
平成２２年度 学事報告 （2010 年4 月～2011 年3 月） 

（４月） 

4/1(木) 春季休業(～4/4) 

4/5(月) 新学期準備（各学年会/教科会/教務部会/保健厚生部会/総務企画広報部会 

生活指導部会）・主任会(16:00～)・指導要録〆切・各教室点検 

運営委員会(9:30～11:30) 

4/6(火) 新入生登校日・入学式予行(10:00～)・教職員身分証明書交換 

生徒会担当者部会(13:30～)・１年学年会(15:00～)・教務部会(13:30～) 

２年学年会(10:00 ～)・３年学年会(9:30～)・教務部会(13:30～) 

S 特進コース打ち合せ会(16:00 ～) 

4/7(水) 始業式・担任紹介・新任紹介・臨時時間割発表 

生活指導プリント配布・バス定期券校内販売 

生徒指導用顔写真作成(4/9 提出)・対面式/部活動紹介要項配布 

出席簿記録説明プリント配布・生徒用年間行事予定表配布 

各クラス学級組織表(4/19 提出)・生徒会教員役割分担発表 

身体測定係生徒打ち合せ(10:30～)・「保健だより」配布 

１年学年会(10:10～/15:00～) 

4/8(木) 第４１回入学式(入学生354 人10:30～11:30) 

公用車事前予約について(手続き) 

4/9(金) 対面式・オリエンテーション(部活動/委員会紹介)部活動顧問発表 

身体測定(２/３ 年) 

4/12(月) １年知能検査/オリエンテーション研修結団式(１年) 

１年授業担当者会(13:00～)・２年学年集会(5/6 校時・３年進路ガイダンス 

臨時時間割(2/3 年～4/19) 

4/13(火) １年オリエンテーション研修(進学/Ｓ特進/スポーツコース福島県いわき市ス 

パ リゾートハワイアンズ２泊３日)・２年オリエンテーション研修(Ｓ特進コース 

中央学院大学セミナーハウス１泊２日)・教務部会(13:40)・３年学年会(15:00) 

4/14(水) ２年学年集会(進学コース6 校時) 

4/15(木) ３年学年集会(進学コース5/6 校時)・生徒基本調査簿記入について 

本時間割(案)発表 

4/16(金) 身体測定(１年13:20~15：10)・オリエンテーション研修解団式 

/作文/学習状況リサーチ(1 年)・運営委員会・部活動代表者(13:10～) 

4/17(土) 第１回教育振興会役員会(13:00～)・Ｓ特進コース１年保護者会(10:00～） 

進学コース２年保護者会(10:00～) 

4/19(月) 学力テスト１/２ 年(スタディサポート国語/数学/英語) 

年間清掃分担表/美化活動予定表発表・学級組織表提出〆切 

Ｓ特進コース担当者会(15:30～) 

4/20(火) 学力テスト（２/３年）・本時間割開始・運営委員会・教職員緊急連絡網配布 

食堂営業開始・１年知能検査(欠席者)・１年学年会(15:50～) 

内科検診(２/３年)・手賀中校長来校 



4/21(水) 内科検診(１/２年)・年間行事予定追加 

4/22(木) 連絡会(15:50～)・総務企画広報部会・学習委員会・HR 委員会・学院祭実行委 

員会・生活委員会・広報委員会・体育委員会・美化委員会 

生物部校内合宿(～4/25)・３年学年会(全コース) 

4/23(金) 教育振興会理事選出〆切(２/３年)・心電図/胸部レントゲン(１年) 

仮入部〆切・カウンセリングルームだより(４月号)配布 

自転車集会(15:40～)生物教材配布(～4/24 約150 校来校) 

ハイチ地震募金寄付(日赤21,573 円) 

4/26(月) Ｓ特進コース補習開始・第１回漢字検定試験申し込み受付(～4/28) 

１年総合学習説明(7 校時)・ニュース時事能力検定試験申し込み受付(～5/14) 

「創立記念日のお知らせ」配布・総務企画広報からのお願い 

部活動部員数/アンケート記入 

4/27(火) 運営委員会・教育実習生/担当者打合会(16:00～)・茶道講座説明会(14:20～) 

4/28(水) 進度表〆切・シラバス生徒配布完了・教科係会(13:10～) 

歴史検定試験申し込 み受付開始(～5/21)・連合評議委員会・理事会 

4/29(木) 昭和の日 

4/30(金) 創立記念日 

(５月) 

5/6(木) 主任会(15:50～)・生徒会中央会議(15:40～)・体育委員会(２/３年15:40～) 

学院祭委員会執行部会(15:40～)・４月分出席簿統計 

パソコン検定試験年間予定発表 

5/7(金) 法人監査(大学本部)・尿検査採尿器の配布・各部活動代表者会(13:00～) 

体育委員会執行部会(15:40～)・英語検定試験申し込み受付(5/11～5/12) 

食の検定試 験案内配布・ゴミの分別収集の呼びかけ 

5/8(土) Ｓ特進土曜講座 

5/9(日) ３年代々木ゼミ模試(Ｓ特進/英語コース) 

5/10(月) 尿検査(～5/11)・卒業アルバム写真撮影(～5/14)・数学検定試験申し込み受付 

(～5/14)・パソコン検定試験申し込み受付(～5/14) 

教育振興会総会の案内配布体育委員会(13:00～) 

体育祭アンケート配布(～5/11)・S 特進コース1 年補習開始 

１学年集会(７校時)・部活動/委員会生徒名入力(～5/13) 

３年進学コース学年会(15:55 ～) 

３年Ｓ特進/英語/スポーツコース学年会(16:10～) 

5/11(火) 運営委員会・全学図書委員会(15:40～)・歯科検診係生徒説明会(13:00～) 

英語検定試験申し込み受付(～5/12)・新校舎定例会議(14:00～) 

尿検査回収・体育 委員会執行部会(15:40～) 

5/12(水) ３年学年集会(７校時:進学/英語/スポーツコース) 

日本語検定試験申し込み受付 (～5/14)・年永年勤続表彰 

ペットボトルキャップ洗浄協力者募集(生徒会) 

5/13(木) 歯科検診(9:00～)・生徒会中央会議(15:40～)・連絡会(15:50～) 



学院祭テーマ決定「We ARE ONE」・総務企画広報打合会(16:30～) 

学院祭クラスリーダー/部活動代表打ち合せ(15:40～) 

運営委員会(9:30～10:30) 

5/14(金) 全教職員懇親会(マリベール柏18:00～20：00) 

カウンセリングルームだより発行(５月号)・ 特進補習シラバス提出〆切 

5/15(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～) 

保護者会(１年進学コース10:00～/３年進学コース10:00～中央学院大学/2 年S 

特進コース10:00～/２年英語コース10:00～/３年スポーツコース10:00～) 

５号館清掃点検・Ｓ特進土曜講座 

5/17(月) 第１学年夏期補習担当者会(13:00～)・日本語検定試験申し込み受付(～5/13) 

図書委員会(15:30～)・第１学年夏期補習担当者会(13:00～) 

