平成２３年度学事報告
（４月）
4/5(火)

新学期準備・運営委員会(9:00〜)・主任会(15:00〜)・連絡会(16:00〜)
再試験(8:50〜10:40)・指導要録提出〆切・英語科教科会(13:30〜)
各学年会(15:00〜16:00)・建設委員会定例会(15:00〜)

4/6(水)

新入生登校日・入学式予行・生徒会指導部会(13:00〜14:00)
総務企画広報部会(14:00〜14：30)・生活指導部会(14:30〜15：00)
１年学年会(15:00〜)・Ｓ特進コース部会(15:00〜)

4/7(木)

始業式・総務企画広報部会/教務部会(15:00〜)・部活動顧問発表
生徒会役員会(11:30〜)・部活動部長/全学委員長打ち合せ(11：30〜)

4/8(金)

第４２回入学式(３４１名入学)・学年主任/コース責任者打合会(13:20〜)
臨時時間割発表・１年学年会(15:00〜)

4/9(土)

自宅学習日

4/11(月) 対面式・部活動/委員会紹介・オリエンテーション(1年)・身体測定(2/3年)
アンケート調査(通学/取得検定)
4/12(火) 1年ガイダンス(1〜3校時)・教育振興会2/3年クラス理事選出(2/20〆切)
１年学年会(14:00〜)・教務部会(15:30〜)
自転車通学許可願い提出(〜4/14〆切)
部活動勧誘ポスター受付(〜4/18)・運営委員会(9:00〜)
Ｓ特進３年個別面談(〜4/14)・LHR(1/2校時)
4/13(水) １年ガイダンス(1〜4校時)
4/14(木)

学院祭実行委員会執行部会(14:30〜)・避難経路図の各教室掲示
授業時間割案改訂版発表・ボランティア体験講座申込受付(〜5/6)

4/15(金)

1学年レクリエーション・奨学金/授業料減免アンケート配布

4/16(土)

第１回教育振興会役員会(13:00〜)・6号館業者清掃

4/18(月)

知能検査/学年集会/身体測定/LHR(１年)
第１回実用英語検定試験申込(〜5/13)

4/19(火)

内科検診(2/3年)・学級組織票提出・建設委員会総合定例会(14:00〜)
運営委員会(9:00〜)・１学年集会・１年朝読書開始

4/20(水)

内科検診・奨学金/授業料減免アンケート申込受付（〜4/22)
下校時スクールバス時刻表配布・教育振興会理事選出〆切
１年LHR/ 知能検査

4/21(木)

連絡会(15:50〜)・歯科検診・保健体育委員会執行部会(15:40〜)
学習委員会 (15:40〜)・広報委員会(15:40〜)・総務企画広報部会(16:20〜)
学力テスト監督割発表

4/22(金)

胸部X線・心電図検査(1年)・保健体育委員会執行部会(13:5 )
パソコン検定試験日程配布・教職員緊急連絡網(教職員用)

4/23(土)

３年進学コース保護者会(10:00〜)・２年英語コース保護者会(10:00〜)
各種目毎練習(スポーツコース)・自宅学習(1年進学/S特進/3年英語コース)
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4/25(月)

学力テスト(1/2年)・第１回漢字検定試験申込(〜4/28)・避難経路図確認
清掃用具不足配布

4/26(火)

運営委員会(9:00〜)・建設委員会定例会(13;00〜)・教育実習打合会(16:00〜)

4/27(水)

教育振興会理事会開催の案内配布・教科係会(13:00〜)
S特進コース担当者会(16:20〜)・英語検定試験申込案内の配布
保健体育委員会執行部会(15:30〜)体育祭アンケート用紙配布
法人理事会(大学本部)

4/28(木)

主任会(15:50〜)・進路指導部会/学習指導部会(15:20〜)
仮入部〆切・進度表提出〆切・授業シラバス提出〆切
生徒会中央会議(15:430〜)・運営委員会(9:00〜)
学院祭実行委員会(15:40〜)・全学HR委員会(15:40〜)
食の検定試験勉強会(15:40〜)・学校要覧記載の確認
日本語検定試験ポスター掲示

4/29(金)

昭和の日

4/30(土)

土曜講座(S特進コース)・自宅学習(進学/英語コース)
各種目ごとに活動(スポーツコース)

（５月）
5/2(月)

創立記念日

5/6(金)

教育振興会総会案内配布・東日本大震災義捐金(教職員:30,455円)
部活動部員数報告(総務企画広報)・尿検査容器配布(保健厚生)

5/7(土)

講演会(8:40〜11:00生徒会主催)
演題：
「目標の仕事に就くために〜テレビニュースの仕事」
講演者：坂本隆之氏：フジテレビ報道局プロデューサー
(外信部/社会部/クアラルンプール支局長/湾岸戦争特派員/FNNスピーク
スーパーニュースプロデューサー)

5/9(月)

パソコン検定試験申込〆切・図書委員会(15:40〜)・尿検査(〜5/10)
学習委員会執行部会(13:05〜)・数学検定試験申込受付(〜5/13)
歴史検定試験・ニュース時事能力検定試験の募集掲示
中間考査時間割案掲示・S特進コース通常補習開始(16:40〜18：40)
１年学年会(16:30〜)

5/10(火)

運営委員会(9:00〜)・尿検査

5/11(水)

尿検査・永年勤続者表彰(法人本部)
TOEIC Brige検定試験(２年英語コース15:30〜16:30)
日本語検定試験申込受付(〜5/13)・自転車通学ステッカー登録確認

5/12(木)

連絡会(15:50〜)・生徒会中央会議(15:30〜)
パソコン検定試験(15:40〜16:40)

5/13(金)

１年学年会(16:30〜)・生物部教材配布会(来校１０５校15:10〜)
生徒会役員/委員会/部活動部員入力確認

5/14(土)

２年進学コース保護者会(10:00〜)・土曜講座(Ｓ特進コース)・自宅学習
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各種目ごと練習(スポーツコース)・生物教材配布(４５校10:00〜)
5/16(月)

食の検定試験申込受付(〜5/20)・保健体育委員会執行部会(15:40〜)
通学路交通安全マナーキャンペーン指導)・１学年集会(7校時)
日本英語検定協会団体努力賞受賞

5/17(火)

