
（報　　告）

平成27年度　埼玉県中学校長会役員

宣　幸（滑　川・滑川中）

三樹男（新　座・新座中）

照　司（熊　谷・富士見中）

浩（さいたま・与野東中）

尾・原市中）

越・霞ヶ関中）

監　　事　大　島　　　徹（上　尾・大谷中）

津久井　光　寿（神　川・神川中）

常任理事A（地区代表）

新　保　正　俊（川　越・富士見中）

小　島　利　明（春日部・東　中）

須　藤　一　郎（熊　谷・大幡中）

島　崎一　雄（熊　谷・三尻中）

飯　島　富　保（東松山・自山中）

吉　野　道　博（行　田・見沼中）

（県中事務局）　　　　〒330－0062

（県中事務局）　　　　さいたま市浦和区仲町2－13－8

はまれ会館二階

教育事務所別 �校数 �氏　　名 �学　校　名 �教育事務所別 �校数 �氏　　名 �学　校　名 

さいたま 　57 �57 �渡　部■隆　男 �さいたま・三橋中 �北部 52 �15 �長谷河　初　男 �皆　野・皆野中 

南部 94 �64 �井　上　典　子 �朝霞・朝霞第三中 ��8 �津久井　光　寿 �神　川・神川中 

30 �中　村　敏　勇 �北　本・東　中 ��29 �矢　島　義　雄 �熊谷・妻沼西中 

西部 11－9 �101 �関　田　重　雄 �狭　山・中央中 �東部 94 �19 �角　屋　房　男 �羽　生・西　中 

18 �新　井　克　彦 �東秩父・東秩父中 ��75 �一之瀬　一　彦 �三　郷・北　中 

合 �計 �416 

常任理事B（専門部長・研究部長代表）

1専門部名 �氏　　名 �学　校　各 �専門部名 �氏　　名 �学　校　名 

調　　査　　部 �伊　東　　　博 �川口・八幡木中 �修学旅行対策部 �大　澤　武　司 �鴻巣▲・鴻巣市中 

＼編‾‾‾二；‾‾‾‾‾「集　　部 �浅　野　貞　雄 �桶川・桶川未申 �研究部代表 �鈴‘木　日出彦 �川口・上青木中 

人事給与対策部 �松　崎　直　臣 �久喜・太東中 
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理　事【班代表は○］

事務 所別 �法　　名 �校数 �氏　　名 ��学校名 �事務 所別 �法　　名 �校数 �氏　　名 � �学校名 

さ い た ま �さ　いた　ま �57 �○　矢作　修一 ��大谷場中 �i l 西 部 122 �入間東部 �15 �○　天野　豪雄 � �富士見・西中 千葉　和博 ��大谷口中 千代田　栄 � �三芳・三芳中 

入　間　市 �11 �○　榎本　操 �上藤沢中 

森田　幸一 �東金子中 

坂　　　戸 �7 �佐藤　和也 �住　書　中 

南 部 94 �川　　　口 �26 �○　谷口　正夫 �神　根　中 ���隠　ケ　島 �5 �八木原利幸 �南　　中 

鈴木　彰典 �鳩ヶ谷中 ���越＿　　　生 �3 �高沢　佳弘 �毛呂山中 

春山　正美 �十二月田中 ���東　松　山 �5 �江口　勝浩 �南　　中 

蕨 �9 �水野．了 �第　一　中 ���菅　　　谷 �3 �竹之下　司 �玉ノ岡中 

草　　卯 �11 �○　藤谷　和史 �青　柳　中 ���小　　　川 �4 �新井　克彦 �東秩父中 野口　　紫 �谷　塚　中 ���玉　　　川 �．3 �久米　正美 �玉　川　中 

