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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

櫻井　弘
石神井台1－32－1
03－3997－3131 03－3997－2742
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  中学校石神井石神井

◆　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 6 6 6 6 24

生徒数 189 213 210 43 655

◆　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

98 86 30 214

◆　在校生からのメッセージ
　石神井中学校には、思いやりのある人がたくさんいて過ご
しやすい学校です。また、挨拶や委員会活動などに積極的
に取り組んでおり、一人一人が学校をより良くしていこうと頑
張っています。何事にも一生懸命に取り組むことで、成長す
ることができる学校です。 （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　本校は、１「生徒が通いたくなる学校」として、楽しく、多
くのことを学べ、成長することができる環境、２「保護者が
信頼を寄せる学校」として、安心して通わせられる、学校の
様子がわかる学校、３「地域が誇りに思う学校」として、地
域から学ぶ、地域に貢献できる学校を「目指す学校像」とし
ています。生徒は、伝統である「あいさつ」を大切にして良
好な人間関係を築き、学習に行事に部活動に、主体的な学
校生活を送っています。

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

運動部

文化部

　生徒の意欲的な取り組みと顧問の熱心な指導により活発に活動
しています。毎年、各種大会・コンクール・地域ボランティア等で、
輝かしい実績を残しています。

≪都大会出場≫陸上競技・サッカー・野球・男子ソフトテニス・女子ソフト
テニス・女子ソフトボール・バドミントン・卓球・剣道
≪東京都吹奏楽コンクールB組　金賞≫

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
① ICT を駆使した授業を展開し、体験活動を大切にした教
育活動を行っています。また、全校で質問教室や学力補充
教室を計画的に実施し、生徒の学力の定着と向上に努め
ています。
②総合的な学習の時間に様々な分野の職人・芸術家・専門家
を講師にお招きして講演会を実施しています。地域の自然
環境、社会教育施設を積極的に利用した教育活動を行っ
ています。
③交流給食や七夕交流、体育祭、文化発表会等を通して、
通常学級と特別支援学級の生徒間の交流を深めています。
④生徒会活動では、地域に役立つことに誇りと喜びを感じる
ボランティア活動・エコキャップ回収・ユニセフ等の募金活
動に積極的に取り組んでいます。

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

石中石中ののイチオシ！イチオシ！

学校行事や委員会活動、生徒が中心となって活動し、
生徒一人一人が役割を担います。また、体育祭、合唱コ
ンクールでは、学年を超えた縦割りクラスの練習などを
実施し、石神井中の伝統行事をつないでいます。多くの
生徒が学業や委員会活動、部活動を両立させ、充実し
た学校生活を送っています。そして、何事にも一生懸命
に取り組んでいく過程で「生きる力」を身につけます。

自ら考え、判断し、主体的に行動する

校章のデザインは
天然記念物ミツガシワです。

合唱コンクール
体育祭
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

市川　昌彦
高野台1－8－34　
03－3996－2157 03－3997－3674
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  中学校石神井東石神井東

◆　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 6 5 5 16

生徒数 204 172 168 544

◆　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

86 91 18 195

◆　在校生からのメッセージ
みなさんはあいさつを大切にしていますか？石神井東中学校
では「石東中のあいうえお」というものがあり、「“あ”いさつ
があふれる」という言葉があり、あいさつを呼びかけています。
自分からあいさつをする人が多く、あいさつが活発なことは
石東中の自慢です。また、運動会などの学校行事では一生
懸命練習することでみんなの団結力が高まります。石東中の
生活は、思い出に残ることがたくさんあるので、きっと、み
なさんも充実した生活を送ることができると思います。みな
さんのご入学を心からお待ちしています！ （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
本校には、生徒・教職員・保護者・地域の方々とみんなでよ
い学校をつくろうという趣旨の「心をひとつに」。生徒諸君の
部活動参加にあたっての心構え「良きプレーヤーである前に
良き生徒であれ」。生徒自身が夢や目標をもって自ら定めた
進路へと巣立っていくための合い言葉「石東中は未来の私の
出発点」という伝統的に受け継がれている３つのスローガン
があります。

◆　部　活　動（令和４年度）
野球　サッカー　硬式テニス　卓球
バスケットボール　バレーボール
吹奏楽　美術　演劇

運動部

文化部

・男子テニス　都大会ベスト８、関東大会出場
・女子テニス　第３ブロック大会第３位、都大会出場
・卓球　　　　区大会第３位、都大会出場
・女子バスケ　区大会準優勝、都大会出場
・演劇　　　　第72回　練馬区中学校連合演劇発表会出場　

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
① 毎朝の登校時の挨拶運動　② 近隣小学校との小中一貫
教育の確実な実践　③ 学校・保護者・地域の生徒の健全育
成への願いを込めた「フラワーロード」の管理・維持　④ 朝
読書の推進　⑤ 積極的な道徳授業の公開　⑥ 地域行事へ
の積極的な参加とボランティア活動　⑦ 「部活動を支える
会」を中心とした保護者の部活動支援　⑧ 石東中ならでは
の学校行事の創造　⑨ いのちの講演会の実施

　検  索　検  索　検  索

詳しくは学校ホームページを検索！！

生徒が主体的に活躍していく学校です。授業
では学びあいの気持ちで仲間と共に学力を伸ば
し、学級活動は学級の諸問題について話し合い、
行事は実行委員が仲間をまとめ、自分たちで創
り上げています。2017年には、温水プール、冷
暖房を完備した体育館が完成し、設備もとても
充実しています。
「石東中は未来の私の出発点」という合い言
葉をモットーとして、卒業後の進路も幅広く選ん
でいく生徒がたくさんいて、一人一人が自分の進
路を拓いていくために日々充実した
学校生活を送っています。

