
学校説明会
～中学校って、どんなところ？～

三鷹の森学園 三鷹市立第三中学校



三鷹の森学園

学園長 宮城 洋之

(第三中学校校長)

中学生になったら・・・



１年生から受験の話が出てくる。親も３年
後を見据えて勉強していかないと…

生活のしかたが違う。部活
中心の毎日にびっくり。

中学１年生の保護者に聞く ～「小学校と中学校のギャップ」～

（「お子さまに関するアンケート」（株）マクロミル）

学校にいる時間がずっと
長くなり、帰宅時間が
大幅に遅くなった。

休日も部活などで家に
いないことが多いのに

驚いた。

小学校ではなにかと先生のお
膳立てがあったが、中学校で
は自分の力でやらなければ

何事も進まない

小学校では、勉強しなくても点
数が取れていたのに、中学校で
は、５０点がなかなか取れなく

なった。

責任ある個人として扱
われるので、本人の気
持ちのもち方に急速な
変化を感じた。



就きたい職業ベスト１０ 《男子》
（第３２回「大人になったらなりたいもの」調査結果 2021年3月 第一生命）

（対象：小学校3年生から6年生） （対象：中学校１年生から３年生）

将来の夢や考え方が少しずつ現実的
になってきます。



就きたい職業ベスト１０ 《女子》
（第３２回「大人になったらなりたいもの」調査結果 2021年3月 第一生命）

（対象：小学校3年生から6年生） （対象：中学校１年生から３年生）

将来の夢や考え方が少しずつ現実的になってきます。
興味の幅も広がってきます。



「親子関係」に対する意識は？
（平成25年度小学生・中学生の意識に関する調査 平成26年7月 内閣府）

Ｑ 家族で買い物や食事に出かけることはありますか？

（小学生：小学校４年生から6年生） （中学生：中学校１年生から３年生）



「親子関係」に対する意識は？
（平成25年度小学生・中学生の意識に関する調査 平成26年7月 内閣府）

Ｑ お母さんは、自分の気持ちをわかってくれる

（小学生：小学校４年生から6年生） （中学生：中学校１年生から３年生）



「親子関係」に対する意識は？
（平成25年度小学生・中学生の意識に関する調査 平成26年7月 内閣府）

Ｑ お母さんに反発を感じる

（小学生：小学校４年生から6年生） （中学生：中学校１年生から３年生）



「親子関係」に対する意識は？
（平成25年度小学生・中学生の意識に関する調査 平成26年7月 内閣府）

Ｑ お母さんは、頼りになる

（小学生：小学校４年生から6年生） （中学生：中学校１年生から３年生）

反発を感じることはあっても
頼りにしています



「親子関係」に対する意識は？
（平成25年度小学生・中学生の意識に関する調査 平成26年7月 内閣府）

Ｑ 家族で社会の出来事について話すことはありますか？

（小学生：小学校４年生から6年生） （中学生：中学校１年生から３年生）



中学生になると・・・

◆ 小学生よりも「家族の時間」が少なくなります

◆ 親子の会話が減ります

１２歳・男子 １４９．１㎝
１２歳・女子 １４９．６㎝

１５歳・男子 １６７．１㎝
１５歳・女子 １５７．１㎝

◆ 「親」よりも「友達」を優先するようになります

◆ ちょっとしたことで真剣に悩みます

◆ 考え方や関心が大人に近づいてきます

◆ 大きくなります

中学生は、大人になるための準備期間です



三鷹の森学園の教育目標

(旧) めざす児童・生徒像

ア 自ら考え、正しく判断し、主体的に
行動できる人

イ 目標に向かって学び続ける意欲の
ある人

ウ 自分の生き方に誇りをもち、自己実
現を図る人

エ さまざまな人と適切なコミュニケー
ションをとることのできる人

オ 社会や人のために積極的に貢献で
