
東京都立竹台高等学校
学校説明会
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本日の流れ

１ 本校について

２ 教務部

３ 生活指導部

４ 進路指導部

2本日は、このような流れで説明します。



本校について

「共に学び 共に進む」
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まず、本校についてご説明いたします。
本校の教訓は「共に学び 共に進む」です。



令和3年夏 新校舎完成
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体育
館

本年７月、新校舎が完成しました。５階建で、２階に体育
館があります。



図書室

令和5年夏 グラウンド完成
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図書室もフリースペースが多く充実しています。３階に
は、今まさに皆さんがいらっしゃる視聴覚室、５階には
プールと都立高校では数少ない弓道場があります。令和
5年夏グラウンド完成予定です。



竹台の特徴

●通学に選べる４駅６路線

●在京外国人生徒の受け入れ

●３年次の豊富な選択科目

●幅広い進路実績に合わせた講習の実施
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本校の特徴には、４駅６路線で交通の便に恵まれた通い
やすい立地であること、入国後３年以内の在京外国人生
徒対象の選抜を行っていること、３年次での選択授業に
フランス語や中国語や朝鮮語があること、幅広い進路実
現に合わせた講習実施などがあります。

そのほか朝学習を実施し、考査前には自習室を開放し
ています。補講を行う教科もあります。
また資格取得にも力を入れており、 1、２年生全員に

「論理言語力検定」を実施しています。漢字検定、英語
検定も受験支援をしています。



制服紹介 Ｙシャツも
ＯＫです
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昨年度入学生、今の２年生から制服が新しく変わりまし
た。男女ともブレザー着用になりました。夏服は、ワイ
シャツですが、紺の指定のポロシャツも選べます。冬服
は、ブレザーの下に指定のベストかセーター着用になり
ます。また、ベスト、セーター、ネクタイ等が女子生徒に
人気です。１階受付に制服の見本がございますので、御
覧ください。



教務部
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竹台の様子

• 令和３年度在籍

１・２学年 ５クラス

３学年 ６クラス

計１６クラス

竹台高校は1、２学年5クラス、3学年６クラスで１６クラ
スの小規模な高校です。
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足立区

荒川区
葛飾区

北区

台東区

墨田

区

通学エリアは足立区、荒川区、葛飾区、北区、台東区が
多いです。



学力向上の取組

• 習熟度別授業：英語 １、２学年

• 放課後講習・補習・土曜講習

長期休業日中の講習・補習

• 豊富な選択授業（３学年）

大学入試に向けた演習

フランス語・朝鮮語・中国語

ペン習字・子ども文化・フードデザインなど
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本校は習熟度別授業を１，2学年の英語で行っていま

す。より丁寧な指導をすることができます。また、ＩＣＴ
活用やＡＬ型の授業を導入し、理解の促進や思考の
充実、知識の定着を図っています。授業以外の取組
では、土曜講習や夏期講習などを行い、生徒の学力
向上を図っています。選択科目には、高校では珍しい
「ペン習字」「フランス語」「朝鮮語」など様々な生徒の
興味関心に対応しています。



令和４年度入学者選抜について
本校には、３回の入試（チャンス）がある。

１ 推薦：個人面接・作文

＊４月募集在京外国人生徒対象：作文・面接

２ 分割前期募集：5教科

３ 分割後期募集：3教科
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次に令和４年度の入学者選抜についてです。本校は
推薦、分割前期募集、分割後期募集を行っており、最
大３回受験チャンスがあります。推薦入試は「面接」、
「作文」等の検査を行います。前期募集は５科目の学
力検査、後期募集では、国語・数学・英語３科目の学
力検査を行います。このようにさまざまな選抜がありま
すので、ご自身にあったタイプの選抜を検討してくださ
い。



本校の期待する生徒の姿
1 竹台高校の特色や目標を理解して、

本校への入学を強く希望する生徒。

2 学習面では、どの教科も真面目に取り組み、
授業に集中できる生徒。

努力を惜しまず、勉学に励む生徒。

3 特別活動においては、部活動、生徒会活動、
ボランティア活動、伝統・文化研究等に

積極的に取り組む生徒。

4 基本的生活習慣を身に付け、ルールを守り、
目標に向かって一生懸命に努力する生徒。

5 他人に感謝する心、他人を思いやる心をもった生徒。
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本校の期待する生徒の姿は、このようになっています。