２２年度諸検定試験一覧配布 

5/18(火) 第１回硬筆/毛筆書写検定試験試験申し込み受付(～5/21) 

日赤救急法講習会の案内配布・中間考査時間割発表/部活動中止(～5/27) 

新校舎建築定例総会 (14:00～)・部活動/委員会入力名簿確認 

5/19(水) HR 委員会(13:00～)・成績票生徒名確認(～5/20)・６月行事予定表配布 

5/20(木) 教育実習オリエンテーション(16:00～)・生徒会補欠選挙(7 校時) 

(補欠選挙結果：信任) 

5/21(金) 中間考査試験問題〆切・クールビズ期間に伴うネクタイ/リボン着用ついて 

２学年集会(７校時) 

5/22(土) 自宅学習 

5/23(日) Ｓ特進３年模擬試験 

5/24(月) 尿検査・スタディサポート反省会(1 学年全コース)・試験会場作り 

教職員健康診断問診票配布・定期考査実施方法について 

CGTIMES５月号配布(広報委員会) 

短縮授業(40 分×６校時)・教務部作業(16:00～) 

5/25(火) 中間考査(～5/28)・校外補導/バス乗車指導(～5/28)・運営委員会(13:00～）・ 

教務部会(11 :30～) 

5/26(水) 顧問会議/生徒会担当者会(13:00～)・教職員健康診断(9:00～12:00) 

5/27(木) 教育実習(～6/16)・理事会/評議員会(13:00～ホテルオークラ) 

生徒会役員打ち合せ(11:05～)・web サイトページ更新の訂正/確認(5/31〆切) 

教育実習生について 

5/28(金) 防災訓練(11:10～)・生徒総会(11:30～) 

カウンセリング情報交換会(13:00～) 

生活委員会(１年/２年12:10～)・３学年集会(12:00～) 

5/29(土) Ｓ特進土曜講座・各種目毎活動(スポーツコース) 

２０１０上野松坂屋中学高校進学説明会(５２名個別相談10:00～18:00) 

5/30(日) 模擬試験(Ｓ特進１/２年) 

5/31(月) スタディサポート反省会(２年全コース15:30～) 



Ｓ特進コース２年面談(～6/11)・4 月授業日数(１５日)/５月授業日数(１８日) 

(６月) 

6/1(火) 運営委員会・主任会(15:50～)・１年朝読書スタート・クールビズスタート 

6/2(水) 進学志望理由書模試(７校時３年進学/英語コース） 

全国私学経営研修会(校長/教 頭～6/4)・パソコン検定試験(16:30～) 

月末出席簿統計・就学支援金加算申請 (～6/11)・芸術鑑賞会について(配布) 

6/3(木) 教育実習(２週間～6/16)開始・総務企画広報部会(13:00～) 

学院祭実行委員会執行部会(15:40～) 

書写検定試験資料配付(受験申込人数１３６名)・教科係会(13:00～) 

生活指導部会(16:00～)・体育委員会執行部会/HR 委員会執行部会 

生活委員会執行部会(15:30～) 

6/4(金) 定期考査状況報告〆切・尿検査・中間考査成績入力〆切 

漢字検定試験(16:30～17:30)・美化委員会執行部会(13:00～) 

芸術鑑賞会注意事項配布 

6/5(土) 第３回教育振興会役員会(12:00～)・総会(13:00～) 

第４回教育振興会役員会(14:00～)・新旧役員懇親会(15:30～17：30) 

代ゼミ模擬試験(１年進学コース) 

6/7(月) 保護者面談(３年進学コース～6/25)・生活指導部会(16:30～) 

３年学年会(13:00 ～)・１学年集会(７校時) 

6/8(火) 運営委員会・新校舎建築定例会(14:00～)・地歴公民科(13:00～) 

総会資料配付(委任状提出/欠席の保護者) 

6/9(水) 芸術鑑賞会/演劇「EDDI」(柏市民文化会館13:00～16:00) 

6/10(木) 久寺家中学校高校説明会(生徒/保護者２９７名) 

布佐中学校高校説明会(生徒/保護者１９４名)・連絡会(15:50～) 

保護者面談(２年進学コース～6/30)・学院祭実行委員会執行部会(15:40～) 

6/11(金) 第１回英語検定試験(16:30～３級６名/準２級70 名/２級２１名)・尿検査 

体育委員会(体育祭応援団募集)・就学支援金認定書配布 

生徒会担当者会(13:00～)・柏第３中学校高校説明会(生徒/保護者２９９名) 

6/12(土) 自宅学習日・書道市民講座(10:00～) 

6/13(月) 模擬試験(３年英語コース) 

6/14(月) 尿検査・保護者面談(１年進学コース～6/25)・体育委員会(16:20～) 

6/15(火) 県民の日 

6/16(水) 授業料減免制度の案内配布・広報委員会執行部会(13:00～) 

教育実習生研究授業・教育実習反省会(指導教諭/教育実習生16:30～17：30) 

6/17(木) １年生夏期補習申し込み〆切・総務企画広報部会(15:40～) 

図書委員会(15:30～)・生徒会中央会議(15:50～) 

学院祭ポスター募集(広報委員会)・学院祭実行委員会(15:30～) 

6/18(金) 東葛地区校長会・日本語検定試験(16:40～17:40) 

パソコン検定試験申込(～6/22)・時事能力検定試験(16:30～) 

日本語能力検定試験(16:30～) 



6/19(土) 塾対象説明会(４５教室/６１名10:00～11：30)・各種目毎練習(スポーツコース) 

Ｓ特進補習・体育委員会(応援団希望者) 

6/21(月) 書写検定試験(硬筆８９名16:30～)・選択科目等集計教務連絡〆切 

自転車利用のルール・マナーの遵守について(配布) 

期末考査(案)提示・夏期校内合宿希望〆切(～6/25) 

6/22(火) 書写検定試験(硬筆３級２３名16:30～)・新校舎建築定例会議(14:00～) 

6/23(水) 書写検定試験(毛筆２級/４級２４名) 

３学年集会(進学/英語/スポーツコース７校時) 

救急救命講習(３年スポーツコース５校時～)・学長校長懇談会(14:30～) 

6/24(木) パソコン検定試験・校内合宿希望〆切 

学院祭実行委員会(出店代表者15:40～)体育委員会(男女リーダー15:40～) 

生活委員会執行部会(15:40～)・ＨＲ委員会(15:40～) 

パソコン検定試験(15:40～)・牧野原中学校高校説明会(生徒/保護者２９２名) 

高柳中学校高校説明会(生徒/保護者６０名) 

6/25(金) 湖北中学校高校説明会(生徒/保護者３５０名)・体育委員会(各クラスリーダー) 

6/26(土) ２年英語コース保護者会(10:00～)・書道市民講座(10:00～) 

6/27(日) ２０１０高等学校一斉説明会(三井サンガーデンホテル柏/生徒保護者２８０名) 

6/28(月) 職員室入室禁止(～7/13)・湖北台中学校高校説明会(生徒/保護者２２２名) 

