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“I’m exhausted!” 
アイム・イグゾースティッド 

意味： Very tired 

     とても疲れてる 

学校の違い 
アメリカの中学校と日本の中学校の制度の違いを探ってみよう 

AMERICA JAPAN 

学校行事予定 
 

アメリカの中学校は、８月に学校が始まり、５月か６
月に終わります。８月の夏休みは１ヶ月、冬休みは２
週間、春休みは１週間あります。 

学校行事予定 
 

日本の中学校は、４月に始まり、３月に終わります。
５月には３－４日間のゴールデンウィークがあります。
夏休みが約１ヶ月、冬休みが２週間、そして、春休み
が２週間あります。 

学年 
小学校 (５年間) 
  １年生から５年生 (6-10歳) 

中学校 (３年間) 
  ６年生から８年生 (11-13 歳) 

高校 (４年間) 
  ９年生から１２年生12 (14 -17歳) 
 

学年 
小学校 (６年間) 
  １年生から６年生 (6-11 歳) 

中学校 (３年間) 
  １年生から３年生 (12-14 歳) 

高校 (３年生) 
  １年生から３年生 (15 -17 歳) 

服装 
 

生徒は着たい服を 
着てもよいです。 

服装 
 

生徒は学校の制服を 
着ることが多いです。 

服装２ 
 

生徒は学校内のどこでも、同じ靴を 
履いてよいです。 
靴を履き替える必要はありません。 

服装２ 
 

生徒は学校内と体育館で違う 
靴を履かなくてはなりません。 

日本とアメリカの２つの 
国の違いをどう思いますか？ 
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School Differences 
In this issue, we will explore some of the differences between  
American Junior High Schools (JHS) and Japanese JHS school systems. 

AMERICA JAPAN 

School calendar 
 
In American  JHS, school starts in August and ends in 
May or June.  One month off for summer vacation in 
August, two weeks off in winter vacation, and one 
week off in spring. 

School calendar 
 
In Japanese JHS, school starts in April and ends in 
March.  There is “Golden Week” which is a 3-4 day 
long holiday in May. One month off for summer 
vacation in August, Two weeks off in winter vacation 
and two weeks off between school years.    

School grades 
 
Elementary school (five years) 
  is from grades 1 to 5 (6-10 years old) 

Junior High School (three years) 
  is from grade 6 to 8 (11-13 years old) 

High school (four years) 
  is from grades 9 to 12 (14 -17 years old) 

School grades 
 
小学校 (six years) 
  is from grades 1 to 6 (6-11years old) 

中学校 (three years) 
  is from grade 1 to 3 (12-14 years old) 

高校 (three years) 
  is from grades 1 to 3 (15-17 years old) 

Dress code 
 

Students can wear any 
clothes they want. 

Dress code 
 

Students must wear their 
school uniforms to school. 

Dress code pt.2 
 

Students can wear the same shoes 
everywhere inside the school.  They 
do not have to change shoes. 

Dress code pt.2 
 

Students must wear different 
shoes inside the school and 
inside the gym. 

What do you think about 
the difference between the 

two countries between 
Japan and America? 


