
目黒区立中学校の特徴

中学校の一日って?
子どもたちの健やかな成長を願い

小学校とどこが違うの？

目黒区の
教育目標

登校　～ 8:25 朝学活　8:25 ～ 8:40 1校時　8:45 ～ 9:35 2校時　9:45 　　～ 10:35 3校時　10:45 ～ 11:35 4校時　11:45 ～ 12:35 給食　12:35 ～ 13:05

　通学は徒歩で行います。自転車での通学は禁
止しています。バスや電車などを利用すること
は、場合によって認められています。
　集団登校はありませんが、安全面からも、で
きるだけ友達と一緒に登校してください。

　校庭で遊んだり、次の授業の準備をしたりと、昼食
後の時間を、思い思いに過ごしています。

　終学活では翌日の予定の連絡などを行います。 　当番の人が、教室や廊下、階段などを
清掃します。

　運動部と文化
部があります。
自分の好きな部
活動が選べます。学年や学級の違う仲間と一
緒に、同じ目標に向かって頑張ることは、充実
した学校生活を送る上でも大切な時間です。

　清掃当番や部活動のない人は、学級活動が終わる
と下校します。部活動がある場合は、冬は18:00、夏は
18:30までには全員が下校します。（学校によって下校
時刻が異なります。）

　朝学活は、日直が中心になり、その日の予定などの確認を行います。
【全校集会】全校生徒が体育館などに集まって、校長先生のお話やお知らせを
聞きます。今般の状況からオンライン配信による朝会等も実施しています。

　栄養職員が、中学生の体の成長に必
要な栄養を考えて、旬の食材を使った
バラエティに富んだ献立を組み立てて
います。食育の観点から、伝統的な食文化に親しみ、それを継承する大切さ
を学ぶために、日本の行事食や郷土料理、世界の料理を取り入れた献立もあ
ります。

　今までの小学校の友達だけでなく、他の小学校からも友達が進学してきます。小学校と異なる 部分もたくさんありますが、分からないことがあれば、先生や上級生が優しく教えてくれます。

教科ごとに先生が変わります。
授業時間も50 分間になります。

標準服　   があります。
学校に　   よって特色があります。

いろいろな部活動があります。
運動部と文化部があります。

定期考査があります。
日頃の勉強の成果を出しましょう。1 2 3 4

昼休み　13:05 ～ 13:30 ５校時　13:30 ～ 14:20 ６校時　14:30 ～ 15:20 終学活　15:20 　　～ 15:30 清掃　15:30 ～ 15:45 部活動　15:45 ～ 18:00 下校　冬 ～18:00　夏 ～18:30

●他人を思いやり、道徳心のある人間
●自ら学び、考え、行動する、個性と創造力豊かな人間
●自然を愛し、美しいものに感動する心をもつ人間
　の育成に向けた教育を推進します。

登校

昼休み

朝学活 授業（午前） 給食

授業（午後） 終学活 清掃 部活動 下校
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　「習得」と「活用」を繰り返し学習することで、日
常に生きる「話す」「聞く」「書く」力を身に付けま
す。また、優れた文章表現をもった作品を「読む」
ことで、様々な作品世界に触れ、豊かな感受性を
磨いていきます。

　主に第1・2学年で日本と世界の地理と歴史、第３
学年で歴史と公民を学びます。公民は、政治や経済、
社会の基本的な仕組みを学習します。世界中の出来
事に目を向け、広い視野で考える力を身に付けるこ
とで、国や社会への参画意欲を高めていきます。

　「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」を柱に学び
ます。観察や実験を通して科学的に探求する力を
身に付けていきます。原理や法則を理解するた
めのものづくりなどの科学的な体験学習も行っ
ていきます。

　主に数量分野と図形分野の２つに分けられてい
ます。数量分野では文字式、方程式、関数、計算な
ど、図形分野は空間図形、平面図形、作図、図形の
証明などを学びます。数学的な思考力・表現力は、
合理的・論理的な考え方を養い、知的なコミュニ
ケーションを図る上でも大切な役割を果たします。

