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新校舎・新グラウンドイメージ

本校の学校紹介資料をご覧いただきありがとうございます。



１.はじめに

２.本校の特色 ～竹台で未来を拓く～

３.新校舎・制服紹介 ～進化し続ける竹台～

４.学校行事

５.部活動

６.進路実績

７.昨年度の入学者選抜

８.今後の説明会予定

９.新校舎最新情報
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このような内容で本校について紹介していきます。



＊昭和15年創立。創立81年

＊4駅6路線利用可能

＊令和３年度

1年：５クラス、 ２年：５クラス、 3年：６クラス
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本校は昭和１５年創立の伝統ある学校です。今年度で創立
８1年になります。

４駅６路線が利用でき、各線最寄駅からも近く、とても通学し
やすい便利な学校です。

クラスは１、２年生は５クラス、３年生が６クラスです。どの学年
もきめ細かい指導をしています。

新校舎イメージ



～竹台で未来を拓く～：これからの時代に必要な力を培うために

１.コミュニケーション重視のきめ細やかな指導 その１

＊本校の校訓である「共に学び、ともに進む」のもと、主体的・対

話的で深い学びを実践する授業

＊習熟度別、少人数授業を実施。多様な選択科目

＊日本語指導の実施等、多様な背景をもつ生徒たちへの充実し

たサポート

＊状況に応じて教員と生徒の双方向のオンライン授業を実践
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本校は竹台で未来を拓く、という目標のもと、もともとの
学校の良さである生徒と教員の距離が近い、きめ細か
な指導の実践を引き継ぎつつ、未来を拓く力をつけるた
めの新たな試みを積極的に実施しています。

高大接続改革によって、思考力、判断力、表現力を一
層重視する入試になっていく中で、本校では校訓である
「共に学び、ともに進む」のもと、主体的・対話的で深い
学びを実践する授業を行っています。
写真は、数学Aの教えあう授業の様子です。



～竹台で未来を拓く～：これからの時代に必要な力を培うために

１.コミュニケーション重視のきめ細やかな指導 その２

＊本校の校訓である「共に学び、ともに進む」のもと、主体的・対

話的で深い学びを実践する授業

＊習熟度別、少人数授業を実施。多様な選択科目

＊日本語指導の実施等、多様な背景をもつ生徒たちへの充実し

たサポート

＊状況に応じて教員と生徒の双方向のオンライン授業を実践
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学力向上の取り組みとして、英語で習熟度別授業、体
育で少人数授業を行っています。また、放課後や土曜
日、夏季休業中に講習を行い、進学希望者の学力向上
を図っています。講習以外にも補習を行い、基礎学力の
定着を図っています。

３学年の選択授業では様々な講習が開講されます。令
和３年度では、フランス語、朝鮮語、中国語などの語学
系や看護数学、ペン習字などの専門性に特化している
講座が行われ、進路や関心に合わせて授業を選択する
ことができます。写真はフランス語の授業の様子です。



～竹台で未来を拓く～：これからの時代に必要な力を培うために

2.充実した学習支援、資格取得

＊TOKYO GLOBAL GATEWAYに参加(令和２年度は新型コロナ

対策のため中止)

＊Teams,Classiを活用して、学力の定着を図る

＊漢字検定、英語検定、日本語能力試験…各種資格取得を応

援
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充実した学習支援、資格取得のサポートをして
います。
毎年１月に１年生全員が「東京英語村（TOKYO

GLOBAL GATEWAY）」に参加し、英語の体験

学習を行っています。写真は一昨年度の様子で
す。



～竹台で未来を拓く～：これからの時代に必要な力を培うために

3.「主体性」「社会性」の育成

＊部活動の推進、キャリア教育の充実

＊様々な地域イベントに参加

＊各種講演会等を実施
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その他にも、部活動の推進、地域貢献活動や各種講演
会等、主体性・社会性の育成を図るさまざまな取り組み
を行っています。



～竹台で未来を拓く～：これからの時代に必要な力を培うために

４.高校３年間の系統的なキャリア教育の充実

＊生徒一人一人の第一希望を叶えることを目標

＊１学年からきめ細かい進路指導
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今年度からは進路指導充実校として、東部学校経営支
援センター特別指定校の指定を受けています。

単に大学進学率を上げるのではなく、進学・就職すべて
を含めた生徒一人一人の第一希望を叶えることを目標
にして、１学年からきめ細かい進路指導を積み重ねて
いきます。写真は面接練習の様子です。



