
卒業を間近にひかえた時期
に、３年生が後輩に向けて、
中学校生活で学んだことや
思い出などを伝えます。

中学校の近くにある 池上自
動車教習所をお借りして、
自転車の乗り方についての
実技指導を実施します。

一中ソーランや応援団など、縦割
り集団の競技では、３年生を中心
に、生徒主体で協力しながら練習
に取り組みます。

合唱練習の中の聴き合う会では
縦割りのクラスで互いに合唱を
聴き合います。後輩に手本を示
し、みんなで力を高め合います。

カサゴ稚魚放流体験

第1学年：環境教育 第2学年：キャリア教育 第3学年：国際理解教育

全校での取り組み・特色ある取り組み

国際交流学習職場体験事前事後学習

自転車教室 全校道徳運動会 音楽祭

「自然保護の大切さを学んでほしい」と
遊漁船協同組合から提供された愛知県産
のカサゴの稚魚２万５千匹を東京湾の羽
田空港沖に放流します。魚も住めないほ
ど汚染されていた海が、今ではカサゴが
大きく育つ漁場になっているなど、貴重
な話をお伺いします。

学年テーマ「生き方」について考える中心
となるのが“職場体験”です。事前学習で
は、職業調べやマナー講習を行い、社会人
としてのマナーを学びます。事後学習では、
学習新聞を作成し、将来の生き方について
考えます。体験を通して学んだことを、進
路選択に生かしていきます。

国際社会の中で生きる力を育むため、留
学生をはじめ海外の方々をお招きして交
流会を行います。言語や食文化、伝統芸
能などの相違点について学ぶだけでなく、
国際的に開かれた社会の中で生きていく
ために、私たちに必要な知識や行動など
についても考えを深めます。



生活指導の充実

・基本的生活習慣や規範意識の向上
・自他の生命を大切にする心の育成
・特別支援教室やスクールカウン
セラーとの連携した相談体制
・あいさつ運動

・・・・・・・・大森東中学校・・・・・・
教育目標： 進んで学び 人と街と自然を愛し たくましく さわやかにいきる

濱端合唱祭

濱端体育祭
基礎学力の定着

・数学、英語の少人数授業
・放課後補習教室
・朝読書
・計算コンテスト
・漢字コンテスト
・スペリングコンテスト
・家庭学習シート、学習テキスト

キャリア教育の充実

・職業調べ
・職場体験
・上級学校訪問
・進路指導
・高校の先生の話を聞く会

マラソン大会

本校の入場行進は、『地域の方が行進を見に
来る』ほど整然とした入場行進を行います。各学
年の団結力は必見です。直線80メートル走は迫
力満点! ３年の男女ムカデ、 ２年男子のへビの
皮むき、女子の台風の目、１年の激流下リ・清流
下リ! 昔からの伝統を大切にしています。特別
支援学級『５組』も、全員リレー、学年種目に参加
し、東中生全員が一致団結します！チーム東を
ぜひご覧ください。

東中の伝統行事のーつである合唱祭。『歌ったぶ
んだけ絆が深まる！僕らの歌声響かせろ！ 』のス
ローガンのもと、クラスで課題曲と自由曲の２曲の
混声合唱に取り組みます。２週間前になると放課後
クラス練習が始まり、校舎に歌声が響きわたります。
どのクラスも金賞目指して歌声だけでなく、心を合
わせて練習し、その成果を本番で発揮し、互いの
ハーモニーを聴き合える、そんな東中の合唱祭は
感動的です。今年も、特別支援学級『５組』も含めた
１～3年生がひとつになる・・・そんな瞬間が見られ
そうです！

六郷土手にて、女子2.5ｋｍ 男子5.0ｋｍのマラソ
ンを行います。３年、２年、１年の順番に、先輩の背
中を追いかけながら全校生徒が走ります。完走後
の達成感はひとしおです。

計算コンテスト表彰の様子

生徒総会の様子

職場体験の様子



小中一貫
・小中合同清掃
・合唱交流
・小学生部活動体験・授業体験
・小学生への絵本読み聞かせ

確かな学力の育成
・数学、英語の少人数授業
・週５講座の放課後補習
・年６回の土曜補習授業
・英語検定、漢字検定、
数学検定対策
・朝読書や「読書週間」
「読書コンクール」

学校行事
・生徒総会
・合唱コンクール
（於：本校体育館）

・運動会
・国際理解教育
・新聞教育
・ものづくり

生活指導の充実
・基本的生活習慣や規範意識の向上
・朝のあいさつ運動
・スクールカウンセラーやサポートルームとの
連携した相談体制
・「思いやり」の地域交流オアシス運動