　教科担当のほかに、ALT（外国語指導員）が一
緒に授業を行う時間もあります。英語の「聞く」
「話す」「読む」「書く」力を身に付けることは、将
来、世界中の人々とコミュニケーションを図る上
でとても大切なものになります。

国語科

数学科

理科

外国語科（英語）

社会科 保健体育科

美術科

道徳科

技術・家庭科

音楽科

　小学校の「図画工作科」に近い学習です。絵画や
版画などの平面的なものから彫刻などの立体ま
で、各分野の美術の基本を学びながら、実際に様々
な材料を使って自分が思い描くものを作っていき
ます。創作の楽しさや創造性を育んでいきます。

　衣食住やものづくりなどに関する実践的・体
験的な学習を通して、家族と家庭の役割や情報・
産業などについての基礎的な理解を養います。
生活に必要な知識と技術を習得していくことで、
社会において自立的に生きる基礎を培います。

　生命を大切にする心や他人を思いやる心、善
悪の判断などの規範意識や道徳性を育んでいき
ます。考えたり、話し合ったりしながら、いろいろ
な課題を自分自身のこととしてとらえ向き合う時
間です。

　生涯にわたって運動に親しめるよう、健康の保
持増進・体力の向上を図り、明るく豊かな生活を
営む心身を養います。武道とダンスが全校で必修
になっています。

　みんなで合唱したり、楽器の演奏をしたりして、
様々な分野の音楽に触れていきます。音楽を愛
好する心や、楽器を演奏する技術の習得を通じ
て豊かな情操を育てていきます。合唱コンクール
など、その成果を発表する機会もあります。

ココがPoint！
目黒区立中学校の特徴
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どんな授業をするの？
　教科は、国語科、社会科、数学科、理科、音楽科、美術科、保健体
育科、技術・家庭科、外国語科（英語）、道徳科があります。その他
に、総合的な学習の時間や特別活動があります。
　国語科から外国語科（英語）までの９教科は、教科ごとにそれ
ぞれの担当の先生が授業を行います。　



目黒区立中学校の特徴
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区立中学校では
こんなこともしています。

　生徒会活動は、全校の生徒を会員として組織し、自分たちの生活をよりよくするために行う活動です。学校の生徒を代表する生徒会
役員が、生徒会全体の運営を行い、生徒会の行事を企画したり、自分たちで学校生活の決まりを作ったりします。また、各委員会の
活動では、年間の活動計画に基づき、生徒の力でより過ごしやすい学校生活の実現に努めています。

　私が生徒会活動を通して学んだことは、「学校は個人で創るものではなく生徒全
員で創り上げていくもの」という意識の大切さです。例えば、毎年冬に行われる落ち
葉掃き。学校の周りにある落ち葉を一人で掃くのは難しいため、手伝ってくれる生徒
と一緒に行います。気が向かないという人も友達とやれば楽しくできますし、早く終
わります。そして活動を終えた後は「楽しかった！」と思える瞬間がたくさんあります。
「みんなで学校を創る」というのは中学校ならではの取り組みです。是非、友達と一
緒に参加してみてください。
　生徒会は生徒全員が会員です。「自分は関係ない」ではなく「自分もやってみよう！」
といった意識を持ち、生徒会活動に限らず、様々なことに挑戦してみてください。

生徒会活動 生徒が自ら作り上げる学校生活

第八中学校  生徒
生徒インタビュー

ボランティア活動 生徒会を中心に社会貢献活動に取り組んでいます

職場体験 第２学年において企業や施設で職場体験を実施しています

　各中学校区の小・中学校で、「小・中連携子ども育成プラン」を作り、9年間を見通した教育活動を展開しています。児童・生徒の交流
としては、小学生の部活動体験や中学生による学校紹介、同じ期間を設定して行うあいさつ運動、教科の学習を一緒に行う体験学習
などがあります。また、いじめをなくすために各小・中学校で話し合ったことを基に、中学校区ごとに話し合う「いじめ問題を考える
めぐろ子ども会議」を行っています。

