
充実した高校生活とともに、資格取得にがんばる先輩たちがいる
通常の授業に加え、学校が推奨する資格取得や部活動、生徒会活動に前向きに取り組む生徒を2人紹介します。

努力すれば必ず結果はついてきます。

漢字検定2級

相馬 美月さん
2年（進学コース）

チアリーディング部

合 格
英語検定2級

齋藤 純奈さん
3年（進学コース）

生 徒 会長

合 格
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漢字検定以外にも様々
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中央学院高等学校

学院祭実行委員会一同

全クラスで集めたペットラベルで作りました。

食べられる
ぅ～

茶道の
体験中！

好きな文字
書いてね！

年の学院祭は「福祉」と「エコ」をテーマに
開催されました。このテーマの下、様々に工

夫をこらした出店がたくさん見られましたが、その中
でも特に、生徒会役員主催の特産物の販売は大盛
況で、集まったお金は東北、熊本の被災地へ寄付さ
れることになっています。
この日に向けて、実行委員会を中心とした多くの生
徒が力を合わせて頑張ってきました。最初は真っ白
だったものに私たち一人ひとりの色を重ねて作り上
げた展示や発表は、明るくカラフルで、当日はまるで
大きな虹が架かったようでした。一般公開日には大
勢の来場者の方々を迎えることもでき、今年の学院
祭も大成功を収めました。
来年も満員御礼になるような学院祭を目指していき
ますので、どうぞご期待ください。

今

エコ福祉&
テーマ

ステージ発表してきマス！

わ～
！

ＬＯＶＥ
学祭

はじける
笑顔で♥
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来場者数は2,046人。
今年も学祭大成功！！

完成度
高いでしょ？

思い出いっぱい

ジュースを飲んで
被災地に貢献。

★秋季イベントレポート★

●場所：本校  ●内容：学校概要・入試説明等  ●時間：午後2時より



シドニー

レッドクリフ

初 日は、富岡製糸場見学の後、飯盒炊飯をしまし
た。カレー作りでは、早く終わった班が遅れてい

る班を手伝い、助け合いの姿を見ることができました。
2日目はトレッキングをしました。山頂の360°の大眺望
は、達成感をより一層感じさせるものでした。下山した後
のバーベキューの美味しさは、格別だったようです。借り
た器具は、借りる前よりキレイに返そうと、協力して洗っ
ていました。最終日は、小諸市内を散策しました。地元の
方々に温かく迎えられ、生徒はとても感動していました。
自分ができることを探し率先して行動する姿も多く見ら
れ、今後の生徒の活躍に期待が膨らむものとなりました。

期講習は、7月13日から8月24日
まで、5つのタームを組んで実施

されました。受験に向けた実力養成講
座から成績の芳しくなかった生徒への
サポート講座まで多様な講座が開講さ
れています。初めての実施となるターム
制に生徒は戸惑うことも多かったよう
ですが、みな懸命に取り組んでいた姿
が印象に残りました。

夏

特進コースでは、4ターム制で夏期講習を実施
した他、長野県志賀高原にて夏季合宿を行い

ました。100分授業×5コマ、100分自習1コマ。計600

分、10時間。これが合宿の主な時間割です。「自己の
キャパシティの拡充」「生活リズムの確立」を目標に据
えた、苛酷とも言える日程でしたが、参加生徒は苦し
みながらもこの合宿を最大のチャンスととらえ、全日
程を闘い抜きました。本当の勝負は合宿後の日常の学
習にありますが、この経験を自信に変えて頑張ってく
れるものと思います。

S

語コース2年生は、7月18日から8月1日までの
15日間、オーストラリア・レッドクリフでの海

外研修を実施しました。現地ではホームステイを体験
し、ホストファミリーと一緒に過ごしました。平日は学
校に通い、現地の学生と一緒に学び、交流しました。
最初は日本語の使えない環境に戸惑っている生徒も
いましたが、帰る頃には英語を使って現地の人たちと
コミュニケーションがとれるようになっていました。
皆、日本では経験できない貴重
な経験をすることができました。

英

大な北の大地で過ごした4日間は、驚き
と発見に満ちていました。有珠山では、

噴火で70mも隆起した道路を目の当りにし、人
智を越える自然エネルギーの恐ろしさと、そこ
に暮らし続ける人々の知恵と勇気を学びました。
農業・酪農体験では、豊かな恵みをもたらす大
地のもう1つの姿と、人の優しさに触れ、「食」と
「命」についてそれぞれ感じ得たものがあったよ
うです。2泊の民泊を終えて戻って来た生徒たち
は、素晴らしい表情を見せてくれました。
その後も余すことなく北海道を堪能し、心もお腹
も満たされた大満足の修学旅行となりました。

