
学校説明会
次第
１ 校長挨拶
２ 本校の教育内容

学校行事について
３ 中学校生活について

東京都板橋区立赤塚第三中学校

令和２年９月１２日（土）



１ 学校の教育目標
○ 自主 向上心を持ち自主的に行動する生徒
○ 誠実 誠実で思いやりのある生徒
○ 健康 生命を尊び心身共に健康な生徒

（１）目指す学校の姿
①未来を自律して生き抜くための確かな力を育む学校
②共生社会で役割を果たすための豊かな人間性を育む学校
③一人一人の可能性を伸ばすための安心・安全・信頼を育む学校

（２）目指す生徒の姿
①心身とも健康で、自ら学び、考え、判断し、行動する生徒［自律］
②違いを理解し、他者とともにより良く生きる生徒［共生］
③豊かな発想をもち、課題解決に向けて創意工夫する生徒［創造］

（３）目指す教師の姿
①生徒の良さを発見する眼、受け止める心、語り合える言葉を大切にする教師
②互いの指導力を磨き合い、互いの健康と心を大切に協働する教師
③教育施策や社会の変化等を受け止め、誠実に対応する教師

今年度の重点目標
「自分を見つめ、相手を認め、互いのより良い関係を築き、ともに成長すること」
①道徳性の涵養
②確かな学力の定着・向上
③内省力の向上
④自己肯定感の高揚

2 教育課程（中学校は50分授業が基本です）
本校の教育課程は、各教科の学習の時間をはじめ、道徳、特別活動、総合的な学習の

時間など次のように取り組んでいます。 【令和元年度年間授業時数】

国語 社会 数学 理科 英語 音楽 美術 保体 技家 道徳 特別活動 総合 総計

7年 140 105 140 105 140 45 45 105 70 35 35 50 1015
(4) (3) (4) (3) (4) (1.3) (1.3) (3) (2) (1) (1) (1.4) (29)

8年 140 105 105 140 140 35 35 105 70 35 35 70 1015
(4) (3) (3) (4) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (29)

9年 105 140 140 140 140 35 35 105 35 35 35 70 1015
(3) (4) (4) (4) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (29)

＊数学は、8･9年生で少人数授業を実施
＊（ ）内の数字は週単位の実施時間 ＊土曜授業は例年、年８回実施

３ 生徒数と学級数 【令和２年９月現在の生徒数・学級数】
本校は、生徒数７０３名の大規模校です。 ７年 ８年 ９年 計

生徒達は生徒会活動や行事、部活動に大変 男子 14１ 114 114 369
熱心に取り組み、学校全体が活気に満ちあ 女子 12２ 107 105 33４
ふれています。 計 26３ 221 219 70３

学級数 ７ 6 6 1９

生徒が主体の
魅力ある学校



４ 学校行事等について（映像資料）
例年、７年生では校外学習と職場体験、8年生では校外学習とスキー教室、９年生では

修学旅行があります。全体的にどの授業も落ち着いて受けています。

５ 部活動について
・必修ではありませんが、全員がいずれかの部に入って活動するよう勧めています。
・入部すると、原則として一年間は転部できません。仮入部期間（例年は4月）を設けて
おり、よく考えて入部できるよう配慮しています。活動時間は18時まで、18時30分
が最終下校時刻です。今年度は区の方針に従い、制限を設けながら活動しています。

運 動 部 文 化 部
剣道 ソフトテニス サッカー 野球
女子バレーボール バスケットボール 生活 吹奏楽 演劇 技術
バドミントン 卓球 柔道 陸上 文芸 美術 科学 英語

