
０２２年１０月９日       親と子の私立都立中学高校受験相談会 品川インターシティーホール                            東京私塾協同組合主催  朝日学生新聞社・声の教育社後援 

８：００ 集合 荷物搬入 

車で来場 

受  付 会場準備  宅配便移動 会場内整理 入場整理 相談コーナー 業者 

 ５４名＋２名 長原糸 佐々木・尾糠・瀧澤 佐々木 佐々木        救護１名 東川  インカム東川３台 大泉 ４社 

学校の先生の

受付時間 

９:１５ 

 

理事は私服に 

ストラップ黄色 

 

スタッフ 

ポロシャツ着用 

役割分担ごとに

ポロシャツを配

布・回収してく

ださい 

太字が各グルー

プの責任者 

会場係 
黒澤・富永・水上 

岩本・遠藤・大井 

小澤・加藤・清野 

小飯塚・佐藤下里 

田村・長嶋・野口 

林・本田・水嶋 

横山 

入場整理 
関口・天智 

大沢・大槻・四宮 

竹内・西野・野沢 

本郷・山下 

受付・相談 
鈴木由 

安藤・大村・古館 

 

ストラップ 

主催者側―黄色 

学校関係―赤色 

鈴木 

長原糸 2 

東川 

長原昌 

澤田 

広橋 

計７台 

駐車場 

1階 

納品所 

納品所か

ら直接会

場に納品

できます 

 

車は納品

場所に留

め置きで

きます。 

ヤツヤマ

アンダー

パスを抜

けて２つ

目の信号

過ぎ直ぐ

に納品所

が左側に

あります 

学校の先生の受付・検温 

合格ノート・小冊子 

明治チョコ・声の教育社・ 

「スピーキングテスト」・「作文・

小論文」練習会の案内 

セミナー参加券(アンケート回答者) 

事務用品一式・不織布マスク交換 

入場整理 

明治チョコレート・お茶陳列用 

パーテーション・看板 

ホワイトボード 

HPページ上でアンケート 

明治チョコレート・相談会 

入れ替えアナウンス安藤・長原糸 

先生方の控室の案内―長原昌 
インカムー鈴木・佐々木・瀧澤・長原昌 

写真撮影―本郷・東川 
2階バルコニーから会場全景が撮影可能 

避難誘導―佐々木・一ノ木・東川 

     木村・吉元 

受付準備・ 

来場者用資料の袋詰めなど 

長原糸・一ノ木・小林敦・木村 

大村・林・安藤・横山・遠藤 

田村・水嶋・鈴木由 

受付準備途中から入場整理へ 

関口・天智・竹内・野沢・大沢・

山下 
●各自ストラップを受付でもらい

かけてください。 

●相談会終了後に各自でストラッ

プを返却してください。本日の謝

礼をお渡しします。 

※担当ごとに適宜昼食休憩をとっ

てください 

学校名札設置 

感染予防対策 

除菌シート・ゴミ袋 

着払い伝票・本日の諸注意 

会場垂れ幕―瀧澤・岩本 

学校の名札三角柱設置 

(大塚製薬宣伝用に写真撮影) 

三角柱の中にペットボトルを

入れる 

学校名立札を安定させるため 

作業は２０分以内で完了 

学校名 

諸注意・伝票 

除菌シート・袋(ゴミ入れ用) 

パーテーション・看板 

ホワイトボードー適宜使用可 

地下１階会議

室より 1階会

場へ 

学校からの宅

配便を会場の

各ブースに移

動 

ブース番号は

別紙参照 

手押し台車―

４台 

かご台車―数

台 

明治チョコは

受付へ 

大学通信は 

パンフレット

コーナーへ 

佐々木・吉元 

岩本・小澤 

下里・小飯塚 

大野・清野 

鎌田一・本田 

加藤・佐藤 

宅配便移動途

中から入場整

理へ 

竹内・西野 

全列―佐々木 

1・２・３・4列(１～26) 

尾糠・尾川東工科学・田村中大附・大井駒大附 

５・６列 27～38) 

水嶋田園調布小飯塚駒込本田青陵 

７・８列(39～50)  水上芝国際大野淑徳巣鴨 

９・10+列(51～62) 

