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最新の情報は
ホームページをご覧ください！！
中央学院高校のホームページには気になる情報がいっぱい！
入試情報や各コースの紹介をはじめ、修学旅行や海外研修、
学院祭の様子やスクールライフなど、最新の情報は下記の
URLからご覧ください。

中央学院高等学校

学院生の
ホンネが
ギッシリ！

ここにも面白い情報がたくさんあります。
クリックしてみてみよう。

Information

野球部の部員数は約70人。部員は多く

てもチームワークはバッチリです。練習は

どちらかというと自主的にやるスタイル

で、「みんなが頑張ってみんなが応援で

きるチーム」がスローガン。2016年度は

秋季県大会準優勝、関東大会ベスト8、

春の選抜大会、21世紀枠千葉県の推薦

校になるなど、学院史上最高の成績を

残せました。今年は何としてでも甲子園

に出場したいです!

2016年秋季県大会準
優勝、

関東大会ベスト8

今年こそ念願の甲子園
出場へ!

野 球 部野 球 部

校技
ニッポンに
国技があるように、
ガクインには校技がある!

武道はやっぱり、身が引き締まります!

道の経験は、中学の授業で1、2回竹刀
を持っただけでした。ほとんどの生徒が

初心者で、スタートラインが同じなので、一緒
に成長できて楽しいです。はじめは、道着を
着たり、授業の準備をするのが大変でしたが、
みんなで技を一つひとつ習得していくのは面

白いですよ。授業を通して身に
つけた礼儀作法のおかげで、
普段もしっかり挨拶をするよ
うになったり、姿勢を意識す
るようになっていますね。今年

の校技大会は、クラス
で優勝をめざしたい
です。声を出して、全
員で団結して頑張
ります!

も中央学院だったので、弓道の授業が
あることは知っていました。「本当にあの

小さい的に当てられるようになるのかな!?」と
思っていました。最初は全然、的まで届かず、
でも今ではコツを掴んで当てられるようになっ
て楽しいです。不慣れだった道着もすぐ着られ
るようになりました。授業が始まる前に黙想を
したり、人が弓を射るときは見取り稽古をする
のですが、そこで鍛えられた集中力は書道部の
活動でも活きています。
弓道はほかの学校では
なかなか経験できない
ので、その楽しさを知る
ことができて嬉しい
ですね。校技大会は
男女で応援し合って、
毎年楽しいですよ!

T.Tくん（スポーツコース
　3年生）T.Tくん（スポーツコース
　3年生）

Cheerleading

一昨年に引き続き、昨年度もジャ
パンカップに出場。初心者の多い
チームの中、団結して頑張りまし
た。ほかにも学内のイベントや我孫
子のかっぱ祭り、運動部の応援に
も参加しいています。去年を乗り
越えてさらにレベルアップしたメン
バーで、今年度もジャパンカップの
出場権を勝ち取ります!

2016年ジャパンカップ出場
今年も出場権獲得に向け
日々特訓中!

チアリーディング部チアリーディング部
M.Sさん（進学コース　3年生）M.Sさん（進学コース　3年生）

kendo

小学校2年から剣道を続けています。
得意な技は「突き」。練習での努力が
実って、試合で一本取れた瞬間は本
当に嬉しいですよ。去年は、新人戦の
県大会で準優勝を勝ち取り全国大会
に進みました。今年は団体戦でのイン
ターハイ出場と、個人でも関東大会出
場を目指しています。地区大会ベスト
4をぜんぶ学院生で埋めたいです!

100人以上いるサッカー部は、去年の選手権大会予選でベスト16まで進みました。今年の目標は全国大会出場です。サッカーの楽しいところは、みんなで団結して1点を取りに行くところです。学院のサッカー部に入ったのは、見学でドリブルのテクニックに感動したから。本当に上手い人ばかりですよ!将来は海外でプレーしたいです。

昨年は県大会団体戦で準優勝
今年も部員一丸となって、
めざすはインターハイ!