～進化し続ける竹台～

新校舎

＊令和3年夏に新校舎完成（グラウンドは令和５年完成予定）
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令和３年夏に新校舎完成です。グラウンドは令和５年完
成予定です。令和４年度入学生は最新設備の環境で高
校生活を送ります。

新校舎・新グラウンドイメージ



～進化し続ける竹台～

新制服

(冬服)

＊令和２年度入学生から新制服に！
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創立８０周年を記念して、令和２年度入学生から制服を
新しくしました。女子は爽やかな紺を基調にした制服に
なりました。男子は詰襟からブレザーに変わりました。生
徒会の意見も取り入れ機能性、快適性を向上させた新
たな装いです。



～進化し続ける竹台～

新制服

(夏服)

＊ワイシャツもOKです！
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夏服のポロシャツは選択制で、ワイシャツを着ることも
できます。



4～9月

＊体育祭
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９月までの主な学校行事です。学校行事で特に人気な
のが体育祭と文化祭です。体育祭は６団に分かれて競
い合い、生徒から「竹台最高！」と声が上がります。一
昨年度は校庭が工事のため駒澤第二球技場で開催し
ました。昨年度は新型コロナウィルス対策のため中止
となりました。今年度は新校舎移転の為、９月に体育祭
を実施する予定です。

４月April ５月May ６月June ７月July ８月August ９月September

入学式 生徒総会 校外学習 期末考査 夏期講習会 実力テスト

部活動紹介 セーフティ教室 キャリア講座 進学者面接講習会 部活動合宿 面接週間

実力テスト 体育祭 就職保護者会 共通テスト説明会 就職講習 模擬面接

授業公開 中間考査 球技大会 若竹祭（文化祭）

就職講習 体力テスト 夏期講習会

公務員講習 部活動合宿



4～9月

＊若竹祭（文化祭）

＊一昨年度

＊今年度（動画制作）
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文化祭は「若竹祭」といい、毎年活気があります。一昨
年は１日目はサンパール荒川で吹奏楽部やダンス部な
どのすばらしい演奏などがありました。２日目は校内で
クラスや部活が企画した催しを行いました。

今年度は校舎移転のため６月に開催し、感染症対策の
為、動画制作を行い楽しい作品がそろいました。

４月April ５月May ６月June ７月July ８月August ９月September

入学式 生徒総会 校外学習 期末考査 夏期講習会 実力テスト

部活動紹介 セーフティ教室 キャリア講座 進学者面接講習会 部活動合宿 面接週間

実力テスト 体育祭 就職保護者会 共通テスト説明会 就職講習 模擬面接

授業公開 中間考査 球技大会 若竹祭（文化祭）

就職講習 体力テスト 夏期講習会

公務員講習 部活動合宿



10～3月

＊修学旅行

一昨年は沖縄
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１０月以降の主な学校行事です。修学旅行は一昨年は沖縄
に行き、平和学習やカヌーや沖縄文化に触れる体験活動を
行いました。普段とは違った場所で学習を行い、貴重な経
験になりました。

10月October 11月November 12月December １月January ２月February ３月March

防災訓練 生徒総会 期末考査 実力テスト マラソン大会 卒業式

授業公開 論理言語能力検定 思春期講座 修学旅行 学年末考査

中間考査 セーフティ教室 TGG 進路づくり説明会

大学進学保護者会 球技大会 健康講演会 インターンシップ

避難訓練

キャリア講座



吹奏楽部

＊東京都吹奏楽コンクール平成29年度金賞

平成30年度・令和元年度銀賞

＊平成30年度日本管楽合奏コンテスト全国大会優秀賞

＊令和元年度全国ポピュラーステージ吹奏楽コンクール全国大会優秀賞

＊令和元年度アンサンブルコンテスト金賞
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部活動について紹介します。

吹奏楽部は東京都吹奏楽コンクールでは金賞を数多く受賞
し、日本管楽合奏コンテストや全国ポピュラーステージ吹奏
楽コンクールの全国大会にも出場しています。



弓道部 軽音楽部

＊荒川スポーツセンターで活動 ＊平成29年度あだちけいおんフェスタ
優勝

＊平成29年度全国大会出場
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弓道部は荒川スポーツセンターで活動していますが、新校
舎には弓道場が設置されます。また、軽音楽部は全国大
会に出場したこともあります。令和３年度も大会で東京大会
本選に進出しました。
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軟式野球部は校舎改築でグラウンドがない中、練習メニュー
の工夫をして都ベスト４という結果を残すことができました。
ろう学校との連合チームで東京都教育委員会表彰を受けま
した。さらなる技術の向上を求めて、練習試合や他校と合同
練習を行っています。

