
運動系、文化系合わせて１５の部活動があり、全校の９割以上の生徒が加入しています。どの部も先輩と後輩の仲が良く、とても

熱心に活動に取り組み、楽しく充実した雰囲気の中で、技術や個性を伸ばしています。

本校は、区立中学校の中でも有数の広さを誇る体育館と土の校庭、柔道と剣道が同時に活動できる武道場と施設に恵まれてお

り、特に運動部は思い切り活動に励むことができます。

「継続は力なり！」 「努力は必ず報われる！」

生徒も保護者も「通ってよかった」と

実感できる学校を目指して！

○ 安心・安全な環境と生徒の協力・信頼・団結で 創り上げる「活力みなぎる学校づくり」

「生徒」にとって九中は・・・

○ 目標をもって行動できる

○ 自分が生かせる、伸びる

○ 授業がよく分かる、楽しい

○ 認め、支えてくれて

高め合える仲間がいる

「保護者」にとって九中は・・・

○ 生徒を安心して

任せることができる

○ 生徒の多様な力を

伸ばしてくれる

○ 親身になって

相談に乗ってくれる

「地域」にとって九中は・・・

○ 地域の担い手である

生徒をよく育ててくれる

○ 地域によく耳を傾け、

協力してくれる

○ 多様な取組で地域を

活性化してくれる

文京区立第九中学校

～ 何事にもひたむきに取り組む九中生！ ～

【学校教育目標】

自ら正しく判断して実践する

人間性豊かな生徒の育成

○ 自分で考え道をきりひらく人

○ 責任を重んじ思いやりの深い人

○ 心身を鍛えたくましく生き抜く人

 

○ 「自主・自律」から「自主・自立」、そして「自主・創造」へと

互いに認め合い、支え合い、高め合う「かけがえのない仲間づくり」

○ 常に優しさと思いやりの心をもち「一人一人の個性を尊重することができる学校づくり」



＜主な講師の方々＞

【平成26年度】
 ○体　操　　新竹　優子　さん
 ○パラトライアスロン
 　　　　　　古畑　俊男　さん
 ○能楽師　　鵜沢　　光　さん
 
【平成27年度】
 ○バレーボール
 　　　　　　杉山　祥子　さん
 ○視覚障害者マラソン
 　　　　　　高橋　勇市　さん
 ○能楽師　　鵜沢　　光　さん

【平成28年度】
 ○水　泳　　中村　礼子　さん
 ○車いすテニス
 　　　　　　大前千代子　さん
 ○狂言師　　和泉　元彌　さん

【平成29年度】
 ○太鼓芸能集団　鼓童の皆さん
 ○チアリーディング
 　石田　真紀　さん＆チーム・
 　　　インフィニティの皆さん
 ○日本体育大学教授
 　　　　　　後藤　　彰　さん

【平成30年度】（予定）
 〇筑波大学名誉教授
 　　　　　　江上いずみ　さん
 〇視覚障害者柔道
 　　　　　　初瀬　勇輔　さん
 〇能楽師　　鵜澤　　光　さん

