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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

渡邊　重幸
旭丘2－40－1
03－3957－3133 03－3958－9009
昭和22年5月1日

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 2 1 1 2 6

生徒数 48 40 35 15 138

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

19 18 10 47

◆　在校生からのメッセージ
　１年生２クラス、２年生、３年生１クラスの４学級と特別支援
学級といった小規模な学校です。しかし、人数が少ないからこそ、
運動会や合唱コンクールで団結力を感じたり、やり遂げた達成
感などを、より一層味わえたりします。また、生徒に対して先生
の割合が多いので、学習面では一人一人に丁寧な学習のサポー
トがあります。また、部活動ではお互いに切磋琢磨し、楽しく
活動しています。旭丘中学校は皆が仲良く、楽しく充実した３
年間を過ごすことができる学校です。 （令和４年度生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　本校は、76年の長い歴史と伝統に支えられ発展してきま
した。今後も保護者・地域からの信頼を大切に本校の教育
の更なる質的向上に取り組んでいきます。そして、本校は、
将来練馬区２校目の施設一体型の小中一貫校となります。小
学校とも連携し、９年間を見越した特色ある学校を目指しま
す。更に、近隣の３大学とも連携し、行事や学習指導のサポー
トを行っていただいています。これからも笑顔あふれる、練
馬区を代表する学校として邁進していきます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
  中学校  中学校旭　丘旭　丘

◆　部　活　動（令和４年度）

野球　ソフトテニス　女子バレーボール　バドミントン

演劇　茶華道　吹奏楽 　美術　囲碁将棋　

運動部

文化部

　　　　　（令和３年度）
バドミントン 区民大会　男子シングルス１位　ダブルス３位
 　　　　　女子ダブルス２位
バレー 夏季大会　都大会ベスト32
野球 夏季大会　区民大会　区３位
テニス 新人大会　男子区ベスト８
吹奏楽 東京都中学校吹奏楽コンクールB組　金賞
演劇 都大会出場

実 績

【オリンピック・パラリンピック教育】
平成28年度から令和3年度までの6年間、東京都オリンピッ

ク・パラリンピック教育の取組をしてきました。
オリンピック・パラリンピック教育で実施してきた5つの資質

のうち、旭丘中学校は、特に「障害者理解」「スポーツ志向」「日
本人としての自覚と誇り」の3点を重点的に取り組んできました。
また、令和2年度、令和3年度には、オリンピック・パラリンピッ

クアワード校として表彰されました。
令和4年度より、これまでのオリンピック・パラリンピック教育

の取組を継続させ、「学校2020レガシー」として、共生・共助社
会の形成を担う子供たちの育成を目指していきます。

◆　特に力を入れている取り組み
下の３つのことに力を入れて取り組んでいます。
①学力向上…毎週一回の数学勉強会や定期考査前の放課後
勉強会を実施しています。漢検や英検の準会場として学校
で受験できます。学力テストの結果も都や区の平均を上
回っています。
②小中一貫教育…練馬区２校目の小中一貫校に向けて小学
校と話合いをもち、連携を行っています。

③登校支援…楽しい学校生活を送れるように、生徒との関
係づくりに力を入れ支援を行っています。

　検  索　検  索　検  索

詳しくは学校ホームページを検索！！

旭丘中旭丘中ののイチオシ！イチオシ！

あすチャレ！ ジュニアスクール 八王子車人形および義太夫節ワークショップ

「夢の教室」こころのプロジェクト 歌舞伎入門プログラム「操り三番叟」

あすチャレ！
ジュニアアカデミー

ゴールボール教室 落語教室
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

江川　誠志
豊玉南2－1－20
03－3994－1451 03－5984－2461
昭和22年5月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校豊　玉豊　玉
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 3 3 2 8

生徒数 84 82 71 237

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

43 29 14 86

◆　在校生からのメッセージ
　豊玉中はクラス、学年、全校の仲が良く、笑顔があふれる
学校です。授業でもグループで一緒に勉強することが多く、
楽しく学ぶことができます。運動会では、卒業生が創作した
「ルパン」を踊るようになって６年目ですが、今年からチアダ
ンスを男子も一緒に行うことになりました。今、張り切って踊
る男子と一緒に、最高の演技を作り上げています。このよう
に独自の伝統があり、男女の壁がなくなっている豊玉中学校
で、自分をのびのびと表現し、仲間と感動できる楽しい中学
校生活を送りませんか。 （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　生徒数の規模としては、練馬区立中学校の中では小規模
校に入ります。しかしその分、小規模校の利点を生かし、一
人一人に寄り添いながら大切に育む学校です。地域に愛され、
生徒と先生方との結び付きが強く、学校全体がアットホーム
な温かい雰囲気で溢れています。大きな成果が上がった「学
力向上プロジェクト」の３年目が終わり、今年度から「論理的
思考力の育成」に取り組んでいます。本校の三年間で、未来
を拓くための”夢や志をもち、可能性に挑戦するために必要
な力”を手に入れてみませんか。

◆　部　活　動（令和４年度）
ソフトテニス　ダンス　サッカー　バスケットボール　
野球　卓球
新聞　吹奏楽　美術

運動部

文化部

野球 R1 練馬区シード権大会ブロック優勝 　
テニス R4 練馬区総合大会男子個人3位、女子団体都大会出場
 R3 練馬区新人大会女子個人3位、学年別2年女子５位
バスケ R3 練馬区夏季大会準優勝（男子）
サッカー R3 夏季大会練馬区予選決勝トーナメント進出 
卓球 R1 練馬区夏季大会　女子個人第9位（都大会出場）
ダンス H30.R3 東京都創作ダンスコンクール　　6位入賞　
吹奏楽 R1.R3 東京都中学校吹奏楽コンクール　銀賞
 R3 東京都中学校アンサンブルコンテスト　銀賞

実 績

◆　特に力を入れている取組

～豊中プラン2022～「学力向上プロジェクト」

●仲間と学ぶ…温かい人間関係をもとに、共に学び、深めあ
える環境づくりをしています。

●プレゼンテーション表現活動…運動会の集団演技、創作
ダンス発表会などで感動のある場面を作っています。 
●夢をかなえるために…「夢手帳」を使って、スモールステッ
プで夢を実現する力を付けています。