剣 道 部剣 道 部
R.Iくん（スポーツコース　3年生）R.Iくん（スポーツコース　3年生）

Soccer
目標は全国大会出場!
強豪校揃いの
千葉で勝ち抜いてみせます!

サッカー部サッカー部
Y.Aくん（スポーツコース　3年生）
Y.Aくん（スポーツコース　3年生）

Badminton

去年は団体戦で関東大会に出場し
ました。今年は、ダブルスでも県大会
のベスト4に入ることが目標です。
バドミントンの面白いところは、頭を
使った相手との駆け引きですね。
練習は厳しいですけど、学院のほか
の運動部の活躍が、すごく良い刺激
になっています!

2016年、団体戦で関東大会出場!
今年はダブルスでも
ベスト4を!

バドミントン部バドミントン部
K.Sくん（スポーツコース　3年生）K.Sくん（スポーツコース　3年生）

Japanese Calligraphy

2016年はパフォーマンスの部で全国
大会出場。書道パフォーマンスゆか
りの地、愛媛県で演技を披露しまし
た。お正月のNHKの番組では、干支
の文字を書くパフォーマンスを披露
したんです。書道は書く人の個性が
出て面白いですよ。今年も全国大会
連続出場を目指して、しなやかな演
技ができるよう頑張ります。新入部
員募集中です!

全国大会出場、
NHKの番組でパフォーマンス披露
2017年も書道部は羽ばたきますよ!

書 道 部書 道 部
M.Iさん（進学コース　3年生）M.Iさん（進学コース　3年生）

Biology

生物部は、昆虫の研究をする「昆虫班」と、絶滅危惧の植物の保護培養を行う「ラン科班」の二つの班で活動しています。昆虫班は去年のジャパンバードフェスティバル環境学会で、我孫子の谷津地域に生息する虫の生態について発表し、最優秀賞を受賞。今年度出場予定のラン科班の研究発表でも、最優秀賞を狙いに行きます!

ジャパンバードフェスで最優秀賞受賞!今年も研究発表で
最優秀賞を狙います!

生 物 部生 物 部
A.Nさん（進学コース　3年生）
A.Nさん（進学コース　3年生）

まず生徒に学んでほしいのは、「礼に
始まり礼に終わる」武道の精神。日
本の伝統文化でもある礼儀作法を、
授業でしっかり身につけてほしいで
す。あとは、竹刀や道着などの道具を3年
間使用する中で、「物を大切にする心」も育んで
もらえたらと思います。クラスの選抜メンバーが出場す
る校技大会では、他の学年とも打ち合います。先輩との
レベルの差が体感できて、次の年のモチベーションに
なっているようです。校技として剣道の授業のある高校
は、千葉県内でも珍しいですね。試合でも練習でも「相手
がいてこそ成り立つ」という精神のもと、感謝の気持ち
を大切にしてほしいですね。

K.Tさん
進学コース 3年生

入学から3年間続く

をクローズアップ!

みんなを引っぱる部長に、
今年の抱負を

語ってもらいました!

年次

武道の面白さを体で感じながら、
さらに集中力を高め、一つひとつ
の所作や技を磨いていきます。
それぞれがレベルアップして挑
む最後の校技大会は意義のある
大会となります。

【磨く】

年次

武道の精神、一連の所作や技を
理解し、体得していきます。先生
の指導のもと、少しずつできるこ
とが増え、成長が実感できるの
が2年次です。

【発展する】

年次

礼儀作法、道着や道具の扱い方
からしっかり学びます。正座を覚
え、心を落ち着ける。基本の精神
と動きを1年次に身に付けます。

【基礎を築く】

どうして必
要なの

K.Yくん
進学コース 3年生　

学院の特色でもある「校技」。男子は「剣道」女子は「弓道」を、体育と
は別に3年間学びます。道着や道具も一人ひとり買い揃えて、大切に
扱います。まずは礼儀作法や道具の扱い方から学んでいき、学年が
上がるにつれ技術も徐々にレベルアップして、中には昇段審査に
チャレンジする生徒も。もちろん授業なので、学期ごとに試験もあり
ます。女子の中には入学前から弓道着に憧れていた生徒もいたり。
毎年開催される校技大会は、男女ともに盛り上がるイベントですよ!