運動会

合唱発表会

委員会活動

都内巡り

石東中石東中ののイチオシ！イチオシ！
「心をひとつに」

Ｒ5_各校案内.indd   40Ｒ5_各校案内.indd   40 2022/07/29   14:582022/07/29   14:58



石
神
井
西
中
学
校

20

41

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

荒井　友香
関町南3－10－3
03－3920－1034 03－3929－9057
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  中学校石神井西石神井西

◆　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 6 6 17

生徒数 193 224 214 631

◆　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

119 97 23 239

◆　在校生からのメッセージ
　本校は「叡智・健康・自治・共生」の4つの校訓があります。
私達一人一人が相手を思いやり、共に成長するというのが、
本校の特徴であり、伝統でもあります。また、私服で生活を
するということも大きな特徴です。様々なことで「自由と自治」
を感じられ、学校行事や部活動、生徒会、委員会活動に全
力で取り組んでいる学校です。 （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　質の高い授業と多様な教育活動を通し、「社会の中で生き
抜くために、自立し、周囲と協働し、学び続ける人間の育成
を目指す学校」です。生徒たちは、「自由と自治」を掲げる
本校の伝統を大切にしながら、授業を始め、学校行事や生
徒会活動、部活動に生き生きと取り組んでいます。

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

吹奏楽　美術　園芸 　将棋　自然科学　英語劇　

運動部

文化部

◆　特に力を入れている取り組み
１．【叡智】 確かな学力と思考力・判断力・表現力を

高める教育活動
２．【健康】 健康で自主性に富み、規律ある生活を送

る生徒の育成
３．【自治】 自主的・自律的な態度を伸長する学校行

事や生徒会活動
４．【共生】 国際理解教育の推進とボランティアマイ

ンドの醸成

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

学習活動の充実 自治の精神

共生 青少年赤十字（JRC委員会）

日本の伝統文化理解

考え議論する道徳 児童・生徒会サミット

社会福祉体験学習 保育補助ボランティア

浴衣の着付け体験

叡智  健康  自治  共生
豊かな人間性と、自ら考え主
体的に判断して行動できる力、
国際社会の中で貢献できる
人間力の育成を目指す学校

石西中石西中ののイチオシ！イチオシ！

本校は私服の学校です。
入学式や卒業式、校外
学習、講演会などの日
は、このようなフォーマ
ルな服を着用します。
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

澤井　裕一
下石神井2－7－23
03－3997－3315 03－3997－4492
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  中学校石神井南石神井南
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　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 117 108 133 358

◆　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

50 53 14 117

◆　在校生からのメッセージ
　私たちの石南中は、1人1人が個性を出しながら、落ち着
いて毎日の学校生活を送れる学校です。また、行事は新型コ
ロナウイルスの影響もあり、規模は大きいとは言えませんが、
全員が全力で取り組み、楽しめるものになっています。運動
会は、先生方も一緒に走るなどとても楽しく、文化発表会は
クオリティの高さに感動するものばかりです。私たちと一緒
に学校生活を楽しみましょう。 （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　「勤勉で謙虚で優しい」生徒像を大切にしながら、生涯に
わたって学ぶ基礎学力の定着のために「おもしろい授業」「知
恵を刺激する授業」に努めています。自分と他者を共に認め
る優しさのために道徳教育の充実と学級を中心とした小集団
活動の創意工夫によって、生徒の自治活動を充実させて感
染症等の厳しい状況下での学校行事や部活動に活気を出し
ていきます。

◆　部　活　動（令和４年度）
野球　サッカー　ソフトテニス　バスケットボール　
バドミントン　剣道

吹奏楽　美術　演劇　クラフト

運動部

文化部

◆　特に力を入れている取り組み
　生徒会活動では自治の力を伸ばし、自分たちの学校生活
を自分たちの手でより良くしていく活動に力を入れています。
　「服のチカラプロジェクト」などのボランティア活動も行い、
昨年度は小学校と連携してたくさんの古着を回収し、難民
キャンプへ届けました。
　生徒の悩みや困りごとをいつでも相談できるよう、放課後
に話しやすい先生とお話ができる「二者面談週間」も設ける
など、相談体制も整えています。

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

石南中石南中ののイチオシ！イチオシ！

運動会
令和３年度に創立60周年を迎え、　
新たな教育目標のもと取り組んでいます。
一　自分と他者を共に
　　認める人
一　自ら学び、社会で
　　生かせる人
一　自他の健康を考え、
　　実践する人

　令和４年度新入生から
標準服も新しくなりました

文化発表会生徒作品

地域未来塾（放課後学習教室） ボランティア活動
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

平野　茂
上石神井4－15－27
03－3920－1126 03－3929－9058
昭和34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  中学校上石神井上石神井
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◆　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 3 3 10

生徒数 111 117 110 338

◆　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

47 49 8 104

◆　在校生からのメッセージ
　上石神井中学校は、皆が友達を大切にする学校なので、
のびのびと楽しく過ごせます。部活動や委員会活動では、優
しい先輩が多く、後輩の思いを尊重し、応援してくれます。
また、本校では、皆が挨拶、時間、身だしなみ、言葉遣い、
姿勢の頭文字を取った「あじみこし」を意識して生活し、大
人になって必要な力を中学生から身に付けることができます。
本校でしか学べないことがたくさんあります。個性豊かな仲
間たちと共に、楽しく学びましょう！
   （令和４年度　生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　上石神井中学校は開校64年目を迎えた伝統のある学校
です。校訓である「探究　誠実　協働　健康　共生」の５つ
の達成に向けて毎日取り組んでいます。
　今年度もスローガンは「何事にも常に本気で取り組む上中
生～本気になれる生徒、本気を支える生徒の育成～」です。

◆　部　活　動（令和４年度）
女子ソフトボール　サッカー　ソフトテニス　　　　
バスケットボール　女子バレーボール　剣道　
新体操　卓球　柔道　ダンス
吹奏楽　演劇　合唱　美術　伝統文化（茶道、華道）