硬筆毛筆検定試験申込受付(〜5/20)・部活動ホームぺージ更新
運営委員会(9:00〜)・建設委員会総合定例会(14:00〜)
松戸２中学校見学(３年生６名14:30〜)
中間考査時間割発表・部活動中止(〜5/26)・生活指導部会(15:40〜)
１年学年会(16:30〜)

5/18(水)

クールビズのお知らせ(配布)

5/19(木)

生徒会担当者会議(15:50〜)・教育実習打ち合せ会(16:00〜)
尿検査(再検/未提出)・中間考査監督割案提示・教務成績点票確認

5/20(金)

中間考査試験問題〆切

5/21(土)

教育振興会理事会(13:00〜)・第１回卒業準備委員会(14:00〜)
第２回教育振興会役員会(15:00〜)・１年保護者会(進学コース10:00〜)
２年Ｓ特進コース保護者会(10:00〜)・自宅学習(2/3年進学・英語コース)
各種目ごと活動(スポーツコース)

5/23(月)

短縮授業(40分×6校時)・教科係会(16:00〜)
自転車通学者チェック票配布(1年)
3/11東日本大震災生徒対応状況調査(教職員)・教務部会(12:30〜)
クールビズスタート・スタディサポート反省会(1年14:50〜15:50)

5/24(火)

中間考査(〜5/27)・１年学年会(13:00〜)

5/25(水)

顧問会議(13:00〜)・教職員健康診断(9:00〜12：00)
指導要録最終確認(提出5/31)

5/26(木)

理事・評議員会(13:00〜)・教育実習(14名〜6/16)
教育実習ガイダンス(10:00〜14:30)
ハワイ修学旅行写真展示(3年進学コース)

5/27(金)

避難訓練(11:10〜)・生徒総会(11:50〜)・１年集会(12:20〜)
運営委員会(13:30〜)・生活指導部会(13:40〜)

5/28(土)

自宅学習・各種目ごと活動

5/29(日)

模擬試験(特進SXコース1/2年)

5/30(月)

尿検査・スタディサポート反省会２年(14:50〜15：50)
学校生活サポートテスト(1年)・S特進面談(1/2年SX〜6/10)
カウンセリングルームだより発行
１年集会(7校時)・尿再検査・生活指導部会(16:30〜)

5/31(火)

出席簿月末統計・運営委員会(9:00〜)・指導要録確認訂正〆切

《６月》
6/1(水)

頭髪服装検査(進学３年)・保健体育委員会執行部会(3年)

6/2(木)

主任会(15:50〜)・学院祭実行委員会(15:45〜)・生活委員会執行部会(13:00〜)
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学習委員会執行部会(15:40〜)・教育実習(2週間開始)
パソコン検定試験勉強会(15:30〜6/6)・学校案内/入試要項配布
6/3(金)

定期考査状況報告〆切・成績入力〆切・学院祭デザイン募集ポスター掲示
書写検定試験資料配付(受験申込122名)

6/4(土)

第３回教育振興会役員会(12:00〜)・教育振興会総会(13：00〜)
第４回教育振興会役員会(14:00〜)・進路ガイダンス(3年進学コース)
土曜講座(S特進コース)
自宅学習(1/2年進学・2/3年英語コース)・各種目毎活動(スポーツコース)
上野松坂屋高校説明会(10:00〜16：00)

6/5(日)

代々木ゼミ模試(特進コース２年SS)

6/6(月)

尿検査最終日・生徒会/学院祭委員執行部会(15:30〜)
地歴公民科教科会(13:00〜)・空調機使用取り扱いについて(連絡)
パソコン検定試験勉強会(15:30〜)
久寺家中学校高校説明会(13:30〜)

6/7(火)

運営委員会(9:30〜)・建設委員会定例会(14:00〜)
日赤救急法講習会申込書配布(8/3〜8/5)・高校生ボランティア案内掲示
教育振興会総会資料配付
芸術鑑賞会プリント配布(保護者宛)体育祭クラス分け掲示
成績確認訂正(16:00〆切)

6/8(水)

数学検定試験申込者(13:00〜)・中間考査通知票配布

6/9(木)

連絡会(15:50〜)・総務企画広報部会(16:20〜)
パソコン検定試験申込受付(〜6/16)・保健体育委員会(15:40〜)

6/10(金)

第１回英語検定試験(16:30〜)・漢字検定試験(16:30〜)

6/11(土)

土曜講座(S特進コース)・各種目毎活動(スポーツコース)

6/13(月)

保護者面談(１・２年〜/24３年〜7/2)・書写検定試験実技講習会(〜6/16)

6/14(火)

教育実習研究授業(1〜5校時)
麻疹/風疹予防接種の案内配布(2年進学/英語コース)

6/15(水)

県民の日

6/16(木)

教育実習研究授業(1〜6校時)・教育実習反省会(16:00〜)
松戸第一中学校保護者見学(92人9:30〜10:30)・総務企画広報部(Vivid撮影)

6/17(金)

芸術鑑賞会(「The Wind of God」13:00〜柏市民文化会館)
日本語検定試験(9:50〜12:00)

6/18(土)

塾対象説明会(参加56人10:00〜12：00)
進路ガイダンス(2年進学コース8:40〜12:00)・S特進土曜講座(8:40〜12：00)
自宅学習(1/3年進学・英語コース)

6/20(月)

パソコン検定試験勉強会(3級/準2級15:30〜)・平成２４年度使用教科書選定
(6/28申請〆切)・硬筆検定試験(16:30〜)・自転車点検(15:30〜)

6/21(火)

国語科教科会(13:00〜)パソコン検定試験勉強会(15:30〜)
毛筆検定試験(16:30〜)・体育委員会執行部会(15:30〜)

6/22(水)

パソコン検定試験勉強会(15:30〜)・学院祭参加申込〆切
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部活動夏季校内合宿申請〆切
6/23(木)

教育実習評価表提出〆切
松戸市進路部会視察研修(教員30人来校15:20〜16:20)・自転車点検
学院祭実行委員会執行部会(15:40〜)・保健体育委員会執行部会(15:40〜)
パソコン検定試験(15:30〜)・高柳中学校説明会(14:30〜)

6/24(金)

保健体育委員会執行部会(15:30〜)・小論文指導(３年進学コース7校時）
数学科期末考査勉強会(15:30〜)

6/25(土)

２年英語コース保護者会(10:00〜)・S特進コース土曜講座

6/27(月)