加藤専大附属長嶋豊島学院・東洋 

11.12列(63～74) 

黒澤東海大高輪台清野豊多摩 

13.14.15.16列(75～86) 

岩本東洋大学京北野口目黒日大 

17.1819.20列(87～103) 瀧澤ホワイエ全体 

富永目黒小澤目黒佐藤小山台 

林小山台優先入場遠藤目黒優先入場 

会場巡回―横山優先入場  

会場準備―会場 学校名の設置など 

尾糠・瀧澤・水上・富永・黒澤・古館 

野口・長嶋・寺澤・鎌田朝・大井 

会場準備―地下１階から荷物搬入 

佐々木・吉元・竹内・岩本・小澤・下里 

小飯塚・大野・清野・鎌田一・本田 

加藤・佐藤  

竹内・西野(途中から入場整理へ) 

※太字は責任者 

相談者の整理 予備席への移動 

人気校の整理など 

写真撮影―本郷・東川 

2階バルコニーから会場全景が撮影可能 

●救護員―寺澤 090-2915-3043 

●避難誘導 非常口①一ノ木 

非常口②木村 非常口③吉本 

事務用品は総合受付に置いてありま

す。 
※担当ごとに適宜昼食休憩をとってください 

品川駅港南口から会場入り口

までの来場者の整理 

入場確認・ 

１回目・２回目・３回 

手指消毒スプレー10個 

検温２名 

階段上で検温・お土産渡し 

９時 30分に港南改札口前 

入場許可 

佐々木➡東川 

東川・四宮・大槻 

会場準備後入場整理へ 

竹内 

西野 

竹内 

野沢 

大沢 

山下 

関口 

天智 

 

８時５０分受付前集合 

東川先生の指示に従って入場

整理にあたってください。 
 

優先入場の整理 

１回目: 9:45～10:00 

２回目:12:20～12:30 

３回目:14:50～15:00 

林・遠藤・横山 

 

※担当ごとに適宜昼食休憩を

とってください 

相談員は私服に 

ストラップ黄色 

 

相談コーナー準備 

大泉・大泉淳・鈴木明 

 

相談員①大泉 

相談員②一ノ木 

相談員③小林敦 

相談員④吉元 

相談員⑤鎌田朝 

相談員⑥鎌田一 

相談員⑦大泉淳 

相談員⑧鈴木明 

 

受付―大村・古館 

    

何でも相談 

受付用紙 200枚 

受験資料  

進研・新教育・晶文社 

 

 

 

 

  

 

 
※担当ごとに適宜昼食

休憩をとってください 

PS ビバ

レッジ 

澤田 

 

声の 

教育社 

広橋 

 

JNIKKA 

 

RESMO 

相談コーナー準備 

大泉・大泉淳・鈴木明 

パンフレットコーナー 

木村・下里 

大学通信・資料参加６校 

白梅学園・城西大学附属城西 

日本大学鶴ケ丘・日本大学 

三輪田学園・和洋九段女子 

 

救護室 

寺澤 090-2915-3043) 

簡易ベッドあり 

ふとん・バスタオル 3・フェイ

スタオル 3・血圧計・体温計 

紙コップ・水・アイス・ゴミ袋 

ゴム手袋・薬品一式(のび保谷) 

 

 

8：00～9：40 集合・準備  朝の集合・打ち合わせは今回は準

備の都合上実施いたしません。 
1回目: 来場者の皆さんにお知らせします。          詳細案内文は別紙参照 

本日の相談会は、感染予防対策として完全入れ替え制を実施しております。 

１０時から入場のご相談者は１２時までに、相談を終わらせ退室をお願いいたします。 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

２回目: 来場者の皆さんにお知らせします。 

本日の相談会は、感染予防対策として完全入れ替え制を実施しております。 

１２時３０分から入場のご相談者は１４時３０分までに、相談を終わらせ退室をお願いい

たします。 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

３回目: 来場者の皆さんにお知らせします。 

本日の相談会は１７時をもって終了させていただきます。 

本日のご来場ありがとうございました。 

 