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

豊玉中豊玉中ののイチオシ！イチオシ！
豊中プラン2022豊中プラン2022

４人組学習 プレゼンテ－ション

夢手帳 表現活動発表会

楽しい行事楽しい行事

運動会 校内作品展

地域の方に学ぶ 校内ダンス発表会
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

神山　信次郎
豊玉北2－24－5
03－3993－4212 03－5984－2586
昭和37年4月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校豊玉第二豊玉第二
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 2 2 3 7

生徒数 69 76 86 231

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

43 23 9 75

◆　在校生からのメッセージ
豊二中は気持ちの良い挨拶が伝統的な学校で、明るく元気
な挨拶であふれています。60周年では記念キャラクターの
「まがタヌ」を作成し、まがタヌのキャラク
ターとともに周年行事を盛り上げています。
ぜひ、豊二中で自分探しに取り組み、学校
生活を充実させていきましょう。

（生徒会役員）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
本校は五角形の新校舎で、持続可能な、小中一貫教育を実
践するための様々な施設があります。今年60周年を迎え、
豊二中の素晴らしい伝統を受け継いでいくとともに、新たな
豊二中を創造していきます。「豊玉第二中学校で良かった」
と実感できる学校づくりをすすめ、「確かな学力」「豊かな心」
を育み、自分探しに取り組む生徒の育成をめざして教育活動
をすすめていきます。

◆　部　活　動（令和４年度）
ソフトテニス　サッカー　バスケットボール　　　　
女子バレーボール

吹奏楽　科学　美術　家庭科　パソコン　将棋　　

運動部

文化部

 男女ソフトテニス 都大会男子団体出場・個人戦出場
 将棋 文部科学大臣杯東京大会団体戦
 女子バレーボール 区総合体育大会3位

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
1　小規模校だからできるきめ細やかな指導・支援
○少人数授業（英語・数学）　○ＩＣＴ学習

2　小中一貫教育の充実
○小学校5・6年生の乗り入れ授業（年14日）
○運動会小中連携競技　○合唱交流
○児童会・生徒会交流会

3　地域とともに歩む学校づくり
○道徳授業地区公開講座　○地域行事への参加

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

豊二中豊二中ののイチオシ！イチオシ！

小中一貫教育　乗り入れ授業小中一貫教育　乗り入れ授業

運動会運動会

文化発表会文化発表会

標準服標準服
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

大石　光宏
中村南1－32－21
03－3990－4436 03－3577－7995
昭和22年5月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校中　村中　村
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 5 5 5 2 17

生徒数 184 197 179 15 575

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

96 66 28 190

◆　在校生からのメッセージ
　本校は毎年、入学する生徒が多いので行事に迫力があり、
物凄く盛り上がります。そして、点数にならないことにも全力
で取組みます。
　他にはユニセフ募金やSDGsの活動も行っています。文
武両道の学校です。
　３年間、中村中学校で充実した生活を送ってもらえると嬉
しいです。 （令和４年度　生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　本校は校庭、体育館（エアコン設置）がとても広く、部活
動が盛んです。授業も全力で取組み、とても落ち着いた雰
囲気の学校です。また、点数にならないことも全力で行い、
生徒の健全育成に努めています。
　地域の方々のご協力などがたくさんあり、地域と共に教育
活動を展開しています。

◆　部　活　動（令和４年度）
野球　サッカー　陸上競技　卓球　剣道　　　　　　
バスケットボール　バドミントン　女子バレーボール　
ソフトテニス
吹奏楽　茶道　美術　家庭科　パソコン

 令和３年度 都大会に出場した部
 野球部　剣道部　卓球部　バドミントン部
 陸上競技部　ソフトテニス部　吹奏楽部

運動部

文化部

◆　特に力を入れている取り組み
生徒一人一人の個性伸張
・少人数授業を活用
・点数にならないことでも全力で取組む
・生徒の体力向上の取組み
近隣小学校との一貫教育の進化
・小中一貫教育を意識した授業交流や児童、生徒交流
・出前授業や部活動体験
・中学校紹介（オープンスクール） 

１ 中村中メソッドの実践
・ 毎時授業のねらいは、疑問形で提示
・ リフレクションの充実
・ SDGs 活動の充実
・ 特別支援学級と通常学級の交流学習
 令和２・３年度と２年間の研究で開発しました。

２ 現在、ユネスコスクールに加盟するための申
請をしています。

３ 令和４・５年度は、東京都教育委員会より、
体育健康教育推進校としての指定を受け、「運
動やスポーツと多様で新たな関わりとイメージ
理解を通して育む資質・能力の育成」について、
研究を深めていきます。

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

中村中中村中ののイチオシ！イチオシ！

地域との連携
地域の行事　
　中村東町会フェスタ　　西町会運動会
　ふるさと中村音楽祭
　中村八幡神社お神輿　　地域祭礼
　バドミントン大会
その他、補充学習教室に講師として個別
指導をしていただいたり、防災訓練等に
も参加しています。

運動会 八校合同文化発表会

実 績
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

小林　勝巳
早宮1－16－50
03－3993－2417 03－5984－2629
昭和22年5月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校開進第一開進第一
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 4 4 4 12

生徒数 153 150 154 457

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

72 80 11 163

◆　在校生からのメッセージ
　開進一中は、75年もの歴史と伝統ある学校です。校庭が
広く緑も多いのでのびのびと生活できます。部活動では先輩
後輩が協力しながら活発に活動しています。運動会などの行
事では、生徒が一致団結し互いを高め合いながら全力で取
り組みます。また、困ったことや不安に思ったことを先生方
に気軽に相談できるのも良いところです。 （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　保護者・地域の皆様と共に前進する開進一中は、コロナ禍
ではありますが、様々な行事を実施していく予定です。何が
できるのかではなく、どのようにすれば実施できるのかを考
え、与えられた環境・条件下で、生徒の育成、思い出に残る
ものを創っていきます。