6/29(火) 広報委員会(各部活動部長13:00～)・校内献血同意書配布(7/8〆切) 

就学支援金加算申請者の申請書記載(説明)・運営委員会(9:00～10:00) 

6/30(水) 特待生/奨学生認定者振り込み口座提出・２学年集会(７校時) 

東深井中学校高校説明会(生徒/保護者３１０名) 

（７月） 

7/1(木) 期末考査問題提出〆切・主任会(15:50～)・学院祭参加団体の原稿提出 

7/2(金) 校内合宿/校外合宿書類〆切・富勢中学校高校説明会(生徒/保護者３０８名) 

手賀中学校高校説明会(生徒/保護者８０名)・出席簿月末統計 

進路指導部会(13:00～)東葛飾地区ターミナル駅周辺補導(15:20～17：00) 

カウンセリングルームだより発行・広報委員会執行部会(12:45～） 

１学年集会(７校時) 

7/3(土) 自宅学習 

7/5(月) 期末考査(～7/8)・教職員健康診断事後指導(9:00～)・校外補導(～7/8) 

追試験対象生徒記入(～7/8) 

7/6(火) 建設委員会定例部会(14:00～)・３年学年会(全コース11:40～) 

7/7(水) 会員塾限定東葛市川地区私立１４校説明会(柏商工会議所） 

7/8(木) 生活指導部特別講演会「薬物乱用防止について」(11:20～12:10) 

講師:千葉県警東葛地区少年センター 少年補導専門員 前田理恵子氏 

部活動予算申請〆切・連絡会(13:30～)・教科係会(13:30～) 

部活動夏季練習予定(ファイル記入)・学院祭実行委員会執行部会(12:20～) 

期末考査未受験者記入・３年学年集会(12：10~) 

7/9(金) 成績処理日・運営委員会(9:00～) 



7/10(土) 自宅学習日 

7/12(月) 特別授業・成績入力・夏季動静表〆切(7/20) 

体育委員会執行部/応援団生徒 (12:40～)・未済生徒(大会議室) 

生活委員会(学院祭食品出展代表者12:40～) 

7/13(火) 成績入力・追試問題〆切・校内献血生徒５３名(12:30～15:30) 

学割申請〆切・広報委員会(学院祭ポスター決定/1-2 森田千遥) 

追試験時間割確認・日赤救急法講習会受講者案内配布 

7/14(水) 追試験(～7/16)・教科会(9:00～)・Ｓ特進夏期講習(～7/23) 

成績資料作成・確認訂正(13:30～)・進度表提出 

夏期休業中のインフラ工事工程表掲示・教務部会(13:00～) 

7/15(木) 学年会・成績会議(15:00～)・定期考査状況報告〆切 

大津ヶ丘中学校高校説明会(生徒/保護者２６０名)S 特進夏期補習担当者打合会 

7/16(金) 教科会・追試験結果報告〆切 

7/17(土) 進路ガイダンス(２年進学コース) 

7/18(日) 海外研修出発(２年英語コース９名/オーストラリア１８日間) 

7/19(月) 海の日 

7/20(火) 終業式・第５回教育振興会役員会・部活動激励会 

教育振興会だより第９３号発行・夏期休業だより発行 

総務企画広報部会(14:30～)・CGTIMES7 月号発行・２学年集会(10:30～) 

7/21(水) 期末指導生徒集合(8:40～)・期末指導(～8/7)・１年夏期講習(～7/30) 

３年調査書入力〆切・出席簿月末統計(確認訂正～7/24) 

7/22(木) 調査書確認訂正(3 年) 

7/23(金) 調査書確認訂正(13:00)・期末指導試験問題〆切(15:00) 

調査書出力/確認(教務)・教務部会(14:00～) 

7/24(土) 学校見学会(10:00～12:30) 

7/25(日) 学校見学会(10:00～12:30)参加者数１，２４７名・模試(英語コース３年) 

私立高校６校合同説明会(明光義塾六実教室10:00～生徒/保護者約４５名) 

7/26(月) 総合学習塾マインズ・私立高校説明会(13:30～15:30 生徒/保護者５３名参加) 

7/27(火) Ｓ特進コース夏期合宿(長野県下高井郡山ノ内町２年～7/31・3 年～8/2) 

7/28(水) 非常放送点検・建設委員会(11:00～法人本部) 

（８月） 

8/1(日) 首都圏進学フェア、三井サンガーデンホテル柏３，８５０名参加/個別相談７９名) 

8/3(火) 建設委員会定例部会/分科会(14:00～16:20) 

8/4(水) 夏期講習(Ｓ特進コース～8/23)・海外研修帰国(２年英語コース7/18～１８日間) 

8/5(木) Ｓ特進オープンコース(～8/6) 

8/6(金) 海外研修解団式 

8/7(土) Ｓ特進３年保護者会(10:00～) 

8/9(月) 模試(Ｓ特進コース３年) 

8/10(火) 夏季休業日(～8/18) 

8/18(水) １年英語研修(～8/20 参加人数１７名・福島県岩瀬郡天栄村/神田外語ブリティシュヒルズ) 



8/19(木) 期末指導(～8/21) 

8/22(日) Ｓ特進２年模試・首都圏進学フェアin 千葉(成田メルキュールホテル) 

8/23(月) 期末指導試験(～8/24) 

8/25(水) Ｓ特進２年修学旅行(北海道上川郡東川町～宗谷郡猿仏村) 

Ｓ特進１年林間学校 (～8/27 静岡県賀茂郡西伊豆町～河津町) 

8/31(火) 新学期準備(学年会・教科会)・期末指導結果報告(13:00) 

（９月） 

9/1(水) 始業式(２校時:LHR/３～５校時:授業/６校時:学年集会等) 

３年基礎学力判定テスト(国/数/英)・生活委員会(15:30～) 

教職員動静表訂正(～9/3)・バス定期券校内販売 

9/2(木) 主任会(15:50～)・学院祭実行委員会執行部会(15:40～) 

総務企画広報部会(13:00～)・生活指導部会(13:00～)・HR 委員会(15:30～) 

広報委員会執行部会9/3(金)夏季校長自由課題提出〆切・生活委員会(16:00～) 

学院祭実行委員会(13:00～)・広報委員執行部会(13:00～) 

１年指導要録〆切・体育委員執行部会(13:00～) 

9/4(土) 小論文模試(２年進学コース)・各種目毎練習(スポーツコース)・自宅学習 

9/5(日) 模試(３年Ｓ特進) 

9/6(月) 生徒会担当者会(13:00～)・松戸第４中学校説明会(生徒/保護者約４００名) 

教育実習(教育実習生：東京女子体育大学１名～9/30)・体育委員執行部会(16:30～) 

9/7(火) 自転車集会・建設委員会定例会(14:00～)・体育祭/学院祭の開催について 

9/8(水) 松戸市立旭町中学校説明会(生徒/保護者約１５０人)・広報委員執行部会(13:00～) 

学習委員執行部会(15:30～)・保健体育委員執行部会(15:30 ～) 