姉

剣

活躍中

刺激頑張
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1年生の1学期は、まず道場での礼儀作法か
ら学んでいきます。入場の仕方や、私語厳
禁、正座で過ごすなどの作法です。2学期以

降は簡単な射法八節を学び、実際に弓を引い
ていきます。学年が上がるにつれ技術も上がり、

昇段審査を受ける生徒もいますよ。弓道から学んでほ
しいのは、集中力や思いやりの精神。意外と力を使う競技なので、体力づくり
にもなればと思います。校技大会ではどの生徒も楽しめるよう、1年次には大
きめの的に近い距離で打ちます。クラスの男子が応援に来たり、大会終盤は
息を呑む音が聞こえるくらいの緊張感で、毎年盛り上がりますね。

菅原祐里 先生

井谷栄人 先
生

学院で活躍中の、

刺激を受け合って
7つの、部活を紹介!

頑張ってます!

kendo

女子は

Archery弓道

剣道



ボクたちが、さらに充実した

学院の学習スタイルを

ガイドします!

数学は苦手だから、

中学校から復習しよう…

塾に通わなくても、
成績上がっちゃう!?

【授業外の学習時間（年間）】

計164時間特進コース

計82時間進学コース

オンライン
スピーキングで、
会話もばっちり?

ニュース

タブレット端末 授業外の学び

実践的な英語力

中央学院高校情報発信紙　Vivid vol.142 3

資格検定にチャレンジ! ! 本校で学習および部活動に加えて、積極的に推進しているのが
「プラスαの自分づくり」。中でも資格取得への取り組みは他校に
はない充実ぶりです。現在、11検定が学内で受験可能で、各検定
試験の前には教科担当による対策講座の実施や、学習テキスト
の配布もされます。通常の授業にプラスαの教養を身につけ、将
来就職時などにも自信に繋がるような力を育てる。未来の自分を
イメージし、さまざまな分野に挑戦する皆さんを後押しします!。

◎ 英語検定
◎ TOEIC Bridge
◎ 漢字検定
◎ 日本語検定
◎ 数学検定
◎ ニュース時事能力検定

スタイル 授業・試験のフォローや、実践的な英語授業などが特長の学院の学習スタイルが、さらにグレードアップします!

受験に向けた基礎学力・応用力向上のためのタブレット学習や、より充実した授業外のフォロー、
オンラインスピーキングを取り入れた英語教育など、学院の新たな取り組みを紹介していきます!

全員が 端末を使用。
予習・復習の効率UP!!
生徒全員がタブレット端末での学習を通して、
効率的に得意・苦手分野を把握し、基礎力と応用力を高めていきます。

授業外 学 も、さらに充実します!
補習や模擬試験、一人ひとりの学力や目標に合わせた対策講座を実施。
将来の進路に向け、きめ細かに指導していきます。
また、2017年度からは、模擬試験の事前事後のフォローもスタートしました!

ムムッ ほう~~~

得意・不得意科目

に合ったレベルで

勉強できます!

動画なら、好きな時に

繰り返し学べていいね!

空き時間にも活用できそう!

ガーーー
ン

ガーーー
ン

こう見えて、

勉強中~~

マンガは読んでません
から…

キャラクターの
解説を混じえて、
苦手項目を
きめ細かくガイド。

講義動画と
到達度テストで受験に対応!