広

１日目／ 学校出発→富岡製糸場見学→

 鹿沢高原休暇村到着、カレーライス作り

２日目／ 湯の丸高原トレッキング、

 休暇村にてバーベキュー

３日目／ 小諸市内散策（班別行動）→学校帰着

１日目／ 千歳道産市場、洞爺湖ビジターセンター、有珠山火口、

 地域産業営み生活体験（各班に分かれ各家庭に宿泊）

２日目／ 地域産業営み生活体験（宿泊は1日目と同じ）

３日目／ ニセコアウトドア体験（ラフティング）、小樽散策（札幌のホテル泊）

４日目／ 北海道大学キャンパス散策・見学、札幌市内散策（班別）

私たち「どさんこ」女子！

オーバーオール似合う？

羽田

新千歳空港

洞爺湖

小樽
ニセコ

札幌

HokkaidoHokkaido

AustraliaAustralia

12日間にわたる真剣勝負

自分自身をギリギリまで追い込んで

夏 の 報告

● S特進コース 2年

北海道
修学旅行
8月25日～28日

● S特進コース 1年

林 間 学 校
8月25日～27日

夏 期 講 習
7月13日～8月24日

● 英語コース 2年

オーストラリア
語学研修
7月18日～8月1日

● 進学コース・S特進コース 1年

● 進学コース・英語コース 2・3年

● S特進コース ●

 2・3年生

夏 季 合 宿
3年生/7月27日～8月2日
2年生/7月27日～7月31日

夏 期 講 習

7月13日～8月23日

噴火で埋もれてしまった

自動車にビックリ

晴れてよかった。

空気がオイシイ！

ガイドの方の説明を神妙に・・・おいしさが伝わってくる

100点満点の笑顔でした

小諸市の懐古園で

記念撮影でーす

ずっと昔から家族だった？

ような笑顔になります

サマになってる私たち！

チームワークもピッタリ

カレーライスだったら

私にまかせて・・・

朝食前の体操で、

身も心もシャキッ！！

北海道

　修学旅行の   日間４

林間学校の   日間３

6：00
起床

7：20
朝食

12：00
昼食

13：00

8：00

19：10

21：30

24：00

17：10
夕食・入浴

就寝
自習

学習
学習

学習

ある日の

スケジュール
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千葉県代表として、大阪府阪南市で開催された第16回
全国ビーチジュニア選手権大会に、2年生の佐藤裕樹
君、時任宗一朗君がペアで出場しました。予選リーグ
は突破しましたが、決勝トーナメント2回戦で福岡県代
表のペアに惜敗しました。また、今大会での活躍が評
価され時任宗一朗君が全国で8名のみの全国優秀有
望選手に選出されました。

2年生ペア、決勝Tに進出
その他、男子バレーボール部としては第25回関東私
立高等学校男女バレーボール選手権大会の予選リー
グで東京都代表の東洋高校、東海大菅生高校、埼玉
県代表の正智深谷高校と対戦し善戦しましたが決勝
トーナメントには進出できませんでした。千葉県私学
大会、浦安近隣バレーボール大会ではともに第3位の
成績でした。また、2017ビーチバレー・ムーンカップIN

御宿Aチーム準優勝などの活躍をしています。

陸上競技部は、秋の新人戦や各種記録会、駅
伝競走大会に向けて、7/21～27（車山高原）、
8/3～9（妙高高原・車山高原）、8/19～25（車山
高原）の3回の強化合宿を実施しました。いず
れも、標高が1500mある場所で、気温と湿度
が低く、1日30km～40kmを走り込みを行い、
心肺機能の強化並びに基礎的持久力を養うこ
とができました。9月以降大会が続きますが、10

月に行われる千葉県高等学校駅伝競走大会
ではチーム目標でもある関東大会出場を果た
したいと思います。

3回の強化合宿で
各機能を強化

生物部では、希少ラン科植物の無菌培養に関する研究と、本校周辺
の谷津に生息する昆虫の調査を行っています。
ラン科植物の研究は秋から冬にかけて開催される発表会の準備とし
て、アサヒエビネの種子数に関する研究をまとめました。昆虫の調査
については、特に8月は昆虫が活動する季節なので、連日観察と採集
を行い、種を同定した後、発表会に備え標本を作製しました。

「植物」と「昆虫」の研究・調査に取り組む

全国高校総合文化祭（書道部門）が仙台市
（宮城県）で行われ、千葉県代表として、書
道部３年生の大久保郁乃さんが出場しまし
た。全高総文祭は7月31日～8月4日の期間
で開催、書道部門は8月2日、3日に展覧会
が青葉体育館で行われました。
大久保さんは横3尺、縦8尺の大作を手が
け、文字も紀元前の中国戦国春秋時代の
楚簡の文字を題材に創作しました。代表に
決まってから約3ヶ月、3月末まで時間をか