運動部

文化部

ソフトボール 東京都中学生ソフトボール大会第3位（令和4年）
  都秋季大会第3位（令和3年）　
男子ソフトテニス　都新人大会出場（令和2年）
剣道　秋季女子団体戦準優勝（令和2年）　
柔道　春季都大会団体５位（令和元年）
新体操　新人大会個人出場第3位（令和2年）
吹奏楽　都吹奏楽コンクール銀賞（令和元年）
その他、多くの部活が活躍しています。　

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
１　習熟度別少人数授業や放課後の補充教室等による個別
指導の充実

２　国際交流や東京英語村を活用した英語指導、国際理解
教育の推進

３　外部人材や近隣小学校、地域との連携による体験活動
の充実

☆ リトルティーチャー
２年生全員が、上石神井小学校の児童に勉強を

教えています。あなたもリトルティーチャーとして
先生になってみませんか？

☆ 特色ある部活動
部活動でみんな活き活き活動しています。令和３年度から
ダンス部を創設しました。女子ソフトボール部は関東大会・
全国大会出場経験があります。公立の学校ではめずらしく新
体操部があり、コーチを招いて活動しています。
様々な部活動で地域の行事に参加しています。

　検  索　検  索　検  索

詳しくは学校ホームページを検索！！

上石中上石中ののイチオシ！イチオシ！

毎日更
新中！

毎日更
新中！☆

学
校の
情報
やお知らせ

☆

学
校の
情報
やお知らせがが

たくさん載っ
てい
ます
。

たくさん載っ
てい
ます
。
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

宮田　健史
南田中4－8－23
03－3904－5782 03－3997－5229
昭和54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  中学校南が丘南が丘
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　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 3 12

生徒数 88 90 90 20 288

◆　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

49 28 16 93

◆　在校生からのメッセージ
南が丘中学校は、生徒の個性が尊重される学校です。今年
度から、制服に男女の枠がなくなり、自由に選択ができるよ
うになりました。また、目で聴いて、心で理解することができ
るのが南が丘中学校の生徒です。学校生活を通して、心身と
もに、そして人としても成長を感じられます。皆さんも、楽し
く充実した三年間を一緒に過ごしましょう。 （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
正門から昇降口まで約６０ｍの前庭があります。両脇や島の
ようにおかれている花壇には、桜やケヤキが大きく葉を広げ、
色とりどりの花が咲き、生徒や来校者に季節の移ろいを知ら
せます。そんな落ち着いた環境のもとで「学校にかかわる人
すべての人が自己実現できる学校」を目標に掲げ、生徒・教
職員・保護者・地域の方々が、日々学び、成長を続けること
を目指しています。

◆　部　活　動（令和４年度）
サッカー　野球　ソフトテニス
陸上競技　バスケットボール
吹奏楽　ガーデニング
ボランティア　創作　英語

運動部

文化部

令和３年度
バスケットボール 男子　区新人大会３位
ソフトテニス 女子　総合体育大会　都大会出場
陸上競技 男子　総合体育大会・通信大会　800ｍ走出場
吹奏楽 都吹奏楽コンクールB組　銀賞

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
１． 数学・英語科で習熟度別少人数授業を実施
 数学だけでなく、英語でも習熟度別少人数授業を行って
います。

２． 家庭学習習慣の定着への取組
 長期休業期間の学習時間、課題に対する成果を確認し、
学びへの意欲と定着を進めています。

３． 全教科で表現力の向上を図る取組の推進
 例）書評会・英語スピーチコンテスト・空手演武

４． 到達度が分かる授業の推進
 生徒が目的をもって授業に臨み、学習の成果を感じられ
るよう、全ての授業で「授業の到達度」を示しています。

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

南が丘中南が丘中ののイチオシ！イチオシ！

文化発表会では、英語スピーチコンテ
スト・国語ビブリオバトル・特別支援学
級朗読劇など、様々な発表活動に取り
組んでいます。

運動会や40周年
記念式典で、空手
の演武に取り組み
ました！
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

大槻　亨
谷原4－10－5
03－3995－8036 03－3997－5472
昭和52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  中学校谷　原谷　原
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　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 4 4 3 16

生徒数 172 155 154 19 500

◆　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

79 54 17 150

◆　在校生からのメッセージ
　昨年度までは新型コロナウィルス感染症により様々な制限
が設けられていました。今年度から少しずつ“もとの日常”
を取り戻しつつあります。運動会や文化発表会では、学年の
壁を越えた活動が行えない中でも実行委員や生徒会の企画
を通して学校全体で行事に取り組んでいます。生徒が主体と
なり、一丸となって行事を作り上げていきます。谷原中学校
で私たちと一緒に素敵な学校を作り上げていきましょう。
   （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　本校の敷地の一角に「やわらの森」と呼ばれる雑木林があ
ります。クヌギやナラ等の木々が群生し、今も武蔵野の面影
を残しています。生徒は自然豊かな落ち着いた雰囲気の環
境で、学力・体力の向上を目指して、自主的・意欲的に学校
生活を送っています。教職員は、一丸となって教育活動にあ
たり、地域・保護者とともに、生徒の健やかな成長のために
学校教育を行っています。

◆　部　活　動（令和４年度）
サッカー　野球　陸上競技　バスケットボール
バドミントン　バレーボール　剣道　卓球
吹奏楽　ギター　書道　クラフト・パソコン　美術

運動部

文化部

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
【谷原中学校を次のような学校にします】
⑴  生徒が安心して通える学校を目指します。
⑵  生徒の主体性を育み、学ぶ喜びを味わわせ意欲を向上
させる学校を目指します。
⑶  人との関わり合いを通し、コミュニケーションの能力を
高める学校を目指します。
⑷  教職員が専門職としての力量を高め、生徒たちと共に努
力し学ぶ学校を目指します。
⑸  情報発信を通して、保護者が信頼し、地域が誇りに思う
学校を目指します。