講義動画と到達度テストを通して、志望校
に合わせた学習プランをアプリの中で自由
にプランニングできる教材「スタディサプリ」
を活用。学力がリアルタイムでわかり、効率
的な予習・復習が可能です。

2・3年次

基礎力アップを目標に、
それぞれのペースで予習・復習!

基礎学力のアップを目標に、小学校高学年
から高校3年生までの英語・数学・国語が学
べるeラーニング教材「すらら」を活用。学校
でわからなかった項目を、自分のペースで丁
寧に学ぶことができます。

1年次

「話す」「読む」「聞く」「書く」を身につけ
実践的 英語力アップ!
英検をはじめ、タブレットを活用したスピーキングトレーニング、4技能測定「GTEC」を実施しています。
さらに希望者には、福島県British Hillsでの英国文化体験（1年次）や、
オーストラリアでのホームステイ体験（2年次）などの充実した機会があります。

オンラインスピーキングや「GTEC」テストで、4技能のレベルアップ!

授業外のきめ細やかなフォローで受験対策も万全! えっ。

こんなに

あるんだ!!

さらに
タブレットで復習も!

なるほど~なるほど~

はい、チ
ーズ♥

はい、チ
ーズ♥

みなさんに心から楽しんでもらえるような学院祭にしたいです。
メンバーをまとめるのは大変ですが、学院祭成功の喜びは忘れ
られないものになるはず。今年は新しいシンボルをはじめ、
人気の模擬店やこだわりのイベントもいっぱいです。
ぜひお越しください！

秋の一大イベント、学院祭へようこそ！
毎年2,000人もの来場者が訪れる中央学院高校のビッグ・イベントの学院祭。
今年も、こだわりの企画が勢ぞろいです！

趣向を凝らしたイベント、
模擬店が盛りだくさん！乞うご期待です！

スタイル

1
スタイル

2

スタイル

3

大手予備校の講師陣の授業動画で学習。
個人のペースで再生・停止でき、
テキストのダウンロードもできます。

科目ごとにさまざまな講座が用意され、
レベルに合わせて受講可能。
スケジュール機能で受講の予定も立てられます。

◎放課後の補習・
◎長期休業（春・夏・冬季）中の
　補習や夏期校外合宿

S特進コース
（1～3年）

◎模擬試験の事前事後学習
◎授業後学習
◎各種検定対策講座
◎成績不振者対策講座
◎長期休業（春、夏、冬季）中の補習

進学コース
（1～3年）

授業外も、
これだけ充実!

1年～2年生
  ◎英検3級～準2級レベル
3年
  ◎英検準2級～2級レベル

学年ごとの
英検取得目標

みんなの感想

両立できるネ

※検定試験は受験希望者の人数により、校内で実施できない場合もあります。

検定試験
本校で
受験できる

実 績
これまでの

◎ パソコン検定
◎ 書写技能
   （硬筆・毛筆）検定
◎ 食の検定
◎ 理科検定

6万問を超える演習問題では、
生徒の理解度に応じて
難易度を自動的に変えてくれます。

Point

Point

Point

ヤッターーヤッターー

実行委員長 K.Aくん

2017年10月1日 日 10：00～

Yes!Yes!
I have a

 tablet.
I have a

 tablet.

学院の学習 がさらに充実!

58名
2016年度
2級以上合格者総数

2,869名過去3年間の
受検者延べ人数

※2016年度は、944名受検

2018年4月より

到達度テストが

あると、気合も

違いマス!

模擬試験のフォローも

あるのは受験に嬉しい!

英語は、普段にも使える力が

身につきそうです!

持ち運べるタブレットなら、

いつでもどこでも勉強できるネ!

部活で忙しいときも、

自分のペースで頑張れそう!

Thank 
you. Se

e you!

Thank 
you. Se

e you!



ボクたちが、さらに充実した

学院の学習スタイルを

ガイドします!

数学は苦手だから、

中学校から復習しよう…

塾に通わなくても、
成績上がっちゃう!?