けて仕上げ、作品を出品しました。
大会は全国から選抜された代表者（300

名）の作品から最高賞（文部科学大臣賞）
と若干の入賞が決まります。8月2日に審査
が行われましたが、惜しくも入賞は逃しま
した。
千葉県は毎年秋の大会で次年度の代表を
決めます。来年度は長野大会ですが、2年
生にぜひ続いてもらって、連続で全国大会
に出場してもらいたいと思います。

十分な手応えあり
2

8

3

陸上競技部

全国高等学校IT・簿記選手権大会の関東・甲信越ブロック地区大
会に部員4名が出場しました。ITパスポートという国家資格と同じ
出題範囲でIT分野の知識を競う大会です。上位入賞を果たすこと
はできませんでしたが、団体で優秀賞、個人で1年生の山口綾斗君
が敢闘賞を受賞しました。

団体で優秀賞、個人で敢闘賞を獲得
第37回 全国高等学校IT・簿記選手権大会
地区大会（関東・甲信越ブロック）

関東代表として熱い演技を披露

書道部が8月6日愛媛県四国中央市で開催の「第10回記念書道パ
フォーマンス甲子園」に2年連続2回目の出場を果たしました。
大会は全国7ブロックの地域から予選を勝ち抜いた20校と特別枠1校の
21校で本戦を競いました。今回の作品テーマは地元「千葉」です。チーバ
君にも見える千葉の地図を入れながら、本州で夜明けが一番早い房総
を作品にイメージし、大字は「暁光」と書きました。音楽も千葉出身の音
楽家佐藤直紀さんの曲を使用して、千葉にこだわりを持ちました。扇子
を使っての6分の演技に熱い思いを込め、選手はみごとに演じました。
今回、全国大会出場を決めたことで、テレビ放送（BSジャパン）の密着取
材を受け、9月3日と10日に放映されたことも部員にとって、いい励みとな
りました。

大久保 郁乃さん  3年
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パソコン部
Biology

第25回関東私立高等学校男女バレーボール選手権大
会が、東京都町田市で開催され、千葉県Aグループ代
表として出場しました。
3年生にとっては最後の試合となりました。総合体育大
会の県予選の反省を生かし、大会に挑みました。予選
リーグは4チームのリーグ戦でしたが、結果は3位でし
た。最後の1勝は3年生の気迫、3年間の思いが爆発し
た試合でした。下級生にとっては、新チームの良い経験
になったと思います。
沢山の方の応援、支えがあり迎えられた大会だと思いま
す。今後も日々精進して、成長していきたいと思います。

3年間の思いが結実した1勝
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22女子バレーボール部

第25回関東私立高等学校バレーボール選手権大会

Volleyball

疲労回復

メニューは

効果大！茨城県ひたちなか市において第64回関東高
等学校剣道大会が行われました。5月の千葉
県予選で個人準優勝した３年生の藤田瑞輝
君が個人戦の部と団体戦での2部門に出場
しました。
今回、激戦区の千葉県の予選を勝ち抜き関

東大会という大きな舞台で試合ができた喜
びを糧に来年こそは「優勝」を目指して今後
とも精進していきたいと思います。
また、このように剣道部が様々な場面で活動
できるのは、日頃から応援していただいてい
る方々がいるからであることを決して忘れる
ことなく常に「感謝する心」をもって部員一丸
となって頑張ります。

激戦を勝ち抜き、関東大会へ出場

9
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11剣  道  部

1試合目　茨城県　水戸葵陵高校　4-0で敗退
2試合目　埼玉県　春日部高校　　4-0で勝利
1勝1敗でリーグ2位となり予選リーグ敗退となりました。

1回戦　山梨県　日本航空高校　
吉倉選手に延長戦で胴を奪われて敗退

団体戦の部　予選リーグ

個人戦の部

第64回関東高等学校剣道大会

k endo

Japanese Calligraphy

Personal Computer

このチョウの名前、

みなさん知ってますか？

佐藤 裕樹くん  ２年 時任 宗一朗くん  ２年
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価され時任宗一朗君が全国で8名のみの全国優秀有
望選手に選出されました。

2年生ペア、決勝Tに進出
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充実した高校生活とともに、資格取得にがんばる先輩たちがいる
通常の授業に加え、学校が推奨する資格取得や部活動、生徒会活動に前向きに取り組む生徒を2人紹介します。