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

○“生徒が主役”の学校です。
○北原小・谷原小と小中一貫教育を進め、９
年間を見通した学びの連携を行っています。

○教育相談体制を充実させ、諸問題の早期
発見・解決に努めています。

○ＰＴＡ・父親の会・地域の皆さんから力強く
支えられています。

谷原中の特色

○いつも元気で明るい笑顔があふれ
ています。
○生徒は学校行事や委員会活動、部
活動などに自主的・主体的に取り
組んでいます。
○体験活動を通して達成感や自己肯
定感を育む指導を実践しています。
○良好な人間関係
の構築と、心身と
もに健康で思いや
りの心やボラン
ティア精神の育成
を目指しています。

谷原中の生活

谷原中谷原中ののイチオシ！イチオシ！

○数学・英語で少人数授業を展開し
ています。

○分かる授業を目指して授業改善に
努めています。

○将来の夢の実現に向けて、計画的
なキャリア教育を進めています。

○タブレットやＩＣＴ機器を活用して
個々の生徒の力とやる気を伸ばし
ます。

谷原中の学習

個々の生徒の力とやる気を伸ばし
ます。

詳しくは学校ホームページを検索！！

谷原中で自分の夢を叶えよう！谷原中で自分の夢を叶えよう！

【野球部】 第74回 練馬区民体育大会 軟式野球競技 少年の部 第３位
【陸上球技部】 第74回 東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
  　男子共通 800m 第４位　男子共通 4×100m 第２位
  第73回 東京都中学校地域別陸上競技大会
  　男子西部共通 800m 第１位　
  　男子西部低学年 4×100m 第４位、男子西部共通 400m 第７位
【卓球部】 第72回 練馬区中学校総合体育大会 卓球の部 男子シングルス 第９位→都大会進出
【剣道部】 練馬区中学校春季剣道大会 第３位
【吹奏楽部】 第61回東京都吹奏楽コンクール Ｂ組 金賞
【クラフト・パソコン部】　中学生創造ものづくり教育フェア（パソコン入力コンクール）優秀賞
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

北村　比左嘉
三原台3－13－41
03－3925－9564 03－5387－2290
昭和53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  中学校三原台三原台
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　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 6 5 16

生徒数 175 204 186 565

◆　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

79 62 14 155

◆　在校生からのメッセージ
　私たちの三原台中学校は、本当に大きな声で心を込めて
挨拶をする学校です。休み時間は生徒の大きな挨拶が飛び
交っています。２大行事である運動会や合唱コンクールや
様々な行事に常に意欲的に取り組んでいます。三原台中学
校で過ごす３年間は連帯感と達成感に溢れており、友達と一
緒に成長することができます。部活動も熱心に行っており、
毎日がとても充実しています。私たちと共に三原台中学校で
学びましょう。 （生徒会役員一同）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　多くの生徒が「穏やかさ」と「情熱」をもって、伸び伸びと
学校生活を送っています。熱心な保護者と温かな地域に支
えられながら、「厚い信頼関係で結ばれた学校」を掲げ、生
徒一人一人に寄り添い育む学校づくりに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）
野球　サッカー　ソフトテニス　陸上競技　女子バレ
ーボール　バスケットボール　バドミントン　剣道
吹奏楽　ボランティア　イラスト　美術　英語　手芸　
科学　文芸

運動部

文化部

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
１  習熟度別少人数授業等、分かりやすく主体的で深い学
びの学習の充実

２  新学習指導要領に沿った生きる力を伸ばす教育の充実
３  活気ある学校行事と全教員による部活動の充実

★特色ある教育活動
○基礎学力の定着を図るために、生徒
一人一人に分かりやすく、楽しい授業
を展開します。

〇個に応じた指導を徹底し、学習効果
を高めます。

○総合的な学習の時間を通じて、地域
に根ざした生き方指導の充実を図り
ます。

〇３年間を見通した計画的・系統的な
進路指導・キャリア教育を推進します。

○家庭や地域社会と連携し、ふれあい
活動を行い、学校と家庭、地域がと
もに落ち着いた環境づくりに力を入
れます。

○学校行事・部活動・生徒会活動に積
極的に取り組ませ、生徒に集団活動
の喜びや成就感を深めさせます。

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

三原台中三原台中ののイチオシ！イチオシ！

【 合唱コンクール 】

【 運動会 】

（過去２年間）

サッカー部 新人大会　区優勝　都大会ベスト８　総体　区３位　
都大会　ベスト32

ソフトテニス部 新人大会　区３位　都大会出場　春　区優勝　総体　
区３位　都大会　ベスト32

バスケットボール部 区民大会　女子準優勝・男子ベスト４　新人大会　
女子ベスト４・男子ベスト８　総体　女子ベスト４・
男子ベスト８

剣道部 新人大会　区準優勝　ブロック３位　都ベスト16　
総体　区３位　都大会出場

吹奏楽部 都吹奏楽コンクールＡ組金賞　全国大会予選出場
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

新村　紀昭
東大泉4－27－35
03－3924－0771 03－3925－9102
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  中学校大　泉大　泉
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　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 6 7 6 7 26