　私たちは、駒場小と菅刈小の6年生と15のグループに分
かれて「いじめがなぜ起きるのか」「いじめはなぜなくなら
ないのか」などの問題について考え、それを共有しました。
私は中学校の意見だけでなく、小学校の意見を聞くことに
よって別の視点で「いじめ」に対する見方を知ることができ
ました。また、様々な人と関わり、話し合うことによって「いじ
め」に立ち向かえると分かりました。

区内の小学校との連携 小学校からつながる教育活動

　年に数回、PTAや地域の方々と協力して、通学路や学校周辺の道などに落ちているゴミを拾い集める地域清掃を実施しています。
朝や放課後の時間帯を利用した地域清掃は、生徒が自主的に参加するボランティア活動として、年々定着してきています。また、生徒
会や各学級のボランティア係の生徒が中心となって参加を呼びかけ、全校的な取組としている学校もあります。この活動により、自分
たちの住むまちをきれいにする気持ちとともに、地域の一員としての自覚を高め、社会性や思いやりの気持ちなど豊かな人間性をは
ぐくみます。

　働く意義、自己の生き方などを考えるために、第２学年では、3～5日間の職場体験を地域の企業や施設の協力を得て行っています。
礼法指導に始まり、電話や訪問によるあいさつ、体験後のまとめ作業や、お礼状の作成、後輩への伝達活動などの事前・事後学習も大
切です。
　職場体験は、生徒にとって、自己の将来像を考えたり、地域社会への興味・関心を高めたりする良い機会となっています。また、あいさ
つの大切さや何事にも内容をよく理解して取り組むことの大切さなど、今後の学校生活につながる良い機会にもなっています。

第一中学校  生徒
生徒インタビュー

　私は、落ち葉掃きのボランティア活動を通じ、自分の
使うところをきれいにすることの大切さを学ぶことがで
きました。落ち葉掃きのボランティアは、学校の校庭に落
ちている葉や、雑草をぬいたりする活動です。他の学年
の人と協力しながら色々なところを清掃していき、約1時
間かかり大きい袋２個と半分ほど集まりました。終わっ
た後はたくさん集められた達成感を感じたり、良い気持
ちになったりしました。この経験から、自分の使うところ
はいつもきれいにしておくようにしたいと思います。

第七中学校  生徒
生徒インタビュー

※令和4年度は、今般の状況により学校によっては、代替活動を行う場合があります。

（令和元年11月撮影） （令和2年1月撮影）



ココがPoint！
運動部と文化部があります。
学級や学年の壁を越えて、共通の興味や目的をもった仲間と
過ごす時間は、普段の授業や学校行事とは異なった達成感を
味わうことができます。

目黒区立中学校の特徴

18 19

どんな部活動があるの？

※ここで紹介した部活動は、すべての目黒区立中学校で活動しているわけではありません。　　　　　また、学校によって名称が異なったりもします。それぞれの学校の部活動は、p.34～p.51 をご覧ください。

文化部 ●文化部には他にも英語部・演劇部などがあります。●運動部には他にも水泳部・ソフトテニス部・ダンス部などがあります。運動部（屋外・屋内）
陸上部 サッカー部 野球部 美術部

吹奏楽部

ハンドメイド部

バレーボール部バスケットボール部

卓球部

どの部活動も楽しそうだね。
どの部

に

はいろ
うかな

。

剣道部 バドミントン部

囲碁将棋部硬式テニス部

　テニス部は男子13名、女子10名の計23名で活動して
います。月・火・木・金曜日の放課後と土曜日の午前中に
練習があります。学年に関係なく仲が良く、いつも明るい
雰囲気でテニスを楽しんでいます。また、楽しむだけでな
く、あいさつなどの礼儀も大切にしています。中学校に
入ってからテニスを始めたメンバーがほとんどなので、
未経験者も気楽に始められます!