生活委員会検便提出〆切・３年進路ガイダンス(７校時) 

体育祭救護係生徒集合(13:00～)・体育委員執行部会(16:30) 

広報委員1 年執行部会(16:30～)・美化委員執行部会(16:30～) 

生活委員執行部会(16:30～)・体育祭予行の連絡 

9/9(木) 体育祭予行(４０分×５校時/予行13:30～)・連絡会(15:50～) 

体育祭委員執行部会(13:00～)・美化委員執行部会(15:30～)・生活委員執行部会(13:00～)・ 

学習委員執行部会(15：30～)・S 特進夏期補習反省会(16:20～) 

9/10(金) 体育祭・松戸第１中学校説明会(生徒１５０名) 

9/11(土) 自宅学習日 

9/13(月) 夏期講習会反省会(学習指導13:00～)・後期分授業料振込用紙配布 

体育委員執行部会(15:30～)・学習委員執行部会(16:30～) 

9/14(火) 指定校推薦申込〆切(15:40～)・第２回実用英語検定試験申込受付(～9/15) 

生活指導部会(15:40～)・生活委員執行部会(15:30～) 

学院祭実行委員執行部会(15:30～) 

9/15(水) 指定校推薦第１回選考・３年学年会(15:50～) 

9/16(木) 生活委員執行部会(食品を扱う団体代表者)・広報委員執行部会(13:00) 

学習委員執行部会(13:00～) 

9/17(金) 松戸第６中学校説明会(生徒/保護者約３８０名) 



学院祭パンフレット配布・学院祭実行委員執行部会(12:45～) 

学習委員執行部会(13:00～)・Ｓ特進補習担当者反省会(16:30～) 

9/18(土) 第６回教育振興会役員会(13:00～)・第２回卒業準備委員会(14:00～) 

(進学コース２/３年)・各種目毎活動(スポーツコース) 

9/19(日) スクールフェア２０１０(三井サンガーデンホテル船橋/個別相談４４名) 

ＩＢ早稲田入試説明会(船橋勤労市民センター/個別相談９名) 

9/21(火) 短縮授業(４０分×５校時)・学院祭準備(14:00～)・総務企画広報部会(13:10～) 

広報委員執行部会(14:30～)学祭委員執行部会(14:00～) 

美化委員執行部会(14:30～)・生活委員執行部 会13:40～) 

指定校推薦第２回選考会(16:30～)・建設委員会定例部会(14:00 ～) 

9/22(水) 学院祭(校内)・我孫子中学校説明会(生徒/保護者約１４０名) 

栗ヶ沢中学校説明会(生徒１２５名/保護者約１００名) 

9/23(木) 学院祭(一般公開)・第７回教育振興会役員会(11:00～) 

塾全協進学相談会(三井サンガーデンホテル柏13:00～個別相談１２６名) 

千葉県私学フェア(幕張メッセ10:00～16:00 参加約２，０００名) 

9/24(金) 学院祭後片付け・野田地区進連協合同説明会(10:20～10:40) 

小金北中学校説明会(生徒１２６名/保護者約１２０名13:40～13:55) 

9/25(土) 千葉県第３学区公私立 高校説明会(さわやか県民プラザ 個別相談) 

9/26(日) 代ゼミ模試(英語コース３年) 

9/28(火) 日赤救急法認定証配布・漢字検定試験申し込み受付(～10/1) 

9/29(水) 修学旅行事前指導(２年進学コース)・教育実習研究授業(1-3 保健) 

9/30(木) 主任会(15:50～)・出席簿月末統計・総務企画広報部会(13:00～) 

学校案内用写真撮影・学院祭実行委員会反省会(15:50～) 

生活委員執行部会(15:40～) 

ボランティア受付(手賀沼エコマラソン/バードフェスティバル) 

教育自習生研究授業(４校時2-78 体育)就学支援金書類配布 

赤い羽根共同募金(～10/15)・教育実習反省会(16:00～) 

数学検定試験申込受付開始(～10/6）・広報委員執行部会(15:40～) 

英語スピーチコンテスト(15:30～/各部門1 位は10/13 松戸地区大会に出場) 

（１０月） 

10/1(金) 附属校推薦(専願)申し込み〆切・日本語検定試験申し込み受付(10/6～10/8) 

10/2(土) 進路ガイダンス(１年進学コース/学院大・２年進学コース/校内) 

Ｓ特進コース土曜講座・自宅学習(英語コース)・各種目毎練習(スポーツコース) 

10/4(月) 食の検定試験申し込み受付(～10/28) 

金ヶ作中学校説明会(保護者/生徒約２５０名)・１学年集会(７校時) 

10/5(火) 野田東部中学校見学来校(11:30～13:00 教員2 名/保護者１２名) 

松戸地区進連協合同説明会(２０校参加)・建設委員会定例会議(14:00～16：00) 

10/6(水) 中央学院大学専願生徒集会(法学部１５名/商学部１９名計３４名15:30～14:20) 

10/7(木) 柏地区進連協合同説明会(３７校参加10:30～10:55) 

第２回書写技能検定試験申し込み受付(～10/15) 



学習委員執行部会(15:30～)・和名ヶ谷中学校説明会 

10/8(金) 中学校教員入試説明会(茨城県南１４校15:00～16:00) 

印旛地区私立高校合同説明会(５０校参加14:40～15:00) 

Ｓ特進コースシラバス提出〆切(冬期/直前講習) 

10/9(土) 千葉県私学振興大会（本校参加60 人14:00～15:15 幕張国際会議場) 

10/10(日) 青山英語学院個別説明会(個別２０名/流経大新松戸キャンパス9:00～12:00) 

茨城県進学フェア(個別相談１３名/つくば国際会議場10:00～16:00) 

茨城県/千葉県/私立高校説明会(豊進舎柏校舎/生徒保護者） 

進研イースト入試相談会(個別相談・/松戸森のホール13:00 ～15:30) 

10/11(月) 体育の日 

10/12(火) 附属校推薦(併願)申し込み〆切・生活指導部会(16:00～)・教職員健康診断申し込み受付 

10/13(水) パソコン検定試験申し込み受付(～10/26) 

松戸地区英語スピーチコンテスト (湖北公民館9:00～) 

10/14(木) 松戸第４中学校保護者見学(２３名11:00～12:00)教職員健康診断申し込み〆切 

３年学年会(13:00～) 

中央学院大学併願生徒集会(法学部１８名/商学部６名計２４名15:30～) 

10/15(金) 西初石中学校説明会(生徒/保護者約１３０名13：35～14:35) 

六実中学校説明会(生徒/保護者約３１０名15:00～15:20) 

中間考査問題提出〆切・第２回英語検定試験(16:30～) 

自転車通学マナーキャンペーン(通学路7:30～) 

10/16(土) 塾対象説明会(７０名参加10:00～)・自宅学習 

10/18(月) 短縮授業(４０分×６校時)・校外補導(～10/22) 

10/19(火) 中間考査(～10/22)・建設委員会定例部会(14:00～) 

