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58人

35人

48人

141人目黒区立第一中学校

昭和22年  開校 校　長　小沢　進

副校長　横田　卓次 １年

２年

３年

２学級

１学級

２学級
教職員数　29人

　本校は昭和22年に開校し、76年目を迎えます。学校は文教地区に位置し、広い校庭と中庭に咲く花や木々の緑に囲まれ、
生徒たちは明るく、素直で、前向きに学習や部活動、学校行事に取り組んでいます。校舎の特性を生かした教科教室型授業
も本校の特色の一つです。また、いつでも、誰にでもさわやかなあいさつができる笑顔のあふれる学校です。

■教育目標

■通学区域

■進学状況（令和３年度）

校長からのメッセージ

■最近３ヵ年の主な合格校

■年間行事予定特色ある教育活動

■部活動（令和４年５月現在）

自主・自立の精神をふまえ、豊かな心をもち、たくましく生き
る生徒の育成を目指して、教育を推進する。

子どもから　 一中で学んでよかった
地域から　一中があってよかった
保護者から　一中に入れてよかった
教職員から　一中に勤めてよかった
と言える学校を目指します。

　一中は”いつでも””誰にでも”あいさつができる笑顔あ
ふれる学校です。休み時間には、外で元気よく遊んでいた
り、楽しそうな笑い声が聞こえ、生徒たちは、とても充実
した生活を送っています。
　勉強では「数学」「英語」「理科の一部」で少人数授業が行
われ、一人ひとりにあったペースや勉強内容で授業が進
められています。
　先生と生徒、生徒同士の仲がいいのも一中のよいとこ
ろです。

●自らよく学びよく考え、責任をもって実践する生徒
●礼儀正しく、誠実で思いやりの心をもつ生徒　
●心身ともに健康で、これからの社会で役立つ生徒

◆駒場１～４丁目全域
◆青葉台１丁目１～21番、24～29番
◆青葉台２～４丁目全域
◆大橋１丁目全域、２丁目１～23番
◆上目黒１丁目１番、６～15番

目黒区

男子 女子 計

計
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【国公立】
青山・園芸・大崎・太田桜台・荻窪・蒲田・国立・工芸・国
際・駒場・小山台・桜町・新宿山吹・神代・杉並・田園調
布・第一商業・豊多摩・西・広尾・日比谷・深沢・松原・芦
花・六本木・三田・目黒・産業技術高専・東京工業高専・
筑波大附・筑波大学附属駒場・ 東京藝術大学音楽学
部附　など

【私立】
ICU・Ｎ高校・青山学院・大森学園・蒲田女子・関東国
際・クラーク国際・慶応義塾女子・国士舘・駒澤大学・
駒場学園・実践学園・品川翔英・淑徳巣鴨・大智学園・
大東学園・玉川聖学院・千葉学芸・桐蔭学園・東海大菅
生・東海高輪・東京農大一・桐朋・日大鶴ケ丘・日工大
駒場・新渡戸文化・日本航空・日本体育大学荏原・バン
タン・富士見ヶ丘・法政大学第二・武蔵野東高等専修・
目黒学院・目黒日大・八雲学園・早稲田佐賀・早稲田高
等学院・早稲田実業・早稲田本庄　など

月 主な行事
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▶ 始業式　▶  入学式　▶  新入生歓迎会 ▶  身体計測　
▶ 区学力調査　▶ ３年全国学力調査 ▶ 二者面談　
▶ 小中連携あいさつ運動　▶地域清掃

 ▶ 離任式　▶生徒総会　▶保護者引取訓練　  
 ▶学校公開週間　▶都学力調査　▶定期健康診断　▶運動会 　  

 ▶前期中間考査　▶開校記念日　▶３年修学旅行
 

●硬式テニス（36）
●サッカー（4）
●野球（7）
●バスケットボール（21）

●吹奏楽（12）
●パソコン（10）
●フィールドワーク（6）
●美術（14）

●男子バスケットボール：夏季選手権大会第３位
●野球：目黒区民大会優勝、秋季第２ブロック大会優勝
●美術：医療従事者へ感謝の手紙かかし感謝状

学力向上　少人数指導　学校規模のよさを生かします。

※（　）内は部員数

運動部

１年
２年
３年

文化部

◆確かな学力の定着と向上を図ります。
小規模校の強みを生かし、個に応じたきめ細かい指導
を充実させます。すべての教科において授業改善に努
め、生徒一人ひとりの学力の向上を目指します。

◆コミュニケーション力を育てます。

◆豊かな心と健やかな体をはぐくみます。

職業調べ・社会人の話を聞く会
職場体験学習・高校での授業体験　
進路説明会（２回）、三者面談（３回）
高校での学校見学。高等学校の先生による
進路講演会等を実施します。

◆近隣の小学校との連携を深め、
　教育活動の幅を広げていきます。
　（あいさつ運動、一中紹介、授業体験、部活動体験）

●授業における「言語活動」の充実を図っています。
●地域人材との交流や地域行事への参加などを通して、
コミュニケーション能力の育成を図ります。

◆生徒一人ひとりの進路希望の実現に向けて、
　きめ細かく指導します。

▶２年職場体験　▶３年進路講演会　▶一中紹介
▶三者面談　▶夏季補充学習教室　▶２年薬物乱用防止教室

▶集団下校訓練　▶イングリッシュデイキャンプ　
▶道徳授業地区公開講座　▶学校説明会

▶前期期末考査　▶生徒会役員選挙　▶区連合体育大会
▶前期終業式　▶後期始業式　▶学校公開週間
▶学習発表会（「舞台の部」、「合唱コンクールの部」）
▶３年進路説明会　▶２年生目黒区連合音楽会　

▶３年三者面談　▶セーフティ教室　▶後期中間考査　
▶防災教育　▶めぐろ子ども会議　▶英語スピーキングテスト　

▶三者面談　▶小中連携あいさつ運動　▶１年校外学習

▶区展覧会 　▶３年高校入試　▶２年校外学習

▶新入生保護者説明会　▶学習発表会「展示の部」 
▶３年高校入試　▶後期期末考査　

▶小中連携あいさつ運動　▶ふれあいコンサート
▶卒業式　▶修了式

●学校行事、部活動、区連合体育大会、区連合音楽会、地
域清掃活動、ボランティア活動等の主体的な活動を
通じて健全育成の充実を目指します。
●朝の10分間読書、道徳授業の充実、人権教室、地域行
事への積極的参加、体験活動の充実を図り豊かな心
の教育を目指します。

●合唱（5）
●英語（4）

１学級を２つのグループに分けて、少人数で授業を
行います。
「数学」「英語」「理科の一部」で実施します。
また、適宜基礎と応用にクラス編成して習熟度別授
業を展開します。

目黒区立中学校の紹介

電話
HP 

Mail

FAX

●少人数授業、習熟度別授業

◆近隣の高等学校との連携も深め、進路に役立てます。
　（授業体験、学校見学）

▶オリパラ講演会　▶１年自然宿泊体験教室

主な実績
（令和3年度）

（令和4年5月1日現在）学級数・生徒数

生徒会長からのメッセージ

小沢　進

生徒数合計
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校長からのメッセージ

目黒区立第七中学校

　「富士の峰」「地に梅」「たえず湧く清水」という詞が校歌になっている本校は、清水池公園のすぐ横にあり、冬晴れの日には
遠く富士山を望むこともできます。昭和22年に碑小学校の一角に開校し、令和４年度の本年度は開校76年目を迎えます。
生徒たちは、本校の伝統を引き継ぎ、明るく素直で、学習や部活動に日々意欲的に取り組んでいます。
また、保護者、地域の方々も大変協力的で、生徒たちの豊かな成長のために、学校・家庭・地域が一体となった教育を推進して
います。令和7年4月には第九中学校との統合を迎えます。

教育目標

■通学区域

■進学状況（令和３年度）

■最近３ヵ年の主な合格校

■部活動（令和４年５月現在）

人間尊重の精神を基調とし、21世紀をたくましく生きる、
人間性豊かな目黒区の子どもたちの健やかな成長をめざし、

　「あいさつ」「礼節」「時間」を大切に
する学校です。
　自立した社会人の育成を目指し
て、教育活動を推進していきます。
　統合までの移行期間、九中と協力
しながら、新校の土台となる「協働」
の向上に努めます。

●自律して学び、考え、行動する、個性豊かな生徒
●人としての思いやりにあふれ、道徳心のある人
●自ら体力増進に努め、明るく元気な生徒

目黒区

男子 女子 計

計
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【国公立】
東工大付属・大崎・大田桜台・大森・蒲田・駒場・小山
台・桜町・新宿・田園調布・戸山・三田・目黒・広尾・深
沢・八潮・雪谷・園芸・工芸・科学技術・総合工科・六郷
工科・総合芸術・第一商業・世田谷総合・つばさ総合・
産業技術高専　など 
【私立】
大森学園・國學院・国士舘・駒沢大学付属・駒場学園・
実践学園・自由ヶ丘学園・昭和鉄道・正則・正則学園・
専修大付属・大東学園・多摩大目黒・中大杉並・桐蔭学
園・東海大相模・東海大高輪台・東海大望星・東京・東
京実業・東洋・トキワ松学園・豊島学院・日大櫻丘・日
大鶴ヶ丘・日工大駒場・二松學舍・野田蒲田学園・文教
大付属・文京大付属・朋優学院・三田国際・明治学院・
目黒学院・目黒日大・立正大付属立正　など

