
令和４年度事業スケジュール

会　　　　議 学生募集・就職活動等 校　　内　　行　　事 国 家 試 験 ・ 検 定 等

４年 健康診断（２年生） 4/1

４月 企業ガイダンス（カレッジ） 4/7～4/8

入学説明会 4/11

入学式 4/12

オリエンテーション 4/13 情報処理技術者試験 4/17

健康診断（１年生） 4/21

高校訪問（学生募集） 下旬 交通安全教室 4/22

就職個人面談 下旬

オープンキャンパス 5/7

５月 献血 5/12

運営委員会（決算） 5/20 高校訪問（学生募集） 中旬 春季防災訓練 中旬

機器選定委員会（教育訓練機器の更改） 中旬

理事会（決算） 5/30 本校説明会　（高校進路指導） 本校 5/26

企業訪問（求人依頼） 随時 日商ＰＣ検定 随時

６月 保護者の会総会 6/4

進学相談会 6/12 日商簿記検定 6/12

高校訪問（学生募集） 中旬

全国ＣＣ校長会 6/30 オープンキャンパス 6/18 ソフトボール大会 6/15 6/12

全国ＣＣ協議会総会 6/30

機器選定委員会（教育訓練機器の更改） 未定

企業訪問（求人依頼） 随時 日商ＰＣ検定 随時

７月 ＭＯＳ試験 随時

評議員会（予算・決算） 7/20 サーティファイ情報処理試験 上旬

オープンキャンパス 7/16 ＣＧ検定、Ｗｅｂ検定 7/10

交通安全教室 7/22

終業 7/22

進学相談会 7/24 7/24

高校訪問（学生募集） 下旬 夏季休暇 7/25～8/19

機器選定委員会（教育訓練機器の更改） 未定 キャンプ 7/29

全国ＣＣ教育部会(いわき） 8/4～5 企業訪問（求人依頼） 随時

８月 高校訪問（学生募集） 中旬

機器選定委員会（教育訓練機器の更改） 未定 オープンキャンパス 8/20 始業 8/22

推薦入試（第一次募集） ACC　FITA 9/2

９月 　　願書受付 9/5～10/21

スポーツ大会 9/10

高校訪問（学生募集） 中旬 秋季防災訓練 中旬 サーティファイ情報処理試験 中旬

理事会（評議員選任） 下旬 オープンキャンパス 9/17 国試特別講習 9/20～10/14

企業訪問（求人依頼） 随時 ＭＯＳ試験 随時

１０月 創立記念日 10/5

ＩＴパスポート試験 中旬

推薦入試（第一次募集） 10/22 情報処理技術者試験 10/16

運営委員会 下旬 専門学校進学相談会（青森） 10/25
　（推薦入試第一次募集合否判定） 高校訪問（学生募集） 下旬

企業訪問（求人依頼） 随時

１１月 高校訪問（学生募集） 上旬

専門学校進学相談会（むつ） 11/1

推薦入試（第一次募集）
　　合格発表 11/4

推薦入試（第二次募集） 学園祭（荒川まつり） 11/5～11/6

　　願書受付 11/7～12/9

専門学校進学相談会（弘前） 11/8

専門学校進学相談会（八戸） 11/10

オープンキャンパス 11/12 日商簿記検定 11/20

ＣＧ検定、Ｗｅｂ検定 11/27

企業訪問（求人依頼） 随時 学生ビジネスアイデアコンテスト 上旬 ＭＯＳ試験 随時

１２月 高校訪問（学生募集） 上旬 （市内６大学等） 日商電子会計実務検定 随時

オープンキャンパス 12/3 献血 12/1

推薦入試（第二次募集） 12/10

進学相談会 12/11 12/11

一般入試（第一次募集）
　　願書受付 12/12～1/27

推薦入試（第二次募集） 交通安全教室 12/16

　　合格発表 12/16 終業 12/16

運営委員会 中旬 esports大会 中旬
　（推薦入試第二次募集合否判定） 就職個人面談（未内定者） 中旬

冬季休暇 12/19～1/9

５年 企業訪問（求人依頼） 随時

１月 始業 1/10

進学相談会 1/22 1/22

一般入試（第一次募集） 1/28

一般入試（第二次募集）
　　願書受付 1/30～2/22

高校訪問（学生募集） 下旬

企業訪問（求人依頼） 随時 職能ワープロ検定 随時

２月 運営委員会 上旬 高校訪問（学生募集） 上旬 ＭＯＳ試験 随時

　（一般入試第一次募集合否判定） 一般入試（第一次募集） 技能照査試験 2/2

　　合格発表 2/3

進学相談会 2/4 保護者の会 就職茶話会 2/4

卒業研究発表 2/10

卒業研究公開 2/14 サーティファイ　情報処理試験 中旬

一般入試（第二次募集） 2/24

一般入試（第三次募集）
　　願書受付 2/27～3/23 日商簿記検定 2/26

進学相談会 随時 国試特別講習 3/1～4/14 ＭＯＳ試験 随時

３月 運営委員会（予算） 上旬 高校訪問（学生募集） 上旬

一般入試（第二次募集）
　　 合格発表 3/1 卒業式 3/4

理事会（予算） 中旬 オープンキャンパス 3/11

一般入試（第三次募集） 3/24

一般入試（第三次募集）
　　 合格発表 3/27

基本情報技術者試験
免除対象科目修了試験

　　　職能ワープロ検定：職業能力開発協会ワープロ検定　　　　　ＭＯＳ試験：マイクロソフトオフィススペシャリスト試験

基本情報技術者試験
免除対象科目修了試験

基本情報技術者試験
免除対象科目修了試験

基本情報技術者試験
免除対象科目修了試験