Ｓ特進担当者会(13:00～)・運営委員会(9:25～) 

10/20(水) 

10/21(木) カウンセリング担当者会(13:00～) 

10/22(金) 防災訓練(11:10～11:50)・入試説明会担当者会(13:00～) 

手賀沼エコマラソンボランティア生徒集合(11:50～) 

10/23(土) 第８回教育振興会役員会(10:00～）・第３回卒業準備委員会(10:30～) 

第１回入試説明会(参加３３７人14:00～) 

エルヴェ学院入試相談会(フローラ西船個別相談１５名13:00 ～17:00) 

Ｓ特進土曜講座(8:50～)・自宅学習 

10/24(日) 模試(Ｓ特進３年) 

10/25(月) 1 学年集会(７校時)・面談(Ｓ特進コース３年～11/5)・パソコン検定試験申し込み受付 

10/26(火) 運営委員会(9:00～10:30) 

10/27(水) 法人理事会・３学年集会(７校時～全コース)・中間考査成績入力〆切 

定期考査状況報告〆切・根木内中学校説明会 

10/28(木) 第２回書写検定試験申し込み者数(硬筆４０名/毛筆３４名) 

Ｓ特進コース担当者会(15:30～)・２年学年会(15:50～) 

10/29(金) 定期考査状況報告・成績入力〆切・入試説明会担当者打合会(13:00～) 



カウンセリングルームだより発行 

10/30(土) 代々木ゼミ実力テスト(１年進学コース)・修学旅行説明会(２年進学コース) 

土曜講座(Ｓ特進コース) 

自宅学習(３年進学/英語コース)・各種目ごと活動(スポーツコース) 

数学検定試験(8：50～) 

10/31(日) 第２回入試説明会(参加４８４人14:00～)・模擬試験(Ｓ特進/英語コース２/３年) 

出席簿月末統計 

（１１月） 

11/1(月) 生活指導部会(13:50～)・教育振興会役員会/卒業準備委員会の開催案内配布・ 

卒業準備委員会からのお知らせ/謝恩会の案内を配布(第３学年) 

Ｓ特進1 年保護者面談(～11/12)・１学年進学コース保護者面談(～11/16) 

11/2(火) 運営委員会(9:00～10:00)・建設委員会定例会(14:00～15:00) 

学院祭決算(出店団体15:20～)・生徒会役員改選公示 

11/3(水) 文化の日 

11/4(木) 主任会(15:50～) 

11/5(金) 漢字検定試験(16:30～17:30)・HR 委員会執行部会(15:40～) 

校技大会抽選会(13:00～)・入試説明会担当者打合会(13:00～) 

２年進学コース学年会(15:40～) 

11/6(土) 第３回入試説明会(参加309 人14:00～)・１年Ｓ特進希望者実力テスト 

自宅学習(進学コース２/３年)・各種目毎活動(スポーツコース) 

11/8(月) 保健だより発行・３年進学コース保護者面談(～11/19) 

11/9(火) 運営委員会(9:00～11:00)・業者アンケート調査(コート購入) 

パソコン検定試験申込受付(～11/22)・校技大会弓道メンバー表提出〆切 

11/10(水) 中央学院大学学生授業見学(１８名9:40～13：00) 

11/11(木) 連絡会(15:50～)・HR 委員会執行部会(13:00～)・３年学年会(13:00～) 

中央学院大学附属校推薦入学試験５３名 

11/12(金) 校技大会(剣道/弓道8:50～13:00)・日本語検定試験(13:00～) 

入試説明会担当者打合会(15:00～)・広報委員会 

創立４０周年記念 事業募金趣意書配布(教員) 

11/13(土) 自宅学習 

11/14(日) 第４回入試説明会(参加344 人14:00～)・模擬試験(Ｓ特進１,２年) 

11/15(月) Ｓ特進コース３年面談(～12/28)・硬筆検定試験(４０名受験16:30～) 

生徒会役員立候補者集合(13:05～) 

11/16(火) 運営委員会(9:00～)・毛筆検定試験(３４名受験16:30～) 

ＪＲターミナル駅列車補導(～11/19) 

成績不振者対策指導(２年進学コース・11/16～12/6 ～6:00) 

法人監査(本部) 

11/17(水) スポーツコース特別講演会(５、６校時) 

演題「ラダートレーニング/マイクロハードルドリル」 

講師：クレーマージャパンSAD 事業部長 吉田謙介氏 
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11/18(木) １年コース選択〆切・生徒会中央会議(15:30～) 

入試広報誌Vivid 撮影(11:50～) 

ＨＲ委員会(15:40～)・中央学院大学法/商学部長来校(15:30～) 

11/19(金) 選択科目等人数教務連絡〆切・入試説明会担当者打合会(13:00～) 

11/20(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～) 

第５回入試説明会(参加346 人14:00～)・自宅学習(２・３年進学コース) 

各種目ごと活動(スポーツコース) 

11/21(日) 校内停電(終日) 

11/22(月) １学年集会(７校時) 

11/23(火) 勤労感謝の日 

11/24(水) 理事会・HR 委員会(13:00～)・３学年集会(全コース７校時) 

11/25(木) 生徒会役員選挙(15:10～)・学院祭実行委員会(16:00～) 

パソコン検定試験 (16:10～)・生徒会役員改選投票結果 

11/26(金) 入試説明会担当者打合会(13:00～) 

11/27(土) 自宅学習日・各種目ごと活動(スポーツコース) 

11/28(日) 第６回入試説明会（参加４４０人14:00～） 

11/29(月) 柏第２中学校説明会(２年生対象２３３名14:10～)・新教室棟見学申込受付 

感染症手指消毒液設置・校内献血同意書配布(～12/6) 

入試補助生徒用の各部員名簿提出 

11/30(火) 出席簿月末統計・漢字検定試験申込受付(～12/2) 

職員室/ 講師室生徒入室禁止(～12/15)・生活指導部会(13:00～) 

（１２月） 

12/1(水) 私学共済加入者証交換(～12/3) 

12/2(木) 松戸市旭町中学校２年生見学来校(教員1 人・生徒６人9:00～10:40） 

第８回主 任会(15：50~)・広報委員会執行部会(15:40～) 

12/3(金) 入試説明会担当者打合会(13:00～) 

歴史能力検定試験(６人受験16:40～17:40) 

期末考査試験問題提出〆切・東葛地区ターミナル駅周辺補導(14:30～) 

期末考査監督割(案)・数学科期末考査対策学習会(15:30～) 

12/4(土) 第７回入試説明会(参加２０９人14:00～)・Ｓ特進コース２年保護者会(10:00～） 

自宅学習(進学/英語コース) 

12/6(月) 短縮授業(４０分×６校時)・教科係会(16:00～)・部活動部員登録の確認 

校外補導/バス乗車指導(～12/8)・食堂２学期営業最終日・３年学年会(14:30～) 

教務部会(15:30～) 

12/7(火) 期末考査(～12/10)・新校舎教室棟見学(13:00～) 