東葛地区ターミナル駅周辺補導(〜7/1)・１年集会(7校時)

6/28(火)

期末考査時間割発表・運営委員会(9:00〜)
スポーツコース救急救命講習会 (13:20〜)・職員室生徒入室禁止(〜7/13)
２４年度使用教科書申請〆切・１年SLST報告会(15:40〜)

6/29(水)

スポーツコース救急救命講習会(13:20〜)

6/30(木)

校内外合宿申請〆切・主任会(15:50〜)・期末考査監督割(案)発表
教職員健康診断結果通知

《７月》
7/1(金)

期末考査試験問題〆切・学院祭出展申請〆切・広報委員会執行部会(13:00〜)・
夏季休業中の動静表(7/20〆切)・富勢中学校説明会(保護者/生徒２２８名)

7/2(土)

自宅学習

7/4(月)

教育振興会役員会の案内配布・１年進学コース夏期講習担当者会(12:20〜)
教務部会(15:30〜)・短縮授業(40分×6校時)・校外補導(〜7/8)

7/5(火)

期末考査(〜7/8)・教職員健康診断事後指導(13:00〜15:00)
南流山中学校説明会(保護者/生徒２５７名)
会員塾限定/東葛市川地区私立１４校入試説明会(9:30〜13：30)

7/6(水)

連絡会(13:30〜)・総務企画広報部会・教科係会
教育課程研究協議会参加申込〆切・部活動予算申請受付(〜7/17)
野田東部中学校説明会(保護者/生徒２００名)

7/8(金)

特別講演会(12:20〜)
演題「東葛地区での高校生を取り巻く現状」
講師 我孫子署生活安全課・東葛地区少年センター
献血申込〆切・国語科研修会(13:30〜)

7/9(土)

自宅学習

7/11(月)

成績処理日

7/12(火)

特別授業・体育委員会執行部会(12:20〜)
学院祭実行委員会執行部会(12:20〜)
１学年頭髪指導・１年夏季講習説明会・日赤救急法講習会事前説明
２学年集会３学年集会・建設委員会定例会(14:00〜)

7/13(水)

特別授業・校内献血(43名)・出席簿の記入/訂正〆切・成績入力〆切(14:00)
追試問題 〆切(13:00)・自転車乗車マナー登校指導
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部活動出張願(7/25・8/19〆切)野田南部中学校説明会(生徒/保護者396名)
学院祭出展団体打ち合せ(12:30〜) 体育委員会執行部会(12:10〜)
追試験問題〆切
7/14(木)

追試験・教科会・大津が丘中学校説明会(生徒/保護者203名)
S特進コース夏期講習(〜8/23)・生活指導部会(13:00〜)
資料作成/確認訂正(13:00)・教務部会(13:00〜)・部活動予算申請〆切

7/15(金)

学年会議・成績会議(13:30〜)・連絡会・教科係会
定期考査状況報告〆切・追試験

7/16(土)

追試験・中央学院大学見学会(３年保護者/生徒9:30〜)

7/17(日)

学研CAI絹の台教室説明会(保護者約20名13:20〜)

7/18(月)

２年英語コース海外研修出発(オーストラリア・ブリスベン18日間〜8/4)

7/19(火)

教科会・運営委員会(9:30〜)・追試験結果報告〆切
総務企画広報部会(13:00)
期末指導計画提出〆切

7/20(水)

終業式・第５回教育振興会役員会(12：30〜)・部活動激励会(12:00〜)
１学年集会(林間学校事前指導(10:30〜)・林間学校引率教員打合会(13:30〜）
S特進夏季合宿担当者会(14:00〜)・全学図書委員会(11：00〜)
クッキング部会(11:00〜)CGTIMES７月号発行・健康診断票(個人記録)配布
学校見学会実施要項案配布・英語検定試験２級合格５名
書写検定試験２級合格９名・第９６号教育振興会だより(会報)発行
夏季休業だより(生活指導)/各学年だより配布
１年林間学校引率者打合会(14:00〜)・現金支払い申請〆切

7/21(木)

連絡会(15:30〜)・総務企画広報部会(13:00〜)
期末指導対象生徒集合(8:40〜)
３年調査書入力〆切(15:00)・１年夏期講習(〜7/29)

7/22(金)

調査書確認訂正・総務企画広報部会(9:00〜)・教務部会(13:30〜)
出席簿回収

7/23(土)

学校見学会５０１名参加(10:00〜12:00)
総合学習塾マインズ初石校説明会 (13:30〜16：00)

7/24(日)

学校見学会６００名参加(10:00〜12:00)

7/25(月)

期末指導試験問題〆切・調査書確認訂正(12:00)・調査書出力確認(教務)
教務部会(16:00〜)

7/26(火)

建設委員会定例会(14:00〜)

7/27(水)

S特進コース夏期合宿(２年〜7/31・３年〜8/2)

7/31(日)

首都圏進学フェア
(三井ガーデンホテル柏３,２００人参加/個別相談81人11:00〜16:00)

《８月》
8/2(火)

運営委員会(9:50〜)・建設委員会(14:00〜)

8/4(木)

２年英語コース海外研修帰国(19:00)・S特進コース夏期講習(〜8/7)
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8/5(金)

オープンコース(Ｓ特進コース授業公開)

8/6(土)

S特進コース３年保護者会(10:00〜)・２年英語コース海外研修解団式(9:00〜)

8/9(火)

S特進コース３年模試

8/10(水)

夏季休業日(〜8/16)

8/17(水)

代休(7/23)

8/18(木)

代休(7/24)

8/19(金)

期末指導(〜8/22)・S特進コース夏期補習(〜8/23)

8/21(日)

S特進コース２年模試

8/23(火)

期末指導試験・運営委員会・建設委員会定例会(14:00〜)

8/24(水)

期末指導試験

8/25(木)

S特進コース２年修学旅行(北海道：旭川〜湧別町〜猿払村〜宗谷〜稚内8/28)

8/27(土)

１年林間学校結団式

8/28(日)

１年林間学校(山梨県〜8/30)

8/31(水)

期末指導試験結果報告・新学期準備・教科会・各学年会・運営委員会(9:00〜)
主任会(13:00〜)・連絡会(15:00〜)・教室点検

《９月》
9/1(木)