◆　部　活　動（令和４年度）
バスケットボール　バドミントン　卓球　バレーボール　
サッカー　ソフトテニス　野球　陸上競技 

園芸　書道　吹奏楽　文化研究　美術　英語 

運動部

文化部

・ソフトテニス 【R3練馬区春季大会 /男子団体優勝 /女子団体準優勝】
【R3都大会男子新人戦3位】

・陸上競技 【R3関東大会男子棒高跳 5位】【R3都大会男子共通棒
高跳  優勝  女子共通走高跳 8位】 

・バドミントン 【R3練馬区総合体育大会/男子団体優勝/女子団体３位】
【R3男子シングルス関東大会出場】

・卓球 【R3練馬区夏季大会 /男子団体準優勝 /女子団体３位】
【R3練馬区新人大会女子団体優勝】

・男子バスケットボール 【R3練馬区民大会準優勝】
・女子バスケットボール 【R3練馬区民大会３位】
・サッカー 【R3練馬区夏季大会準優勝　都大会出場】

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
　あいさつと信頼があふれる学校を目指しています。
　次の学校経営方針によって、生徒の育成を図ります。
　教育目標
　　　自立した人　　誠実な人　　貢献する人
　基本方針
　　　⑴　信頼される学校づくりの推進
　　　⑵　健全育成の推進
　　　⑶　人権尊重教育の推進
　　　⑷　生徒の力を伸ばす教育の推進

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

開一中開一中ののイチオシ！イチオシ！

生徒作品　「文武両道～何事も全力で～」
活発な部活動

あいさつ運動開進の由来「徳進以智開」の進を心に、
「心の成長」を願います。落ち着いた授業

Ｒ5_各校案内.indd   26Ｒ5_各校案内.indd   26 2022/07/29   14:582022/07/29   14:58



開
進
第
二
中
学
校

6

27

◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

牧野　英一
練馬2－27－28
03－3993－1348 03－5984－2730
昭和22年4月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校開進第二開進第二
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 4 4 4 （1） 12

生徒数 137 150 154 （10） 441

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

60 61 15 136

◆　在校生からのメッセージ
　開二中の特色は、何よりも学習活動の豊かさです。
　着付け体験や琴の発表会などがありますが、中でも、授
業中に発表の場が多く設けられており、将来まで生かしてい
けるような活動がたくさんあります。
　他の学校では味わえない３年間を、
　　　　　　　　ぜひ一緒に築いていきましょう！
   （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
令和４年度のスローガンは、「開二行事の復興」です。
　「復興」とは、再び盛んになるという意味です。生徒、教
職員、保護者や地域の方々と力を合わせて、「今、何ができ
るのか。」「どうすればできるのか。」を考え、知恵を絞り、開
進二中の行事を復興していきたいと考えています。

◆　部　活　動（令和４年度）
サッカー　野球　陸上競技　バドミントン 　女子ソフ
トテニス　バスケットボール　卓球　 
吹奏楽　茶道　英語　手話　農　書写　電算

運動部

文化部

 【陸上競技部】 都大会出場
 【吹奏楽部】 東京都 吹奏楽コンクール金賞
  東京都 アンサンブルコンテスト金賞

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
１．「先手必勝」の意識
「先手必勝」とは自分で自分の夢や目標をつかみ取る意識
のことです。あいさつをはじめ、何事も「先手必勝」で取
り組むことを意識付けています。
２．人権教育の推進
自他を大切にする気持ちを高めるため、各教科での学びと、
人権課題の関連性を意識した教育活動を進めています。
３．充実した施設を活用した教育活動の推進
都内23区で最も広い校庭や敷地内の畑を活用して学校
行事や部活動を充実させています。

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

※（　）は難聴学級（通級）の生徒数・学級数です。

開二中開二中ののイチオシ！イチオシ！

広い校庭

セミナーハウスでの活動

人権尊重教育推進校・障害理解教育の推進

令和４年度　運動会

聞こえの学習

消音対策

和装・箏の授業 茶道部

プールが新しくなりました！
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

堀　健一
桜台3－28－1
03－3993－4265 03－5984－3036
昭和22年5月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校開進第三開進第三
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 4 4 3 （0） 11

生徒数 124 129 115 （0） 368

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

55 50 7 112

◆　在校生からのメッセージ
　開三中は挨拶や笑顔の絶えない学校です。多くの生徒が
積極的に挨拶をするので、気持ちの良い学校生活を送ること
ができます。また、行事や委員会活動、部活動にも全力で取
り組んでいます。特に、体育祭や合唱祭などのクラス対抗の
行事では、熱く盛り上がります。行事後の団結力と達成感は、
何にもかえられないものになります。さらに、挨拶をしなが
ら落ち葉を集める「挨拶スマイルクリーン運動」を毎年行っ
ています。この活動では、地域との交流を深めることができ
ます。ぜひ、開三中で充実した中学校生活を送りましょう。
開三中で待っています！ （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
閑静な住宅地に佇み、開校75年目を迎えます。
⑴ 学力向上を図り、学ぶ喜びのある学校
⑵ 生徒の学びを保護者・地域とともにつくる学校
⑶ 熱く燃える行事・部活動
⑷ 挨拶が響く学校
⑸ 教職員が学び続け、組織で生徒を伸ばす学校

◆　部　活　動（令和４年度）
令和３／４年度（6月現在）

バスケットボール　女子バレーボール　卓球　野球　
サッカー　ソフトテニス　剣道　空手
吹奏楽　美術　工作　家庭科　将棋　　　　　　　
ソーランクラブ（部活動と兼部可）  

運動部

文化部

男女ソフトテニス（都大会出場）
剣道（都大会出場）　卓球（都大会出場）
女子バスケットボール（都大会出場）

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
１  少人数指導（数・英）による個に応じた学力の向
上と定着