【授業外の学習時間（年間）】

計164時間特進コース

計82時間進学コース

オンライン
スピーキングで、
会話もばっちり?

ニュース

タブレット端末 授業外の学び

実践的な英語力

中央学院高校情報発信紙　Vivid vol.142 3

資格検定にチャレンジ! ! 本校で学習および部活動に加えて、積極的に推進しているのが
「プラスαの自分づくり」。中でも資格取得への取り組みは他校に
はない充実ぶりです。現在、11検定が学内で受験可能で、各検定
試験の前には教科担当による対策講座の実施や、学習テキスト
の配布もされます。通常の授業にプラスαの教養を身につけ、将
来就職時などにも自信に繋がるような力を育てる。未来の自分を
イメージし、さまざまな分野に挑戦する皆さんを後押しします!。

◎ 英語検定
◎ TOEIC Bridge
◎ 漢字検定
◎ 日本語検定
◎ 数学検定
◎ ニュース時事能力検定

スタイル 授業・試験のフォローや、実践的な英語授業などが特長の学院の学習スタイルが、さらにグレードアップします!

受験に向けた基礎学力・応用力向上のためのタブレット学習や、より充実した授業外のフォロー、
オンラインスピーキングを取り入れた英語教育など、学院の新たな取り組みを紹介していきます!

全員が 端末を使用。
予習・復習の効率UP!!
生徒全員がタブレット端末での学習を通して、
効率的に得意・苦手分野を把握し、基礎力と応用力を高めていきます。

授業外 学 も、さらに充実します!
補習や模擬試験、一人ひとりの学力や目標に合わせた対策講座を実施。
将来の進路に向け、きめ細かに指導していきます。
また、2017年度からは、模擬試験の事前事後のフォローもスタートしました!

ムムッ ほう~~~

得意・不得意科目

に合ったレベルで

勉強できます!

動画なら、好きな時に

繰り返し学べていいね!

空き時間にも活用できそう!

ガーーー
ン

ガーーー
ン

こう見えて、

勉強中~~

マンガは読んでません
から…

キャラクターの
解説を混じえて、
苦手項目を
きめ細かくガイド。

講義動画と
到達度テストで受験に対応!

講義動画と到達度テストを通して、志望校
に合わせた学習プランをアプリの中で自由
にプランニングできる教材「スタディサプリ」
を活用。学力がリアルタイムでわかり、効率
的な予習・復習が可能です。

2・3年次

基礎力アップを目標に、
それぞれのペースで予習・復習!

基礎学力のアップを目標に、小学校高学年
から高校3年生までの英語・数学・国語が学
べるeラーニング教材「すらら」を活用。学校
でわからなかった項目を、自分のペースで丁
寧に学ぶことができます。

1年次

「話す」「読む」「聞く」「書く」を身につけ
実践的 英語力アップ!
英検をはじめ、タブレットを活用したスピーキングトレーニング、4技能測定「GTEC」を実施しています。
さらに希望者には、福島県British Hillsでの英国文化体験（1年次）や、
オーストラリアでのホームステイ体験（2年次）などの充実した機会があります。

オンラインスピーキングや「GTEC」テストで、4技能のレベルアップ!

授業外のきめ細やかなフォローで受験対策も万全! えっ。

こんなに

あるんだ!!

さらに
タブレットで復習も!