生徒数 212 258 206 51 727

◆　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

126 103 39 268

◆　在校生からのメッセージ
　大泉中学校は76年という長い歴史と伝統のある学校です。
700人を超えるたくさんの仲間たちと高め合って、学びに向
かう雰囲気があります。本校では生徒が中心となって行事を
進めます。中でも運動会と合唱コンクールは二大行事と呼ば
れ、準備、片付け、運営など、生徒が一丸となって行うため、
とても楽しく、終わった後には達成感も感じられます。そし
て挨拶は大泉中の伝統となっていて、廊下で先生方や生徒
同士などで挨拶をすることで明るい雰囲気となっています。
他にも授業２分前には自主的に座って学習を行ったりしてい
ます。皆さんも私たちと一緒に充実した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）
本校は「人は学ぶ」「人は変わる」「人は輝く」を基本に、学習、
行事、生徒会、部活動など全ての教育活動を展開しています。
また、「感動・感謝・モチベーション」が持続する学校づくり、
生徒も教師も「信頼と誇り」をもてる学校を目指しています。

◆　部　活　動（令和４年度）
女子バレーボール　バドミントン　バスケットボール　
卓球　剣道　野球　女子ソフトボール　陸上競技　
サッカー
吹奏楽　コーラス　美術　ハンドメイド　科学　華道　
茶道　園芸　パソコン（令和５年度募集停止予定）
走る会

運動部

文化部

令和３年度 総合体育大会
　バドミントン部　　女子団体 優勝　　男子団体 準優勝
　卓球部　　男子団体 優勝　女子団体 準優勝
　野球部　　第２位
　女子バスケットボール部　第４位
　剣道部　　女子団体　第３位
　ソフトボール部　東京都中学校夏季ソフトボール選手権大会
　　　　　　　　　第３ブロック大会　第３位
　吹奏楽部　東京都中学校吹奏楽コンクール　A組　銀賞

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
１　学力の向上
・ ＩＣＴ機器を活用した「わかる授業」「魅力ある授業」　
・ 「大泉中授業スタンダード」に沿った授業展開
２　秩序と活力のある学校生活の充実
・ 学校行事、生徒会・委員会活動、部活動の充実による 「感
動・感謝・モチベーション」のサイクルの維持

３　特別支援教育の充実
・ 特別支援学級と通常学級の交流活動の推進
・ ユニバーサルデザインの視点を取り入れた環境整備
・ マイステップアップルームでの指導の充実と連携

10組

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

「人は「人は学ぶ学ぶ」「人は」「人は変わる変わる」「人は」「人は輝く輝く」」

学 校 行 事 生徒会活動 部活動

大中大中ののイチオシ！イチオシ！

標
準
服
は
、
ス
ラ
ッ
ク

ス
型
、
ス
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ト
型
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ら
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ま
す
！
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

関　基雄
東大泉6－21－1
03－3922－0165 03－5387－2291
昭和32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  中学校大泉第二大泉第二
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　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 5 5 5 15

生徒数 180 174 188 542

◆　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

87 70 14 171

◆　在校生からのメッセージ
　大泉第二中学校の魅力は、クラスや学年で競い合い、お
互いを高め合うことができるたくさんの行事です。体育祭や
合唱コンクール・文化発表会などの行事では、実行委員会を
中心に生徒や先生方で作り上げていきます。「得点にならな
いところでも一生懸命になる」のが大二中生です。準備から
本番まで本気で頑張ることで協調性を学ぶことができ、成功
したときの達成感は何にも代えられません。皆さんも私達と
一緒に、充実した三年間を過ごしましょう！ （生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　大二中と言えば「行事」と「部活」と言われるほど諸活動
が活発です。しかし、現在「文武両道」を掲げて学習面にも
力を入れています。特に英語学習には力を入れて今年から始
まる1年生のイングリッシュキャンプ、2年生のトウキョウグ
ローバルゲイトウェイ（ＴＧＧ）での英語体験、地域未来塾に
よる英検指導、学力向上支援講師による手厚い授業と充実
した英語教育をしています。その他にも本校には魅力がいっ
ぱいです。どうぞ一度足を運んでみてください。

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

家庭科　演劇　吹奏楽　美術　フラワーアート

運動部

文化部

野球（練馬区優勝・都大会出場）
男子バレーボール（練馬区優勝・都大会出場）
女子ソフトテニス（都大会出場）
剣道女子個人（都大会出場）
バドミントン女子シングルス（練馬区第３位）

実 績

令和３年度 学校評価のアンケート結果から
〇生徒の評価が高かった項目
「授業では意見や考えを表現する活動が取り入れられている」「学校はあいさつや学校の決まりを守るなどの基本的
生活習慣を身に付くように取り組んでいる」「楽しく取り組めるような行事や部活動が活発に行われている」など
〇保護者の評価が高かった項目
「挨拶や学校の決まりを守ることなど、生徒に基本的生活習慣を身に付けさせている」「生徒が行事や部活動を
楽しみにし、積極的に参加できるように取り組んでいる」「感染症対策などを行い、生徒・保護者等の健康・安
全に務めている」「コロナ禍の中でも充実した教育活動を行おうと努めている」など

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

和太鼓発表会募金活動

タブレット端末を活用した数学の授業タブレット端末を活用した数学の授業

（令和３年度）

大二中大二中ののイチオシ！イチオシ！
体育祭スローガン

◆　特に力を入れている取り組み
「文武両道　大二中だからできる、大二中しかできない魅力
のある学び」　
☆魅力ある学校づくりの重点
〇授業のねらいの明確化、自主的・自発的な学習の展開、タ
ブレット端末の活用推進による学力向上
〇トウキョウグローバルゲイトウェイや地域未来塾・英検ＩＢ
Ａ等を活用した英語教育の推進
〇学びのススメを活用した家庭学習の定着と評価方法の周知
〇生徒が魅力を感じ、大二中でよかったと思える学校生活、
行事、部活動の取り組み

〇生徒が自分の得意を見つけられるような取り組み（良いと
こ探し、キャリアパスポート）　
〇生徒が安心して送れる学校生活の保障（SNSルール、い
じめ防止、誰でもおしゃべり相談､ 夏休みあけの全校生徒
対象おしゃべりウイーク、感染症対策） 体育祭