生徒会活動
・「いじめ」撲滅宣言（H25年度より）
・地域ボランティア清掃（令和元年度）
（毎週金曜日）
・校内美化宣言「輝く校舎 輝く笑顔」
美化デー

・生徒会新聞「O2times」発行
・ペットボトルキャップ回収
・ＳＮＳ二中ルール

令和４年度

読み聞かせ
（令和元年度）

思いやりプロジェクト
地域清掃

授業風景授業風景（理科）

職業人講話

合同体育発表会

合唱コンクール
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大森第八中学校

居心地のよい学校
どのクラスも笑顔が一杯。心地よい学校を目指します。

上級生がお手本となる学校
活発な生徒会活動が、先輩から後輩へ受け継がれます。

生徒が活躍する学校
生徒主役の行事。一人一人に、出番があります。

文武両道の学校
もちろん、勉強もがんばります。



教育目標

健全な心身を育てる

進んで学ぶ態度を育てる

豊かな心情を育てる

馬込中学校



体育祭の様子
改修された校庭で、元気に競技することができま
した。

いのちの講演会の様子
講師の先生をお招きし、リモート形式で各教室で
実施しました。

アルミ缶回収運動

エンジョイ馬東（学校支援地域本部 ）

保護者や地域の方と連携をとって教育活動に取り組んで
います。（グリーンカーテン・草花の手入れ等の環境美化活
動、茶道体験、学習教室、部活動等）

生徒会主催の活
動で令和４年度で３
１周年。毎月1回、
土曜日にアルミ缶を
回収しています。収
益金は福祉施設等
に寄付しています。

＊現在、感染症対策の
ため学期に１度の実施
としています

茶道体験

大田区立馬込東中学校の教育活動



・生きる力の育成（思考力、判断力、表現力の育成）
・楽しい授業・わかる授業（基礎・基本の定着）
・生徒の可能性を伸ばす学校（学校行事・生徒会の充実）

・夢と希望に満ちた学校（自己実現・キャリア教育の充実）
・特色ある教育（あいさつ運動、体験・部活動の推進）
・開かれた学校（家庭・地域・関係機関・近隣校との連携）

▲体育祭 ～波～ ▲若木祭 ～合唱部門～

▲スピーキングテスト ▲２学年職場体験

▼生徒会活動▼ICT活用▼１学年移動教室



恵まれた環境を生かし 自主的で品の良い

健康的な 努力を惜しまない生徒を育てる
学校経営の基本方針

１ 安全に対する意識を高める学校づくり

２ 健康増進の実践力を培う学校づくり

３ 確かな学力の定着と向上を図る学校づくり

４ 豊かな社会性と人間性を育む学校づくり

５ 生徒一人一人の夢を育む学校づくり

準備期間から、実行委員の生徒が主体となって取り組んでいます。
○運動会･･･個人・全校・学年・体育科の種目など全校生徒が一生懸命に取り組みます。
○清陵祭･･･合唱コンクール・部活動等の発表による舞台部門（10月）、教科等で製作し

た作品を展示する展示部門（１月）があります。

「親父の会」主催の校内ペンキ塗り・地域清掃・ガーデンパーティ・校内落ち葉掃き清

掃などの様々なボランティア活動に本校生徒が積極的に参加しています。

○福 祉･･･調べ学習・障がいのある方々による講演会・障がい者体験

○国際理解･･･外国の方をお招きし、母国の社会状況や文化について生の
声をお聞きしています。

○修学旅行・社会科見学・移動教室に関する取組等
新聞・ポスター作成等の調べ学習だけでなく、スピーチなどの発表活動や講

演会・体験活動などの体験的・実践的な活動を積極的に取り入れています。

生徒が責任をもって日頃から意欲的に取り組み、活動しています。
生徒会新聞「久遠の星」を定期的に発行しています。
生徒朝礼では、各専門委員長が原稿なしで活動報告を行っています。

学校防災拠点として、３つの町会と連携し非常時に備えた活動を行っています。毎年、

第２学年の生徒と教職員が、避難所運営訓練に参加・協力しています。

生徒・保護者・教員による朝の挨拶活動はもちろん、廊下等ですれ違う時の「おはよう

ございます。」「こんにちは。」といった自然な挨拶を学校全体で大切にしています。

在校生・卒業生からも「四中のいいところは、挨拶だと思います。」という意見が多数挙

がるほどです。

親父の会 校内ペンキ塗り

チャイム発祥の学校

校内のタヌキ（時々出没）

運動会
令和３年度は学年ごとに開催

教育目標

ユネスコスクール加盟認定校

チャイム発祥の学校として、平成29年にNHK「チコちゃんに叱られる！」で紹介されました。

また、池上本門寺に隣接する本校は、多くの動植物に囲まれています。校内には野生のタ

ヌキが生息し、令和元年度にはNHK「ダーウィンが来た！」で放映されました。

学校には、感動がある！



大森第三中学校

教育目標
1 人権尊重の精神と態度を育てる
2 豊かな情操と健康な心身を育てる
3 自主性を伸ばし創造性を育てる
4 自ら進んで学ぶ態度を育てる

学校防災訓練
・地域社会や関連機関と連携・協
力して、中学生が災害発生時に
できることを訓練を通して、学ん
でいます。

生徒が作る学校行事
5月運動会
9月修学旅行
10月移動教室

10月学芸発表会(合唱)

令和４年度大田区コミュニティスクール指定

ＪＲＣ加盟校
・青少年赤十字加盟校として赤十
字の理念に基づいてボランティ
ア活動を行っています。

・気付き・考え・行動する

活発な部活動
・２０２２年現在、校内では
１９の部が活動しています。

(運動部９､文化部１０)



大田区立東調布中学校
修学信条

自
主
自
立

調布の丘に

運動会
東嶺祭

活気ある16の部活動

日本文化の継承

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア地域に連携した

ＪＲＣ活動

こだまする応援こだまする応援

第23回関東チアリーディング
選手権大会 チアフルダンス
演技競技 中学校の部 準優勝

集団行動を通して
自己有用感を育む

修学旅行