始業式(9:10〜)・３校時〜５校時授業
３年基礎学力判定テスト(3年S特をのぞく)
２年学年集会(6校時全コース)・３年集会(2校時/進学コース）
バス定期券販売(14:10〜)・広報委員会(出展団体代表者12:45〜)
体育委員会執行部会(各委員会委員長15:40〜)・１学期出席簿訂正

9/2(金)

国語科教科会(13:00〜)・生活委員会(出展団体代表者12:50〜)
保健体育委員会(15:30〜)・生活指導部会(13:00〜)・９月清掃分担表発表
広報委員会(出展代表者13:00〜)・夏季動静表訂正・S特進平日補習開始

9/3(土)

１年学力テスト・３年進路ガイダンス(卒業生２６名参加)
土曜講座(S特進コース)・各種目ごと活動(スポーツコース)

9/5(月)

夏季校長課題提出〆切・自転車通学生徒集会(13:00〜)
センター試験受験案内配布(13:00〜)・３年小論文模試(15:30〜)
保健体育委員会会(15:40〜)・生活委員会(食品団体検便容器配布)
生活委員会執行部会(13:00〜)・学院祭実行委員会(出展団体代表者13:00〜)

9/6(火)

建設委員会定例会(14:00〜)・連絡会(16:20〜)
保健体育委員会執行部会(15:40〜)・各部活動代表者会(13:00〜)
生徒会担当者会(16:45〜)

9/7(水)

第２回英語検定試験申込受付・教育実習(２名〜9/21・9/27)
３年証明書写真撮影(12:00〜)・保健体育委員会執行部会(15:30〜)
HR委員会執行部会(13:00〜)?
生活委員会検便提出〆切・スポーツテスト(スポーツコース)

9/8(木)

短縮授業(40分×5校時)・体育祭予行(13:30〜)・生活指導部会(15:40〜)

9/9(金)

体育祭
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9/10(土)

自宅学習・土曜講座(S特進コース)

9/12(月)

国語科教科会(13:00〜)・２年集会(7校時)・体育委員会執行部会(15:30〜)
HR委員会執行部会(15:30〜学院祭作業)

9/13(火)

指定校推薦申込〆切・運営委員会(9:00〜)
日赤救急法救急員認定証交付(20名13:00〜)・生徒会新聞第１号発行
広報委員会執行部会(13:00〜)

9/14(水)

湖北台中学校説明会(生徒76名参加)
小金北中学校説明会(生徒/保護者200名参加)・指定校推薦第１回選考(16:20)
学院祭関係備品借用書/異装届〆切・数学科質問受付会(15:30〜)
広報委員会執行部会(13:00〜)

9/15(木)

学校法人検査指導に係わる実地検査(県学事課10:00〜16:00)
総務企画広報部会(13:00〜)・体育委員会(15:40〜)
広報委員会執行部会(15:40〜)・学習委員会執行部会(15:40〜)

9/16(金)

松戸第１中学校説明会(生徒/保護者189名参加13:30〜15:30)
卒業アルバム撮影(9/20〜9/22)・国語科教科会(13:00〜)

9/17(土)

第６回教育振興会役員会(10:00〜)・第２回卒業準備委員会(11:00〜)
土曜講座(S特進コース)・自宅学習(進学/英語コース
各種目毎練習(スポーツコース)

9/18(日)

千葉県私学フェア(幕張メッセ国際会議場10:00〜16:00)
IB早稲田公立私立高校入試相談会(13:00〜18:30)

9/19(月)
9/20(火)

敬老の日
運営委員会(13:30〜)・建設委員会定例会(14:00〜)
学習指導夏期講習反省会(13:00 )・漢字検定試験申込受付(〜9/22)

9/21(水)

授業２校時打ち切り(緊急時の台風対策)・１０月行事予定発表
入試説明会担当者割発表

9/22(木)

英語科教科会(13;00〜)保健体育科教科会(13:00〜)
教育実習研究授業(6校時) 主任会(15:50〜)
教育実習反省会(16:30〜)野田市進路指導連絡協議会説明会(11校参加10:30〜)
我孫子中学校説明会(169名 参加14:30 〜)
六実中学校説明会(90名参加14:00〜)・ 図書委員会(16:00〜)
HR委員会執行部会(13:00〜)・学習委員会執行部会(15:40 〜)
生活委員会執行部会(15:40 〜)

9/23(金)

塾全協進学相談会(約1,000名参加三井サンガーデンホテル柏12:00〜16:00)

9/24(土)

自宅学習・土曜講座(S特進コース)

9/26(月)

指定校推薦生徒集合(15:30〜)・学習委員会執行部会(16:40〜)

9/27(火)

運営委員会(10:30〜)・教育実習生研究授業(1・3校時)
野田北部中学校見学(保護者42名13:30〜)
生徒会フリーマーケット商品回収(12:50〜13:10)
学祭実行委員会執行部会(15:30〜)

9/28(水)

学院祭食品団体打ち合せ(13:00〜)・後期分授業料納付書配布
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9/29(木)

連絡会(学院祭関係15:50〜)・総務企画広報部会(16:20〜)
生徒会担当者会16:20〜)・全学委員長会(15:40〜)
学院祭パンフレット配布・広報委員会執行部会(13:00〜)
出店団体代表者会(13:00〜)・食品取り扱い団体打合会(15:40〜)
生活委員会執行部会(15:40〜)

9/30(金)

学院祭準備(14:00〜)・短縮授業(40分×5校時)・学院祭実行委員会(9:40〜)
体育委員会執行部会(13:00〜)・広報委員会執行部会(14:40〜)
学習委員会執行部会(14:20〜)・生活委員会執行部会(13:40〜)

《１０月》
10/1(土)

学院祭(内部公開)

10/2(日)

学院祭一般公開（2，300名参加）

10/3(月)

学院祭後片付け(午前中)・茨城県南中学校教員説明会(12校参加15:00〜)

10/4(火)

代休(10/2)

10/5(水)

第８回教育振興会役員会/第３回卒業準備委員会開催案内配布
英語科教科会(13:00〜)・日本語検定試験申込受付(〜10/7)
松戸地区中学校進連協説明会(13:00〜)
松戸地区英語スピーチコンテスト結果、2‑
10大内恵・第２位(県民プラザ )

10/6(木)

柏地区中学校進連協説明会(35校10:30〜)・主任会(15:50〜)
中央学院大学専願生徒集会(商学部15名/法学部8名)
中央学院大学併願希望〆切

10/7(金)