　僕たち剣道部は１年生７名、２年生９名の計16名で活
動しています。練習はアップの後、基本稽古をし、その後
打ち込む稽古もしています。部員の16名中７名が中学校
に入ってから剣道を始めた人たちで、初心者も経験者も
互いに支え合っている温かい部活です。毎年都大会出場
を目標に頑張っています。初心者も経験者も入りやすい
部活です。十中に入学したらぜひ見に来てください。

　現在は、1年生８人、2年生5人、3年生7人の計20人で活
動しています。毎年、夏にあるコンクールや定期演奏会な
どの発表の場に向け、全員で頑張っています。曲の練習は
大変な時もありますが、きれいにそろった時、手拍子・拍
手をもらった時には達成感があります。初心者でも各楽器
の先輩や顧問の先生が教えてくれるので心配はありませ
ん。吹奏楽部はやりがいのあるいい部活です。

　囲碁将棋部では、主に将棋やトランプを使ったゲームを
行います。部員は７名で行っています。この部活では、何度
も何度も将棋やゲームをしていくうちに、様々な戦略を思い
つき、初心者の方でも初心者の方なりの考えで実際に行っ
てどうなのかを感じることができます。次第に戦略の仕方も
増えていくため、実践で使えるテクニックなども知ることが
できるので、ぜひ興味がある方は入ってみてください。

生徒インタビュー

第八中学校
囲碁将棋部

第七中学校
吹奏楽部

生徒インタビュー生徒インタビュー

第十中学校
剣道部

生徒インタビュー

第一中学校
硬式テニス部

茶道部

家庭科部



先輩からのメッセージ

挑戦するチャンス

※令和4年度は、今般の状況により中止又は変更になっている学校行事があります。

　文化祭や体育祭などの学校内で行う行事の他にも、修学旅行や自然宿泊体験教室、職場体験など学校の外に出て、
学校内では味わえない経験をする機会がたくさんあります。仲間との絆を深め、社会との関わりが育まれていきます。

仲間との絆を深め、社会との関わりを育む

第一中学校
第２学年

目黒区立中学校の特徴
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どんな行事があるの？

運動会（体育祭） 修学旅行 スキー教室

運動会（体育祭） 修学旅行 合唱コンクール

自然宿泊体験教室 学習発表会（文化祭） 校外学習

自然宿泊体験教室 学習発表会（文化祭） 職場体験（令和元年11月撮影）

これから中学生になるみんなに向けて

　僕が中学生になってまず感じたことは、
やることの多さと大変さです。授業内容が
難しくなるのはもちろん、部活動や学習発
表会などの行事も増えます。その反面、係
などに挑戦するチャンスも増えるので、た
くさんの体験もできます。実際、僕も1年生
の時は特に何もしなかったけれど、今は学
年委員として、みんなをまとめる仕事をし
ています。このように、中学校ではいろい
ろな挑戦ができるので、楽しみにしていて
ください!

楽しいことが
増えていく中学校生活

第七中学校
第２学年

　中学生になると、勉強や部活で忙しくな
ると不安に感じていませんか。そこで、私
の勉強方法と放課後の過ごし方を紹介し
ます。まずは、勉強についてです。私は問
題集を毎日進めたり、計画的に勉強したり
しています。放課後は部活動をしていま
す。かわいい後輩と頼れる仲間と一緒に一
生懸命練習に励んでいます。中学生にな
ると、忙しくなる分、楽しいことも増えてい
くので、中学生になることを楽しみに待っ
ていてください。

中学校では
様々な経験ができる

第八中学校
第２学年

　皆さんは中学生と聞くとどのようなイ
メージを持ちますか。忙しそう、青春でき
そうなど、色々あると思います。小学校と中
学校で変化が特に大きいのは勉強面で
す。定期試験があるため、勉強は継続して
行う必要があります。しかし、中学校は勉
強ばかりではありません。運動会や合唱コ
ンクールなどの行事があり、放課後には部
活動もあります。中学校では、様々な経験
ができるので、ぜひ楽しんでください。

自分らしい
中学校生活を

第十中学校
第２学年

　中学校に上がると、小学校よりも自由に
活動する機会が増え、学習なども自主的に
計画を立てて進めていきます。自分のやり
たい事に打ちこむことができますが、自分
の行動には自覚と責任を持たないといけ
ません。また先輩たちとともに切磋琢磨し
あう部活動や委員会活動などは、思い出
に残るでしょう。
　一人ひとりが自分らしい中学校生活を
送りましょう。

※学校行事は、学校によって異なります。