なるほど~なるほど~

はい、チ
ーズ♥

はい、チ
ーズ♥

みなさんに心から楽しんでもらえるような学院祭にしたいです。
メンバーをまとめるのは大変ですが、学院祭成功の喜びは忘れ
られないものになるはず。今年は新しいシンボルをはじめ、
人気の模擬店やこだわりのイベントもいっぱいです。
ぜひお越しください！

秋の一大イベント、学院祭へようこそ！
毎年2,000人もの来場者が訪れる中央学院高校のビッグ・イベントの学院祭。
今年も、こだわりの企画が勢ぞろいです！

趣向を凝らしたイベント、
模擬店が盛りだくさん！乞うご期待です！

スタイル

1
スタイル

2

スタイル

3

大手予備校の講師陣の授業動画で学習。
個人のペースで再生・停止でき、
テキストのダウンロードもできます。

科目ごとにさまざまな講座が用意され、
レベルに合わせて受講可能。
スケジュール機能で受講の予定も立てられます。

◎放課後の補習・
◎長期休業（春・夏・冬季）中の
　補習や夏期校外合宿

S特進コース
（1～3年）

◎模擬試験の事前事後学習
◎授業後学習
◎各種検定対策講座
◎成績不振者対策講座
◎長期休業（春、夏、冬季）中の補習

進学コース
（1～3年）

授業外も、
これだけ充実!

1年～2年生
  ◎英検3級～準2級レベル
3年
  ◎英検準2級～2級レベル

学年ごとの
英検取得目標

みんなの感想

両立できるネ

※検定試験は受験希望者の人数により、校内で実施できない場合もあります。

検定試験
本校で
受験できる

実 績
これまでの

◎ パソコン検定
◎ 書写技能
   （硬筆・毛筆）検定
◎ 食の検定
◎ 理科検定

6万問を超える演習問題では、
生徒の理解度に応じて
難易度を自動的に変えてくれます。

Point

Point

Point

ヤッターーヤッターー

実行委員長 K.Aくん

2017年10月1日 日 10：00～

Yes!Yes!
I have a

 tablet.
I have a

 tablet.

学院の学習 がさらに充実!

58名
2016年度
2級以上合格者総数

2,869名過去3年間の
受検者延べ人数

※2016年度は、944名受検

2018年4月より

到達度テストが

あると、気合も

違いマス!

模擬試験のフォローも

あるのは受験に嬉しい!

英語は、普段にも使える力が

身につきそうです!

持ち運べるタブレットなら、

いつでもどこでも勉強できるネ!

部活で忙しいときも、

自分のペースで頑張れそう!

Thank 
you. Se

e you!

Thank 
you. Se

e you!



Baseball

http://www.chuogakuin-h.ed.jp/

最新の情報は
ホームページをご覧ください！！
中央学院高校のホームページには気になる情報がいっぱい！
入試情報や各コースの紹介をはじめ、修学旅行や海外研修、
学院祭の様子やスクールライフなど、最新の情報は下記の
URLからご覧ください。

中央学院高等学校

学院生の
ホンネが
ギッシリ！

ここにも面白い情報がたくさんあります。
クリックしてみてみよう。

Information

野球部の部員数は約70人。部員は多く

てもチームワークはバッチリです。練習は

どちらかというと自主的にやるスタイル

で、「みんなが頑張ってみんなが応援で

きるチーム」がスローガン。2016年度は

秋季県大会準優勝、関東大会ベスト8、

春の選抜大会、21世紀枠千葉県の推薦

校になるなど、学院史上最高の成績を

残せました。今年は何としてでも甲子園

に出場したいです!

2016年秋季県大会準
優勝、

関東大会ベスト8

今年こそ念願の甲子園
出場へ!

野 球 部野 球 部

校技
ニッポンに
国技があるように、
ガクインには校技がある!

武道はやっぱり、身が引き締まります!

道の経験は、中学の授業で1、2回竹刀
を持っただけでした。ほとんどの生徒が

初心者で、スタートラインが同じなので、一緒
に成長できて楽しいです。はじめは、道着を
着たり、授業の準備をするのが大変でしたが、
みんなで技を一つひとつ習得していくのは面

白いですよ。授業を通して身に
つけた礼儀作法のおかげで、
普段もしっかり挨拶をするよ
うになったり、姿勢を意識す
るようになっていますね。今年

の校技大会は、クラス
で優勝をめざしたい
です。声を出して、全
員で団結して頑張
ります!