月 主な行事
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▶始業式　▶入学式　▶新入生歓迎会

▶離任式　▶前期生徒総会　▶１年八ヶ岳自然宿泊体験教室
▶３年修学旅行

▶運動会　▶前期中間考査　▶２年職場体験
▶１年八ヶ岳自然宿泊体験教室

▶道徳授業地区公開講座　▶三者面談　▶サマースクール

▶部活動合宿　▶ＴＧＧ　▶防災訓練

▶前期期末考査　▶区連合体育大会

▶後期生徒総会　▶後期中間考査　▶３年進路面談

▶セーフティ教室　▶三者面談
▶いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議

▶上級学校出前授業　▶１年校外学習　▶連合展覧会

▶新入生保護者会　▶校内作品展　▶後期期末考査
▶２年校外学習

▶３年生お別れ会　▶３年校外学習　▶卒業式　▶修了式

▶生徒会役員選挙　▶学芸発表会　▶２年連合音楽会

●陸上（8）
●サッカ－（16）
●バドミントン（29）

●女子バレーボール（20）
●卓球（25）
●バスケットボール（43）

●吹奏楽（20） 　　 ●美術（13）
●ハンドメイド（14） ●文芸（2）

●陸上：「東京都中学校地域別陸上競技大会」出場
●サッカー：「目黒区大会」出場
●バドミントン：「東京都中学校バドミントン夏季大会目黒区予選」女子団体３位・女子ダブルス３位、「目黒区バドミントン新人大会」女子ダブルス３位、

「目黒区バドミントン冬季研修大会」男子ダブルス３位・女子ダブルス３位
●女子バレーボール：「目黒区バレーボール春季総合体育大会」女子準優勝、「目黒区バレーボール秋季新人大会」優勝、

「第２ブロックバレーボール新人大会」第６位、「東京都中学校バレーボール新人大会」出場、「目黒区１年生大会」１位
●卓球：「目黒区中学校新人卓球大会」男子団体準優勝、「東京都中学校新人卓球大会」出場
●バスケットボール：「東京都中学校バスケットボール選手権大会目黒区予選」男子３位・女子３位、

「東京都中学校バスケットボール新人大会目黒区予選」男子３位・女子３位
●吹奏楽：「東京都中学校吹奏楽コンクール」銀賞、「東京都中学校アンサンブルコンテスト」銀賞
●美術：行事等の看板製作、各種ポスターコンクール応募
●ハンドメイド：手芸、調理、校内展示
●文芸：文学作品の朗読、学芸発表会で朗読発表

七中は活気があり、勉強や部活動に大変熱心な学校です。

※（　）内は部員数

運動部 文化部

（特別支援教室「つばさ」設置（拠点校））

◆目黒本町２丁目全域
◆目黒本町３丁目１番、８～20番
◆目黒本町４丁目全域
◆目黒本町５丁目16～17番、31～33番
◆目黒本町６丁目１～２番、
　12番、18～24番
◆碑文谷１～２丁目全域

生徒会を中心にあいさつ運動、ボランティア活動に力を入れています。
　また、学校行事等を通して人間性を高め、たくましく生きる心豊かな生徒の育成に努めています。

運動会職場体験 修学旅行

八ヶ岳自然宿泊体験教室

目黒区立中学校の紹介

36 37

〒152-0003 目黒区碑文谷1-1-33
　　 03（3714）3794　　　　 03（3714）3761

http://www.meguro.ed.jp/meguro7j/
meguro-7j@meguro.ed.jp

60人
60人
84人
204人

昭和22年  開校 校　長　金子　弘樹

副校長　鈴木　将大 １年
２年
３年

２学級
２学級
３学級

（令和4年5月1日現在）学級数・生徒数

教職員数　37人電話
HP 

Mail

FAX

■教育目標

生徒会長からのメッセージ

　七中生徒会は、「正しい常識を身に付け、この学校での生
活を楽しもう」というスローガンを掲げ活動しています。
学校での生活を楽しみつつ、社会に出た時に困らないよ
うな知識を身に付けて、仲間を思いやる気持ちを大切に
してほしいと考えています。
　誰もが楽しめて、生徒一人一人が七中を誇りに思って
もらえるような学校にするために、たくさんチャレンジ
していきたいと思います。

令和３年度の主な実績及び令和４年度の主な活動

■年間行事予定特色ある教育活動

金子   弘樹

❶授業を大切にし、「生徒が分かる授業」を実践しています。
❷基礎・基本の定着や学力向上を図るため、少人数授業、教
科教室型教育による教科指導を推進しています（数学、
英語、理科）。
❸つまずきを解消し学習意欲を高めるための学習指導員
による「プラタナス」（放課後行う学習教室）や、英語・漢
字・数学の各検定試験に向けての「キャリアアップ教室」
を開設し、生徒のニーズに対応しています。
❹日頃の安全指導や避難訓練を意図的、計画的に進めると
ともに、起震車、消火訓練、救命救急などの体験活動を実
施し、自助・共助・公助等の防災意識を高め、防災教育を推
進します。
❺夏季休業中に目黒区の八ヶ岳学園を活用して、合同部活
動合宿を行い、個人の技術や体力の向上を図るととも
に、チーム力の向上を目指します。
❻住区行事への参加や地域清掃などを通してボランティ
ア精神を養うことにより地域との交流を深めています。
❼キャリア教育（上級学校訪問・上級学校の出前授業）を推
進し、個々の生徒に応じた進路指導を実施しています。

学芸発表会

※中学校統合については、8ページから11ページをご確認ください。

生徒数合計



主な実績（令和3年度）

55人
77人
86人
13人

231人

１年
２年
３年

２学級
２学級
３学級

生徒数合計

特別支援学級
（E組：知的障害学級）

学級数・生徒数

　本校は、昭和22年に開校し、76年目を迎えました。閑静な住宅地に位置し、地域に温かく見守られ、落ち着いた学校生活を
送っています。「求めて学ぶ」「考えて行う」「自ら鍛える」という三つの教育目標のもと、生徒は学習・行事・部活動に意欲的に
取り組んでいます。生徒会を中心とした自治活動や毎朝10分間の読書活動、特別支援学級Ｅ組との交流も活発です。運動会、
学習発表会も見応えがあります。「思いやりの心」をはぐくみ、人権についての学習に積極的に取り組んでいます。休日・夜間
の体育館・校庭開放、招待給食、敬老の日の手紙、祭礼や地域行事への参加など、地域との連携を深めています。令和7年4月に
は第十一中学校との統合を迎えます。

向上心に富み、誠実で思いやりのある
人間性豊かな八中生をめざして

●求めて学ぶ　●考えて行う　●自ら鍛える

◆南２～３丁目全域
◆碑文谷３～４丁目全域
◆平町１丁目全域
◆平町２丁目１～14番、17～18番
◆大岡山1丁目１～28番、32番

目黒区

男子 女子 計

計

進学
全日制

国公立
私　立

定時制・通信制
その他

20
30
5
2
57

13
17
4
2
36

33
47
9
4
93

【国公立】
東工大科学技術・日比谷・駒場・小山台・新宿・杉並総
合・世田谷総合・筑波大・田園調布・田園調布特支学
校・東工大附属・戸山・桜町・西・産業技術高等専門学
校・晴海総合・深沢・三田・八潮・雪谷・総合芸術・広
尾・目黒・大崎　など
 【私立】
早大学院・慶応・中央大・法政二・東海大高輪台・東農
大一・豊島岡女子・日大鶴ヶ丘・文教大付属・日本工
業大駒場・朋優学院・明大中野・立教新座・目黒日大・
日大桜ヶ丘・品川エトワール・駒澤大学・立正大付属
立正・品川翔英・明治学院　など

月 主な行事

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

▶始業式　▶入学式　▶新入生歓迎会　▶部活動紹介
▶区学力調査　▶身体計測　▶全国学力調査③
▶校外学習（E）　▶離任式

▶部活動保護者会　▶生徒総会　▶運動会　▶修学旅行③
▶開校記念日　▶小学生授業体験

  

●陸上（12）
●バドミントン（48）
●サッカー（22）
●バスケットボール（21）
●野球（14）

●吹奏楽（14）
●家庭科（８）
●ランゲージ（５）
●レクリエーション（13）
●囲碁将棋（７）

●演劇（13）
●美術（16）

● 陸上：都ロードレース大会　中学1年３ｋｍ　組別4位入賞　
区体育祭冬季駅伝ロードレース大会
駅伝　男女子混合の部　優勝　

●野球：目黒区体育祭第３位
●バドミントン：夏季大会：男子団体準優勝　女子団体優勝

男子シングルス準優勝、シングルス3位　ダブルス3位
女子ダブルス優勝
JOC大会　女子シングルス準優勝
新人戦：男子団体準優勝　女子団体4位　女子個人準優勝
冬季大会：男子シングルス３位　女子シングルス準優勝