１年集会(7校時)・

10/8(土)

千葉県私学振興大会(４７名参加/幕張国際会議場13:30〜15:40)
校内清掃(ガラス清掃/空調点検)

10/9(日)

千葉県第３学区説明会(個別相談２２名/県民プラザ12：00〜15:00)
校内清掃 (ガラス清掃/床清掃〜10/10)・豊進舎進学説明会(9:50〜10：10)

10/10(月)

体育の日
青山英語学院個別相談会
(個別相談９名/流経大新松戸キャンパス9:30〜12:00)

10/11(火)

数学検定試験申込受付(〜10/14)・硬筆毛筆書写検定試験申込受付(〜10/14)
ニュース時事能力検定試験申込受付締切
手賀沼マラソンボランティア募集(〜10/13)・建設委員会(14:00〜)

10/12(水)

中間考査時間割発表・部活動中止(〜10/23)
パソコン検定試験申込受付(〜10/20)・食の検定試験申込受付(〜10/14)

10/13(木)

運営委員会(9:30〜)・連絡会(15:50〜)
中央学院大学併願受験申込〆切(17名)・総務企画広報部会(16:20〜)
生活指導部会(16：40〜)体育委員会執行部会(13:10〜)

10/14(金)

英語検定試験(16:30〜)

10/15(土)

第８回教育振興会役員会(13:00〜)・第３回卒業準備委員会(13:30〜)
２年進学コース保護者会(10:00〜)・塾対象説明会(70名出席10:00〜)
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入試ファースト９進学相談会(越谷10:00〜16:00)・自宅学習
各種目ごと活動(スポーツコー
10/17(月)

ス)

中間考査問題〆切・試験会場作り・試験監督割発表
メールアドレス更新方法の連絡

10/18(火)

短縮授業(40分×6校時)・運営委員会(9:30〜)
定期考査実施方法について(配布)

10/19(水)

中間考査・校外補導(〜10/24)・法人理事会(13:30〜)

10/20(木)

パソコン検定試験申込〆切・カウンセリング情報交換会(11:30〜)

10/22(土)

自宅学習

10/23(日)

第１回入試説明会(541名参加14：00〜)・模試(Ｓ特進コース３年)

10/24(月)

避難訓練(11:55〜)
２学年講演会
「それって何なの？若者のためのＤＶ予防セミナー」(12:30〜13:30)

10/25(火)

食の検定試験申込受付(〜10/27）
・生活指導部会(13:00〜)
生活指導だより配布(臨時)・建設委員会総合定例会(14:00〜)
面談(Ｓ特進コース１年面談〜1/4)

10/26(水)

１１月行事予定配布
手賀沼エコマラソンボランティア生徒打ち合せ(13:00〜)
２年集会(７校時)・３年集会(７校時)・生活指導部会(16:20〜)
テニスコート復旧工事開始(10/26〜)・カウンセリングルームだより発行

10/27(木)

生活委員会執行部会(15:40〜)・書写検定試験受験者資料配付(13:00〜)
教職員大腸/胃部検診申込(〜10/28)

10/28(金)

漢字検定試験(16:30〜17:30)・入試説明会担当者会(13:00〜)
２４年度使用指導書申請(11/8〆切)

10/29(土)

進路ガイダンス(２年進学/英語コース)

10/30(日)

第２回入試説明会(477名参加14:00〜)
ＩＢ早稲田個別進学相談会(柏商工会議所11:00〜15:00)
スクールＩＥ個別進学相談会(個別相談３６人/柏商工会議所)

10/31(月)

第２回入試説明会(477名参加14:00〜)・１学年進路集会(7校時)
出席簿月末統計・中間考査成績入力〆切・定期考査状況報告〆切
１学年保護者面談(〜11/11)・新管理棟施主下検査(13:30〜15:30)

《１１月》
11/1(火)

運営委員会(9:00〜)
第９回教育振興会役員会/第４回卒業準備委員会の開催案内配布
体育委員会執行部会(13:10〜)・校技大会実施要項配布
学院祭決算(11/8〜11/9)・Ｓ特進希望者実力テスト追試(進学コース１年)

11/2(水)

保健体育委員会執行部会(15:30〜)・校技大会組み合わせ抽選会
生徒会役員改選(公示)・中間考査成績確認訂正〆切

11/3(木)文化の日
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11/4(金)

入試説明会担当者打ち合せ会(13:00〜)・校技大会トーナメント表掲示
生活指導より(防寒対策)

11/5(土)

第３回入試説明会(247名参加14:00〜)・各種目ごと練習(スポーツコース)

11/7(月)

自転車点検(15:30〜)・新管理棟引っ越し実施要領掲示
選択教室変更(11/7〜)
保護者面談(1年進学コース〜11/18・2年進学コース〜11/19)

11/8(火)

運営委員会(9:00〜)・学院祭決算(14:40〜)・年度末調整書類配布
２４年度指導書注文数申請〆切・根木内中学校高校説明会(生徒125名14:00〜)

11/9(水)

学院祭決算(15:40〜)・生徒会役員改選立候補〆切

11/10(木)

主任会(15:50〜)・学習委員会執行部会(15:40〜)
広報委員会執行部会(15:40〜)・管理棟内覧/設備取り扱い説明(10:00〜)

11/11(金)

校技大会(剣道/弓道)・入試説明会担当者打合会(14:30〜)

11/12(土)

第４回入試説明会(299名参加14:00〜)・自宅学習
各種目ごと練習(スポーツコース)

11/14(月)

法人監査・硬筆検定試験(16：3〜)・３年Ｓ特進面談(〜12/28)

11/15(火)

運営委員会(9:00〜)・新管理棟引き渡し式(13:30〜)
建設委員会定例会(14:00〜)・Ｓ特進コース希望者選考面談(〜11/16)
ＪＲ列車補導(〜11/16)

11/16(水)

中央学院大学学生授業見学8名(9:40〜12:40地歴公民科)
パソコン検定試験申込受付(〜11/22)・全学ＨＲ委員会(13:00〜)
毛筆検定試験(24名16:30〜)

11/17(木)

生徒会役員改選立会い演説会/投票(15:10〜)・連絡会(15:50〜)
教務部会(16:20〜)・次年度授業選択〆切・１年学年会(16:20〜)
教務部会(13:00〜)