１０月 7日金曜日２２時３０分から 

★準備 

●相談コーナー ●受付・入場整理 

●会場準備   ●宅配便移動 

★相談開始 

●相談コーナー ●受付・入場整理 

●会場整理 

9：15～ 学校の先生受付開始  

9：50 開会セレモニー  鈴木・佐々木・長原昌 

9：50 1回目優先入場開始   

10;00～12:00 １回目受験相談 12:00～12:30―入れ替え時間帯 

12:20 2回目優先入場開始   

12:30～14:30 ２回目来場者入場 14:30～15:00―入れ替え時間帯 

14:50 3回目優先入場開始  後片付け 

●ゴミ・段ボールなどは PS ビバレッジ澤田さんのご厚意により

持って帰ってくれます。 

●学校の荷物は〇〇に集めてください。宅配便が集荷に来ます。 

15:00～17:00 ３回目来場者入場   

17:00~ 閉会セレモニー  鈴木・佐々木・長原昌 

17:05~18:00 後片付け   

18:00 閉会・解散   



品川会場                       親と子の私立都立中学高校受験相談会  ２０２２年１０月９日(日) 品川インターシティーホール     東京私塾協同組合主催  朝日学生新聞社・声の教育社後援 

番号 名 前 塾  名 8:00  8:10  9:15   9:40   9:50     10:00～12:00     12:30～14:30          15:00～17:00           17:00  17:05 18:00  
集合   設営開始  学校受付 設営完了   開会セレモニー  入場開始 ①     入替   入場開始②        入替     入場開始③    相談終了  閉会セレモニー                                      後片付け  終了 