きる人

(新) 育成を目指す資質・能力

ア 社会の変化に対応し、自ら学び、知識・技
能等を主体的に更新する力

イ 自ら問題を発見し、筋道立てて考えたり、
試行錯誤したりしながら問題を解決する力

ウ 多様な人々との対話や協働を通じて、新
たな価値やよりよい社会を創造していく力

エ 困難な場面に直面しても、ねばり強くかつ
柔軟な発想で人生を切り拓いていく力

三鷹の森学園では、将来にわたって「生きる力」を育成するために、開園10年を機に
教育目標を改訂しました。



自ら課題を見出し、
その解決に向けて他者と協働して考え、判断し、
行動することができる力

本校の教育目標と重点

社会の変化に主体的に対応し、豊かな心をもち、心
身ともに健全でたくましく生きる力を育成する。

○人を大切に ○時間を大切に 〇物を大切に

「人を大切に」を重点目標とし、社会の中で人とかかわりながら主体
的・創造的に生きるために必要な資質・能力の育成をめざしています。

学園の教育目標を踏まえ、三鷹の森学園の最後の３年間は、社会人として通用する
資質・能力をはぐくむことに重点を置いています。



本校の教育目標と重点

自ら課題を見出し、

その解決に向けて他者と協働して考え、判断し、

行動することができる力

学習指導

生活指導

進路指導

学校行事

体力向上

家庭教育

地域の支援

様々な活動を通して目指す力を育成します。ご家庭の協力も必要です。



小・中交流活動 ～児童会・生徒会交流～

児童会と生徒会代表による合同会議

平成30年度
「あいさつのある学園づくり」
令和元年度
「開園10周年の集会で交流を深める」
令和３年度
「あいさつ運動を進めるために」

小・中一貫校の強みは、小中学生の交流を通して責任感や自己有用感を育むこと
ができることです。



小・中交流活動 ～体験入学・部活動体験～

小学生の「体験入学」 「部活体験」

○ 体験入学は見合わせ
○ 部活動体験は2月4日(金)予定

小・中一貫校の強みは、小中学生の交流を通して責任感や自己有用感を育むこと
ができることです。



地域貢献・ボランティア活動

小学校学習補助 避難所訓練

はなかいどうまつり 地域防災訓練

地域の公立学校としての強みは、地域に根差した様々な体験・学びの機会が
あることです。



地域人財の活用

職業人の話を聞く会 高校生による学習補助

職場体験 防災講演会・防災訓練

そして、地域にある豊富な教育資源（人財・環境・機会・情報……）を活用できる
ことです。「地域の中で学び、育つ」 それが三鷹の森学園の教育です。



生徒会 会長・ 副会長

第三中学校を紹介します











生活指導主任 柳内 嘉

中学校の生活について



生活指導の合言葉

し
て
み
せ
て

と
も
に
し
て
み
て

さ
せ
て
み
る

主体的な活動を促し、計画的に生徒を鍛え、育て
る指導を推進する。



生活指導の合言葉

受容・共感



イマドキの中学生の一日は・・・

６時３０分 起床。朝食。健康チェック。
８時００分 学校着。手洗い。
８時４５分 授業がスタート。５０分授業です。

中学校の休み時間は１０分間。
小学校のような「中休み」はありません。

１２時３５分 給食。小学校より量が増えます。
配膳開始から「ごちそうさま」まで２０～２５分!

１３時３０分 午後の授業スタート。水曜以外は６時間。
１６時００分 部活動開始
１８時００分 部活動終了
１８時３０分 帰宅。夕食。
１９時００分 今日は塾がある日。塾に向かいます。
２１時００分 塾終了。テスト前だと１時間延長も・・・
２１時３０分 帰宅してほっと一息。
２２時００分 宿題
２３時００分 就寝