11/18(金)

新管理棟引っ越し準備・生徒会役員改選選挙結果
(当選：会長2‑
5鈴木美幸・副会長2‑6恩田和之・副会長2‑
6赤尾すみれ
書記2‑
6栗山祐太郎)

11/19(土)

第９回教育振興会役員会(10:00〜)・第４回卒業準備委員会(10:30〜)
新管理棟業者引っ越し作業(〜11/20)・進路ガイダンス(1年進学コース)
自宅学習(3年進学/Ｓ特進/英語コース)・各種目毎活動(スポーツコース)

11/20(日)

第５回入試説明会(417名参加14:00〜)

11/21(月)

１号館(新管理棟)引っ越し完了・１年学年集会(全コース7校時)
生活指導部会(15:50〜)

11/22(火)

運営委員会(9:00〜)

11/23(水)

勤労感謝の日

11/24(木)

国語科教科会(15:40〜)・生徒会中央会議(15:40〜)

11/25(金)

数学科教科会(12:45〜)・入試説明会担当者打ち合せ(13:00〜)
広報誌Vivid撮影取材

11/26(土)

自宅学習・各種目毎活動(スポーツコース)

11/27(日)

第６回入試説明会(343 名参加14:00〜)・３年模試(Ｓ特進コース)
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11/28(月)

漢字検定試験申込受付(〜11/30)
東葛地区ターミナル駅構内並びに周辺指導 (〜12/2)
第３回英語検定試験申込受付(〜12/1)

11/29(火)

運営委員会(13:00〜)・建設委員会定例会(14:00〜)
12月行事予定発表・定期考査時間割発表・部活動中止(〜12/8)

11/30(水)

法人理事会・評議員会(大学本部13:00〜)・月末統計
教職員健康診断票配布講演会参加申込〆切

《１２月》
12/1(木)

主任会(15:50〜)・期末考査監督割(案)・広報委員会(3年13:00〜)
テニス/ハンドボールコート復旧工事完了

12/2(金)

全国私学振興大会(13:00〜15:00日比谷公会堂)・期末考査試験問題提出〆切
入試説明会打合会(13:00〜)・広報委員会執行部会(13:00〜)

12/3(土)

第７回入試説明会(188名参加14:00〜)
Ｓ特進コース2年保護者会(9:30〜)・自宅学習

12/5(月)

短縮授業(40分×6校時)・１年学年会(15:00〜)・試験会場作り
教務部会(16:00〜)

12/6(火)

期末考査(〜12/9)・校外補導/下校時バス乗車指導(〜12/9)
コース責任者打合会(11:30〜)・教科係会(13:00〜)・運営委員会(9:00〜)
部員名簿提出(入試要項用)

12/7(水)

教職員健康診断(大腸/胃部検診9:00〜)

12/8(木)

連絡会(13:30〜)・教務部会(14:00〜)

12/9(金)

生活指導講演会(我孫子警察署11:10〜)・１学年集会(12:10〜)

12/10(土)

自宅学習・玄関前舗装改修工事(〜12/11)

12/12(月)

成績処理日

12/13(火)

特別授業・３年学年集会(5校時)・成績入力(〜12/15)
建設委員会定例会 (14:00〜)

12/14(水)

運営委員会(9:50〜)・校内献血51名(12:30〜15:30)・追試験問題〆切(15:00)
２年学年集会(6校時)・成績入力〆切(16:00)

12/15(木)

教科会(9:00〜)・成績資料作成/確認/訂正(〜13:00)・追試験(〜12/17)
教務部会(13:30〜)・Ｓ特進コース冬期講習(〜12/28)
部活動入部/退部の処理確認(〜12/21)

12/16(金)

学年会(9:00〜)・成績会議(13:00〜)・教科係会(14:20〜)
定期考査状況報告〆切・追試験

12/17(土)

追試験(8:50〜)

12/19(月)

１年冬期講習(〜12/27）
・教科会・国語科教科研修会(14:00〜)
前期選抜試験願書郵送受付開始(〜1/10)・生活指導部会(13:00〜)
各検定試験決算報告書提出(〜12/22)

12/20(火)

運営委員会(9:10〜)・期末指導対象生徒集合(3年)
教職員健康診断(大腸検査)・図書室だより発行
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《教職員対象講演会13:30〜15：00》
講師：川村学園女子大教授教育学部 蓮見元子教授
演題「生徒のコミュニケーション能力を育てるカウンセリングマインド」
12/21(水)

期末指導試験(3年)・教科係会(9:00〜)

12/22(木)

終業式(各HR)・第97号教育振興会だより発行・校友会報配布
生徒会新聞発行・保健体育委員会執行部会(11:30〜)
3学期時間割(改訂版)配布・出欠訂正〆切

12/23(金)

天皇誕生日

12/24(土)

自宅学習

12/26(月)

教科会(9:00〜)・期末指導試験問題〆切(1/2年)・3年期末指導結果報告
3年再試験/充足指導計画〆切・3年調査書入力〆切・教務部会(13:00〜)

12/27(火)

運営委員会(9:00〜)・教科係会(10:10〜)・期末指導試験(1/2年)
建設委員会総合定例会(14:00〜)・出席簿月末統計・出席簿回収

12/28(水)

期末指導試験・総務企画広報部会(10:00〜)・連絡会(15:00〜)

12/29(木)

冬季休業日(〜1/6)

《１月》
1/7(土)

新学期準備(分掌9：00〜/教科会10:10〜/学年コース会11:10〜)
第１０回教育振興会役員会(13:00〜)・第５回卒業準備委員会(14:00〜)

1/10(火)

始業式(9:20〜)LHR/3学年集会(2校時)授業(3〜5校時)
運営委員会(11:00〜)・自転車集会(15:20〜)・２年集会(6校時)
教科会・主任会(16:00〜)・広報委員会(13:00〜)
書写検定試験申込受付(〜1/16)・バス定期券販売(14:20〜)
総務企画広報部会(16:00〜)

1/11(水)

平成２４年度予算書作成提出(〜1/16)・広報委員会執行部会(13:00〜)
３年自宅研修開始(〜3/8)・S特進コース補習開始（ 2/24)

1/12(木)

連絡会/３年成績会議(16:00〜)・広報委員会執行部会(13:00〜)
入試係生徒打合会(15:50〜)