文化発表会
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

鈴木　裕行
西大泉3－19－27
03－3921－7101 03－5387－2292
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  中学校大泉西大泉西
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　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 15

生徒数 164 164 171 499

◆　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

98 47 12 157

◆　在校生からのメッセージ
　大泉西中学校は、何事にも積極的に取り組み、一つの目
標に対して協力し合える生徒が多く、そこが最大の魅力だと
思います。生徒会本部が地域ボランティアを募集した際は、
多くの生徒が参加してくれます。運動会では、先輩、後輩関
係なく応援し合い、各団が協力して取り組んでいました。また、
本校では「自主性」にも力を入れているため、先生だけでは
なく、生徒自身がより良い学校にしていけるよう、一人一人の
意見を大切にしています。校舎や体育館もまだ新しく、とて
も綺麗です。共に充実した中学校生活三年間を送り、より良
い学校にしていきましょう。
 （令和３年度後期・令和４年度前期　生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　校舎改築と校庭整備の工事が令和３年１１月に全て終わり、
新しい教育環境のもとで生徒は学校生活を送っています。教
育目標の一つ「共に社会をつくる人」を目指して、自主的な
活動を増やすとともに、地域ボランティアの活動に自発的に
参加することを重視しています。
　いじめの未然防止や不登校の支援の充実、学力向上に向
けて、十分な睡眠を取ることを生徒や保護者に求めています。
また、生徒が自分の予定に見通しをもつために、生活を自己
管理できる力を育成していきます。

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

美術　演劇　吹奏楽　英語　ボランティア　園芸

運動部

文化部

サッカー： 新人戦ブロック大会出場
卓球 ： 女子シングル 研修大会優勝
　　　　　　　　　　　　　  総体予選 ２位

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
◎自主性：生徒が自らの生活を自己管理する力を高める活動
を進めます。
◎個の尊重といじめ防止：多様性を認める集団づくりと個に
応じた指導や支援による不登校やいじめ防止に努めます。

◎生きる力：総合的な学習の時間の改善による探究的な学習
の充実を進め、確かな生きる力を育てます。

◎地域とのつながり：自治的能力の向上やボランティア活動
を含めた生徒の社会参画の充実を図ります。

　検  索　検  索　検  索

詳しくは学校ホームページを検索！！

★すべてが新しくてキレイ★
 　明るい教室と白壁。エアコン付の体育館と武道場、屋上
プールや図書室……。皆さんが活躍できる場所はここです。

★見通しをもって生活する力がつく★
 　忙しい中学生の毎日。大西中では、生徒にスケジュール
帳を１冊渡します。学校や自分の予定を書き込んで、自分
の生活を把握します。

 　宿題をスキマ時間に済ませる習慣がついたり、成長に欠
かせない睡眠時間を大切にする意識が高まるなど、自分で
将来を切り拓（ひら）くための力を高めていきます。

大西中大西中ののイチオシ！イチオシ！

★多様性のある制服★
 　女子の制服では、スラックスを認めています。個性を認
め合う環境の一つです。

 　明るい教室と白壁。エアコン付の体育館と武道場、屋上
プールや図書室……。皆さんが活躍できる場所はここです。

★令和５年度は開校50周年になります★★令和５年度は開校50周年になります★
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

井上　春好
大泉町5－4－32
03－3925－9230 03－5387－2293
昭和53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  中学校大泉北大泉北
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　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 4 11

生徒数 83 136 131 350

◆　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

63 53 17 133

◆　在校生からのメッセージ
　大泉北中は、生徒が中心となって学校行事を進めます。そ
のため、「運動会」や「合唱コンクール」では、クラスや学年、
学校全体の団結力や絆が今まで以上に深まります。また、私
たちは、大きな声が響き合う学校を目指しています。他にも、
委員会活動や係活動が活発に行われている学校です。
　私たちと、大泉北中で素敵な三年間を送りましょう。
   （生徒会役員）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
「生徒一人一人の可能性を見つけ、伸ばす学校に」
☆学校スローガン
　　「凡事徹底」　（ぼんじてってい）
　　　あたり前のことをだれよりも一生懸命やり続ける
　　「心を形に」　（人のために）
　　　思いやりの気持ちを態度や行動であらわす　
☆基礎と思いやりを身に付け、大きく羽ばたこう

◆　部　活　動（令和４年度）
野球　サッカー　ソフトテニス　女子バレーボール　
バスケットボール　バドミントン　男子卓球 
吹奏楽　美術　茶道　ギター　将棋　科学（令和５年
度募集なし）　ハンドメイキング
 　

運動部

文化部

女子バレーボール 都大会出場（Ｒ２） 　
男子ソフトテニス 都大会出場（R３、Ｒ２、 Ｒ１） 
女子ソフトテニス 都大会出場（R３）　
卓球  都大会出場（Ｒ１） 　
吹奏楽  都コンクール　Ｂ組金賞（Ｒ１） 

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
○ 落ち着いた学習環境、わかりやすい授業の工夫
○ 一人一人に目を向け、声を掛け、手を掛けるチーム大北と
しての対応
○ 生徒自らがつくり、達成感を得られる、学習・行事・部活動
○ 小学校や地域とのつながり
 （中学校の授業、行事、部活動体験　他）

　だれにでもわかりやすい授業の工夫（ICTの活用、少人数指導等）はもちろん、
放課後や長期休業中に、自主的に勉強をする生徒を全面サポート！　
　推薦入試の面接指導等、「きめ細かい進路指導」も行っています。
　大泉北中で、自分自身の将来の夢や目標に向けて、可能性を広げよう！

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

輝き輝き・・感動感動・・絆 のある学校絆 のある学校輝き輝き・・感動感動・・絆 のある学校絆 のある学校
落ち着いた学習環境のもと、一人一人の生徒へのサポートを大切にします