１ 鈴木 学習プラザ 会場全体責任者        後片付け  

２ 長原昌 のび保谷 総括責任者        後片付け  

３ 佐々木 セルモ西六 避難誘導責任者 荷物搬入・会場準備 ●  会場整理 会場整理 会場整理  後片付け  

４ 長原糸 のび練馬 総合案内責任者 受付準備   受付 受付 受付  後片付け  

５ 一ノ木 トレック 避難誘導 受付準備   相談コーナー 相談コーナー 相談コーナー  後片付け  

６ 大泉 英伸塾 初期消火 相談コーナー   相談コーナー 相談コーナー 相談コーナー  後片付け  

７ 尾川 ラーニング 救護 受付準備   会場整理 会場整理 会場整理  後片付け  

８ 尾糠 あさひ未来 初期消火責任者 会場整理   会場整理 会場整理 会場整理  後片付け  

９ 小林敦 東向島 救護 受付準備   相談コーナー 相談コーナー 相談コーナー  後片付け  

１０ 木村 共進塾 避難誘導 受付準備   パンフレットコーナー パンフレットコーナー パンフレットコーナー  後片付け  

１１ 滝澤 トリオゼミ 通報連絡責任者 会場準備・垂れ幕   会場整理・ホワイエ全体 会場整理 会場整理  後片付け  

１２ 東川 ROOT 避難誘導 入場整理   入場整理 入場整理 入場整理  後片付け  

１３ 吉元 自由塾町屋 避難誘導 荷物搬入・会場準備 ●  相談コーナー 相談コーナー 相談コーナー  後片付け  

１４ 大村 のび練馬 相談コ受付 受付準備   相談コーナー受付 相談コーナー受付 相談コーナー受付  後片付け  

１５ 林 のび練馬 受付 受付準備・会場整理   受付・会場整理小山台・優先入場 受付・会場整理 受付・会場整理  後片付け  

１６ 横山 のび練馬 受付 受付準備・会場整理   受付・会場整理・会場巡回・優先 受付・会場整理 受付・会場整理  後片付け  

１７ 安藤 のび練馬 受付 受付準備   受付・会場巡回 受付 受付  後片付け  

１８ 遠藤 のび練馬 受付 受付準備・会場整理   受付・会場整理・目黒・優先入場 受付・会場整理 受付・会場整理  後片付け  

１９ 関口 のび練馬 入場整理 受付準備・入場整理   入場整理 入場整理 入場整理  後片付け  

２０ 天智 のび練馬 入場整理 受付準備・入場整理   入場整理 入場整理 入場整理  後片付け  

２１ 田村 のび練馬 受付 受付準備   会場整理・中央大学附属 会場整理 会場整理  後片付け  

２２ 水嶋 のび練馬 受付 受付準備・会場整理   会場整理・田園調布 会場整理 会場整理  後片付け  

２３ 竹内 root 入場整理 荷物搬入・入場整理 ●  入場整理 入場整理 入場整理  後片付け  

２４ 西野 root 入場整理 荷物搬入・入場整理 ●  入場整理 入場整理 入場整理  後片付け  

２５ 本郷 root 写真撮影 写真撮影   写真撮影 写真撮影 写真撮影  後片付け  

２６ 竹内 root 入場整理 受付準備・入場整理   入場整理 入場整理 入場整理  後片付け  

２７ 野沢 root 入場整理 受付準備・入場整理   入場整理 入場整理 入場整理  後片付け  

２８ 大沢 root 入場整理 受付準備・入場整理   入場整理 入場整理 入場整理  後片付け  

２９ 山下 root 入場整理 受付準備・入場整理   入場整理 入場整理 入場整理  後片付け  

３０ 四宮 root 入場整理 入場整理   入場整理 入場整理 入場整理  後片付け  

３１ 大槻 root 入場整理 入場整理   入場整理 入場整理 入場整理  後片付け  

３２ 鈴木由 学習プラザ 受付 受付準備   受付・会場巡回 受付 受付  後片付け  

３３ 水上 学習プラザ 会場整理 会場準備   会場整理・芝国際 会場整理 会場整理  後片付け  

３４ 富永 学習プラザ 会場整理 会場準備   会場整理・目黒 会場整理 会場整理  後片付け  

３５ 黒澤 学習プラザ 会場整理 会場準備   会場整理・東海大学高輪 会場整理 会場整理  後片付け  

３６ 岩本 学習プラザ 会場整理・垂れ幕 荷物搬入・会場準備 ●  会場整理・東洋大学京北 会場整理 会場整理  後片付け  

３７ 小澤 学習プラザ 会場整理 荷物搬入・会場準備 ●  会場整理・目黒 会場整理 会場整理  後片付け  

３８ 大泉淳 英伸塾 相談コーナー 相談コーナー   相談コーナー 相談コーナー 相談コーナー  後片付け  

３９ 古舘 英伸塾 相談コーナー 会場準備   相談コーナー受付 相談コーナー受付 相談コーナー受付  後片付け  

４０ 下里 英伸塾 会場整理 荷物搬入・会場準備 ●  パンフレットコーナー パンフレットコーナー パンフレットコーナー  後片付け  

４１ 野口 トレック 会場整理 会場準備   会場整理・目黒日大 会場整理 会場整理  後片付け  

４２ 小飯塚 トレック 会場整理 荷物搬入・会場準備 ●  会場整理・駒込 会場整理 会場整理  後片付け  

４３ 大野 トレック 会場整理 荷物搬入・会場準備 ●  会場整理・淑徳巣鴨 会場整理 会場整理  後片付け  

４４ 寺澤 のび保谷 救護室 救護室準備   救護室 090-2915-3043 救護室 救護室  後片付け  

４５ 長嶋 のび保谷 会場整理 会場準備   会場整理・豊島学院・東洋 会場整理 会場整理  後片付け  

４６ 清野 のび保谷 会場整理 荷物搬入・会場準備 ●  会場整理・豊多摩 会場整理 会場整理  後片付け  

４７ 鎌田朝 木谷塾 相談コーナー 会場準備   相談コーナー 相談コーナー 相談コーナー  後片付け  

４８ 鎌田一 木谷塾 相談コーナー 荷物搬入・会場準備 ●  相談コーナー 相談コーナー 相談コーナー  後片付け  

４９ 本田 ナカジュク 会場整理 荷物搬入・会場準備 ●  会場整理・青稜 会場整理 会場整理  後片付け  

５０ 加藤 KATOH 塾 会場整理 荷物搬入・会場準備 ●  会場整理・専修大学附属 会場整理 会場整理  後片付け  

５１ 佐藤 日本教育学 会場整理 荷物搬入・会場準備 ●  会場整理・小山台 会場整理 会場整理  後片付け  

５２ 鈴木明 明利学舎 相談コーナー 相談コーナー   相談コーナー 相談コーナー 相談コーナー  後片付け  

５３ 大井 あさひ未来 会場整理 会場準備   会場整理・駒沢大学附属 会場整理 会場整理  後片付け  



 