軟式野球部

＊令和２年度秋季東京都高等学校軟式野球大会ベスト４

＊荒川自然公園野球場で活動
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サッカー部、男子バスケットボール部は近年力をつけてお
り、熱心に練習に励んでいます。校舎改築で体育施設がな
い中、外部施設等を利用して意欲的に活動しています。竹
台生徒に人気の部活動です。

サッカー部

＊河川敷のグラウンドや

中庭で活動

男子バスケットボール部

＊近隣体育館等で活動



運動部

軟式野球・サッカー・陸上・テニス・バレーボール(男女) ・弓道・水泳・

バドミントン・バスケットボール（男女）・剣道・柔道・合氣道・ダンス

文化部

吹奏楽・軽音楽・茶道・美術・演劇・華道・クッキング・放送・天文・

写真・外国語文化研究・文芸・パソコン・アニメ研究
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紹介した部の他にもご覧のようなさまざまな部活動があり
ます。
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進路指導ではキャリア教育が充実しています。１年次、２年
次に専門学校・大学の模擬授業を行い、仕事について理解
し進路を決定し、３年次は、進学、就職に分かれて受験対策
を進めています。グラフは昨年度の進路状況です。

大学
34%

短期大学
2%

専修・

各種学校
43%

就職/公務員
1%

就職/民間
6%

未定、その他
14%

令和２(2020)年度



１ 推薦：作文・個人面接

＊４月募集在京外国人生徒対象：作文・個人面接

２ 分割前期募集：5科目

３ 分割後期募集：3科目

＊令和４年度については１０月に発表されます。
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昨年の入試では、コロナ対策の為、このような検査内
容で推薦、分割前期、分割後期と３回の入試を行いま
した。令和４年度については１０月に発表されます。



今後の予定①

※予定は変更する可能性があります。HPで必ずご確認ください。

＊学校説明会(web予約制)

令和３年10月 ９日（土） 14：00～

令和３年11月 ６日（土） 10：00～

14：00～

令和３年11月 27日（土） 10：00～

14：00～

令和４年 2月 3日（木） 18：00～

＊在京相談会（TEL予約制）

令和３年11月 27日（土） 10：00～

＊個別相談会（web予約制）

令和 3年12月11日（土） 14：00～
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今後の説明会の予定です。

予定は変更する可能性がありますので、ホームページで必ず
ご確認ください。学校説明会、在京相談会、個別相談会を予
定しています。



今後の予定②

※予定は変更する可能性があります。HPで必ずご確認ください。

＊入試対策講座（web予約制）

令和３年12月11日（土） 8:45~

＊入学選抜や教育活動につ

いて、御質問や御相談が

あれば、電話等で御連絡

ください。
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入試対策講座も予定しています。その他ご質問やご相談
がありましたら、電話等でご連絡ください。

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwidqpy8h73jAhUQUd4KHbPcCgYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.irasutoya.com/2015/05/blog-post_116.html&psig=AOvVaw2BuWeh8zS3aQ4ZbZYMjPvs&ust=1563490857752648


＊７月上旬時点での新校舎の様子です。
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かつてグラウンドであった場所に新校舎を建てていま
す。

グラウンドは令和５年に完成予定です。新校舎は鉄筋
５階建てで、最新の設備を備えています。



＊７月上旬時点での新校舎内部の様子です。

25１階には剣道場、柔道場、会議室、２階が体育館、図書
室、和室、アクティブ・ラーニングスペースがあります。

体育館

図書室剣道場

柔道場和室



＊７月上旬時点での新校舎内部の様子です。
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３階には視聴覚室、工芸室、音楽室、４階には化学室・物
理室があります。

３階の視聴覚室は３００名収容できる最新設備を備えて
います。

視聴覚室

物理室
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＊７月上旬時点での新校舎内部の様子です。

２，３，４階に普通教室が２４教室あります。

普通教室 教室前の廊下

普通教室校舎側
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５階にはプールと弓道場があります。プールは８レーンあ
ります。弓道場は都立高校ではめずらしい施設で、本校
の特色のひとつとなっています。

＊７月上旬時点での新校舎の様子です。

プール 弓道場
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最後までご覧いただきありがとうございました。
本校の様子を少しでもお伝え出来たら幸いです。

＊７月上旬時点での新校舎の様子です。