みんなで感動！みんなで輝く！ 自主性と絆、心に残る宿泊行事

女子の標準服に
スラックスも
あります

落ち着いた学習環境のもと、一人一人の生徒へのサポートを大切にします
女子の標準服に
スラックスも
あります

大北中大北中ののイチオシ！イチオシ！

合唱コンクール 運動会全員リレー スキー教室 修学旅行
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

杉田　正穗
大泉学園町4－17－32
03－3925－4492 03－5387－2294
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  中学校大泉学園大泉学園
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　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 14

生徒数 155 176 162 493

◆　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

88 71 23 182

◆　在校生からのメッセージ
　私たちが通う大泉学園中学校は、行事に対して積極的な
生徒が多いです。新型コロナウイルスの影響で様々なことが
制限されている中でも、行事を成功させることができていま
す。また、あいさつに対してもとても積極的です。「あいさつ
の学園中」を伝統に、各種委員会が活動しています。その成
果もあり、学校全体が明るい雰囲気になっていると感じます。
生徒同士の仲もよく、楽しく過ごしています。
   （令和４年度前期 生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　本校は開校61年目を迎えた伝統のある学校です。部活動
が盛んで多くの大会で活躍しています。教育目標の「自主・
誠実・努力」のとおり、自主的に行動し、素直で、努力する
生徒が多いです。「人には親切にする」「物事には丁寧に取り
組む」「最後まで諦めない」をモットーに生徒と教職員がとも
に成長する学校を目指しています。

◆　部　活　動（令和４年度）
野球　サッカー　陸上競技　バスケットボール※　　　
女子バレーボール　レクリエーションスポーツ（レク
スポコース・卓球コース）　　　　　　　※男女別で活動
吹奏楽　茶道　家庭科　美術　科学　文芸　英語

運動部

文化部

陸上競技部：都大会にて女子4×100mリレー（大
会新記録で優勝）を始め多数上位入賞　
男子バスケットボール部、女子バレーボール部：都大
会出場
野球部：第３ブロック大会出場

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
１  教育目標のもと、生徒が学級活動や学校行事、部活動
を通して主体的に取り組む学びの実践。

２  生徒一人一人の確かな学力の定着を目指し、ICT 機器、
タブレットを活用した授業の展開と、習熟度別少人数授業、
英語科学力向上支援講師の活用。

３  豊かな心の醸成、体力向上・健康・安全教育、教育相談
や支援教育の充実。

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

学園中学園中ののイチオシ！イチオシ！

【本校の教育目標です】
・自主 ～すすんでおこなう～
・誠実 ～まごころこめて　ことにあたる～
・努力 ～たくましくやりぬく～

自ら学び、考え、判断し、表現できる生徒
互いの個性を認め合い、優しく親切に対応できる生徒
自らを高め、たくましく生きる力を身に付ける生徒
を目指し、毎日の活動に取り組んでいます。

＜運動会の様子＞

↑60周年記念
　シンボルマーク

（令和３年度）
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◆ 学　校　概　要

練馬区立小中一貫教育校

池田　和彦
大泉学園町9－2－1
03－3924－1126 03－5387－2295
平成23年4月1日

校 長
所 在 地
電話番号
開校年月日

FAX番号

大泉桜学園大泉桜学園
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　生徒数・学級数（令和４年５月１日現在）
7学年（１年）8学年（２年）9学年（３年）特別支援学級 合計

学級数 3 2 2 7

生徒数 85 63 59 207

◆　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

33 36 11 80

◆　在校生からのメッセージ
　大泉桜学園には、小中一貫教育校だからこそできることが
あります。例えば、５～９年生が学校生活を共にすることで、５，
６年生には中学生という目標ができ、７，８，９年生にはより責
任感が芽生えます。他にも、私たちの学校には良いところが
たくさんあります。児童生徒全員でその良いところを継続し、
さらに高めていけるよう、日々歩んでいきたいと思います。
   （第11期児童生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　一人一人の子供たちは、無限のよさや可能性をもっていま
す。いかなる時代にあっても自分らしさを発揮し、持続可能
な開発・発展の社会を担い、貢献できる人になってほしいと
願います。
　既成概念を超え、練馬区唯一の小中一貫教育校として、９
年間を見通した特色ある学校づくりに取り組んでいます。

◆　部　活　動（令和４年度）
サッカ－　硬式テニス　女子バレ－ボ－ル　　　　　
バドミントン　野球　バスケットボール
吹奏楽　美術　英語

運動部

文化部

硬式テニス 男子　練馬区大会第３位
  女子　練馬区大会準優勝（令和３年）
吹奏楽部 都コンクール銀賞（令和３年）

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
１  異年齢集団の交流と学び合いを生かした教育活動を推
進します。

２  指導方法の工夫・改善に努め、児童生徒の能力の伸長
を目指します。

３  日本の伝統・文化の理解を深め尊重する態度を育てる
体験活動を充実させるとともに、「学校2020レガシー」
の構築に向けた学習を推進します。

４  児童生徒理解と健全育成を推進します。
５  望ましい勤労観・職業観を育成するとともに、自己の生
き方を考えさせます。

　検  索　検  索　検  索

詳しくは詳しくは
学校ホームページを検索！！学校ホームページを検索！！

入学式（１･７学年）

桜祭（1～9学年）

学習発表会（1～9学年）飯盒炊爨（5～7学年） 交流給食（１・９学年）

大泉桜学園大泉桜学園ののイチオシ！イチオシ！

俳句の学習（国語科）
毎日新聞社主催の毎日俳句大賞で平成29年度から
昨年度まで5年連続で学校優秀賞をいただいております。
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生徒が主役！ 関中の取組紹介生徒が主役！ 関中の取組紹介

◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

大澤　秀𠮷
関町北4－34－23
03－3929－0048 03－3929－9059
昭和50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  中学校関関
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　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 6 4 4 14