２  生徒が主体的に取り組むハイレベルな行事・部活
動の推進

３  生徒の未来を保護者・地域とともに拓く教育

○子どもの未来を地域とともに拓く学校
　・ 生徒が主体的に取り組む学校行事（体育祭、合唱祭）
　・ 特色あるおやじの会主催の行事（三涼祭、餅つき

大会等）
　・ 地域とともにつくる行事（防災訓練、ナイトバザール、

職場体験等）

○選ばれる学校
　・ 進路実績の充実
　・ 豊かな人間性の育成（教育相談、いじめ防止教育）
　・ 信頼される学校（生徒・保護者アンケート）

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

※（　）は弱視学級（通級）の生徒数・学級数です。現在、休級中です。

開三中開三中ののイチオシ！イチオシ！

11月　合同防災訓練 3月　おやじの会主催　餅つき
7月　三涼祭

10月　地域行事へ吹奏楽部が参加 12月　ソーランクラブ演舞

7月　職場体験
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

田邊　克宣
羽沢3－24－1
03－3993－1481 03－5984－3277
昭和36年4月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校開進第四開進第四
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 4 4 5 13

生徒数 138 140 164 442

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

67 69 18 154

◆　在校生からのメッセージ
　開進第四中学校は、挨拶がとても活発で、気持ちの良い
挨拶が飛び交っています。校舎はとても綺麗で、過ごしやす
く魅力的です。各階にあるラウンジでは友人とのおしゃべり
を楽しんだりと、一人一人が生き生きと過ごせる楽しい学校
です。 （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
校訓「学ぶ・鍛える・働く」を一人一人が実践し、「協力する」
ことで、「共に生きる」社会を作る力を育てます。そのために、
自己肯定感を育み、他者を認める豊かな心の育成を目指し
ます。

◆　部　活　動（令和４年度）
野球　陸上　サッカー　剣道　新体操（新入生募集なし）　
バスケットボール　女子バレーボール　バドミントン
美術　吹奏楽　家庭科　茶道　文芸

運動部

文化部

◆　特に力を入れている取り組み
●基礎学力の向上 ●習熟度別少人数授業
●生活指導の充実 ●小中一貫教育の推進
●キャリア教育 ●国際理解教育の推進
●ボランティア活動の推進

※ほとんどの部活で区大会・ブロック大会・都大会が開催されませんでした。

○野球部　新人戦練馬区ベスト８
○陸上競技部　関東大会３年連続出場関東大会３年連続出場・都大会出場都大会出場
○女子バレーボール部
都大会出場都大会出場・ブロック大会出場（区内優勝）ブロック大会出場（区内優勝）
○サッカー部　３年生代替大会区内ベスト８
○男子バスケットボール部　新人大会区内ベスト８
○剣道部　練馬区秋季剣道大会　男子団体　準優勝 

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

２年度　部活動実績２年度　部活動実績

開四中開四中ののイチオシ！

○野球部　夏季総合体育大会　練馬区　第３位
○陸上競技部　都大会13種目出場都大会13種目出場
○女子バレーボール部　都大会出場都大会出場
○サッカー部　区内ベスト12

３年度　部活動実績３年度　部活動実績

○男子バスケットボール部　
 ・夏季総合体育大会　練馬区４位
○女子バスケットボール部
 ・区民大会　決勝トーナメント出場
○男子バドミントン部　練馬区1年生大会
 ・シングルス　３位、４位
 ・ダブルス　準優勝
○女子バドミントン部　区内３位区内３位
 ・ブロック大会出場　ベスト８ ・ブロック大会出場　ベスト８
○剣道部　男子都大会出場都大会出場・女子区内３位
 ・練馬区秋季新人大会　女子第３位
 ・桜台地区大会　男女混合団体戦　準優勝
○吹奏楽部
 ・東京都中学校アンサンブルコンテスト　銀賞 ・東京都中学校アンサンブルコンテスト　銀賞
 ・東京都中学校吹奏楽コンクール銀賞 ・東京都中学校吹奏楽コンクール銀賞

３年度　部活動実績３年度　部活動実績イチオシ！イチオシ！

 ・夏季総合体育大会　練馬区４位
○女子バスケットボール部部活動が盛んです

！
部活動が盛んです

！

○サッカー部
 ・夏季総合体育大会練馬区予選リーグ突破
都大会出場都大会出場

４年度　部活動実績４年度　部活動実績 （7月20日現在）（7月20日現在）
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

中嶋　雅彦
北町3－1－34　
03－3932－7231 03－5920－0335
昭和33年５月１日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校北　町北　町
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 3 4 3 10

生徒数 96 121 107 324

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

64 43 17 124

◆　在校生からのメッセージ
　北町中学校には昔から受け継がれてきた伝統がたくさんあ
ります。例えば、挨拶や三大行事です。挨拶はコロナ禍に負
けないほど、元気に挨拶しています。その長所を伸ばすため
に生徒会で「挨拶キャンペーン」という取り組みを始めました。
このように、挨拶は北町中学校の良いところです。
　三大行事では、全校生徒が最初から最後まで、全力で取
り組み、協力し合ってます。今年度の運動会は三年振りに全
校生徒で実施することができました、行事以外でも、部活で
全力で明るく取り組む姿も見受けられます。
　生徒一人一人が目標に向かって、全力で取り組んでいます
ので、是非、北町中学校で充実した生活を送りましょう。
   （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　閑静な住宅街と商店街に囲まれた本校は、地域の方々か
ら温かく見守られながら、生徒たちは元気に成長しています。
学習の中心である授業はもちろん、生徒自らつくりあげる行
事をとても大切にし、積極的に取り組む学校です。また、挨
拶がさかんで清々しい生徒たちです。

◆　部　活　動（令和４年度）
野球　サッカー　陸上　卓球　バドミントン　　　　
バスケットボール　男子バレーボール
吹奏楽　美術　茶道　パソコン

運動部

文化部

◆　特に力を入れている取り組み
1 学年の実態に応じて学力補充指導を充実させ、自ら学

ぶ意欲を高め、定期的に家庭学習強化月間を設け、家
庭学習の習慣の定着を図る

2 「数学」、「英語」の少人数授業など、個に応じた授業の
計画・実践を行う

3 学校行事や学級活動・生徒会主催の行事等で、生徒の
主体的活動を支援し、連帯・成就感を育む

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

～充実した学校生活～～充実した学校生活～

北町中北町中ののイチオシ！イチオシ！ 実 績 ★バレーボール（男子）
優勝　第58回練馬区中学校生徒総合体育大会（R３）
優勝　第三ブロック男子の部総合体育大会（R３）
★吹奏楽
金賞　第61回東京都中学校吹奏楽コンクール（R３）　