　※　平成２６～２８年度の３年間の実績です。

早朝の体育的活動「RUNRUN（ランラン）倶楽部」 日本体育大学と連携した保健体育授業の充実

 開　校　　　昭和２２年４月１日

 校　長　　　小椋　孝

 教職員数　　計５０人

 所在地　　　本駒込３－２８－９

 電　話　　　０３－３８２１－７１７８

 ＦＡＸ　　　０３－５６８５－４９５５

 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　daikyu.jh@bunkyo-tky.ed.jp

 HPｱﾄﾞﾚｽ   http://www.bunkyo-tky.ed.jp/daikyu-jh/

・　本校では、全学年を通じて数学・英語の授業を少人数指導で、また理科・保健体育の授業をティームティーチ

　ングで行っています。１週間の授業のほぼ半分の授業を複数の教員体制で行い、きめ細やかな指導を推進するこ

　とで、個に応じた「確かな学び」の実現に努めています。

・　漢字・計算・スペリング･時事問題などのコンテストを計画的に実施し、目的と意欲をもって基礎的・基本的な

　知識・技能の習得に取り組む姿勢を組織的に育んでいます。

・　全校一斉の読書活動の設定や、学校図書館支援員との協働による図書館機能の充実・強化を図ることにより、

　読書活動への意欲及び読解力の伸長を図っています。

・　水曜日放課後を中心に漢字検定・英語検定・数学検定受検ための「検定学

　習会」を年２６回開催し、資格所得を奨励しています。参加者は意欲的に取

　り組み、高い合格率を誇っています。

・　月・木曜日の放課後に「九中学習相談室・自習室」を年５０回開催し、東

　大生や理科大生のサポートを受けながら各自の課題に応じて自主的に学習に

　取り組み、学習習慣の定着を図っています。

【国公立】 青井 青山 赤羽商業 浅草 飛鳥 足立新田 足立西 荒川商業 井草 板橋 上野 王子総合 王
子特別支援 大島海洋国際 大山 科学技術 蒲田 北園 北豊島工業 小岩 工芸 小松川 小山台 産業技術高
専 忍岡 芝商業 志村学園 新宿 新宿山吹 高島 竹台 竹早 只見 千早 筑波大学附属 田園調布 東京芸
術大学音楽学部附属音楽 東京工業大学附属科学技術 豊島 戸山 練馬 練馬工業 農産 白鷗 東播磨 一橋
日比谷 広尾 深川 深沢 文京 本所 松本深志 水元小合学園 三田 港特別支援 稔ヶ丘 向丘 目黒 雪谷
洛北　両国　六郷工科
【私立】 愛国 郁文館 岩倉 上野学園 ＳＤＨ昭和第一 江戸川女子 Ｎ高等学校 大原学園 小野学園女子
かえつ有明 科学技術学園 関東国際 錦城学園 慶応義塾 慶応義塾志木 慶応ニューヨーク学院 京華 京華商
業 京華女子 興学社 佼成学園 國學院 駒込 駒澤大学 駒場学園 桜丘 自由が丘学園 修徳 自由の森学園
淑徳ＳＣ 淑徳巣鴨 順天 城西大学附属城西 城北 駿台学園 正則 正則学園 専修大学附属 専修大学松戸
大智学園 大東文化大学第一 滝野川女子学園 中央大学 中央大学杉並 帝京大学系属帝京 帝京第三 貞静学園
東亜学園 東海大学付属高輪台 東海大学付属望星 東京音楽大学付属 東京家政学院 東京家政大学附属女子 東
京成徳大学 東京農業大学第一 東京文理学院 東放学園高等専修学校 東洋 東洋女子 東洋大学京北 豊島学院
Naval state university 二松學舎大学附属 日本工業大学駒場 日本女子大学附属 日本体育大学荏原 日本大学櫻
丘 日本大学鶴ヶ丘 日本大学豊山 日本大学豊山女子 日出 武南 文京学院大学女子 法政大学 宝仙学園 豊
南　堀越　武蔵野　村田女子　明治学院　明治大学付属明治　立正大学付属立正　若葉高等学園

★ 「活力みなぎる学校づくり」と「かけがえのない仲間づくり」を目指して

★ オリンピック・パラリンピック教育と日本の伝統・文化教育の推進

【学級数及び生徒数】

学年 １組 ２組 ３組 ６組 計

男子 19 19 19 3 60

女子 13 14 13 1 41

小計 32 33 32 4 101

男子 16 16 15 3 50

女子 17 17 17 1 52

小計 33 33 32 4 102

男子 19 18 19 2 58

女子 16 17 16 2 51

小計 35 35 35 4 109

312

　　※　６組は特別支援学級

１年

２年

３年

平成30年５月１日現在 合計

★ 「確かな学び」を実現するきめ細やかな指導体制

★ 学ぶ意欲を応援する「学習教室」

各種検定を取得している生徒の状況（平成29年度）　

準１級 ２級 準２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 計 割合

英語検定 5 33 92 63 46 239 74.5%

漢字検定 5 30 73 34 51 3 2 198 61.7%

数学検定 8 16 18 29 1 72 22,4%

509 270 84.1%資格取得数の合計 資格取得生徒の実数 資格取得生徒の割合（全校）

★ 体力向上を目指す「スーパーアクティブスクール（28～30年度指定）」

「協力、信頼、一致団結！」 「情熱、努力、夢実現！」