建設委員会定例会(14:00～)・３年全コース学年会(13:00～) 

12/8(水) 教職員胃部検診/大腸検査(9:00～)・教務部会(13:00～) 

生活指導部会(12:30 ～) 

12/9(木) 連絡会(13:00～)・生活指導部会(13:40～) 



12/10(金) ３学年集会(全コース)・冬期コース補習担当者会(１年進学コース11:30～) 

12/11(土) 校内清掃点検日・自宅学習 

12/13(月) 成績処理日 

12/14(火) 特別授業・学習委員会執行部会・２学年集会(進学コース) 

英語検定試験申込受付(～12/15)・運営委員会(14:35～15:35) 

《第２回書写検定試験結果》 

硬筆(２級合格４名,３級合格１８名) 毛筆(２級合格２名,３級合格１６名) 

12/15(水) 特別授業・部活動予算支払い申請〆切・校内献血(12:30～採血５６人) 

学割申請〆切・成績入力〆切(16:00)・追試験問題〆切(15:00)・１学年集会(進学コース) 

12/16(木) 追試験(～12/18)・教科会(9:00～)・Ｓ特進コース冬期講習(～12/28) 

成績確認訂正(13:00)・成績資料作成・教務部会(13:30～)・１月行事予定表提示 

12/17(金) 追試験(8:50～)・学年会(9:00～)・成績会議(13:00～) 

定期考査状況報告〆切防災設備年次点検・学校案内看板の設置 

平成２３年度予算編成(12/24 予算申請提出) 

12/18(土) 追試験(8:50～)・教科会・追試験結果報告〆切(11:30) 

12/20(月) 期末指導対象者集合（３年）・教務部会(11:00～)・１学年冬期講習(～12/28) 

講演会(教職員対象13:30～15:30)・前期選抜入学試験出願受付(～1/11) 

演題「教職員のメンタルヘルス：バーンアウトする前に」 

講師 神奈川大学准教授 荻野佳代子先生 

12/21(火) 期末指導試験(３年)・建設委員会総合定例会(14:00～) 

12/22(水) 終業式・教育振興会だより第９４号発行・期末指導対象者集合(１/２年11:30～) 

生徒会役員会(11:00～)・生活指導冬期休業だより配布・図書委員会(11:00～) 

出欠訂正(12/24〆切)・CG.TIMES１２月号配布(広報委員会) 

学習委員会執行部会(11:00～) 

12/23(木) 天皇誕生日 

12/24(金) 教科会(9:00～)・連絡会(15:30～)・出席簿回収・調査書入力〆切 

期末指導結果報告〆切・３年再試験/充足指導計画〆切 

検定試験決算報告〆切・教務部会(15:50～) 

12/25(土) 自宅学習 

12/27(月) 期末指導試験問題〆切(１/２年)・調査書確認訂正(３年) 

教室の机入れ替え作業教務部会(13:00～) 

12/28(火) 教室の机入れ替え作業 

12/29(水) 冬季休業日(～1/6) 

（１月） 

1/7(金) ３学期準備・期末指導試験(１/２年)・２学期出席簿訂正〆切 

２学期駅/校門指導ローテーション発表 

1/8(土) 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～) 

1/11(火) 始業式(２時限以降授業)・期末指導試験(１/２年)・主任会(15:50～） 

バス定期券校内販売(14:00～)・地歴教科会(13:00～) 

書写検定試験申込受付(～1/14)・３学年集会(２校時)・１学年集会(６校時) 



1/12(水) ３年成績会議(16:20～)・Ｓ特進コース補習開始・学習委員会執行部会(15:30～) 

功労賞推薦(～1/21)・外部団体表彰(３年)・運営委員会(13:00～) 

1/13(木) 期末指導結果報告〆切・２３年度使用副教材申請〆切・自転車点検(15:30～) 

生 活指導部会(13:00～)・３年再試験指導対象生徒集合 

入学試験係生徒打ち合せ会 (15:50～) 

《前期選抜入学試験・志願者数》 

Ａ選抜 １３２名 

Ｃ選抜 ６２名 

Ｓ特進 １３９名 

Ｂ選抜Ⅰ期 １，２０９名 

Ｂ選抜Ⅱ期 １１２名 

後期選抜 ６０名 

合 計 １，７１４名 

1/14(金) 短縮授業(４０分×６校時)・入学試験会場準備(14:10～) 

学習委員会執行部会(12:30～)・生徒会役員打ち合せ会(12:00～) 

総務企画広報部会(16：00～) 

1/15(土) センター試験(～1/16) 

1/17(月) 前期Ｂ選抜(併願)Ⅰ期試験(受験者１，１９０名)・生活指導部会(18:00～) 

1/18(火) 前期Ａ選抜(単願・受験者１３１名)/Ｃ選抜(スポーツ・受験者数６２名) 

Ｓ特進選抜試験(受験者１３８名)・判定会議・運営委員会 

1/19(水) Ｓ特進２年保護者面談(～1/29)・広報委員会/各部活部長会(13:00～) 

３年学年会(２校時) 

1/20(木) 新校舎竣工引き渡し・総務企画広報部会(15:50～) 

広報委員会執行部会(15:30 ～) 

1/21(金) 入試会場準備(７校時)・合格発表(前期A/B/C/S 選抜)・功労賞申請〆切 

第３回英語検定試験(15:50～)・書写検定試験資料配付(13:00～) 

３年学年会(9:00～) 

1/22(土) Ｓ特進土曜講座 

1/23(日) 前期Ｂ選抜(併願)Ⅱ期試験(受験者６３名)・判定会議 

生活指導部会(15:00～) 

1/24(月) 寒稽古(剣道/弓道～1/28)・２年スポーツコース集会(スキー実習) 

1/25(火) 運営委員会(9:00～)・広報委員会「暁」クラス原稿/表紙公募〆切 

広報委員会執行部会 (13:00～)２年特進コース保護者面談(～2/28) 

建設委員会定例会 (13:30～)・パソコン検定試験申込〆切 

1/26(水) 代休(1/23)・前期Ｂ選抜Ⅱ期校内合格発表・法人理事会 

1/27(木) 広報委員会生徒会誌デザイン決定・新校舎教室移動(～1/28) 

1/28(金) ３年再試験問題〆切・３年登校日 

1/29(土) 新入生指定用品販売(9:00～12:00)・Ｓ特進土曜講座・Ｓ特進２年模擬試験・ 

各種目毎練習(スポーツコース)・故児玉隆昭理事長合同葬儀(13:30～大学) 

1/30(日) Ｓ特進１年模擬試験 



1/31(月) 新校舎教室移動・３年再試験・後期願書受付最終日・入試データ確認訂正 

硬筆書写検定試験(２３名受験16:30～) 

（２月） 

2/1(火) 運営委員会(9:00～)・建設委員会定例会議(14:00～) 

入試データ確認訂正(～ 2/2)・学校案内用撮影開始 

毛筆書写検定試験(16:30～) 

2/2(水) ２年学年会(15:40～) 