生徒数 181 152 154 487

◆　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

82 73 10 165

◆　在校生からのメッセージ
　本校では、生徒一人一人が積極的に行事に参加して学校生
活を送ることができます。学校行事の中でも特に盛り上がる
のが運動会です。毎年、5月末に行われ、クラスの皆が一つ
になって優勝に向かって取り組むことで、クラスの絆が深まっ
ていきます。その他の学校行事も実行委員や先生方のおか
げで、どれも思い出になるものとなります。
   （令和４年　生徒会一同）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
　開校当時から、生徒を見守ってきた中庭の「欅（けやき）」が、
関中学校のシンボルです。
　教育目標は、「心を豊かに体を健やかに」「行動は自主的に
責任を果たす」「考える力を伸ばし、友人と助け合う」です。

◆　部　活　動（令和４年度）
ソフトテニス　硬式テニス　剣道　男子サッカー　　
バスケットボール　女子バレーボール　トレーニング
科学　美術　軽音楽　家庭科　ダンス　　　　　　　
図書ボランティア　ウインドアンサンブル 

運動部

文化部

※令和３年
【剣道】都大会団体優勝、関東大会団体３位、全国大会出場
【ウインドアンサンブル】　都中学校吹奏楽コンクール銀賞

実 績

◆　特に力を入れている取り組み
１ 生徒一人ひとりの違いを大切にし、生徒の課題解決に向

けた指導及び支援を展開する教育活動
２ 他者の考えを知ることで個々の学びを深める教育コ

ミュニケーションや朝読書の年間を通した実施
３ 「より良い判断」「より良い思考」のための基礎学力保障　　

地域未来塾・質問教室の実施
４ 誰とでも・いつでも相談できる環境の設定
 スクールカウンセラー・心のふれあい相談員との連携

　検  索　検  索　検  索詳しくは学校ホームページを検索！！

関中関中ののイチオシ！イチオシ！

運動会 合唱コンクール 職場見学・体験学習

生徒総会（MEETによる） 軽音ライブ １５フェス
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◆ 学　校　概　要

練馬区立

  中学校

安井　実
土支田4－47－21
03－3924－0399 03－5387－2296
昭和47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  中学校八　坂八　坂
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◆　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 2 2 7

生徒数 73 62 80 215

◆　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

51 30 8 89

◆　在校生からのメッセージ
八坂中学校は自然に恵まれ、緑豊かな学校です。八坂中学
校では生徒が意識していることが２つあります。１つは日常
生活で挨拶や感謝を心がけること。２つ目は行事でクラス・
学年の絆をより深めることです。１つ目は社会に出てからも
役立つ習慣で、２つ目は中学校生活の思い出になるものです。
行事で絆を深め、協力していくことで今までにない達成感を
味わうことができます。行事の中には「運動会」や「文化発
表会」などの生徒主体となっていくものの他にも、地域の方々
との交流を深める行事が多くあります。日常生活や行事で自
分自身の成長もできるのではないでしょうか？そして八坂中
学校では何より生徒同士や先生方とのコミュニケーションの
機会が多くあります。この八坂中学校で充実した３年間を過
ごしてみませんか？八坂中学校生徒一同お待ちしています。
   （第５０代生徒会長）

◆　本校の特色（校長よりひとこと）
緑豊かで恵まれた自然環境の中、生徒は明るく伸び伸びと学
校生活を送っています。令和４年度、本校は開校５０周年を
迎えました。地域の皆さまに支えられながら、教職員は、生
徒・保護者の考えを尊重して、寄り添う指導を心掛け実践し
ています。学校・地域・家庭が共に生徒を育んで成長する学
校を目指しています。 

◆　特に力を入れている取り組み
１． 小規模校の特色を生かし、個々にわかる喜びや学ぶ楽
しさを知る学習指導
２． 生徒の個性を発揮させて伸ばす２大行事（運動会・文化
発表会）・部活動

３． 地域伝承の土支田うどん作り体験や食育・キャリア教育
や進路指導

熱中できる行事・部活動！
行事では運動会（5月）・文化
発表会（10月）をはじめ、生
徒が主体となって取り組んで
います。部活動は１１の運動部・文化部どれも一生懸命活
動しています。どちらも 仲間との絆を深め、八坂中生の
かけがえのない思い出となっています。

恵まれた教育環境！
練馬区随一の広さを誇る校庭、水と緑に囲まれ野鳥のさ
えずる自然豊かな環境の下、小規模校の利点を充分に活
かし、生徒一人一人に寄り添う教育を展開しています。

　検  索　検  索　検  索

詳しくは学校ホームページを検索！！

八坂中八坂中ののイチオシ！イチオシ！

◆　部　活　動（令和４年度）
野球　陸上競技　サッカー　バスケットボール　　　
バドミントン　女子バレーボール
科学　吹奏楽　美術　囲碁将棋　日本伝統文化

運動部

文化部
女子バレー： 練馬区新人大会準優勝 　都大会出場（R2）
陸上競技： 区部西部地域別陸上大会 共通女子4×100mリレー

第６位（R3）　区部西部地域別陸上大会 ３年女子
100m 第５位（R3）　支部対抗陸上大会　１年女子
4×100mリレー東京都４位（R1）　練馬区総合体
育大会1年女子100ｍ ・1年女子リレー 優勝（R1）

サッカー： 光が丘カップ準優勝（R3）
バスケット： 練馬区区民大会 女子ベスト１６（R2）
バドミントン： 練馬区総合体育大会男子シングルスベスト８（R3）
吹奏楽： 東京都中学校吹奏楽コンクール銀賞受賞（R3）
　　　　東京都中学校吹奏楽コンクール銀賞受賞（R1）

実 績
（R1～R3）

運動会 農業体験

文化発表会

八坂中前の桜並木
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