ランニングサークル

令和元年度までの主な部活動大会記録
＊総体＝板橋区総合体育大会

剣道部 男子団体 春季・夏季都大会出場
女子団体 ブロック大会３位、春季・夏季都大会出場
女子個人 夏季都大会出場

ソフトテニス部 団体：男子夏期研修大会優勝 女子春季、夏季大会準優勝、都大会出場
女子ブロック大会・夏季大会女子準優勝都大会出場

個人：男子区民大会優勝
サッカー部 令和元年度新人戦大会板橋区準優勝・ブロック大会出場

令和元年度夏季大会・総体板橋区優勝、ブロック大会出場・都大会出場
野球部 28年度夏季大会・総体優勝・都大会３位 南関東大会進出

29年度春季大会３位 夏季大会・総体２位 ブロック大会準優勝
令和元年度第４ブロック春季大会優勝、都大会出場

女子バレーボール部 新人大会、春季大会、夏季大会、総体参加

バスケットボール部 男子：新人戦２位・都大会出場、区民大会２位、
春季大会３位・ブロック大会出場、夏季大会３位、

女子：新人大会３位、区民大会３位、春季大会優勝・ブロック大会３位
夏季大会･総体２位・都大会出場

バドミントン部 団体：新人大会男子シングルス３位、ブロック大会出場、新人大会男子
優勝、新人大会男子ダブルス３位、春季大会女子ダブルス５位

個人：春季大会男子シングルス３位、ブロック大会出場、区民大会男子
ダブルス３位、研修大会シングルス準優勝

卓球部 団体：総体 男子ベスト８ 女子優勝
個人：総体 男子優勝 女子３位

柔道部 R元年度：夏季ブロック大会・総体都大会
男子団体３位、男子個人５0Kg級優勝、60kg級準優勝
女子個人48kg級準優勝
夏季大会・総体都大会男子個人60kg級５位
ブロック学年別大会 男子個人２年軽量級優勝

陸上部 地域別大会出場、板橋区連合陸上大会出場、１年走幅跳２位
ランニングサークル
吹奏楽部 東京都中学校吹奏楽コンクールＡ組金賞(10年連続)、東京都吹奏楽コンク

ール金賞(５年連続)、全日本マーチングコンテスト予選東京都大会金賞(8
年連続)、第31回全日本マーチングコンテスト金賞(2年連続)、第32回全
日本マーチングコンテスト金賞(3年連続・出場5回)

美術部 歯口の健康に関するポスターコンクール、世界児童画展
バス停での禁煙キャンペーンポスター

文芸部 作家「小林深雪さん」をお招きして座談会実施（赤塚図書館にて）

生活部 保育園でのボランティア活動 調理実習 作品制作



演劇部 校内公演が年4回（新入生歓迎公演・夏公演・文化祭公演・卒業公演）
他校との合同練習参加(夏期休業中)

技術部 木材加工、金属加工、プログラミングによる作品の制作

科学部 科学技術館での見学、学習

英語部 英会話、スピーチかリサーチ 板橋区英語のつどい(11月) 文化祭で発表
プレゼンテーション

連合陸上大会 男子８位 女子７位 /2２校中
《区総合体育大会》 優秀校(総合優秀校)１０年連続受賞

６ 学校選択の今後の流れ （板橋区教育委員会ホームページから）

令和３年度４月入学の入学予定校変更希望制スケジュール

•新入学案内冊子の配付：令和２年9月１日（月）
※区立小学校に通学している方は、学校を通じて配付。その他の方には郵送。

•入学予定校変更希望の申請受付締切：令和２年9月30日（水）
※9月29日消印有効

•抽選の実施：令和２年11月９日（月）

•再希望受付日：令和２年12月１日（火）

•入学通知書の発送：令和３年1月４日（月）

•抽選の補欠登録期間終了：令和３年2月2２日（月）

手続きについて詳細は令和２年9月１日（月）に配布された「新入学に関する御案内」
を御覧ください。
また、手続きに関してご不明な点につきましては
板橋区教育委員会学務課学事係（3579-2611）へお問い合わせください。

７ 本校に入学されるお子様の保護者説明会
（１）令和３年２月中旬に、１時間程度で実施する予定です。入学までの準備、生活や服

装のきまり、本校標準服、体育着の購入方法や給食費などの納入方法等について、
具体的に説明いたします。詳細は決定し次第、学校ホームページ等でお知らせいた
します。

（２）本校への入学希望者が多く、抽選が実施された場合、上記説明会後に入学が決定さ
れる方もいらっしゃることが想定されます。対象の方々への説明に関しては、個別
に対応させていただく予定です。

赤塚第三中学校に関するお問い合わせは、下記担当までお願いいたします。

【お問い合わせ先】

東京都板橋区立赤塚第三中学校
副校長 秋庭 加惠手
電 話 3930-3535