●サッカー：夏季大会ベスト８
●吹奏楽：都中学校吹奏楽コンクールＢ組　銅賞
　 　　　 都中学校アンサンブルコンテスト　銀賞

運動部 文化部

❶豊かな心を育てるために

●人権教育の推進
●E組との交流
●特別支援教育の推進
●生活５項目の徹底

 
●日常的な教育相談の重視
●いじめのサインを見逃さない
●学級のよりよい人間関係づくり

▶自然宿泊体験教室①　▶薬物乱用防止教室　▶三者面談
▶サマースクール　▶芸術鑑賞教室（E組）　
▶イングリッシュサマースクール　▶夏季水泳指導（E）

▶防災訓練・集団下校

▶中間考査　▶都学力調査　▶校外学習②

▶期末考査　▶生徒会役員選挙　▶区連合体育大会
▶道徳授業地区公開講座

▶三者面談　▶人権週間　▶エンジョイ８中　
▶人権講演会　▶いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議②
▶校内駅伝大会

▶セーフティ教室　▶学習発表会 教育実習
▶連合運動会（E組）

▶進路面談③　▶中間考査

▶区連合展覧会　▶職場体験②　▶職場体験（E）

▶校外学習①　▶新入生保護者説明会　▶学年末考査

▶学習発表会（展示の部）　▶校外学習③
▶『3･11を忘れない』講演会　▶３年生を送る会
▶卒業式予行　▶卒業式　▶修了式

　本校の校章は「さぎ草」をモチーフに、校歌は碑文谷地区
に伝わる「しらさぎの伝説」が下敷きとなっています。
入学後、すぐに「しらさぎの伝説」について学びます。地域に
伝わる伝説のもと、のびのびと学校生活を送っています。

一　君は聞かずやむさし野の
　　碑衾あたり伝えいう
　　信義に生きし白鷺の
　　形見と咲ける野の花ぞ
　　今わが校の記章なる

二　君は見ざるや目黒区の
　　竹より直く学ぶ子は
　　正義と真理愛しつつ
　　命の華を生ききそい
　　みな勤労に楽しむを

目黒区立第八中学校校歌（佐藤春夫作詞　大中寅二作曲）

人権についての学習を通して、
よりよい人間関係について考え、実践する

❷確かな学力を付けるために

●英語・数学の少人数授業
●主体的・協働的・創造的に学ぶ学習の重視
●アフタースクール（国・数・英）
●ウィークエンドスクール（国・数・英）
●夏季休業中のサマースクール（国・数・英・社・理）
●ICT機器の活用
●総合的な学習の時間における
　課題解決的な学習の重視
●イングリッシュサマースクール（２年生）
●「朝の読書」全校毎日実施
●｢振り返りシート｣を活用した組織的な授業改善
●指導と評価が一体化された授業

基礎・基本の定着を図り、
思考力・判断力・表現力等を育む

時間 服装 言葉遣い 公共物 ルール

目黒区立第八中学校

目黒区立中学校の紹介

〒152-0003 目黒区碑文谷4-19-25
　　 03（3714）4594　　　　 03（3714）4751

http://www.meguro.ed.jp/meguro8j/
meguro-8j@meguro.ed.jp

昭和22年  開校 校　長　中川　博英

副校長　河合　富士夫

（令和4年5月1日現在）

教職員数　35人電話
HP 

Mail

FAX

■教育目標

■校章の由来

■通学区域 ■最近３ヵ年の主な合格校

校長からのメッセージ

　穏やかで落ち着いた教育環境の中、
優しく他人思いの生徒が通っている
今日の八中があるのも、創立以来脈々
と受け継がれてきた歴史と伝統によ
るものだと実感します。本校は公立中
学校です。公立中学校に通う子供たち

は、同じ地域に住んでいるという点で一致しています。地域の
未来を切り開いていくのは地域に住む子供たちです。本校で
は、地元に住む子供たちに地域への愛着や誇りを育み、絆を大
切にしてより良い地域の未来を創造していく力を育んでいき
ます。そして、地域に住む子供たちの学校として、地域とともに
歩んでいきたいと思います。また、穏やかで落ち着いた教育環
境の中で培ってきた八中の良き伝統を、十一中の良き伝統とと
もに開設される新校においてしっかりと受け継いでいきます。

■進学状況（令和３年度）

中川   博英

学校経営の2つの柱

「覚える」から「考える」学習へ、
主体的な取り組み

協働性を発揮、多様性の尊重

■年間行事予定特色ある教育活動

生徒からみた八中の魅力

活気のある授業
盛り上がる学校行事、充実した部活動
個々の生徒への配慮された対応
全校生徒が団結した運動会でのエイサー
E組とのさかんな交流

■部活動（令和４年５月現在）※（　）内は部員数
学力の向上

社会性の育成

●道徳授業の充実
●体験活動の充実

●小・中の連携
●異学年交流の充実

※中学校統合については、8ページから11ページをご確認ください。

※①～③は学年を表す

38 39
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目黒区立第九中学校

目黒区立中学校の紹介

〒152-0012 目黒区洗足1-29-6
　　 03（3714）4694　　　　 03（3714）4776

http://www.meguro.ed.jp/meguro9j/
meguro-9j@meguro.ed.jp

昭和22年  開校 校　長　鴻野　祐子

副校長　田中　正勝

教職員数　31人電話
HP 

Mail

FAX

56人

53人

53人

162人

１年

２年

３年

２学級

２学級

２学級

（令和4年5月1日現在）学級数・生徒数

生徒数合計

　本校は昭和22年に開校し、今年で76年目を迎えます。目黒区南部の閑静な住宅街の中に位置し、学校の施設開放を行うとと
もに、部活動や地域ボランティア活動などにおいて、地域の方々からの温かいご支援をいただきながら教育活動や学校運営
を行っています。教職員は、明るく素直な生徒の頑張りを励みに仕事に取り組んでいます。令和7年4月には第七中学校との統
合を迎えます。

■最近３ヵ年の主な合格校

人間尊重の精神を基調として、
未来を切り拓く心身ともに健康な生徒を育成する。

❶自主　主体的・対話的に深く学ぶ。
❷信頼　感謝の心をもち、互いの違いを認め、
　　　　  受け止める。
❸努力　あきらめずに向上心をもって取り組む。

◆目黒本町３丁目２～７番
◆目黒本町５丁目1～15番、18～30番
◆目黒本町６丁目３～11番、13～17番
◆原町１～２丁目全域
◆洗足１～２丁目全域
◆南１丁目全域

目黒区

男子 女子 計

計

進学
全日制

国公立
私　立

定時制・通信制
その他

17
16
0
0
33

15
12
4
1
32

32
28
4
1
65

【国公立】
東京学芸大学付属・青山・赤羽北桜・足立新田・大崎・大田桜台・大森・蒲
田・工芸・国際・駒場・小山台・桜町・芝商業・新宿山吹・墨田川・世田谷総
合・総合芸術・第一商業・田園調布・千歳丘・つばさ総合・西・日比谷・広
尾・深沢・三田・美原・目黒・八潮・雪谷・六郷工科・六本木・両国　など
【私立】
蒲田女子・神田女学園・関東国際・慶應・慶応女子・京華商業・國學院・駒
大校・栄東・品川翔英・修徳・淑徳与野・昭和鉄道・成城学園・正則・星槎
国際・青稜・専大附属・大智学園・玉川聖学院・多摩大目黒・千葉黎明・中
央大学・桐蔭・東海大静岡翔洋・東海大高輪台・東京・東京実業・東京農
大一・東洋・トキワ松学園・二松学舎・日大桜丘・日大鶴ケ丘・日大豊山
女子・日本音楽・日本工業大駒場・日本体育大学荏原・野田鎌田・バン
タン・富士見丘・文京学院大・文教大付属・法政国際・宝仙学園・朋優学
院・保善・明大明治・目黒日大・目黒学院・目黒研心・立正・Ｎ高　など

運動部 文化部

学校

地域

PTA活動

◆小中連携
向原小学校、原町小学校
と共に９年間の成長を見
通した学習・生活を実践
しています。

◆宣言

保護者・地域社会との適切な連携のもと
「魅力・活力にあふれ、信頼される学校」を創造します。
　「元気なあいさつ、あふれる笑顔、響く歌声、豊かな会話、
自立した賢い生徒を育てる中学校」を目指します。

　第九中学校の校章は九中の９を２つ向かい合わせにした
竹の葉を９枚並べています。その形がひまわりの花のよう
に見えることから、九中のイメージがひまわりになりまし
た。校歌にも「清きひまわり範として」とあります。