1/13(金)

再指導対象者集合(8:40〜)・１年学年集会(7校時)

1/14(土)

センター試験(５５名受験)

1/15(日)

センター試験

1/16(月)

短縮授業(40分×6校時)・大清掃(14:20〜)・センター試験自己採点(8:50〜)
入試会場準備(14:30〜)・S特進コース保護者会(〜1/27)
手指消毒用ポンプ設置数学検定試験申込受付(〜1/19)
パソコン検定試験申込受付(〜1/26)・硬筆/毛筆書写検定試験申込〆切

1/17(火)

前期A選抜試験(志願１３３名)・C選抜試験(志願８３名)

1/18(水)

前期B(Ⅰ期志願)選抜試験(志願９４１名)

1/19(木)

スポーツコース２年集会(13:20〜)・連絡会(16:10〜)・２年集会(15:20〜)

1/20(金)

短縮授業(40分×6校時)・３年登校日・大清掃・入試会場準備
英語検定試験 (15:00〜)・総務企画広報部会(16:00〜)
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1/21(土)

前期B(Ⅱ期)・S 特進選抜試験

1/23(月)

前期一般選抜試験・運営委員会(13:15〜)

1/24(火)

寒稽古(剣道・弓道〜1/27)・広報委員会「暁」クラスページ〆切
卒業アルバム教員ページ確認
２校時より授業開始(降雪による交通遅延のため)

1/26(木)

教科係会(15:50〜)・パソコン検定試験(15:30〜)

1/27(金)

功労賞推薦(３年)〆切・広報委員会執行部会(13:00〜)
漢字検定試験(16:30〜)

1/28(土)

第２期整備事業竣工式(10:00〜食堂)

1/29(日)

代々木ゼミ模試(1年S特進コース)

1/30(月)

運営委員会(9:00〜)・３年再試験問題〆切・書写検定/硬筆試験(68名受験)

1/31(火)

３年再試験・書写検定/毛筆試験・広報委員会執行部会(13:00〜)
出席簿月末統計

《２月》
2/1(水)

運営委員会(9:00〜)・理科教科会(10:50〜)
数学科質問受付会(15:30〜2/9・2/17・2/24)
３年再試験/充足指導報告(13:00〜)

2/2(木)

主任会(15:50〜)・生活指導部会(16：10〜）

2/3(金)

教務部会(13:00〜)・修学旅行結団式(7校時)

2/4(土)

S特進コース保護者会(2年次予定者対象10:00〜)・新入生用品販売(9:00〜)
自宅学習(1年進学/スポーツコース)

2/5(日)

２年進学コース修学旅行A班出発(ハワイ〜2/10４泊６日)

2/6(月)

２年進学コース修学旅行B班出発(ハワイ〜2/11４泊６日)
２年スポーツコーススキー実習出発(〜2/9北海道３泊４日)

2/7(火)

後期選抜試験(志願１２名)・臨時時間割(4校時まで)

2/8(水)

TOIECブリッジ検定試験(2年英語コース)

2/9(木)

英語科教員採用試験(8:50〜)

2/10(金)

後期選抜校内発表(9:00〜)・１年集会(全コース7校時)・修学旅行A班帰国

2/11(土)

修学旅行B班帰国

2/13(月)

２年進学コース代休・S特進コース２年保護者面談(〜2/24)・法人実地監査

2/14(火)

修学旅行解団式(7校時)・運営委員会(9:00〜)
卒業判定会議/連絡会(16:20〜)
卒業記念品設置工事(9:00〜)・パソコン検定試験申込受付(〜1/21)
国語科教員研究授業(6校時)

2/16(木)

英語科教員採用面接試験(10:00〜)・災害時購入物品検討委員会(15:40〜)

2/17(金)

３年登校日(8:50〜)・数学科教員採用試験(10:00〜)
数学科質問受付会(15:30〜)・カウンセリングルームだより発行

2/18(土)

第１１回教育振興会役員会(10:00〜)・卒業記念品披露式(10:30〜)
第６回卒業準備委員会(11:30〜)・各種目ごと練習(スポーツコース)
自宅学習
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2/20(月)

生徒会担当者会(13:00〜)・１学年集会(7校時)・部活動部長会(13:00〜)

2/21(火)

運営委員会(9:50〜)・111総務企画広報部会(15:40〜)

2/22(水)

定例理事会(13:00〜)

2/23(木)

教科係会(15:50〜)・地歴公民科教科会(13:00〜)
次年度学校案内撮影(15:10〜)・生活指導部会(15:50〜)
パソコン検定試験(15:30〜)

2/24(金)

１学年集会(7校時)・数学科質問受付会(15:30〜)・卒業予定者認定(333名)

2/25(土)

自宅学習

2/27(月)

部活動中止(〜3//7)・生徒会担当者会(15:40〜)
生徒の職員室入室禁止(〜3/13)

2/28(火)

運営委員会(9:00〜)

2/29(水)

２学年集会(7校時)・出席簿月末統計

《３月》
3/1(木)

主任会(15:50〜)・期末考査問題〆切

3/2(金)

教務部会(16:00〜)

3/3(土)

自宅学習

3/5(月)

期末考査(〜3/8)・バス乗車指導(〜3/8)・運営委員会(9:00〜)
教科係会(13:00〜)

3/6(火)

運営委員会(9:00〜)・カウンセリング情報交換会(11:30〜)

3/8(木)

3年登校日(13:00〜)・卒業式予行(14:30〜)・生徒会誌「暁」配布

3/9(金)

成績処理日

3/10(土)

第４０回卒業証書授与式(卒業生333名13:30〜)
謝恩会(18:00〜マリベール柏)

3/12(月)

特別授業・２学年集会(6校時)・教科係会(14:30〜)
成績入力(〜3/13)・部活動部員名簿確認

3/13(火)

特別授業・運営委員会(9:00〜)・追試験問題〆切・1学年集会(6校時)
１学年集会(クラス発表会13:30〜)

3/14(水)

追試験(8:50〜)・教科会(9:00〜)・成績確認訂正(〜13:00)
成績資料作成・３年調査書入力〆切(13:00)・S特進コース春季講習(〜3/30)
教務部会(13:30〜)

3/15(木)

追試験(8:50〜)・学年会(9:00〜)・成績会議(13:30〜)
顧問会議(14:30〜)・総務企画広報部会(15:00〜)・定期考査状況報告〆切

3/16(金)

