文書処理能力検定 
11/13 秋季夜間簿記講習会修了式 
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 
12/7 全経電卓計算能力検定 
12/11 経理実務コンクール 
12/14 全経コンピュータ会計能力検定 
12/20 冬休み前終業式 
1/8 冬休み明け始業式・文化交流会 
1/18 第６回オープンキャンパス 
 全経社会常識能力検定 
1/22-24  専門課程生　進級・卒業試験 
1/25 全経計算実務能力検定 
1/27-31  専門課程１年生 
 全経文書処理能力検定授業週間 
1/27-29  専門課程生　追試験（午後） 
1/31 専門課程生　再試験者発表 
 

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 
11/28  （県委託訓練） 
 介護職員初任者研修科10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 
12/10-13  （県委託訓練） 
     介護職員初任者研修科10月生 
     職場実習 
     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 
     まごごろ館大和東 
     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 
12/3 （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　入校式 
12/27 （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　修了式 
1/22 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 
1/28 （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 
 

11/1 漢字能力検定（任意） 

11/9 第２回学校説明会 

11/13 生徒会選挙 

 立会演説会・投票 

11/17 日商簿記検定 

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 

12/3-6  ２学期期末試験 

12/7 第５回学校説明会 

12/10・11  試験返却 

12/12 生徒対象普通救命講習 

12/20 大掃除 

12/24 ２学期終業式 

12/25 生徒冬季休業開始 

1/7 生徒冬季休業終了 

1/8 ３学期始業式 

1/15 第２回漢字コンクール 

1/21 ３学期期末試験日程発表（３学年） 

 大掃除 

1/22 推薦入試 

 生徒自宅学習日 

1/23 推薦入試合否発表 

1/28-31  ３学期期末試験（３学年） 

    修学旅行（２学年） 

○学園本部：小平・丸山　　　　　○柏木高校：谷村・古屋　　　　 

○大和商業：大友・青木・坂場　　○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 

おや こ 