月 主な行事

4

5

6

7

8

9

10

11

12
1

2

3

▶入学式　▶１年二者面談　▶区学力調査

▶全国学力調査　▶３年修学旅行　▶生徒総会

 
▶体育祭　▶１年自然宿泊体験学習
▶２年職場体験学習　▶３年進路説明会
▶土曜学習教室　▶前期中間考査
 
▶学校公開日　▶学校説明会
▶セーフティ教室　▶夏季補充学習教室　▶三者面談　

▶土曜学習教室　▶前期期末考査（始）

▶前期期末考査（終）▶生徒会役員選挙
▶目黒区連合体育大会

▶前期終業式　▶後期始業式▶合唱コンクール　
▶３年進路説明会　▶２年区連音　▶３年進路面談

▶土曜学習教室　▶後期中間考査　▶薬物乱用防止教室 
▶２年いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議
▶３年校長面接

▶三者面談　▶道徳授業地区公開講座

▶２年校外学習

▶新入生保護者説明会　▶土曜学習教室
▶後期期末考査

▶校内展　▶土曜授業参観
▶３年生を送る会　▶卒業式　▶修了式

●一人ひとりの個性を認め、互いを尊重し合う。
●いつも周りを考えるための想像力をもつ。
●自分の気持ちを隠さずに身近な人に相談する。

●学校花壇の整備・水やり　
●図書室の開室・整備
●住区まつりエコステーション

●ソフトテニス（35）
●バスケットボール（28）
●バレーボール（15）
●サッカー（３）
●ダンス（12）

●吹奏楽（10） 
●美術（19）
●クッキング＆クラフト（６）　　
●茶道・華道（５）
●演劇（10）

■教育目標

■目指す学校像

■校章の由来

■通学区域

■進学状況（令和３年度）

校長からのメッセージ

　本校は「自主」「信頼」「努力」の教育
目標のもと、生徒達は授業と挨拶、思
いやりを大切にしています。
また、上級生が手本となり、仲間と力
を合わせて学校を盛り上げ、笑顔が
あふれる、第九中学校です。

※令和７年度４月より、第七中学校と統合します。学校・保護者・地
域のコミュニティを大切にして共に生徒を育てる学校を目指し、
第七中学校と協力して参ります。

夢・創造・たくましく　～　未来を拓く九中生　～

■年間行事予定特色ある教育活動

生徒会長からのメッセージ

　「当たり前なことを当たり前にできる」のが第九中学校の生徒で
す。人と会ったら挨拶をする、困っている人がいたら助ける、何かを
してもらったら感謝するなど、一見普通のことのように感じます
が、これらは集団生活をするうえでとても大切なことです。これが
できる九中生は第九中学校の自慢です。ほかにもこの学校の良いと
ころはたくさんあります。その一つが先輩後輩関係なく、仲が良い
ところです。部活動や体育祭練習では、先輩が後輩にやさしく教え
ている姿がよく見られます。昨年に引き続き、今年も新型コロナウ
イルスの影響で思うように活動できないことが多いですが、今でき
ることを考え学校生活を全力で楽しめる、第九中学校はそんなエネ
ルギーにあふれた中学校です。

■部活動（令和４年５月現在）

■ボランティア活動

※（　）内は部員数

主な実績（令和3年度）
● ソフトテニス部
男子／目黒区選手権大会　　　　　個人戦 優勝・準優勝　団体戦 優勝
　　　目黒区新人大会　　　　　　団体戦 優勝
女子／目黒区選手権大会　　　　　個人戦 優勝・準優勝　団体戦 優勝
　　　東京都中学校選手権大会　　個人戦 出場　団体戦 出場

目黒区新人大会　　　　　　個人戦 優勝・準優勝　団体戦 優勝
東京都中学校新人大会　　　個人戦 出場　団体戦 出場
第二ブロック新人大会　　　団体戦　第３位

男女／目黒区中学校バスケットボール夏季大会　出場
女子／目黒区中学校バスケットボール夏季大会　準優勝

男子／目黒区中学校バレーボール総合体育大会　準優勝
女子／目黒区中学校バレーボール総合体育大会　出場

目黒区中学校バレーボール秋季新人大会　準優勝

東京都中学校吹奏楽コンクール　　　　銅賞
東京都中学校アンサンブルコンテスト　銅賞

目黒区連合演劇大会　参加

● バスケットボール部

●バレーボール部

●演劇部

●吹奏楽部

いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議

●生徒会主催地域清掃（毎月）　 
●ボトルキャップの回収 

●洗足北町会夏休み子ども大会 
●碑文谷神社祭礼子ども御輿手伝い　
●向原住区ふれあいまつり
●原町住区まつり　
●向原住区餅つき大会
●原町住区もちつき大会  

鴻野  祐子

※中学校統合については、8ページから11ページをご確認ください。



　本校は、目黒区の西南端に位置し、東根住区・八雲住区の全地域と自由が丘住区の一部からなり、通学区域の大部分は閑静
な住宅街です。東横線と田園都市線の中央に位置し、近くには駒沢競技場があり、落ち着いた地域です。保護者の中には本校
卒業生も多く、地域の方々も本校の教育活動を応援してくださり、保護者、地域との協力体制ができています。

自らの課題を追求し、主体的に生きる知性と
感性あふれる人間性豊かな生徒の育成を図る

●自ら鍛える生徒
●求めて学ぶ生徒
●互いに認め合う生徒

◆自由が丘１丁目20～23番
◆自由が丘２丁目１～７番、20～23番
◆自由が丘３丁目１～４番、13～18番
◆中根１丁目全域
◆柿の木坂１～３丁目全域
◆八雲１～５丁目全域
◆東が丘１～２丁目全域

目黒区

男子 女子 計

計

進学
全日制

国公立
私　立

定時制・通信制
留学・その他

21
45
2
1
69

23
31
7
0
61

44
76
9
1
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生徒会長からのメッセージ

　第十中学校では運動会や合唱コンクール、球技大会、修学旅行など
クラスが一つになって成功させる行事が多くあります。全員で協力
することで、人として、クラスとしても一歩ずつ成長できます。また
全校生徒で学校のあり方について考える生徒総会、学校や学校周辺
の落ち葉を拾う落ち葉スターズ、校門前で挨拶する挨拶運動など、地
域の方々との交流を深める行事もあります。さらにTGGへの参加や
オリパラ講演会、アウトリーチプログラムなどの体験学習、英語・漢
字・数学の検定などの学習面においても貴重な機会を得ることがで
きます。そして第十中学校では現在14の部が活動しています。部活
動ではどの部活も先輩後輩の壁を超え、真剣に取り組んでいます。そ
のため様々な大会や舞台で大きな成果を上げています。

◆学習指導の充実

●数学・英語の少人数指導による丁寧な指導
●全教科で一人１台学習端末を活用した授業、
　その他デジタル教科書やＩＣＴ機器を活用した授業の実施　　　
●英語検定、漢字検定、数学検定を年に３回実施
●補充教室の充実
▶試験前に生徒の状況に応じた全生徒対象の補充教室と
　全教科の質問教室を実施
▶検定対応の放課後学習教室の実施
▶夏季休業中サマースクールの実施

月 主な行事

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

▶始業式　▶入学式　▶新入生歓迎会
▶ 小中連携の会　▶あいさつ運動

▶生徒総会　▶開校記念日　▶３年修学旅行　▶英語検定

 

▶運動会  　▶前期中間考査　 ▶自転車シミュレータ教室
▶セーフティ教室

 ▶道徳授業地区公開講座　▶学校公開週間
▶1年自然宿泊体験教室　▶漢字検定　▶数学検定
▶学校説明会　▶オリパラレガシー教室　▶三者面談
▶サマースクール

▶ふれあい面談週間　▶小中連携の会

▶引き取り訓練　▶前期期末考査　▶３年校外学習ＴＧＧ
▶生徒会役員選挙　▶区連合体育大会  英語検定

▶前期終業式　▶後期始業式　
▶学習発表会（舞台・パーシモンホール）　▶２年区連合音楽会

▶あいさつ運動　▶自転車安全教室　▶後期中間考査
▶２年校外学習ＴＧＧ　▶2年職場体験　▶三者面談(３年)

