
◆１０年後の社会はどう変化する
◆社会で求められる人とは
◆合格するための面接必勝法30名

土土

〒330-0054 さいたま市浦和区東岸町10-36
TEL.048-885-8625（代）FAX.048-885-1102

角道俊哉 

　進路とは「将来の生き方を決める」大事な道です。私は誰にでもチャ
ンスがあると考えています。進路指導とは生徒の持っている良さを見
つけ伸ばしてあげることです。浦和麗明高校の生徒、一人一人が、満
足できる進路指導を実現していきますので、どうか期待してください。

矢菅 隆 
（プロフィール）
早稲田大学卒業後、都内の私立高校に勤務し、進路指導
部・教科指導部部長となる。９年間で日東駒専４名合
格⇒国公立早慶上理３７名、GMARCH７９名合格の躍
進に貢献する。平成２４年度から叡明高校（小松原高
校）に勤務となり、２７年度より本校の教科指導部長と
なる。

（プロフィール）
中央大学卒業後、県内の私立高校に勤務し、硬式野球
部のコーチ・部長として甲子園に 2回出場、ベスト４
に導く。その後、学年主任を経て、進路指導部長として
四年制大学現役進学率を３年間で８０％まで躍進さ
せ県内私立高校上位にまで引き上げる。平成２３年か
らの５年間で国公立大学１１５名の合格実績をあげ
る。昨年度より本校の進路指導部長となる。

　都内私立高校・叡明高校と、幸運にも２校の学校改革に関わること
ができました。本校は進学指導に関して経験豊富な教員が年々増えて
おり、それに伴って進学実績が年々良くなっています。今後飛躍的に
進学実績が伸びていく浦和麗明高校にご期待ください。

黒須宣行 
（プロフィール）
中央大学卒業。代々木ゼミナールでは通信衛星授業を
６年間担当し、東進ハイスクールでは通信衛星授業・
スカイパーフェクト TV 授業を２年間担当した。現在
は大手予備校講師。Z会「入試問題研究（早稲田大学）」
の解答を執筆。昨年度より本校の土曜講習を担当。

武嶋利直 

　人は何かに没頭することで、大きく自分を成長させることができま
す。たとえ、すぐに解決できない問題に直面したとしても、友達と話
し合ったり、調べたりして努力を重ね前に進もうとすることで道が開
けていきます。浦和麗明高等学校で、夢中になって勉強や部活に専念
してみませんか。

（プロフィール）
信州大学教育学部卒業、同大学大学院工学系研究科修
了。静岡県私立高校勤務の後、信州大学大学院総合工
学系研究科を修了。長野県私立中等教育学校を経て、
平成 26 年度から叡明高校教諭となり、本年度より本
校教諭となる。

  高校の３年間はたった一度しかない大切な時間です。その長いようで
ふりかえると短いたった一度きりの期間に、何に情熱を注ぐかを決め
るのは他の誰でもなく、あなた自身です。あなたは自分の決心、努力
次第で無限の可能性を秘めています。その可能性を広げるために、視
野を広げるために、将来の選択肢を増やすために、浦和麗明高校でか
けがえのない３年間を共に過ごしましょう。

（プロフィール）
中央大学卒業、一般企業勤務を経て、同大学院文学研
究科中国言語文化専攻博士課程前期過程修了。県内の
私立高校で小論文の指導にあたり、大学現役進学に大
きく貢献した。本年度より本校の教諭となる。

　「高校生活」って色々ありますよね。勉強はもちろん、部活にも積
極的に参加してください。それに、本を読んだり、音楽を聴いたり、
友達とおしゃべりしたり。でも、大切なことは、それらを「明るく
楽しく一所懸命」やること。そんな素敵な諸君を待っています。では、
教室で。

山下弘修 
（プロフィール）
早稲田大学教育学部英語英文学科卒業。筑波大学大学
院教育研究科英語教育コース修了。茨城県公立高校、長
野県私立中等教育学校を経て、平成 25 年度より叡明
高校教諭となり、本年度より本校教諭となる。

　みなさんは「失敗」という言葉について、どう考えていますか。「経
験したことのない何かに挑戦した結果の大失敗」「絶好のチャンスが
目の前にあるのに挑戦しないこと」どちらを「失敗」だと考えますか？
僕の考える「失敗」は後者です。現時点で知らない世界にしか成長の
ヒントは落ちていません。可能性に満ちた高校生活、浦和麗明でいろ
いろなことに挑戦してみませんか？

安蒜英之 
（プロフィール）
早稲田大学教育学部卒業後、県内私立高校で１４年教
員として勤務。本年度より本校の教員となる。前任校
では在籍８０名の特進コースで、国語のクラス偏差値
は６０を超えた。旧帝大をはじめ、国公立大から難関
私大に７３名、その他にも上位女子大、有名私大へ多
数の現役合格者を輩出した。