運動会

ICTを活用した事後学習

生徒総会
生徒会の挨拶運動

セーフティ教室 文化祭で演奏する吹奏楽部

美術部の陶芸体験

バレーボール部
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

日下石　直美
高松1－24－1
03－3990－5451 03－3577－7996
昭和22年5月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校練　馬練　馬
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 4 5 5 3 17

生徒数 149 173 167 20 509

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

68 42 24 134

◆　在校生からのメッセージ
　練馬中学校は生徒の自主性を尊重する学校です。例えば
運動会では、運動会実行委員が中心となり、練習から準備、
本番の進行まで、ほとんど生徒が行いました。委員会活動
では、委員長と副委員長を代表とし、メンバー全員が学校を
過ごしやすくするために仕事をしています。
　そして、生徒会を含む委員会が中心となり活動方針を公
表する生徒総会というものがあり、生徒達自身で自主的に運
営しています。
　また、行事以外の生活面では、生徒達が部活動と勉強を
ともに手を抜かず全力で取り組み、それぞれの目標に向かっ
て精進しています。この学校では、仲間とともに高めあい、
かけがえのない思い出を作ることができます。 （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
『One  Step  Forward』

練馬区の名を校名にフラッグシップ校を目指します。
　　　　　　　　１．　安全・安心な学校
　　　　　　　　２．　きれいな学校
　　　　　　　　３．　決まりを守る学校
　　　　　　　　４．　楽しい学校
　　　　　　　　５．　信頼される学校

◆　部　活　動（令和４年度）
ソフトテニス　サッカー　陸上　野球　バスケットボール　
バドミントン　卓球（Ｒ５夏に廃部予定）　バレーボール　
男子柔道（募集停止の可能性あり）　ランニング（６組）
器楽　美術　英語　書道　科学　園芸　　　　　　　
バイオサイエンス　ハンドメイド（６組）

運動部

文化部

女子バスケットボール部 : 区民大会ベスト16、新人大会ベスト16
バドミントン : 男子団体区3位・都ベスト16、BS都3位、BD区3位
　　　　　　　女子団体区優勝・都ベスト8、GS区1位、GD区1位
柔道部：都新人柔道大会（団体戦）5位
野球部：都夏季総体推薦出場
サッカー部：区夏季大会ベスト16、新人戦ブロック大会出場決定戦敗退

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
本校の目指す学校：学びを力に変える学校
そのために
⑴ わかる、もっと学びたくなる学校
    ・主体的、対話的で深い学びへの授業改善

⑵ 通いたい、通わせたい安心な学校
    ・心と体を元気にさせる

⑶ 地域とともに発展する学校
    ・保護者、地域との連携と信頼関係の醸成

『４つのステージで光り輝く練中生！』
1　響きのステージ　心と心が響きあう練中生！　　
　・心に種をまく道徳授業の充実と推進
　・規律ある行動と礼儀正しい態度の定着
　・元気な挨拶（挨拶は心の健康観察）
　・誰にでも優しいユニバーサルデザインを生かした環境整備
　・いじめや体罰のない落ち着いた環境作りと教育相談の充実
2　学びのステージ　学力向上を目指す練中生！
　・明確な目標提示と個に応じた指導
　・ICT活用の効果的でわかりやすい授業
　・授業アンケートの実施と活用
　・考える力を育成する工夫された授業

　検  索　検  索　検  索

詳しくは学校ホームページを検索！！

練中練中ののイチオシ！イチオシ！

3　チャレンジのステージ　
　　自分の可能性にチャレンジする練中生！　
・部活動の魅力アップ→外部指導員の増員
・オリンピック・パラリンピック教育→体力の向上　
・夢のアップ→職場訪問・体験の選択拡大
・自治力アップ→生徒会活動の促進
4　地域のステージ　
　　地域で学び大きく成長する練中生！　
・PTAや地域行事等への積極的参画
・保護者や地域の人材を生かした教育活動
・小中一貫教育による９年間を見通した教育
・関係諸機関との連携・協力による健全育成

運動会 TGG英語体験学習
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

竹内　勝己
春日町2－14－22
03－3998－0231 03－3577－7997
昭和48年4月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校練馬東練馬東
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 3 3 4 10

生徒数 104 85 130 319

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

80 43 8 131

◆　在校生からのメッセージ
練馬東中学校は学年をこえて仲が良く、思いやりをもった生
徒が多いため、誰とでも分け隔てなく安心して過ごせる温か
い学校です。先生方との距離も近く、生徒思いの先生が多
いです。また、授業も面白く良い学びにつながっています。
生徒会活動も活発で、生徒が主体となって企画や活動を行っ
ています。特に本校には「ＮＦＬ」という学級から推薦された
クラスメイトによるふれあい活動があるため、より活発な活
動へとつながっていると思います。さらに行事も積極的で、
練馬東中学校の三大行事「体育祭・合唱コンクール・学習発
表会」では自ら協力し、知恵を出し全力を尽くす姿が見られ
ます。このように生徒の自主性を重んじているところも本校
の良いところだと思います。 （生徒会役員 ３年女子）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
生徒・教職員・保護者・地域の合言葉は、『チーム練東』です。
本校は、明るく素直な生徒が自慢です。あきらめずに『努力』
できる生徒、周りに『感謝』できる生徒でいっぱいです。ま
た先生と生徒、先輩と後輩の仲が良く、アットホームな雰囲
気があります。ぜひ、練馬東中に入学して『チーム練東』の
一員になりましょう。

◆　部　活　動（令和４年度）
男子野球　女子バレーボール　バドミントン　卓球　
陸上競技　男子バスケットボール　ソフトテニス
吹奏楽　美術　英語　歴史研究　ハンドメイド　