▶１年校外学習ＴＧＧ▶1年箏体験教室　▶三者面談
▶人権講話　▶いじめ問題を考える目黒子ども会議

▶区展覧会　▶アウトリーチプログラム　▶小中連携の会
▶1・2年校外学習

▶学校公開週間　▶学習発表会（展示の部）
▶新入生保護者説明会　▶学年末考査

▶３年卒業遠足　▶卒業式　▶修了式

目黒区立第十中学校

目黒区立中学校の紹介

〒152-0023 目黒区八雲5-2-1
　　 03（3718）6406　　　　 03（3718）6144

http://www.meguro.ed.jp/meguro10/
meguro-10j@meguro.ed.jp

昭和22年  開校 校　長　野口　芳一

副校長　牧野　潤子

教職員数　35人電話
HP 

Mail

FAX

138人

131人

137人

406人

１年

２年

３年

４学級

４学級

４学級

生徒数合計

（令和4年5月1日現在）学級数・生徒数

「鍛え、学び、認め合う」

●吹奏楽 （36）
●美術（31）
●手芸（10）

【国公立】
筑波大附属・筑波大駒場・東工大附属・青山・飛鳥・園芸・
大泉桜・大崎・王子総合・大田桜台・大森・荻窪・蒲田・科
学技術・国際・駒場・小山台・桜町・産業技術高専・新宿・
墨田川・世田谷総合・総合芸術・総合工科・第一商業・千
早・千歳丘・つばさ総合・田園調布・東京高専・豊島・戸
山・豊多摩・西・日比谷・広尾・深沢・富士・三田・目黒・八
潮・雪谷・芦花・六本木　など
【私立】
青山学院・郁文館・科学技術学園・関東国際・関東第一・
慶應・慶應志木・慶応湘南藤沢・慶應女子・京華・國學院・
国士舘・駒澤大学・駒場学園・実践学園・品川エトワー
ル・品川翔英・淑徳・自由ヶ丘・城西大城西・城北・成城・
成城学園・正則・聖徳学園・青稜・専大附属・大東学園・玉
川聖学園・多摩大目黒・中大附属・中大杉並・桐蔭・東海
大高輪台・東京・東京音楽大学付・東京農大第一・桐朋女
子・東洋・東農大一・トキワ松・豊島学院・日工大駒場・日
大櫻丘・日本音楽・日本女子大附属・日大鶴ヶ丘・日大日
吉・日出・広尾学園・藤村女子・文教大付・法政大学付・法
政国際・法政二・宝仙・朋優学院・保善・本郷・三田国際・
明治学院・明大中野・目黒学院・目黒日本大学・目白研
心・立教・立教新座・立正・早稲田佐賀・早大学院・早稲田
本庄　など

●陸上（32）
●野球（14）
●サッカー（14）
●卓球（32）

●バスケットボール（51）
●バレーボール（49）
●ソフトテニス（48）
●剣道（17）

個別最適な学習の推進、「深い学びの実現」
「主体的に取り組む授業」、GIGA構想の推進

◆豊かな体験活動

●国際理解教育の充実
▶ＴＧＧ(東京英語村 )体験学習を全学年で実施、
　近隣大使館と連携した英語学習

　▶外国人留学生による英語授業の実施
●日本の伝統文化体験の充実
　▶箏体験教室・落語教室・茶道教室等の実施
●地域との連携
　▶地域保育園と連携した保育体験　▶職場体験
　▶ボランティア活動や地域行事への参加
　▶地域や小学校と連携したあいさつ運動
　▶アウトリーチプログラム
　▶住区と連携した防災訓練　▶防災教育

視野を広げ、豊かな人間性・社会性の育成

◆盛んな行事
生徒実行委員が運営する生徒が主役の行事が充実
（年間行事予定参照）

◆人間関係づくり

●全教員による道徳授業の実施
●全教員によるふれあい面談
●QUの活用　　　　　
●人権教育の充実
　▶人権講話
　▶いじめ問題を考える目黒子ども会議に向けたいじめ防止教育
●生徒会活動の充実
　▶「十中ルール」の作成　▶校則の見直し
　▶生徒会による小学生への学校紹介動画配信
●キャリア教育の充実
　▶３年間を見通した進路指導
　▶職場体験　▶マナー教室

互いに認め合い、向上する集団づくり

■教育目標

■通学区域

■進学状況（令和３年度）

校長からのメッセージ

　「おはようございます」から「さよう
なら」まで、一日中、元気なあいさつが
飛び交います。自らが考え、行動し学
ぶ姿勢を大切に、そして互いに認め
合うことができる生徒たちです。生
徒も保護者も教職員もみんなが「明
日が待ち遠しい」と思える学校です。

野口   芳一

■最近３ヵ年の主な合格校

■年間行事予定特色ある教育活動

運動部 文化部

■部活動（令和４年５月現在）※（　）内は部員数

主な実績（令和3年度）
● 陸上
東京都中学校総体　1年女子100ｍ 1位　1年女子走幅跳 1位
東京都中学校通信大会　1年女子100ｍ 1位　1年女子走幅跳 1位　　　　　
関東中学校大会　1年女子100m 3位　
目黒区駅伝大会　男子　第1位　第3位　女子　第1位　区間賞等受賞
目黒区ロードレース大会　女子 3ｋｍ　第3位
● ソフトテニス
目黒区体育祭男子個人戦　第3位
目黒区選手権大会　団体戦　女子2位（都大会出場） 男子3位　
目黒区新人大会  　   団体戦　男子2位（都大会出場） 女子3位
●バスケットボール
目黒区選手権大会　男子　優勝　　都大会出場　　女子3位
目黒区新人大会　　男子　優勝　　都大会出場
●バレーボール
目黒区秋季新人大会　男子　優勝　　女子　第3位　　
●卓　球
目黒区春季大会　女子個人戦　第3位・第5位　団体戦　都大会出場
目黒区新人大会　女子シングルス　第3位
●剣　道
第2ブロック夏季剣道大会　男子団体戦　都大会出場
●吹奏楽
東京都中学校吹奏楽コンクール 金賞受賞　アンサブルコンテスト 銀賞

●将棋（26）
●英語（28）
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■教育目標

■学習指導も万全！

■通学区域

　本校は昭和22年に開校し、今年度で開校76年目を迎えます。中根住区・自由が丘住区を抱え東京工業大学が隣接する閑
静な住宅街の中の文教地区です。また、明るく元気で、礼儀正しい生徒が多く、学習熱心で、生徒会活動や部活動にも活発
に取り組んでいます。 体育館や校庭を地域住民に積極的に開放するなど、地域に根ざした学校運営を推進しています。
令和7年4月には第八中学校との統合を迎えます。 ※中学校統合については、8ページから11ページをご確認ください。

進学状況（令和２年度）

人間尊重の教育を基調として、自ら学び、考え、
よりよい生き方を実践できる生徒を育成する。

❶ 思いやり　❷ 責任感　❸ 実行力

目黒区

男子 女子 計

計

進学
全日制

国公立
私　立

定時制・通信制
その他

16
18
4
0
38

14
12
4
0
30

30
30
8
0
68

◆補習教室（放課後・土曜日）
　放課後の学習教室では、５教科（国語・数学・英語・理科・社会）の
授業の補習を中心に、曜日ごとに実施しています。また、定期考
査直前の土曜日には、３教科（国語・数学・英語）の補習も行って
います。

◆サマースクール（８月）
　日頃授業で触れることができない、プロフェッショナルな方の
貴重な話や実演を実施し、生徒に「生きる力」を培っています。

◆地域清掃（７・12・３月）
　学校全体で環境配慮活動に鋭意取り組み、環境教育・環境学習
を積極的に推進します。

　教科の学習においては基礎・基本の充実を重視し、国語・
数学・英語・社会・理科において、少人数加配教員や時間講
師、学習指導員を有効活用し、習熟度別指導、少人数指導、
ティームティーチングなど、きめ細やかな指導を行います。

月 主な行事

4

5

7

8

9
10

11
12

1

2

3

▶始業式　▶入学式　▶対面式

▶生徒総会　▶１年SC面談　▶３年修学旅行

6 ▶体育大会　▶前期中間考査　▶２年職場体験
 
▶道徳授業地区公開講座　▶１年自然宿泊体験教室
▶地域清掃　▶三者面談

▶部活動合宿　▶防災訓練　▶サマースクール　

▶前期期末考査　▶区連合体育大会

▶前期終業式　▶後期始業式　▶学習発表会

▶後期中間考査　▶持久走大会

▶三者面談　▶地域清掃　▶スキー教室

▶書き初め展　▶２年立志式

▶１年職場訪問　▶後期期末考査　▶２年校外学習

▶つり大会　▶３年社会科見学　▶三送会　
▶卒業式　▶地域清掃　▶修了式

●吹奏楽（9）
●美術（22）

【国公立】
青山・園芸・大森・大崎・蒲田・国際・駒場・小山台・桜町・産業
技術高専・新宿・世田谷総合・田園調布・東京学大附属・東工
大附属・戸山・日比谷・広尾・深沢・文京・松原・三田・目黒・八
潮・雪谷・六本木　など
【私立】
青山学院・慶應義塾・慶應義塾志木・國學院・国際基督教大
学・駒大高・駒場学園・実践学園・品川エトワール・品川翔
英・自由ヶ丘学園・成蹊・成城・正則・青稜・多摩大目黒・東京
音楽大学附属・東海大高輪台・東京・東農大一・桐蔭・豊島岡
女子・日本工業大駒場・日体荏原・日大鶴ヶ丘・日大櫻丘・日
大豊山・文教大付属・法政二・朋優学院・保善・武蔵大付属千
代田・明治学院・明大中野・目黒学院・目黒日大・早実・早大
学院　など