教科会・追認(16:00〜)・追試験結果報告・総務企画広報部会(13:00〜)
部活動予算申請〆切・各種検定試験決算書提出〆切(3/23)

3/17(土)

期末生徒対象生徒集合・期末指導試験問題〆切(11:00)
充足指導開始(〜3/27)・自宅学習・各種目ごと活動(スポーツコース)

3/19(月)

新入生登校日(10:00〜)・期末指導試験・運営委員会(13:30〜)

3/21(水)

修了式・教育振興会だより第９８号配布・生活指導だより配布
期末指導試験
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印西中学校２年生対象高校説明会(13:30〜)
3/22(木)

春季休業(〜4/6)・教科会・追認(16:00)・期末指導結果報告(11:00)
総務企画広報部会(10:30〜)・教務部会(12:30〜)
出席簿点検確認訂正/月末統計

3/23(金)

新担任発表/クラス編成作業(13:00〜)・連絡会(15:00〜)・教科係会(16:00〜)
再試指導対象生徒集合(8:40〜)

3/26(月)

代表者会議(県私中高協会14:30〜)・運営委員会(9:00〜)・清掃用具点検
調査書入力〆切・新入生登校日予備日

3/27(火)

運営委員会(9:00〜)・再試験問題〆切(15:00)

3/28(水)

再試験(8:50〜)・法人理事会(13:30〜)・評議員会(15:00〜)
４月行事予定案提出〆切・新入生登校日予備日(10:00〜)

3/30(金)

再試験・教科係会(9:00〜)・辞令交付式(10:30〜)・教務部会(13:00〜)
新１年学年会(13:30〜)・各コース責任者打ち合せ会(15:00〜)
追認/連絡会(15:30〜)・再試験結果/充足指導報告・職員室配置換え(16:00〜)

（部活動）
4/24(日)

野球部：春季千葉県高等学校野球大会結果、
１回戦：中央学院9‑2東海大望洋
２回戦：中央学院 1‑
2 佐倉西

4/30(土)

バドミントン部：関東高等学校体育大会千葉県予選会結果、男子ベスト４進出
女子ベスト８進出
※関東高等学校体育大会バドミントンの部出場決定

5/7(金）
5/8(日)

林佐登美教諭：全日本剣道連盟昇段試験結果、８段合格
ソフトテニス部男子：関東高等学校体育大会千葉県予選会結果
男子ダブルス ベスト16進出
※関東高等学校体育大会ソフトテニスの部出場決定

5/8(日)

バレーボール部男子：関東高等学校体育大会千葉県予選会結果、７位入賞

5/14(土)

サッカー部：関東高等学校体育大会千葉県予選会結果、３位

5/17(火)

剣道部：関東高等学校体育大会千葉県予選結果、
男子団体３位(準決勝：中央学院2‑
2東海大浦安)
※関東高等学校体育大会剣道の部出場決定

6/18(土)

バドミントン部：全国高校総体千葉県バドミントン大会予選結果、
男子ダブルス優勝

※全国高校総体出場決定

6/19(日)

バレーボール部男子：全国高校総体千葉県バレーボール大会予選結果、第５位

6/26(日)

剣道部：全国高等学校総合体育大会千葉県剣道大会予選結果
男子個人戦準優勝
※全国高校総体出場決定

9/1(木)

書道部：第２７回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会結果、
全国優秀団体賞・特別賞（日本武道館奨励賞）２名
一般賞(日本武道館賞)６名・大会奨励賞６１名・特選４７名・金賞４７名
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銀賞３５名・銅賞３５名
第６０回千葉県小・中・高校席書大会結果、千葉日報社賞１２名
書星会賞２８名・特選７７名・金賞１３０名・銀賞１４０名
9/24(土)

野球部：秋季千葉県高等学校野球大会結果、2回戦中央6‑
4四街道

9/28(水)

野球部：秋季千葉県高等学校野球大会結果、3回戦中央3‑
5 柏日体

10/30(日)

サッカー部：全国高等学校サッカー選手権千葉県大会決勝トーナメント結果
中央学院4‑
2東京学館

11/5(土)

バレーボール部男子
千葉県高等学校バレーボール選手権大会代表決定戦結果
準々決勝 中央学院0‑2市立船橋

11/5(土)

陸上部：全国高等学校駅伝大会千葉県高校駅伝大会結果、18位

11/6(日)

サッカー部：全国高等学校サッカー選手権千葉県大会決勝トーナメント結果、
準々決勝 中央学院1‑
2習志野

11/13(日)

バドミントン部：千葉県高等学校バドミントン大会新人戦結果、
男子団体：準優勝・女子団体：ベスト８
男子ダブルス：６位・女子ダブルス３位
※関東高等学校バドミントン選抜大会出場決定

11/27(日)

剣道部：千葉県高等学校新人剣道大会結果、男子団体戦：準決勝進出
中央学院2‑
3拓大紅稜

11/27(日)

弓道部：千葉県高等学校新人弓道大会結果、個人戦：５位

11/28(月)

生物部：第４６回全国野生生物保護実績発表大会結果、
「ラン科植物の無菌培養に関する研究」林野庁長官賞（全国３位）受賞

12/8(木)

書道部：第９回全国競書大会成績結果、特別賞（審査員奨励賞）４名、
特選６名、 金賞２５名
第５３回全国書道展成績結果、特別賞(書道研究所所長賞)１名
特別賞(推薦賞)２名/特選36名/金賞82名/銀賞116名/銅賞119名

1/14(土)〜1/15(日) 女子バレーボール部：千葉県高等学校新人バレーボール大会地区
予選結果、優勝 ※県大会出場
2/4(土)〜2/5(日)
2//12(日)

千葉県高等学校新人バレーボール大会結果、男女とも３回戦敗退

書道部：第６４回千葉県小・中・高書き初め展結果、
千葉県県教職員組合委員長賞受賞 久我昌江(2年)
千葉日報社賞

栗山千穂(1年)

書星会賞２４名、特選４４名、金賞７６名、銀賞８３名、銅賞２８名
2/24(金)〜2/26(日)

男子バレーボール部

第１７回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会２次予選出場
(神奈川県藤沢翔稜高校)
2/26(日)

剣道部：第２回麗澤大学麗澤旗親善剣道大会結果、男子団体優勝
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