運動部

文化部

 ソフトテニス部…新人大会第４位（都大会出場）
 陸上競技部…都ロードレース大会
 １年…第１位　２～３年…第４位、第６位

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
①先輩から後輩へ続く伝統的な練東中三大行事
★体育祭・合唱コンクール・学習発表会

②明るい挨拶ができ、人にやさしい生徒の育成
★ふれあい月間・あいさつ運動・ＮＦＬ活動

③地域との連携による連続性を大切にした教育
★小中連携教育
　（中学校見学・出前授業・部活動体験・挨拶運動）
★地域ボランティア・地域の人材活用

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

NFL（エヌエフエル：練東ふれあいリーダー）による
ふれあい運動

各学級から推薦されたNFL（練東ふれあいリーダー）がクラスメイトの相談相手となり自然に挨拶
が交わせるように率先して活動しています。令和元年度練馬区の表彰で学校奨励賞をいただきました。

練東中練東中ののイチオシ！イチオシ！
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

桐野　和之
貫井2－14－13
03－3990－6412 03－3577－7998
昭和38年4月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校貫　井貫　井
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 4 4 4 12

生徒数 146 132 145 423

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

76 38 13 127

◆　在校生からのメッセージ
　貫井中学校では、生徒一人一人が明るく元気な挨拶や返
事ができ、毎日の学校生活を温かく和やかな雰囲気で過ごし
ています。また、運動会をはじめとした学校行事では、先生
方の指示のみで動くのではなく、生徒が主体となって計画・
運営を行っています。そのため、生徒が主体的に行動する力
を身に付けることができるとともに、受け身の姿勢ではなく、
「自分たちが創り上げた」という、達成感を味わうこともでき
ます。他にも、勉強や部活動、委員会活動など、様々なこと
に全力で取り組むことができており、それぞれが楽しく学校
生活を送っています。 （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　本校の生徒は大きな声でしっかりとあいさつや返事ができ、
日々の学習や諸活動に主体的に取り組むことができます。
　教科指導や日頃の自治活動等で学んだ成果を、学校行事
等で発揮するキャリア教育の推進に力を注いでいます。
　結果として、自己肯定感の高い生徒が多いことが本校の
特色になっています。

◆　部　活　動（令和４年度）
サッカー　バスケットボール　卓球　陸上競技（新入
生募集なし）　野球　柔道　剣道　バドミントン
吹奏楽　茶華道　美術　パソコン　英語

運動部

文化部

柔道部：第３ブロック大会団体女子優勝、男子準優勝（都大会出場）
練馬区中学校生徒総合体育大会新人大会男子団体優勝
陸上部：関東中学校陸上競技大会男子１年走幅跳第３位
東京都中学校地域別陸上競技大会男子１年走幅跳多摩西部１位
東京都中学校総合体育大会陸上競技大会男子１年走幅跳１位
男子バスケットボール部：新人大会練馬区第３位（都大会出場）
卓球部：総合体育大会個人の部準優勝（都大会出場）

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
○生徒の学び支援や教育相談の取り組み
・ 日常の学力補充、学習ボランティアによる夏季休業中、
定期考査前の学校地域連携事業としての補習教室

・ 楽しいことも辛いことも打ち明ける「何でも相談アンケー
ト」「ＳＣアンケート」の実施

○生徒が主体となる学校行事の取り組み
・ 先生の姿が見えない貫井中学校の三大行事「運動会、
合唱コンクール、三年生を送る会」

○「学校２０２０レガシー」として
・ さまざまな方々との交流を中心としたボランティアマイ
ンドの醸成と障がい者理解の促進

①先生の姿が見えない、生徒の力で運営する貫井中学校の三大行事
　「運動会、合唱コンクール、三年生を送る会」

②宿泊行事や校外学習でよく褒められる
　「あいさつや返事、礼儀正しさ」

③地域の方々との活発な交流
　・ スポーツ大会や敬老会、施設で演奏披露する吹奏楽部
　・ 地域の方をゲストティーチャーとして招く箏の授業、

調理実習や浴衣の着付け授業
　・ 図書館行事に参加する英語部
　・ 美術館や地域の和菓子屋さんと連携した美術授業
　・ 近隣保育園を訪問して小さな子どもたちと交流する 

保育実習「ふれあい学習」

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

貫井中貫井中ののイチオシ！イチオシ！

運動会
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

宮古　登
田柄3－3－1
03－3990－4403 03－3577－7999
昭和35年4月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校田　柄田　柄
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 4 5 4 13

生徒数 137 164 141 442

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

69 51 12 132

◆　在校生からのメッセージ
　「田柄といえば挨拶」と言われるぐらい田柄中は挨拶が盛
んな学校です。授業の挨拶だけでなく、休み時間に廊下で
先生方とすれ違ったときや生徒同士でも一人一人が自ら進ん
で挨拶をすることを心がけています。とても活発で、行事や
部活動はもちろんのこと、何事にも意欲的に取り組むことが
出来ます。
　私たちと一緒に、明るく楽しい学校生活を送りましょう！！
   （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
田柄中学校の教育目標は、開校当時からの校訓である「開拓、
創造、勤労」の精神を踏襲し、
● 正しい判断ができる生徒。（判 断 力）  
● 協力・実践できる生徒。（協力･実践力）   
● 自他の尊重ができる生徒。（敬 愛 心）
この３つを目指す生徒像として挨拶が飛び交う学び舎で「文
武両道」を目指し「明るく元気で楽しい」学校つくりを進め
て参ります。

◆　部　活　動（令和４年度）
陸上競技　バスケットボール　剣道　卓球　　　　　
硬式テニス　女子バレーボール　サッカー　野球　　
水泳（大会出場のみ）
吹奏楽　科学　書道　美術　英語　ハンドメイド　