運動部 文化部
●陸上（21）
●男子テニス（15）
●女子テニス（22）
●サッカー（13）

●男子バスケットボール（14）
●女子バスケットボール（７）
●女子バレーボール（18）
●剣道（２）

❶指導法の工夫と改善
❷防災教育の推進
❸「オリンピック・パラリンピック教育」の推進
❹国際理解教育の推進
❺ボランティア活動への参加
❻生徒一人ひとりの体力増進
❼国際理解教育の推進
❽小・中学校の連携
❾読書活動の充実
　「サマースクール」の実施
　歯と口の健康作りの推進
10

11

目黒区立第十一中学校

目黒区立中学校の紹介

〒152-0034 目黒区緑が丘1-8-1
　　 03（3718）6506　　　　 03（3718）6301

http://www.meguro.ed.jp/meguro11/
meguro-11j@meguro.ed.jp

昭和22年  開校 校　長　田井　俊行

副校長　鴨下　幸夫

教職員数　28人電話
HP 

Mail

FAX

67人

67人

68人

202人

１年

２年

３年

２学級

２学級

２学級

生徒数合計

（令和4年5月1日現在）学級数・生徒数

44 45

主な実績（令和3年度）

生徒会長からのメッセージ

　十一中は閑静な住宅街の中にある学校です。周りには多くの緑
や東京工業大学があります。生徒の雰囲気は元気があり、多くの充
実した行事とともに日々の学習に取り組んでいます。行事では生徒
が主体になって取り組むものが多く、皆が一丸となって力を発揮し
ています。例えば体育大会では、生徒全員で応援をしたり、特に男
子のハカや女子のダンスは一体感の美しさを披露します。他にも
修学旅行や学習発表会、合唱コンクール、持久走大会といったた
いへん魅力的で思い出に残るたくさんの行事があります。
　十一中の生徒数はおよそ二百人と、他校に比べれば比較的規模
の小さい学校となっていますが、その分生徒同士、生徒と先生との
距離はとても近いのが特徴です。昼休みの過ごし方も各々で異な
り、外で遊んでいる生徒もいれば、教室で話している生徒もいます。
　友人との絆や心を鍛えたり、深めたい人は是非十一中へ来てく
ださい。

校長からのメッセージ

　本校では、生徒の皆さんの「確かな
学力の向上」と「豊かな心の育成」の
実現に向け、次の様な教育を推進し
ています。

「きめ細かな指導の徹底」
▶5教科すべてで少人数指導を導入しています。
「人間としての生き方を深める道徳」
▶全教員で道徳の授業を実施します。
「地域社会とともに育てる」
▶保護者や地域の方と協力し生徒を育てます。
　さらに、令和7年度の統合に向け、生徒・保護者・地域の
方々、そして第八中学校と協力して、取り組んでまいります。

■最近３ヵ年の主な合格校

■進学状況（令和３年度）

田井   俊行

■年間行事予定特色ある教育活動

■部活動（令和４年５月現在）※（　）内は部員数

●女子バレーボール
　目黒区中学校バレーボール夏季大会　出場
　目黒区中学校バレーボール一年生大会　出場
●男子／女子バスケットボール　
　第74回東京都中学校バスケットボール選手権大会
　目黒区予選大会　出場
　第72回東京都中学校バスケットボール新人大会
　目黒区予選大会　出場
●サッカー
　目黒区夏季選手権大会　4位　目黒区新人サッカー大会　出場
●男子テニス部
　都中学校テニス選手権第2ブロック大会　出場
●女子テニス部
　都中学校テニス選手権第2ブロック大会　出場
●吹奏楽
　演奏会実施
●陸上
　都中学生春季陸上大会　出場
●美術
　コンクール等出品

◆平町２丁目15～16番、19～23番
◆大岡山１丁目29～37番（32番を除く）
◆大岡山２丁目全域
◆緑が丘１～３丁目全域
◆自由が丘１丁目１～19番、24～31番
◆自由が丘２丁目８番～19番
◆自由が丘３丁目５～12番
◆中根２丁目全域



　本校は昭和33年に開校し、今年度、開校65年目を迎えます。周辺は、東山貝塚遺跡、国家公務員官舎が隣接する閑静な住宅地
です。生徒は「自ら学びとろう」という気持ちで、確かな伝統を受け継ぎ、学習と学校行事や部活動の文武両道に取り組んでい
ます。また海外で過ごした経験をもつ帰国生徒が多数在籍しています。
特色ある教育活動として、地域や企業で活躍している方々を講師として招き、人としての生き方を講話していただく「生き方
教室」、学校の周辺を中心に行う「落ち葉掃き清掃」、気仙沼自然宿泊体験教室での被災地見学や被災体験の講話等の防災教育
等を行っています。学校・家庭・地域社会の連携で「つよく・かしこく・あたたかい子」を育てます。

文武両道の精神をふまえ、人間性豊かな生徒を育成する。

一、心身を鍛え　実践する生徒
二、自ら進んで　学びとる生徒
三、豊かな心を持ち　協力する生徒

◆青葉台１丁目22～23番、30番
◆東山１～３丁目全域
◆大橋２丁目24番
◆上目黒１丁目16～22番
◆上目黒２丁目46～49番
◆上目黒３丁目１～３番、６～44番
◆上目黒５丁目全域

目黒区

男子 女子 計

計

進学
全日制

国公立
私　立

定時制・通信制
その他

27
44
8
1
80

34
28
1
1
64

61
72
9
2

144

地域や企業の方を学校に招き、
各学級で「人としての生き方」
について講話をいただく。

月 主な行事

4

5

7

8

9

10

11

12

1

2

3

▶始業式　▶入学式　▶対面式　
▶保護者会　▶３年区連合音楽鑑賞教室

▶生徒総会　▶保護者会　▶運動会

6 ▶前期中間考査
▶１年自然宿泊体験教室（宮城県気仙沼）　▶２年職場体験
 
▶３年修学旅行（奈良・京都）　▶セーフティ教室　
▶学校概要説明会　▶三者面談　▶補充教室
▶帰国補充教室

▶道徳授業地区公開講座　▶前期期末考査
▶生徒会役員選挙　▶区連合体育大会

▶前期終業式　▶後期始業式
▶合唱コンクール　▶２年区連合音楽会

▶後期中間考査▶いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議

▶三者面談

▶文化祭（展示）・書き初め展　▶生き方教室
▶区連合展覧会　▶１年百人一首大会　▶２年校外学習

▶新入生保護者説明会　▶後期期末考査　▶小学生体験授業

▶３年生を送る会　▶卒業式　▶修了式【国公立】
東京学芸大附属・お茶の水女子大附属・筑波大附属・
筑波大駒場・東京工業高専・東工大附属・産業技術高
専・青山・北園・国際・狛江・駒場・小山台・桜町・新宿・
杉並・世田谷総合・総合芸術・第一商業・戸山・豊多
摩・井草・西・日比谷・広尾・深沢・三田・目黒・雪谷・芦
花・松原・蒲田・園芸　など
【私立】
青山学院・郁文館・開成・学習院・関東国際・錦城・慶
應・慶応女子・國學院・國學院久我山・国士舘・ＩＣ
Ｕ・駒大高・駒場学園・桜丘・品川エトワール・品川翔
英・渋谷教育学園幕張・十文字・実践学園・城北・成城
学園・青稜・正則・世田谷学園・玉川学園・多摩大目
黒・中大杉並・桐蔭・東海大高輪・東京・東京音大付
属・農大一・日体荏原・日本工業大駒場・日大櫻丘・日
大鶴ヶ丘・日大二・日大豊山・広尾学園・文教大付属・
法政大学・法政二・朋優学院・堀越・本郷・明治学院・
明大明治・明大中野・目黒学院・立教池袋・早実・早大
学院 ・N高　など

◆開かれた学校づくり

●陸上（20）
●野球（20）
●サッカ－（15）

●ソフトテニス（29）
●水泳（6）
●バスケットボール（49）

●バレーボール（34）
●卓球（11）
●バドミントン（24）
●剣道（8）

❶生き方教室

学校周辺の落ち葉掃き清掃を行う。
❷落ち葉掃き清掃

１学年の自然宿泊体験において、被災地見学や被災体験の
講話を通した防災教育を行う。

❸気仙沼自然宿泊体験教室

運動会や区連体、生徒会行事などで応援団を組織し、全校生
徒による応援活動を行う。

❹伝統的諸活動の実施

●吹奏楽（24）
●フラワーアレンジメント（12）

伝統の一糸乱れぬ入場行進、全
校生徒が一体となる応援、競
技、学級看板作成を通じて「関
わり」を高め、心身を鍛える。

宮城県気仙沼市で被災地を見
学し、島の方々から被災体験講
話をいただき、防災教育につい
て考えを深める。

気仙沼自然宿泊体験教室

選手は練習で鍛え、一般生徒は
応援練習に励み、全校生徒の
「関わり」を力にする。

区連合体育大会
10月にパーシモンホールで合
唱コンクール、１月に教科等の
展示会を行う。一致団結し、ク
ラスの「関わり」を深め、クラス
全員で参加する。

合唱コンクール・校内展示会

つよく
かしこく
あたたかく
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目黒区立東山中学校

目黒区立中学校の紹介

〒153-0043 目黒区東山1-24-31
　　 03（3711）8794　　　　 03（3711）8896

http://www.meguro.ed.jp/meghyjhs
meguro-higashiyamaj@meguro.ed.jp

昭和33年  開校 校　長　田原　弘一 

副校長　安藤　咲織

教職員数　41人電話
HP 

Mail

FAX

121人

112人

130人

363人

１年

２年

３年

４学級

３学級

４学級

（令和4年5月1日現在）学級数・生徒数

■教育目標

■通学区域

■進学状況（令和３年度）

生徒会長からのメッセージ

　今年は校長先生がキーワードとして「change」という
言葉を挙げられました。そこで、今年度の生徒会活動方
針を「貫」としました。昨年度の行事等は継続の「貫」、コロ
ナ前の行事等はその必要性を見直し、再び取り入れるも
のは変化の「change」です。生徒が志と主体性をもって行
動することで、活気のある学校作りをしていきます。