2/3(木) 主任会(15:50～)・学院祭実行委員会執行部会(15:40～) 

2/4(金) 入試準備・再始動/充足指導結果報告〆切・漢字検定試験(16:30～) 

選択教室移動・剣道防具移動・ 

2/5(土) 後期選抜試験(受験者６０人)・判定会議・自宅学習 

各種目毎活動(スポーツコース)・Ｓ特進コース次年度２年生保護者会(9:30～) 

2/6(日) Ｓ特進２年模擬試験 

2/7(月) スキー実習(～2/10 スポーツコース２年５４名:北海道富良野市スキー場) 

教務部会(13:00～)・２学年集会(7 校時/進学コース) 

2/8(火) 

2/9(水) 大津ヶ丘中学校(２年生７名)学校見学(13:30～) 

パソコン検定試験申込受付(～ 2/16)・２年学年会(15:30～) 

2/10(木) 卒業判定会議・主任会(15:50～) 

３年学年会(11:50～)・学院祭実行委員会執行部会(15:40～) 

生活指導部会(16:20～) 

2/11(金) 建国記念日 

2/12(土) Ｓ特進コース土曜講座 

2/13(日) Ｓ特進コース２年模擬試験 

2/14(月) Ｓ特進コース２年保護者面談(～2/25)・1 号館引っ越し作業開始(～2/18) 

新校舎避難経路掲示 

2/15(火) 運営委員会(12:45～)・建設委員会総合定例会(14:00～) 

期末考査時間割発表(２年)・部活動中止/職員室入室禁止(２年～2/24) 

2/16(水) 教務部会(13:20～) 

2/17(木) 連絡会(15:50～)・パソコン検定試験(15:40～) 

2/18(金) 期末考査問題〆切(２年進学コース) 

2/19(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～)・Ｓ特進コース土曜講座 

2/21(月) ２年進学コース５時限授業 

2/22(火) ３年学年会(11:50～) 

2/23(水) ２年期末考査(～2/25)・法人理事会(13:30～大学) 

2/24(木) 生徒会担当者会(15:40～)・３年再々指導試験(２校時)・２年学年会(15:40～) 

2/25(金) ２年修学旅行結団式(３校時)・３年登校日(8:50～11：40） 

2/26(土) 自宅学習 

2/27(日) ２年ハワイ修学旅行Ａ班出発(～3/4) 



2/28(月) ２年ハワイ修学旅行Ｂ班出発(～3/5) 

（３月） 

3/1(火) 期末考査問題〆切・運営委員会(9:00～)・建設委員会定例会(14:00～) 

3/2(水) 短縮授業(４０分×６時間授業) 

3/3(木) 期末考査(１年/２年Ｓ特進/英語/スポーツ～3/8)・主任会(13:30～) 

部活動予算申請〆切 

3/4(金) ３年球技大会(11:00～) 

3/5(土) 代休(3/12)・1 号館廃棄物処理・清掃点検(２号館/研修センター) 

3/7(月) 期末考査(～3/8)・２年進学コース代休 

3/8(火) ２年修学旅行解団式(10:30～)・運営委員会(13:00～)・教科係会(13:30～) 

３年学年会(11:20～) 

3/9(水) 成績処理日 

3/10(木) 特別授業(～3/11)・成績入力 

3/11(金) ２次選抜試験(志願者数３名)・卒業式予行(13:00～)・成績入力〆切 

追試験問題〆切・学割申請〆切 

3/12(土) 卒業証書授与式(中止)・謝恩会(中止)・教育振興会だより第９５号発行 

3/14(月) 臨時運営委員会・休校 

3/15(火) 休校 

3/16(水) 休校・運営委員会(9:10～)・主任会(13:00～)・連絡会(14:10～) 

総務企画広報部会(14：40～）・３年学年会(14:40～) 

3/17(木) 追試験(２校時～７校時)・総務企画広報部会(9:00～) 

生活指導部会(11：00～)・成績確認訂正(～3/18) 

3/18(金) 新入生登校日/保護者説明会(10:00～12:00) 

3/19(土) 教科係会(8:50～)・教科会(9:00～)・修了式(中止) 

3/22(火) 資料作成・出席簿回収・教務部会(9:00～)・評議員会(15:00～) 

3/23(水) 資料作成・学年会(10:00～)・期末指導試験問題提出〆切(12:30) 

１/２年調査書入力〆切・法人理事会/評議員会(13:30～) 

3/24(木) 成績会議(9:30～)・連絡会(10:30～)・顧問会議(11:00～) 

期末考査状況報告カード〆切 

3/25(金) 部活動予算申請〆切・出席簿訂正・新２/３年クラス編成(～3/29) 

期末生徒対象生徒/充足指導対象生徒集合(9:30～) 

部活動部員確認入力/登録〆切・新１年学年会(11:00～)・総務企画広報部会 

(13:00～) 教科係会(14:00～)・４月月間行事予定表発表 

１年保護者面談(10:00～12：00) 

3/28(月) 期末指導試験・１/２年調査書確認訂正 

検定試験決算書〆切・学年主任会(13:00 ～)・新１年学年会(9:30～) 

3/29(火) 教務部会(9:30～)・期末指導試験予備日・教科会(9:00～) 

成績資料提出(15:00) 

新1 年クラス編成・運営委員会(9:00～)・建設委員会定例部会(14:00～) 

3/30(水) 教務部会(9:00～)・資料作成・追認判定会議(15:00～) 



新１年学年会(9:00～) 

3/31(金) 再試験対象生徒集合(8:50)・再試験問題提出〆切(15:00)・教務部会(9:00～) 

新２年学年会(13:00)・新１年学年会(13:30～) 

 

(部活動） 

4/12(火) 春季高等学校野球大会予選・地区代表決定戦結果 中央学院4-2 八千代松陰 

4/18(日) 関東高等学校剣道大会県予選・地区予選結果 1 位～3 位/5 位 

関東高等学校卓球大会県予選・地区予選結果 シングルス準優勝 

関東高等学校ソフトテニス大会県予選・地区予選結果 ダブルス2 位/4 位 

4/23(金) 第26 回成田山全国競書大会結果 

特別賞(読売賞)佐々木彩乃(2 年) 4/2 読売新聞(千葉版)掲載 

一般賞(日輪賞)川口愛(3 年)他９名 

特選(月輪賞)横尾真衣香(2 年)他26 名 

4/24(土) 関東高等学校バドミントン大会県予選・地区予選結果 女子団体優勝 

三条杯争奪高等学校剣道大会結果 ベスト16(74 校参加) 