も中央学院だったので、弓道の授業が
あることは知っていました。「本当にあの

小さい的に当てられるようになるのかな!?」と
思っていました。最初は全然、的まで届かず、
でも今ではコツを掴んで当てられるようになっ
て楽しいです。不慣れだった道着もすぐ着られ
るようになりました。授業が始まる前に黙想を
したり、人が弓を射るときは見取り稽古をする
のですが、そこで鍛えられた集中力は書道部の
活動でも活きています。
弓道はほかの学校では
なかなか経験できない
ので、その楽しさを知る
ことができて嬉しい
ですね。校技大会は
男女で応援し合って、
毎年楽しいですよ!

T.Tくん（スポーツコース
　3年生）T.Tくん（スポーツコース
　3年生）

Cheerleading

一昨年に引き続き、昨年度もジャ
パンカップに出場。初心者の多い
チームの中、団結して頑張りまし
た。ほかにも学内のイベントや我孫
子のかっぱ祭り、運動部の応援に
も参加しいています。去年を乗り
越えてさらにレベルアップしたメン
バーで、今年度もジャパンカップの
出場権を勝ち取ります!

2016年ジャパンカップ出場
今年も出場権獲得に向け
日々特訓中!

チアリーディング部チアリーディング部
M.Sさん（進学コース　3年生）M.Sさん（進学コース　3年生）

kendo

小学校2年から剣道を続けています。
得意な技は「突き」。練習での努力が
実って、試合で一本取れた瞬間は本
当に嬉しいですよ。去年は、新人戦の
県大会で準優勝を勝ち取り全国大会
に進みました。今年は団体戦でのイン
ターハイ出場と、個人でも関東大会出
場を目指しています。地区大会ベスト
4をぜんぶ学院生で埋めたいです!

100人以上いるサッカー部は、去年の選手権大会予選でベスト16まで進みました。今年の目標は全国大会出場です。サッカーの楽しいところは、みんなで団結して1点を取りに行くところです。学院のサッカー部に入ったのは、見学でドリブルのテクニックに感動したから。本当に上手い人ばかりですよ!将来は海外でプレーしたいです。

昨年は県大会団体戦で準優勝
今年も部員一丸となって、
めざすはインターハイ!

剣 道 部剣 道 部
R.Iくん（スポーツコース　3年生）R.Iくん（スポーツコース　3年生）

Soccer
目標は全国大会出場!
強豪校揃いの
千葉で勝ち抜いてみせます!

サッカー部サッカー部
Y.Aくん（スポーツコース　3年生）
Y.Aくん（スポーツコース　3年生）

Badminton

去年は団体戦で関東大会に出場し
ました。今年は、ダブルスでも県大会
のベスト4に入ることが目標です。
バドミントンの面白いところは、頭を
使った相手との駆け引きですね。
練習は厳しいですけど、学院のほか
の運動部の活躍が、すごく良い刺激
になっています!

2016年、団体戦で関東大会出場!
今年はダブルスでも
ベスト4を!

バドミントン部バドミントン部
K.Sくん（スポーツコース　3年生）K.Sくん（スポーツコース　3年生）

Japanese Calligraphy

2016年はパフォーマンスの部で全国
大会出場。書道パフォーマンスゆか
りの地、愛媛県で演技を披露しまし
た。お正月のNHKの番組では、干支
の文字を書くパフォーマンスを披露
したんです。書道は書く人の個性が
出て面白いですよ。今年も全国大会
連続出場を目指して、しなやかな演
技ができるよう頑張ります。新入部
員募集中です!

全国大会出場、
NHKの番組でパフォーマンス披露
2017年も書道部は羽ばたきますよ!