運動部

文化部

生徒の意欲的な参加と熱心な指導のもと、活発に活動し各大会等
で実績・成果を挙げております。
卓球、剣道、硬式テニスは都大会に出場

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
アクションプラン１　「基礎学力の向上」
アクションプラン２　「健全育成の充実・道徳教育の推進」
アクションプラン３　「地域社会連携と近隣小学校との連携」
アクションプラン４　「練馬区主催の連合行事等への参加」
アクションプラン５　「健全育成に基づいた部活動の推進」
以上の教育活動をとおして
「明るく元気で楽しい」学校をつくる。

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

卓球部活動の様子 ワークショップ型職場体験

校外学習

校内作品展

運動会

落語教室

国際理解教育

田柄中田柄中ののイチオシ！イチオシ！
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

山根　浩孝
旭町3－5－10
03－3939－0245 03－5383－3597
昭和22年4月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校豊　渓豊　渓
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 2 2 2 6

生徒数 42 45 44 131

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

20 14 7 41

◆　在校生からのメッセージ
豊渓中には放課後にＫ中ベーシック、ゼミがあります。そこ
では全員が集中して勉強に取り組んでおり、分からないこと
を先生に質問すると、とても丁寧に教えてくださいます。また、
理科の授業では探究実験を行っているため、身近な疑問や
気になったことを深く研究することで考える力や新たな知識
をたくさん身に付けることができます。生徒一人一人が主役
となる豊渓中でたくさんの“チャレンジ”をしてみませんか？
   （令和4年度生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
本校は少人数のよさを生かして生徒一人一人にきめ細かい指
導を行う学校です。令和４年度もできるだけ少人数指導を取
り入れ、個々の生徒を大切にした指導を行っています。放課
後には自主的に学習できる環境があり、学習面にも力を入れ
ている学校です。お互いに助け合い協力ができる、そして誰
もが主役になれる豊渓中に来てください。

◆　部　活　動（令和４年度）

ソフトテニス　バドミントン　バスケットボール

吹奏楽　美術

運動部

文化部

（令和3年度実績）
吹奏楽　都吹奏楽地区予選銀賞　
ソフトテニス　男子
　　　　　　個人・団体都大会出場
　　　　　　区民大会入賞

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
1. 【確かな学力の定着と向上】　　
 〇タブレット、ＩＣＴ機器をを活用した指導の充実
2. 【コミュニティ・スクール研究校】
 〇ダンス教室　〇スポーツ講演会　〇英語手紙交流
 〇花壇づくり　〇Ｃａｆｅ Ｓｕｚｕｓｈｉｒｏ（放課後の居場所）
 〇和太鼓体験
3. 【道徳教育、国際理解教育など様々な体験】
 〇道徳授業　〇学力・体力向上　〇国際理解（ＴＧＧ）
 〇キャリア教育の推進（ライフプランニング）

本校を卒業した大学生
のスタッフが丁寧に指導
し、皆さんの質問に答
えてくれます！！
日常的な学力向上指導
はもちろん、推薦入学の面接指
導等、【きめ細かい進路指導】も
行っています。学校は、将来な
りたい自分への通過点。志望校
合格を目指します！

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

これが豊渓中だ !!
Ｋ中ベーシック・Ｋ中ゼミ

令和３年度都立推薦の合格率
は50.0％です。例年５割程度
の合格率を保っています。

【文化発表会】学年ごとに発表をします。全員が役割をもって活動します。
合唱もあります。
【部活動】数は少ないですが、どの部活も一生懸命活動しています。
【地域・保護者との連携・協働した特色ある教室】
・地域農家の方の講演  ・和太鼓体験  ・スポーツ講演会  ・ボッチャ大会

豊渓中豊渓中ののイチオシ！イチオシ！

放課後に自主的な勉強をする生徒を全面サポート !! 学力Ｕ
Ｐ間違いなし !!
日常的な学力向上指導はもちろん、推薦入学の面接指導
等、【きめ細かい進路指導】も行っています。学校は、将来
なりたい自分への通過点。志望校合格を目指します！

Ｋ中ベーシック、ゼミ

文化発表会 運動会　クラス対抗大繩跳び

ＴＧＧ全校　校外学習
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

山谷　安雄
光が丘6－5－1
03－3976－5871 03－5383－3598
昭和59年4月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校光が丘第一光が丘第一
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 2 3 3 8

生徒数 68 112 87 267

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

32 36 16 84

◆　在校生からのメッセージ
本校の特色を２点紹介します。
　１点目は、学校行事が盛んなことです。運動会と文化発表
会では、全員の協力によって団結力が高まります。
　２点目は、安心した学校生活を送ることができることです。
授業でわからないことがあれば、丁寧に指導してくださった
り悩みごとにも親身に相談にのってくださいます。
　そのほかは、部活動や各種委員会活動が盛んなことです。
このように光一中では、よいところがたくさんあります。
   （生徒会会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
目指す学校像は、
「未来を切り拓く　心豊かでたくましい人を育てる学校」
　　１　生徒の自立を応援する学校
　　２　教職員が教える喜びを感じる学校
　　３　保護者・地域の方と歩む学校
　全教職員が一丸となって取り組んでいます。

◆　部　活　動（令和４年度）
バドミントン　バレーボール　バスケットボール　　
野球　サッカー　ソフトテニス
吹奏楽　美術　パズル研究

運動部

文化部

【都大会出場】
令和３年度　バレーボール
令和２年度　バレーボール
令和元年度　バドミントン、ソフトテニス

実 績

　検  索　検  索　検  索

詳しくは学校ホームページを検索！！

「自立」　「人に優しく」　豊富な学校行事

盛んな部活動　知・徳・体の育成

光一中光一中ののイチオシ！イチオシ！

◆　特に力を入れている取り組み
「自立」・「人に優しく」を意識して、授業や行事などを通して
積極的に人と関われる生徒を育成することに力を入れていま
す。また、多様性を認めることを意識しています。以下のよ
うな知・徳・体のバランスのとれた人間の育成を目指してい
ます。

