
 

                            29 年度中高入試説明会 進行表   
                                                                                              

 開始時

刻 A 会 場(703) B 会 場(704) C 会 場(705) D 会 場(706) 

1 9:50 東京農業大学第三高等学校・附属中学校 
入試広報副部長 東 真哉 先生 

浦和実業学園中学校・高等学校  
教頭 岡田慎一 先生

昌平中学校・高等学校 
教頭 村田貴也 先生 

千代田女学園中学校・高等学校 
入試広報室長 長尾和雄 先生 

2 10:10 大妻嵐山中学校・高等学校 
入試広報部主任 髙橋 智 先生 

☆夢かがやき高等学院 
学院長  黒沢 薫 先生 

花咲徳栄高等学校 
募集担当科長 出井宏一 先生 

豊南高等学校 
入試広報部長 増田泰雄 先生 

3 10:30 川越東高等学校 
渉外部長 佐々木 朗 先生 

国際学院中学校高等学校 
生徒募集部主任 井上浩一 先生 

佐野日本大学高等学校 
入試室室長 高橋 覚 先生 

豊島学院高等学校 
教頭 三代毅彦 先生 

4 10:50 細田学園高等学校 
広報部長 奥山 誠 先生 

西武台新座中学校・西武台高等学校 
入試担当 山下信雄 先生 

武蔵野中学校・高等学校 
入試広報 星野 弘 先生 

目白研心中学校・高等学校 
校長 松下秀房 先生 

5 11:10 埼玉平成中学校・高等学校 
入試選抜委員 荒井 隆 先生 

開智中学・高等学校 
教頭 加藤克巳 先生 

西武台千葉中学校・高等学校 
入試委員 久保木泰司 先生 

春日部共栄中学高等学校 
入試対策室室長 中野 隆 先生 

6 11:30 聖望学園中学校・高等学校 
高校教頭 馬場直樹 先生 

栄東中学・高等学校 
入試広報部次長 奥田克己 先生 

成立学園高等学校 
入試広報部 豊田力也 先生     

東京家政大学附属女子中学校・高等学校 
入試対策委員長 渡邉 健 先生     

7 11:50 
城北埼玉中学校・高等学校 
入試広報部長 奥 貴行 先生 

星槎国際高等学校 大宮キャンパス 
校長 神林 栄 先生 

駿台学園中学・高等学校 
広報室長 橋口光一郎 先生 

第一薬科大学付属高等学校  

広域通信制課程 普通科 渋谷キャンパス 
長友司郎先生・小林早英先生 

12:10 ～ 12:55  休  憩        

8 1 :00 東野高等学校 
募集活動室 西本 敬 先生 

開智未来中学・高等学校 
広報部長 西木一男 先生 

埼玉県立浦和第一女子高等学校   
教頭 今西善徳 先生 

文京学院大学女子中学校・高等学校 
副校長 高石和人 先生 

9 1:20 埼玉県立川越高等学校   
教頭 小川 剛 先生 

大宮開成中学・高等学校 
教務部長 小山和彦 先生 

岩倉高等学校 
募集担当 細田 健 先生 

駒込中学校・高等学校 
校長 河合孝允(たかよし) 先生 

10 1:40 秋草学園高等学校 
教頭 中村拡史 先生 

叡明高等学校  
広報部長 市川 浩 先生 

國學院大學栃木高等学校 
入試広報部長 村上一馬 先生 

埼玉県立大宮高等学校    
教頭 守屋和昭 先生 

11 2:00 武蔵越生高等学校 
教頭 一川智宏 先生 

浦和麗明高等学校 
広報部長 中田美和 先生 

藤枝明誠中学校・高等学校 
校長 塙 博(ばん ひろし) 先生 

埼玉県立不動岡高等学校   
教頭 神田剛広 先生 

12 2:20 城西川越中学校・城西大付属川越高等学校 
入試広報部長 田辺幸勇 先生 

栄北高等学校 
入試広報科長補佐 廣瀬光雄 先生 

武南中学校・高等学校 
広報部主任 武田 一 先生

東洋大学京北中学校・高等学校 
広報部長 井出秀己 先生     

13 2:40 山村国際高等学校 
教頭 石山勝好 先生 

埼玉栄中学・高等学校 
教頭 橋本賢一 先生 

北豊島中学校・高等学校 
入試担当 梅本 晃章 先生 

西武学園文理中学・高等学校 
学校長 猪狩誠市 先生 

14 3:00 狭山ヶ丘高等学校・付属中学校 
入試担当 佐口吉實 先生 

埼玉県立浦和高等学校  
教頭 山﨑正義 先生 

共栄学園中学高等学校 
教頭 松宮 博 先生 

埼玉県立越谷北高等学校 
教頭 小谷和彦 先生 

15 3:20 山村学園高等学校 
教頭 後藤隆二郎 先生 

聖徳大学附属女子中学校・高等学校 
入試広報室長 大橋忠和 先生 

埼玉県立春日部高等学校   
校長 益子篤行 先生 

明法中学・高等学校 
教頭 早乙女 勤 先生 

16 3:40 星野学園中学校・星野高等学校 
渉外部長 白田弘幸 先生 

浦和学院高等学校 
生徒募集部長 奥脇勝則 先生 

埼玉県立川越女子高等学校   
教頭 西野 博 先生 

埼玉県立熊谷高等学校   
教頭 鈴木雅道 先生 

17 4:00  
 

 淑徳巣鴨中学高等学校 
中学副校長 卯木幸男 先生

 