平日は

・・・・・・・・あくまでも、一例です



イマドキの中学生の一日は・・・

６時３０分 起床。朝食。今日は部活動の大会です。

７時３０分 ジャージ姿で駅集合。

８時３０分 会場校に到着。試合まで審判の仕事。

１０時００分 試合開始。いよいよ自分の出番。

１２時００分 体育館の通路でみんなと一緒にお弁当。

１４時００分 午後の試合は応援に回ります。

１６時００分 駅で解散。

１６時３０分 帰宅。夕食まではのんびりと・・・

１９時００分 夕食。やっと家族と過ごせます。

２１時００分 宿題にとりかかります。

２２時００分 就寝

休日は

・・・・・・・・あくまでも、一例です



生徒が活躍する主体的な活動

合唱コンクール 生徒会活動

部活動 運動会



教務主任 五明 佑也

中学校のカリキュラムについて



中学校の２大行事といえば・・

運動会
（６月頃）

合唱コンクール
（１０月頃）

これを年間行事に位置づけて、一年間
のスケジュールを作っています



①年間行事（３年度 三中）

 １学期（６月頃）・・・運動会

 ２学期（１０月頃）・・合唱コンクール（今年度は３月へ移動）

その他、地域と連携した様々な学校行事もあります

 「熱中症予防講演会」「薬物乱用＆犯罪防止教室」

「あいさつ運動」「花いっぱい運動」「オリパラ教室等」

そして、

定期テスト（年５回）・・１学期２回、２学期２回、３学期１回

第三中学校ホームページでご覧になれます



三中をもっとよく知るために

合唱コンクール

⇒今年度は、令和４年３月三中体育館で実施予定

入学説明会

日時 令和４年 ２月 ４日（金） １４：００（予定）

場所 三中 体育館

校内の見学は随時受け付けています。

お気軽に副校長までご連絡ください。



きめ細かい教科指導をしていくために

 『学習の手引き』の配布（４月）

⇒教科ごとの授業の心構えや家庭学習の

仕方や定期テストに向けた勉強の仕方を

冊子にして配布します。

 『定期考査ガイド』の配布（定期テストごと）

⇒定期テストに向けて学び方が学べるよ

う各教科で配布します。



②進路について（イメージ図）

進路指導（キャリア教育）

進学指導

こちらを
イメージ
しがちで
すが

中学校で
は、生徒
の将来を
見据えて
指導して
います



②進路について（各学年の取り組み）

 １学年・・『職業を意識する』

⇒職業人の話を聞く会

 ２学年・・『上級学校の校種・学科を知る』
⇒職場体験

 ３学年・・『卒業後の進路選択・進学に関する指導』

⇒くわしい上級学校選択

⇒面接練習 等

＊ １０月１８日(月)に第２回進路説明会があります。

今回は中３の保護者向けに入試制度や手続きに関する

説明を行います。



上級生から学ぶ進路学習

職場体験を終えた２年生から１年生へ

職場体験発表会

受験を終えた３年生から２年生へ

進路体験を聞く会



進路だより（三中ホームページで公開中）

記事（例）

・ 「検定」は受験に有利?

・ 学校説明会・見学会へ行こう!

・ あとで「しまった」!と後悔しないために
今から確認しておきたいこと
学習編 ・ 生活編

・ 進路情報を積極的に入手しよう!



教育支援学級主任 荻本 恒也

教育支援学級から



支援学級について

Ｉ組（知的）

学級の教育目標から
一人ひとりが主体的に生きる人間の育成をめざす

学ぶ楽しさを知り、生涯学び続けていけるように

・少人数で学習、自分の課題に

取り組んでいます。

・学級独自の時間割、

行事があります。



・Ａ～Ｅ組と行事や委員会等で共に活動します。

・生徒の課題によっては、授業でも共に学びます。

支援学級について



中学校から

小学生の保護者の皆さんに

お願いしたいこと

中学校進学までに



中学校進学までに

１ 目標や夢、やりたいことを見つけさせてください。

４ 自分で決めて自分で守ることで責任をもたせてください。

３ 親子・家族の会話を大切にしてください。

５ スマホは家庭のルールを決めてから。

２ 自分のことは自分でやる習慣を付けてください。

ぜひ第三中学校へどうぞ！



三鷹の森学園 三鷹市立第三中学校

入学式の頃には
桜のトンネルに
なっています

学校説明会
～中学校って、どんなところ～