努力すれば必ず結果はついてきます。

漢字検定2級

相馬 美月さん
2年（進学コース）

チアリーディング部

合 格
英語検定2級

齋藤 純奈さん
3年（進学コース）

生 徒 会長

合 格

学前は検定を
受けたことがな

かったので、高校では
漢字検定以外にも様々
な検定にチャレンジし
ています。
検定が学校で受検で
き、周囲の友人たちも挑戦している環境のおかげで
良い刺激をもらっています。検定は部活動と両立し
ながらの挑戦だったので、過去問や対策テキストは
電車の中で常に目にできるように工夫して、スキマ
時間を有効に活用しました。2級に合格した今は、準
1級や他の検定の取得も目指しています。
この夏出演した、「あびこカッパ祭り」と同様、今後も
地域のイベントでチアの演技を披露する機会が続き
ます。皆さんを笑顔にできるチアリーダーを目標に、
部活動、勉強ともに頑張ります。

の高校生活で
3年間継続して

頑張ったことは、生徒
会役員としての活動
と、英語検定です。
英語検定2級は、高校
1年生から受検し続け、

今回3度目のチャレンジで合格することができまし
た。今回が最後のチャンスと自分に言い聞かせて臨
んだ受検でしたので、これまで以上に勉強時間を増
やしました。また、英語の先生にもアドバイス頂き、
勉強方法も一新。これまでの受検で圧倒的に単語
量が不足しているとわかったので、1.5倍速のリスニ
ングで単語を暗記する方法をとりました。合格した
時は本当にうれしかったです。
現在は、生徒会会長として学校行事の企画・運営、
地域ボランティアにも携わりながら、英語系大学へ
の合格を目指して受験勉強の真っ最中です。
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学 院 祭

中央学院高等学校広報誌　第27号

発 行 日 平成29年10月21日
発 行 者 中央学院高等学校　総務・企画広報部　
 〒270-1131 千葉県我孫子市都部765  
 TEL.04（7188）1101  FAX.04（7188）4084
編集協力 （株）教育広報社

入試情報はホームページからご覧下さい！！

中央学院高等学校

学院祭実行委員会一同

全クラスで集めたペットラベルで作りました。

食べられる
ぅ～

茶道の
体験中！

好きな文字
書いてね！

年の学院祭は「福祉」と「エコ」をテーマに
開催されました。このテーマの下、様々に工

夫をこらした出店がたくさん見られましたが、その中
でも特に、生徒会役員主催の特産物の販売は大盛
況で、集まったお金は東北、熊本の被災地へ寄付さ
れることになっています。
この日に向けて、実行委員会を中心とした多くの生
徒が力を合わせて頑張ってきました。最初は真っ白
だったものに私たち一人ひとりの色を重ねて作り上
げた展示や発表は、明るくカラフルで、当日はまるで
大きな虹が架かったようでした。一般公開日には大
勢の来場者の方々を迎えることもでき、今年の学院
祭も大成功を収めました。
来年も満員御礼になるような学院祭を目指していき
ますので、どうぞご期待ください。

今

エコ福祉&
テーマ

ステージ発表してきマス！

わ～
！

ＬＯＶＥ
学祭

はじける
笑顔で♥

2 0 1 7 中央学院高等学校
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来場者数は2,046人。
今年も学祭大成功！！

完成度
高いでしょ？

思い出いっぱい

ジュースを飲んで
被災地に貢献。

★秋季イベントレポート★

【平成30年度　入学試験ガイド】

※前期入試においては、部活動・特技・資格・技能検定などの優遇措置があります。詳細は入試要項を参照してください。

入試方式

願書受付

募集人員

試  験  日

合格発表

入試内容

323名

前　　期

平成29年12月18日（月）〜平成30年1月12日（金）必着　※郵送のみ

1月22日（月） 中学校長宛に郵送
1月23日（火）

中学校長宛に郵送
1月25日（木） 

中学校長宛に郵送

A選抜（単願）

1月17日（水）

B選抜Ⅰ期（併願）

1月18日（木）

B選抜Ⅱ期（併願）

1月19日（金）

1月23日（火）
中学校長宛に郵送

1月22日（月）
中学校長宛に郵送

C選抜（スポーツ・単願）

1月17日（水） 1月19日（金）

S特進選抜

1月22日（月）

一般選抜

前期選抜　320名

後　　期

郵送受付：平成30年1月26日（金）〜
2月2日（金）必着　※郵送のみ

2月6日（火）

2月7日（水） 校内掲示

後期選抜　若干名

面　　接 国語・数学・英語の3科目
（判定は高得点2科目判定）

国語・数学・英語の3科目
（判定は高得点2科目判定） 面　　接

国語・数学・英語
および面接

国語・数学・英語 国語・数学・英語

10 月

▲ 21日（土）・28日（土） 11 月

▲ 4日（土）・11日（土）・18日（土）・23日（木・祝）・25日（土）平成29年
入試説明会
中学生・保護者対象

●場所：本校  ●内容：学校概要・入試説明等  ●時間：午後2時より下記日時に開催します。（予約不要です）

どうぞキャンパスへお越しください