　私の好きな言葉に「不器用は器用に勝る。」という言葉があります。
私自身、高校時代 野球部に所属していましたが、不器用でよく試合で
失敗したものです。つまり、器用でない人は何度も失敗するため、一定
のレベルに達するまでに時間がかかりますが、試行錯誤を繰り返す中で、
失敗から学び、知識や理論、経験則がその人に蓄積されます。これらは
一度身に付けば一生失われることはありません。新たなスタートを切る
浦和麗明高校で「自分の武器」を見つけませんか。

小西信隆 
（プロフィール）
早稲田大学教育学部国語国文学科卒業後、埼玉県内の私立高校で
勤務。その後福島県の私立高校にて６年間勤務した。最後の３年
間は文系上位クラスの担任を１年次より担当し、生徒数２７名に
対し、東京外語大をはじめとする国公立大へ７名、早稲田大、
GMARCHなどの有名私大に多数の合格者を輩出し、生徒の進路
実現に尽力した。平成２７年度より本校で勤務し、現在は一般受
験を目指した特選クラスの授業を中心に、ＡＯ入試や推薦入試を
受験する生徒の志望理由書や小論文の指導も行なっている。

　将来就きたい仕事はありますか。違う聞き方をします。将来どうやっ
て他人の役に立ちたいですか。「働く」ということは「他人の役に立つ」
ということだと考えます。そしてその手段は多様です。例えば子ども
の成長に携わりたいと考えた際に教員を目指す方が多いかと思いま
す。しかし子どもを守るための防犯グッズの開発をしたり、学習教材
を開発したりすることも子どもの成長に携わることになります。まず
は知ることから始めましょう。どのような仕事があるか。そして自分
には何ができるか。浦和麗明高等学校にはその環境があります。

スタッフ紹介

予約は、専用ホームページからお申込みください。→

http://ur.eimei-urawareimei.ac.jp/

1
進路指導体験

◆模試・過去問の勉強方法
◆浦和麗明高校のカリキュラム

30名
2

学習アドバイス
◆チャレンジ洋楽
◆単語の勉強
◆文法の勉強30名

3
楽しく学ぼう！英語講座

体験入学
◆１０年後の社会はどう変化する
◆社会で求められる人とは
◆合格するための面接必勝法

◆効果的な予習・復習
◆楽しく学ぶ工夫

◆チャレンジ洋楽
◆単語の勉強
◆文法の勉強

◆国：小説を客観的に捉えるポイントを学ぶ
◆数：関数の問題に対する考え方を学ぶ
◆英：関係代名詞を通して、基本事項や学習方法を学ぶ90名

4 模擬試験対策講座
特選・特進コース希望者対象

◆国：評論文を客観的に捉えるポイントを学ぶ
◆数：連立方程式を利用する問題に対する考え方を学ぶ
◆英：現在完了を通して、基本事項や学習方法を学ぶ

◆国：小説の点数が取れる解き方を学ぶ
◆数：図形分野の基礎について学ぶ
◆英：「語・句・節」と関係代名詞について学ぶ90名

5 ◆国：評論文の点数が取れる解き方を学ぶ
◆数：関数分野の基礎を学ぶ
◆英：時制と助動詞について、基本事項を学ぶ

過去問対策講座
進学・保育進学コース希望者対象

7
保育Ⅰ 36名

◆「社会性昆虫における動物行動学」
◆「薬と薬に関わる仕事」

6 サイエンス ◆「社会性昆虫における動物行動学」
◆「薬と薬に関わる仕事」

～理科は面白い～ 30名

9
バドミントン部 

◆時速250kmのスマッシュを体験しよう◆時速250kmのスマッシュを体験しよう

30名

40名
10

チアダンス＆バトン
◆チアダンス＆HIP HOP

リズム体操
「おはようクレヨン」

8
保育Ⅱ  

　　

40名

そ
の
他
の
イ
ベ
ン
ト

張 晨星 

◆クリスマスツリー製作／紙芝居体験
◆乳児のお世話体験

◆ぺープサート「チューリップ」
◆乳児のお世話体験

※ 体操着・体育館シューズを
　 用意して下さい。

※ 体操着・体育館シューズを
　 用意して下さい。

※ 体操着・体育館シューズを
　 用意して下さい。

※ 体操着・体育館シューズを
　 用意して下さい。
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英語科

国語科

国語科
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数学科

国語科
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10/21 土 ※ 
10/28 土
11/18 土 ※ 本校
11/25 土
12/  9 土

学校説明会
8/26 土　埼玉会館 小ホール
9/16 土　埼玉会館 大ホール
9/23 土　浦和コミュニティセンター
●受付9:30～/説明会10:10～

●受付9:00～/説明会 9:30～
※10/21・11/18のみ
　受付13:00～/説明会13:30～

個別相談会
   ご予約可 ※ご予約いただければ待ち時間が少なくなります。
10/21 土・11/18 土・12/2 土 
 9:00～13:00
12/16 土 
 12:00～16:00
12/23 土～ 12/26 火
 9:00～15:00

文化祭
10/15 日
●一般公開 
10：00～15：00

　　

新校舎完成平成30年4月予定

月 日 月 日

上履き、スリッパを
ご持参ください。

※