4/29(木) 剣道部：第３２回春季北部地区剣道大会結果、男子団体優勝 

4/30(金) バドミントン部：関東高等学校バドミントン大会県大会結果、男子団体優勝/ 

女子団体ベスト16 ※関東大会出場決定 

5/14(金) 陸上競技部：関東高等学校陸上競技県大会結果、1500M2 位/6 位・5000M6 位 

3000M 障害6 位 ※関東大会出場決定 

剣道部：関東高等学校剣道大会県大会結果、男子団体準優勝 

※関東大会出場決定 

バドミントン部：全国高等学校総合体育大会バドミントン大会地区予選結果、 

男子ダブルス優勝・女子ダブルス優勝3 位 ※県大会出場決定 

5/29(土) 県総合体育大会バドミントン大会予選結果、男子優勝/準優勝/3 位・女子3 位 

※県大会出場決定 

剣道部：県総合体育大会剣道大会予選結果、男子優勝/準優勝/4 位/5 位 

※県大会出場決定 

6/2(水) チアリーディング部：我孫子市防犯撲滅街頭キャンペーンに参加 

※千葉テレビ(21:30～CHIBA ニュース)で放映 

6/6(日) バドミントン部：全国高等学校総合体育大会バドミントン大会県予選結果、 

男子団体準優勝/女子団体３位 

6/4(金) 剣道部：第５７回関東高等学校剣道大会結果、予選リーグ敗退(栃木県宇都宮市) 

6/11(金) バドミントン部：第５６回関東高等学校バドミントン選手権大会結果、 

ベスト８進出 

6/13(日) 弓道部：全国高等学校総合体育大会弓道大会県予選結果、男子団体決勝進出、 

男子個人３位 

6/18(金)～6/20(日) 

全国高等学校総合体育大会バドミントン県大会結果、男子ダブルス優勝 

3 位・男子個人戦優勝/2 位 



※全国高等学校総合体育大会出場決定（開催/沖縄県） 

6/18(金)～6/20(日) 

陸上部：関東高等学校陸上競技大会結果、1500M8 位入賞 

6/26(土)～6/27(日) 

バドミントン部：国民体育大会予選・県バドミントン大会結果 

優勝/2 位/3 位 

※国民体育大会出場決定(9/25～10/5 開催/千葉県) 

7/23.(金) 男女バレーボール部：第１８回関東私立高等学校男女バレーボール選手権大 

会結果、第３位(7/21～7/23 開催/東京都町田市) 

8/3(火) バドミントン部：全国高校総体バドミントン選手権大会結果 

ベスト３２進出： 

8/13(金) ソフトテニス部：東葛地区高等学校ソフトテニス大会結果 

男子ダブルス第３位 

8/22(日) サッカー部：第３０回県私学サッカー大会結果、第２位 

8/25(水) 野球部：県高等学校秋季野球大会第５地区代表決定戦結果、 

中央学院3－2 八千代松陰 ※県大会出場決定 

8/25(水) 剣道部：第１８回振武杯旗争奪剣道大会結果、男子の部優勝 

第２７回県私学高等学校剣道大会結果、男子団体優勝 

8/26(木)～8/29(水) 

バドミントン部：全国私立高等学校バドミントン大会出場(宮城県仙台市) 

8/31(火) 書道部：第２６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 

毎日新聞社賞1 名、日本武道館賞2 名、大会奨励賞61 名、特選43 名、 

金賞：43 名、銀賞32 名、銅賞31 名 

第４５回高野山競書大会結果、高野山総長賞1 名, 審査委員長賞1 名 

特選3 名、準特選5 名、金賞8 名、銀賞9 名、銅賞5 名 

9/1(木) バドミントン部：2010 ゆめ半島千葉国体バドミントン競技 

男子選手３名が出場決定 

書道部：第59 回千葉県小中高校席書大会結果、千葉日報社賞5 名 

書星会賞23 名、特選56 名、金賞84 名、銀賞111 名 

9/11(土) サッカー部：全国高等学校サッカー選手権県大会予選結果２次予選進出 

10/4(月) バドミントン部：第65 回国民体育大会バドミントン競技結果、 

千葉県(本校選手3 名)1－2 愛知県 

10/6(木) 卓球部：県高等学校卓球大会地区予選結果、男子シングルス17 位 

※県大会出場決定 

10/31(日) バドミントン部：第９回全日本バドミントンジュニアグランプリ2010 結果、 

予選リーグ第１試合 中央学院4－1 星陵、第2 試合 中央学院2－1 北越 

決勝トーナメント１回戦 中央学院0－3 富岡(福島県) 

10/31(日) サッカー部：全国高等学校サッカー選手権大会県大会決勝トーナメント結果 

中央学院2－1 八千代松陰 ※準々決勝進出 

11/3(木) サッカー部女子：関東高等学校女子サッカー大会県予選結果、第３位 



※関東大会出場決定 

11/3(木) 陸上部：千葉県高等学校駅伝大会結果、第９位 

11/7(日) サッカー部：全国高等学校サッカー選手権大会県大会準々決勝結果、 

中央学院0－1 八千代 

1110(水) 生物部：千葉大学理科研究発表会参加、優秀賞 

生物部：ジャパンバードフェスティバル2010 環境学会 

最優秀賞(3 年連続受賞) 

研究発表「南房総沖ノ島と小笠原諸島父島の海岸性植物の比較」 

11/11(木) バドミントン部：県バドミントン大会地区予選結果 

団体戦/個人戦県大会出場決定 

11/14(日) 硬式テニス部：東葛飾地区ブロック大会結果、男子団体３位 

11/14(日) サッカー部女子：第６回関東高等学校女子サッカー大会結果、 

１回戦 中央学院0－７成立学園 

11/17(水) 書道部：第８回和洋女子大学競書大会結果 

審査員奨励賞2 名/特選7 名/金賞20 名/銀賞33 名/銅賞46 名 

11/21(日) 弓道部：県高等学校弓道新人大会第５地区予選結果、男子団体優勝 

11/28(日) バレーボール部男子：県高等学校バレーボール大会新人戦地区予選 

結果優勝 ※県大会出場 

バドミントン部：県高等学校バドミントン大会新人戦結果 

男子団体戦３位、女子団体戦ベスト８、個人戦３位 

剣道部：県高等学校剣道大会新人戦結果、男子団体準決勝進出 

12/11(水) 書道部：第５２回全国書道展(大東文化大学主催)結果 

特別賞(全国書道高等学校協議会賞)1 名、特別賞(推薦賞)2 名, 特選34 名, 

金賞74 名, 銀賞165 名 

銅賞146 名, 団体の部：全日本書道連盟賞 

1/30(日) サッカー部女子：県女子サッカー大会新人戦結果、第３位 

吹奏楽部：東葛地区吹奏楽個人コンクール結果、マリンバ部門優秀賞 

※県大会出場 

2/7(月) 書道部：第６３回千葉県小/中/高校書き初め席書大会結果、千葉日報社賞受賞 

鈴木美祐(2 年) 梅田祐希奈(2 年) 書星会賞23 名 特選39 名 金賞84 名 

銀賞67 名 銅賞37 名 

2/10(木) 書道部：第１６回全日本高等学校書道コンクール結果 

準部門賞 鈴木美祐(2 年) 

全日本高等学校書道教育研究会賞4 名 優秀賞5 名 優良賞11 名 

佳作35 名 入選62 名 

2/13(日) バレーボール部男子：第２１回和橿杯争奪バレーボール大会結果 

Ａブロック準優勝__ 