川島・書見 �3 �神山　晴光 � �川島・西中 

朝　　　霞 �18 �○　菅野　潤一 �第　三　中 ��北 ！ 部 54 �秩　父　市 �8 �坂本　　誠 �書　田　中 

栗原　信幸 �第　二　中 

上　　　尾 �11 �○　山田　　明 �太　平　中 ���小鹿野・横瀬 �5 �堀口　芳嗣 �三田川中 

松崎　和則 �原　市　中 ���皆野・長瀞 �2 �新井　孝彦 �長　瀞　中 

桶川・伊奈 �7 �小林　達也 �桶川西中 ���本　庄 児　玉 �8 �秋山　欣彦 �上里北中 

鴻　　　巣 �12 �○　石塚官美江 �宮　内　中 

関根　茂夫 �鴻巣・川里中 ���熊　　　谷 �16 �○　瀧口　裕史 �玉　井　中 

西 部 こ、 �川　　　越 �22 �○　鈴木　　朗 �川越第一中 

島崎　一雄 �三　尻　中 

駒井　忠幸 �寺　尾　中 ���寄　　　居 �3 �鴻野　年伸 �寄　居　中 

福島　正美 �霞ヶ関中 ���深　　　谷 �10 �○　北川　　博 �上　柴　中 

所　　　沢 �15 �○　山川　　博 �山　口　中 
清水　　勉 �花　園　中 

小島　浩司 �北　野　中 ��東 部 �行　　　田 �8 �書野　道博 �見　沼　中 

飯　　　能 �8 �岡部　一宏 �加■治　中 ���加　　　須 �8 �福田　康宏 �加須平成中 

日　　　高 �6 �新井　健一 �高　萩　中 ���羽　　　生 �3 �奥泉　雄一 �東　　中 

狭㌔・・・　山 �9 �浅沼　俊英 �狭山台中 ���春　日　部 �13 �○　武井　尚夫 �皇　春　中 

青野昇之助 �緑　　中 



理　事［班代表は○】

事務 所別 �法　　名 �校数 �氏　　名 �学校名 �事務 所別 �法　　名 �枚数 �氏　　名 �学校名 

東 部 �蓮　　　田 �5 �石川　　勉 �蓮　田　中 �東 部 94 �書　　　川 �5 �小山　隆二 �松伏第二中 
越　　　谷 �15 �○　鈴木　秀希 �未　　申 ��郷 �8 �大橋　　均 �栄　　　中 

会田　研司 �中　央　中 ��幸　　　手 �3 �横山　安男 �幸　手　中 

八　　　潮1 �5 �勝呂　真人 �八　備　中 ��白　　　岡 �4 �松村‾　憲 �南　　中 

久　　　喜 �13 �○　安田　公紀 �鷲宮未申 ��宮　　　代 �、3 �小島　久和 �百　間　中 

内田　道雄 �久喜未申 ��杉　　　戸 �3 �石神　　優 �未　　申 

理　　事（研究部長）

研　究　部 �氏　　名 �学　校　名 �研　究　部 �氏　　名 

教　育　課　程 �草　野　寿　春 �熊　谷・大里中 �進　路　指　導 �鈴　木．日出彦 

基　礎・基　本 �新　井　孝　彦 �長　滞・長渦中 �職　月　研　修 �浅　沼　俊　英 

健康・体力 �山　崎　祐　一 �ふじみ野・福岡中 �経　営　課　題 �吉　澤　達　也 

道　徳　教一育 �入内島　　均 �草　加・栄　中 �条　件　整　備 �瀬　山　真　一 

生　徒　指　導 �斉　藤　国■明 �飯能・垂可 

川　口・上青木中 

狭　山・狭山台中 

北　本・西　中 

≡川　口・戸塚西中 

県　中　幹　事

氏　　名 �学　　校　　名 �氏　　名 �学　　校　　名 

春　山　正　実 �川　口・十二月田中 �鴬　巣　　亨、 �川　越・霞ヶ関西中 

堀　内　俊　吾 �久　喜・鷲宮西中 �寺　沢　　　剛 �寄　居・城　南　中 

藤　揮　太　郎 �さいたま・・美　園　中 � 

全日中幹事

氏　　名 �所属・学校名 �氏　　名 

福　島　正　美 �教育情報部（川越・霞ヶ関中） �浅　野　貞　雄 

島　崎　一　雄 �教育研究部（熊谷・三尻中） �新　井　敬二郎 

加　藤　祐　子 �編集協力委員（川口・≠可 

所属・学校名

編　集　部（桶川・桶川東中） 

給与対策部（さいたま・指扇中） 

校　　　数 �416校 

本部役貞 �19名（含む　監事　4名・幹事　5名） 

常任理事A �10名（地区単位10牒区） 

＿ニ～＿＿二常任理事由 �5名（専門部部長4・研究部長代表1） 

逸　　事 �61名（44地区より各1～3） 

事務職貞 �2名 