１  豊かな心を持ち、規範意識を身に付け、進んで社会に
貢献できる人間の育成

２  基礎的・基本的学力を身に付け、「生きる力」を身に付け
た人間の育成

３  健康や体力に関心を持ち、スポーツを楽しみ、自他共に
安全な生活ができる人間の育成

文化発表会

運動会

国際理解教育

防災学習

校外学習

百人一首大会 サッカー部

美術部

ソフトテニス部

野球部
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

山田　美鈴
光が丘7－1－1
03－3976－9202 03－5383－3608
昭和62年4月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校光が丘第二光が丘第二
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 3 3 3 9

生徒数 105 113 100 318

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

40 47 5 92

◆　在校生からのメッセージ
光二中は、勉強と部活動の両立ができる学校です。
これまで受け継がれてきた光二中五箇条をもとに、楽しく落
ち着いた学校生活を送っています。特に、「５分前行動３分前
着席」を意識することで、授業を受ける
心構えができ、集中できます。去年生
徒からの応募で決定した光二中マス
コットも待っています。　　（生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
本校の教育目標は
　〇よく考える　　　　　〇進んで働く　　
　〇協力し助け合う　　　〇心身を鍛える　　　　です。
豊かな心と感性をもち、高い学力を維持しながら、国際社
会に出て活躍できる生徒の育成に、教職員が全力を挙げて
取り組んでまいります。

◆　部　活　動（令和４年度）
野球　ジョギング　バレーボール　サッカー　　　　
バスケットボール　
美術　吹奏楽　書道文芸　英語　競技かるた

運動部

文化部

R3.【サッカー部】第3ブロック大会出場
R3.【英語部】練馬区英語学芸会　個人　特別賞
R3.【書道文芸部】全国書画展覧会 書の部 金賞 

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
1 生徒に継承されている「光二中五箇条」を生か

した生活習慣の育成
2 少人数授業や個に応じた授業等を通しての学習

指導の充実
3 近隣小学校や地域との連携を通し、生徒の自発

性を伸長  

　検  索　検  索　検  索

光二中光二中ののイチオシ！イチオシ！

生徒が主体的に行動しています！

詳しくは学校ホームページを検索！！

オリパラ車椅子バスケ 学習発表会展示 リトルティーチャー（小中算数交流） Meet 立会演説会

1年生創作ダンス標準制服　女子スラックスあり 2年生職場体験
3年生
修学旅行
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

蓮池　和彦
光が丘3－2－1
03－3977－3521 03－5383－3609
昭和63年4月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

  中学校  中学校光が丘第三光が丘第三
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
１年 ２年 ３年 特別支援学級 合計

学級数 4 4 4 5 17

生徒数 134 122 134 38 428

◆　卒業生の進路（令和３年度）
全　日　制 各種学校

その他 合　計
国公立 私立

68 62 23 153

◆　在校生からのメッセージ
　光三中には、他の学校に誇れる所が三つあります。一つ目
は学習に取り組む姿勢です。授業では活発な発言があり、皆
楽しんで学習しています。家庭学習も一生懸命、課題に取り
組み提出期限を守っています。二つ目は、全員が一丸となっ
て取り組む行事です。例えば運動会では、生徒が主体的に
行動するため、競技がスムーズに進行していきます。応援で
も学年やクラスの枠を越え励まし合います。三つ目は、挨拶
です。毎日積極的に挨拶することを心掛けているので、人間
関係が豊かになっています。 （現生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
光が丘第三中学校は、「知・心・体」のバランスの取れた３つ
の学校像を目指し、教育活動を推進していきます。
〇学力の定着・伸長を図り学ぶ喜びのある学校
〇生命を尊び、美しい心、思いやりの心があふれる学校
〇健康の保持増進と体力の向上を図る学校

◆　部　活　動（令和４年度）

バスケットボール※　女子バレーボール　卓球　　
サッカー　ソフトテニス　陸上競技　※男女別で活動
美術　吹奏楽　家庭科　園芸　伝統文化　地域研究

陸上競技　ものづくり　音楽　球技　文化

運動部

文化部

陸上部：第60回総体都大会8種目14名出場、男子3年100m
優勝・女子共通100mH第8位、第67回全日本中学校通信陸上

競技東京都大会7種目13名出場、第74回東京都中学校支部対抗陸上競技
選手権大会7種目8名出場、ソフトテニス：第60回総体都大会出場、区新
人大会個人戦ベスト8、男子バスケ部：区新人大会ベスト8、女子バスケ部：
区新人大会ベスト16、女子バレー部：区内大会等多数参加、サッカー部：
令和3年度光が丘カップ優勝、区内大会等多数参加、卓球部：第60回総体
新人大会都大会出場女子2名、総体区予選個人5位、吹奏楽部：都中学校吹
奏楽コンクールＢ組銀賞受賞、都中学校アンサンブルコンテストB組銀賞受
賞、区連合音楽会出演

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
☆数学と英語の習熟度別少人数授業
☆アドバンス（応用）とベイシック（基本）の両面強化
☆学力補充教室の実施（地域未来塾の学習支援）
☆いじめを生まない望ましい人間関係の構築
☆あいさつ運動
☆職場体験とキャリア教育の充実
☆特別支援学級との交流活動推進
☆体力の向上・健康の保持増進
☆区連合行事への積極的な参加

特支部活

タブレットによる指導の
充実に向けて

令和２年度後
半に、学校に
導入されたタ
ブレットを各
クラスで取り
扱いについて
説明し、クラ

スルームにて各教科の課題等の配布、各教科の
授業での活用、総合的な学習の時間での調べ学
習など、積極的な活用を進めています。
また、生徒総会や役員選挙など Zoomを活用し
て各クラスへオンラインで行っています。

このＡｒｔは、全校生徒にデ
ザインを募集し、投票で毎
年決めています。開校当時
から生徒会を中心にボラン
ティアを募り毎年制作を進
めています。そして、全校
生徒全員が10cm四方の布にその年のテーマについ
てコメントを書き、貼り付け、全校生徒に作品を発表
し、校内作品展、卒業式、入学式に展示しています。

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

光三中光三中ののイチオシ！イチオシ！

令和２年度は、感染症予防のために多くの大会およびコンクールが中止と
なったため、令和元年度の実績を掲載しております。
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