書 道 部書 道 部
M.Iさん（進学コース　3年生）M.Iさん（進学コース　3年生）

Biology

生物部は、昆虫の研究をする「昆虫班」と、絶滅危惧の植物の保護培養を行う「ラン科班」の二つの班で活動しています。昆虫班は去年のジャパンバードフェスティバル環境学会で、我孫子の谷津地域に生息する虫の生態について発表し、最優秀賞を受賞。今年度出場予定のラン科班の研究発表でも、最優秀賞を狙いに行きます!

ジャパンバードフェスで最優秀賞受賞!今年も研究発表で
最優秀賞を狙います!

生 物 部生 物 部
A.Nさん（進学コース　3年生）
A.Nさん（進学コース　3年生）

まず生徒に学んでほしいのは、「礼に
始まり礼に終わる」武道の精神。日
本の伝統文化でもある礼儀作法を、
授業でしっかり身につけてほしいで
す。あとは、竹刀や道着などの道具を3年
間使用する中で、「物を大切にする心」も育んで
もらえたらと思います。クラスの選抜メンバーが出場す
る校技大会では、他の学年とも打ち合います。先輩との
レベルの差が体感できて、次の年のモチベーションに
なっているようです。校技として剣道の授業のある高校
は、千葉県内でも珍しいですね。試合でも練習でも「相手
がいてこそ成り立つ」という精神のもと、感謝の気持ち
を大切にしてほしいですね。

K.Tさん
進学コース 3年生

入学から3年間続く

をクローズアップ!

みんなを引っぱる部長に、
今年の抱負を

語ってもらいました!

年次

武道の面白さを体で感じながら、
さらに集中力を高め、一つひとつ
の所作や技を磨いていきます。
それぞれがレベルアップして挑
む最後の校技大会は意義のある
大会となります。

【磨く】

年次

武道の精神、一連の所作や技を
理解し、体得していきます。先生
の指導のもと、少しずつできるこ
とが増え、成長が実感できるの
が2年次です。

【発展する】

年次

礼儀作法、道着や道具の扱い方
からしっかり学びます。正座を覚
え、心を落ち着ける。基本の精神
と動きを1年次に身に付けます。

【基礎を築く】

どうして必
要なの

K.Yくん
進学コース 3年生　

学院の特色でもある「校技」。男子は「剣道」女子は「弓道」を、体育と
は別に3年間学びます。道着や道具も一人ひとり買い揃えて、大切に
扱います。まずは礼儀作法や道具の扱い方から学んでいき、学年が
上がるにつれ技術も徐々にレベルアップして、中には昇段審査に
チャレンジする生徒も。もちろん授業なので、学期ごとに試験もあり
ます。女子の中には入学前から弓道着に憧れていた生徒もいたり。
毎年開催される校技大会は、男女ともに盛り上がるイベントですよ!

姉

剣

活躍中

刺激頑張

中央学院高校情報発信紙　Vivid vol.144

男子は

2017.7
vol.14

中央学院高校  情報発信紙

中央学院高等学校
〒270-1131 千葉県我孫子市都部765 TEL.04（7188）1101

1年生の1学期は、まず道場での礼儀作法か
ら学んでいきます。入場の仕方や、私語厳
禁、正座で過ごすなどの作法です。2学期以

降は簡単な射法八節を学び、実際に弓を引い
ていきます。学年が上がるにつれ技術も上がり、

昇段審査を受ける生徒もいますよ。弓道から学んでほ
しいのは、集中力や思いやりの精神。意外と力を使う競技なので、体力づくり
にもなればと思います。校技大会ではどの生徒も楽しめるよう、1年次には大
きめの的に近い距離で打ちます。クラスの男子が応援に来たり、大会終盤は
息を呑む音が聞こえるくらいの緊張感で、毎年盛り上がりますね。

菅原祐里 先生

井谷栄人 先
生

学院で活躍中の、

刺激を受け合って
7つの、部活を紹介!

頑張ってます!

kendo

女子は

Archery弓道

剣道