校長からのメッセージ

　「礼に始まり礼に終わる」「元気な
挨拶が飛び交う」「違いを認め、感謝
し合い、自己を磨く」ことのできる学
校、これが東山中学校です。そして、
日本の未来を方向付ける知力・体力・
精神力を身に付け、世界中で活躍で

きる生徒の育成を目指しています。保護者・地域に支えられ
て、部活動も、勉強も、行事も、全力で頑張る生徒でいっぱい
です。

田原   弘一 

■最近３ヵ年の主な合格校

■年間行事予定特色ある教育活動

文武両道の精神を柱に『東山ブランド』に磨きをかける!!

運動会

つよく かしこく

つよく・あたたかく かしこく・あたたかく

運動部

文化部

■部活動（令和４年５月現在）※（　）内は部員数

主な実績（令和3年度）
●陸上：都中学校地域別大会西部男子1年100m5位

都中学校地域別大会西部女子1年100m１位　
都中学校陸上競技選手大会女子１年100m5位

●野球：第２ブロック大会１位・都大会出場
●サッカー：区選手権大会2位・区新人大会４位
●ソフトテニス男子：区大会団体戦２位・都大会出場
　　　　　　　　　区新人大会個人２位・団体戦１位・都大会出場
●バスケットボール男子：区大会3位
●バレーボール男子：区大会１位　●バレーボール女子：区大会4位
●バドミントン部：区新人大会女子ダブルス２位・女子団体戦２位
●卓球：区新人大会シングルス１位・団体戦1位・都大会出場　　　
●吹奏楽：都中学校吹奏楽コンクールＢ組金賞

都中学校アンサンブルコンテスト銀賞

●美術（21） ●家庭科（18） ●生物（11）
●技術工作（20） ●茶道（6）

生徒数合計



　本校は、平成18年4月に第二中・第五中・第六中の３校を統合してできた学校で、本年度、開校17年目を迎えました。
　平成20年4月に、旧第五中学校跡地に地下１階、地上３階の建物が完成しました。本校では、教科センター方式の教室配置や全教室のICT機
器整備などにより、これまでの中学校とは異なったタイプの学校運営を行います。
　本校では「自立と共生」を教育目標として、「新しい時代に必要となる資質・能力の育成を目指した教育」「社会性と国際性の育成を目指した
教育」「人権教育」「特別支援教育」などを推進しています。

■最近３ヵ年の主な合格校

■進学状況（令和３年度）

国際社会が進展する21世紀の担い手として、たくましく生き
る力を培い、互いのよさを尊重し合い、進んで社会に貢献で
きる人間の育成を図ることをねらいとして、次の教育目標を
掲げる。

目黒区

男子 女子 計

計

進学
全日制

国公立
私　立

定時制・通信制
その他

29
52
9
3
93

34
39
5
1
79

63
91
14
4

172

月 主な行事

4

5

7

8

9

10

11

12

1
2

3

▶前期始業式　▶入学式　▶対面式
▶生徒会オリエンテーション

▶生徒総会　▶修学旅行（金沢・能登：３年）　▶体育祭

6
▶前期中間考査　▶進路説明会　▶自然宿泊体験教室（１年）
▶教育相談月間　▶薬物乱用防止教室
 
▶学校説明会　▶三者面談　▶進路講話(３年)
▶避難所体験教室(２年)

▶夏の学習教室　▶TGG（東京英語村）

▶学校説明会　▶道徳授業地区公開講座
▶前期期末考査　▶生徒会役員選挙　▶区連合体育大会

▶前期終業式　▶後期始業式　▶進路説明会
▶文化祭　▶進路相談（３年）　▶区連合音楽会(２年)　

▶後期中間考査　▶人権講話

▶三者面談　▶プロに聞く会(２年)
▶いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議(１年)

▶区連合展覧会　▶職場体験(２年)　▶セーフティ教室

▶作品展　▶新入生保護者説明会　▶学年末考査

▶卒業式　▶修了式

【国公立】
東京学芸大付属・東工大附属・産業技術高専・青山・園芸・大崎・大田桜
台・大森・蒲田・工芸・国際・駒場・小山台・桜町・新宿山吹・世田谷総合・
総合工科・第一商業・千歳丘・田園調布・戸山・豊多摩・農業・晴海総合・
日比谷・広尾・深沢・三田・目黒・八潮・雪谷・六本木　など
【私立】
青山学院・関東国際・慶応・京華・國學院・國學院久我山・国士舘・駒大
高・駒場学園・品川エトワール・品川翔英・自由ヶ丘学園・淑徳巣鴨・杉
並学院・正則・青稜・専大附属・多摩大目黒・中大杉並・桐蔭・東海大高
輪台・東京・東京音大付属・東京都市大等々力・東農大一・東洋・トキワ
松学園・二松学舎・日本工業大駒場・日大櫻丘・日大鶴ヶ丘・日大豊山・
広尾学園・法政・法政二・朋優学院・明治学院・目黒学院・目黒日大・立
正・早大学院・早実・早大本庄　など

●サッカー（30）
●野球（30）
●陸上（23）

●ソフトテニス（29）
●バドミントン（57）
●バスケットボール（82）

●卓球（32）
●剣道（13）
●柔道（3）
●ダンス（48）

「自立と共生」

◆上目黒１丁目２～５番、23～26番
◆上目黒２丁目１～45番
◆上目黒３丁目４～５番
◆上目黒４丁目全域
◆中目黒１～３丁目全域
◆中目黒４丁目１～６番、11～16番
◆中目黒５丁目全域
◆中町２丁目全域
◆五本木１～３丁目全域
◆祐天寺１～２丁目全域

●吹奏楽（22）
●美術（50）
●ペーパークラフト（12）

●サイエンス（20）
●ボランティア（11）
●パソコン（36）

●英語（5）
●文芸（19）
●数検トライ（4）

◆全教科専用教室がある教科センター方式と
　ICT機器が充実した教室
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目黒区立目黒中央中学校

目黒区立中学校の紹介

〒153-0065 目黒区中町2-37-38
　　 03（3711）8394　　　　 03（3711）8287

http://www.meguro.ed.jp/meguro-chuouj/
meguro-chuouj@meguro.ed.jp

平成18年  開校 校　長　西田　友幸

副校長　小出　和正

教職員数　54人電話
HP 

Mail

FAX

207人
189人
192人
14人

602人

１年
２年
３年

６学級
５学級
５学級

生徒数合計

      特別支援学級
（しいの木学級：自閉症・情緒障害学級）

学級数・生徒数（令和4年5月1日現在）

■教育目標

■通学区域

生徒会長からのメッセージ

　目黒中央中学校の生徒は、自ら考えて行動し、お互いを支え合いな
がら学校生活を送っています。
　例えば体育祭。実行委員が中心となって生徒の心に灯をともし、体
育祭に向けての練習に励みます。全校一体となって、行進やラジオ体
操を繰り返し練習します。また、文化祭ではクラスの団結に実行委員
が全力を尽くします。合唱のコツを教え合ったり、家でも自主的に練
習したりします。想いのこもった声と、クラスのみんなに合わせたピ
アノ。感動させられる美しい歌が体育館に響き渡ります。
　これらの行事に限らず、学校生活は活気に溢れています。行事のた
びに達成感を味わえて、充実した日々を過ごすことができます。ぜひ
この目黒中央中学校でカラフルな3年間を過ごしましょう。

校長からのメッセージ

　本校では、教科センター方式と全教室
ICT機器が整備された恵まれた環境で、生
徒の活動をサポートします。今年度も各
学年に特別支援教育コーディネーターを
配置し、一人ひとりの個性をより大切に
した教育を展開しています。様々な行事、

部活動等を通して生徒全員が成長し、夢の実現を果たすために必要
な力を身に付けることができる学校です。主体性をもち、規律正し
い行動のできる上級生、そして信頼できる先生たちと一緒に、目黒
中央中の伝統を創造し、築いていきます。
　本校の教育活動は、ホームページで公開していますので、ぜひご
覧ください。

西田   友幸

◆中央町１～２丁目全域
◆碑文谷５～６丁目全域
◆鷹番１～３丁目全域

■年間行事予定特色ある教育活動

運動部

文化部

■部活動（令和４年５月現在）※（　）内は部員数

主な実績（令和元年度）
●陸上：区春季大会／男子400ｍリレー優勝
　　　  区秋季大会／男子400mリレー優勝
　　　  女子400ｍリレー準優勝　他入賞多数
●ソフトテニス：区選手権大会／女子団体優勝
　　　　　　　  目黒トーナメント優勝
●バドミントン：区春季大会／女子団体優勝、男子団体準優勝、
　　　　　　　  　　　　　　女子シングルス優勝
　　　　　　　  区夏季大会／女子団体優勝、男子団体準優勝、
　　　　　　　　　　　　　  男女シングルス優勝、
　　　　　　　　　　　　　  男子ダブルス優勝
●卓球：区春季大会／男子団体準優勝
　　　  区夏季大会／男子団体準優勝
●剣道：区秋季大会／団体優勝
●柔道：区春季大会／軽量の部優勝
●ダンス：日本中学校ダンス部選手権／全国決勝大会出場
●吹奏楽：都吹奏楽コンクール／Ｂクラス銀賞
●美術：選挙啓発ポスターコンクール／最優秀賞

金沢・能登へ― 修学旅行

自助・共助の精神を培う－避難所体験教室

感性を高める―文化祭 感性を高める― 作品展

自主性を育む― 体育祭

社会科エリア

理科室



　本校は目黒通りと山手通りの交差点に位置し、周辺には目黒不動尊や大鳥神社などがあり、活気あふれる街の中にも古い歴
史を感じさせる環境にあります。
　生徒は明るく素直で、落ち着いた環境の中で、勉強や部活動等に意欲的に取り組んでいます。学校施設についても、プールを
上乗せした重層体育館など、明るくきれいな施設を持った学校です。併設されている特別支援学級との交流は、生徒たちの心の
成長に大きな力となっています。平成27年4月より第三中学校と第四中学校との統合により大鳥中学校となりました。

人間尊重の精神を基盤とし、
国際社会で大きく羽ばたく生徒を育成する。

◆中目黒４丁目７番～10番
◆三田１～２丁目
◆目黒１～４丁目
◆下目黒１～６丁目
◆中町１丁目
◆目黒本町１丁目

目黒区

男子 女子 計

計

進学
全日制

国公立
私　立

定時制・通信制
その他

27
30
8
1
66

35
34
10
6
85

62
64
18
7
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●いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議、
　人権作文・講話等の充実 
●特別支援学級との交流及び共同学習の充実 

月 主な行事

4

5

7

8

9

10

11

12

1

2
3

▶始業式　▶入学式　▶対面式　

▶生徒総会　▶１年自然宿泊体験教室　▶３年修学旅行

▶三者面談　▶いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議

▶2年校外学習　▶連合展覧会

▶後期期末考査　▶新入生保護者説明会

▶飛翔祭（展示）　▶卒業式　▶修了式

6 ▶前期中間考査　▶２年職場体験　▶あいさつ運動
▶小学生向け授業体験 

▶飛翔祭（舞台）　▶Eキャンプ、英会話教室　
▶補修教室、三者面談

▶前期期末考査　▶道徳授業地区公開講座
▶進路を考える日　▶セーフティ教室、区連合体育大会

▶後期中間考査　▶3年グループ面接
▶３年進路面談　▶6組サッカー大会

▶3年性教育授業

▶生徒会選挙　▶運動会　▶2年連合音楽会

【国公立】
お茶の水女子大附属・東京学芸大附属・東工大附属・筑波大附
属・青山・飛鳥・井草・板橋・上野・永福・園芸・大江戸・大崎・大島
太田桜台・大森・海洋・科学技術・蒲田・工芸・光明・国際・駒場・
小山台・桜町・産業技術高専・忍岡・新宿・新宿山吹・杉並・杉並
総合・世田谷総合・総合芸術・総合工科・第一商業・竹台・千歳
丘・つばさ総合・戸山・豊多摩・田園調布・中野工業・西・日本橋・
白鷗・晴海総合・一橋・日比谷・広尾・深川・深沢・富士・府中東・
松原・三田・美原・向丘・目黒・八潮・雪谷・芦花・六郷工科　など

【私立】
青山学院・ICU・足立学園・郁文館・大森学園・蒲田女子・関東国
際・錦城学園・慶應・京華・京華商業・國學院・國學院久我山・国
士舘・駒澤大学・駒込・駒場学園・佐久長聖・品川エトワール・芝
浦工大附・下北沢成徳・自由ヶ丘学園・自由の森学園・十文字・
淑徳・淑徳巣鴨・松蔭・城西大城西・城北・昭和鉄道・女子美大付
属・巣鴨・杉並学院・成蹊・成城学園・正則・正則学園・青稜・世田
谷学園・専修大附属・大東学園・多摩大目黒・中大杉並・中大附
属・中大附属横浜・帝京・貞静学園・桐蔭・東海大相模・東海大高
輪台・東京音大付属・東京実業・東京女子学園・東京農大一・東
京立正・東洋・東洋大京北・トキワ松・都市大等々力・豊島岡女
子・二松學舎大附・日大櫻丘・日大鶴ヶ丘・日大豊山・日体大荏
原・日本学園・日本工大駒場・日本女子体育大附属二階堂・日本
大学・広尾学園・広尾学園小石川・文教大付属・法政国際・法政
二・豊南・朋優学院・保善・堀越・三田国際・明星学園・明治学院・
明大中野・目黒学院・目黒日大・目白研心・立正大立正・早稲田
本庄・早稲田大学高等学院・S高等学校・N高等学校・大原学園・
鹿島学園・さくら国際・中央高等学院・バンタン高等学院   など

◆人権教育の推進

●「いつでもどこでも英会話」の実施 
●英会話教室、Ｅ（イングリッシュ）キャンプの実施 

◆英語によるコミュニケーション能力の育成 

●実践的な職業体験、多様な職業人から学ぶ教室の充実 
●第１学年からの進路指導の充実 
●生徒会を中心とした、学校行事の運営強化

◆社会的・職業的自立に向けた資質・能力の育成 
自主

Initiative
協働

Collaborative
創造

Creative

●演劇（24）
●吹奏楽（35）
●家庭科（21）
●ボランティア（19）
●コンピューター（11）
●英語（11）
●茶道（12）
●美術（9）
●運動文化レクリエーション（16）

●バスケットボール（65）
●卓球（23）
●陸上（31）
●女子バレーボール（22）
●サッカー（21）
●水泳（29）
●バドミントン（44）
●硬式テニス（51）
●ダンス（34）
●軟式野球（8）

目黒区立大鳥中学校

目黒区立中学校の紹介

〒153-0064 目黒区下目黒3-23-18

　　 03（3714）3694　　　　 03（3714）3660

http://www.meguro.ed.jp/meotrjhs/

meguro-otorij@meguro.ed.jp

平成27年  開校 校　長　永久保　佳孝

副校長　籾井　和之

教職員数　52人
電話

HP 

Mail

FAX

162人
167人
177人
20人

526人

１年
２年
３年

５学級
５学級
５学級

生徒数合計

特別支援学級

学級数・生徒数（令和4年5月1日現在）

（　  　　　　　　　　　　　　　　　　）６組：　　知的障害学級
７組（わかたけ）：肢体不自由学級

■教育目標

■最近３ヵ年の主な合格校

■進学状況（令和３年度）

■通学区域

校長からのメッセージ

　本校は、開校８年目の学校で、区内で最
も若く勢いのある学校です。私たち教職
員一同、歴史ある旧三中、四中のよき伝統
を引き継ぎつつ、新たな伝統を築くべく、
日々教育活動に邁進しております。人生
の基礎となる中学校三年間に、「人として

もつべき心の規範」、そして、「人が人としてあり続けるための心」を
育ませることに力を入れて取り組んでおります。また、近年のグ
ローバル化の進展に対応して、Eキャンプをはじめ「いつでもどこで
もEnglish Splash」をモットーに区内屈指の英語教育を推し進めて
おります。

永久保　佳孝

生徒会長からのメッセージ

　大鳥中学校は、自分が興味のあることに挑戦して探求で
きる学校です。
Let’s  enjoy our school life in Otori Junior High School !

■年間行事予定特色ある教育活動

運動部 文化部

■部活動（令和４年５月現在）※（　）内は部員数

八ヶ岳自然宿泊体験教室（６月）

落ち葉はき 飛翔祭（10月）

Eキャンプ（7月）

50 51



52 53

memo中学校の標準服
各学校で写真のとおり２～３タイプを用意しており、どちらでも選択できます。
また、全校でスカート以外にスラックスを選ぶこともできます。
写真は冬服で、６月から９月までの夏期は夏用の標準服に替わります。

第一中学校 第七中学校 第八中学校

第九中学校 第十中学校 第十一中学校

東山中学校 目黒中央中学校 大鳥中学校