生活指導部
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竹台の生活指導

竹台高校の生徒として、社会の一員として、
適切に判断・行動する力をしっかりと養う！
化粧・ピアス・頭髪の加工は禁止です！
新しい制服となり、身だしなみについても

日々指導をしています！

「知」 確かな学力

「徳」 豊かな人間性 のバランス
「体」 生きるための健康・体力

☆公共の場におけるルールやマナーを守る力
☆他の人も大切にしながら 自己の能力を伸ばす力
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知・徳・体のバランスの取れた人間の育成を目指していま
す。服装や身だしなみなど、公共の場におけるマナーやルー
ルを守ることに留意しています。ルールの遵守を徹底するよ
うに指導しています。また、化粧・ピアス及び頭髪の加工は
禁止しています。毎朝、服装指導を実施しています。また昨
年度より毎朝、体温確認、手指消毒等の健康確認も行って
います。以上の点をご理解の上、学校選択をしてください。



学校行事 生徒が中心に企画・運営

対面式・芸術鑑賞教室・体育祭

若竹祭・マラソン大会・・・
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体育祭 2021/9
荒川区立 諏訪台中学校 第２グラウンド

行事では体育祭と文化祭が大きなものです。

残念ながら、今年度は体育祭、文化祭ともに新型コロナウイ
ルス感染症対策のため縮小して開催しました。

今年度の体育祭は、９月に学年ごとに行いました。近隣の
中学校のグラウンドを借りて、全員リレーや大縄飛びを行
い、盛り上がりました。



若竹祭(文化祭) 2021/6
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文化祭は若竹祭と言って、今年度は６月に行い各クラスで
動画を作成しました。1年生は、動画に加えて学年企画とし

て、気球を作成しました。初めての試みでしたが盛り上がり
ました。



19

令和元年度 修学旅行（２学年）

令和２年度の修学旅行は中止でしたが、写真は沖縄に行
き平和学習や沖縄文化に触れる体験活動を行ったときの
様子です。令和３年度は感染症対策のため甲信越方面
で実施予定です。
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令和元年度 ＴＧＧ（１学年）

毎年１月に、一年生全員が東京英語村「TOKYO 

GROBAL GATEWAY」に参加し、まるまる一日英語漬
けになる英語の体験学習を行っています。



進路指導部
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１学年：職業理解

進路オリエンテーション
職業理解のためのキャリア講演会
進路づくり説明会
（学問・職業分野別ガイダンス）
卒業生講話、公務員講習（希望者通年）

な

ど

３年間を通したキャリア教育
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進路指導は３年間を通したキャリア教育を行っていま
す。１学年は職業理解がテーマです。



２学年：分野理解

大学進学者保護者会
上級学校訪問
キャリア講演会(パネルディスカッション)

進路づくり説明会
（大学・専門学校別ガイダンス）

卒業生講話
インターンシップなど
公務員講習（希望者通年）

３年間を通したキャリア教育
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２学年は分野理解がテーマです。



３学年：進路別活動

三者面談（１学期）
面接講座
模擬面接（進学・就職）
自己PR・志望理由書講座
推薦入試説明会、総合型選抜説明

会

大学共通テスト説明会
就職講習、公務員講習 など

３年間を通したキャリア教育

24３学年は希望に沿った進路別指導になります。



令和２年度卒業生進路状況
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卒業生 178名（男89名、女89名）

1%

令和３年度卒業生進路状況はこのようになっています。



主な指定校推薦

亜細亜大学、大妻女子大学、杏林大学、

実践女子大学、淑徳大学、大東文化大学、

拓殖大学、東京電機大学、東京農業大学、

千葉工業大学、中央大学、帝京大学、

二松學舍大学、日本大学、日本薬科大学、

武蔵野大学、立正大学

等
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昨年度進路実績主な指定校推薦です。



進路実績 （令和２年度）

•指定校推薦・公募推薦（学校推薦型選抜）

中央大学（指定校推薦１名合格）

帝京大学（指定校推薦１名合格）

東洋大学（指定校推薦１名合格）

東京電機大学（指定校推薦２名合格）

二松学舎大学（指定校推薦１名合格）

亜細亜大学（指定校推薦１名合格）

武蔵野大学（指定校推薦１名合格）

東洋学園大学

(指定校推薦２名、公募推薦１名合格）
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昨年度進路実績総合型選抜です。



進路実績（令和２年度）

立正大学
(指定校推薦１名、公募推薦１名合格）

中央学院大学（公募推薦１名合格）

• 総合型選抜

明治学院大学（総合型選抜１名合格）
大東文化大学（総合型選抜１名合格）
国士舘大学（総合型選抜１名合格）
帝京平成大学（総合型選抜２名合格）
明海大学（総合型選抜２名合格）
流通経済大学（総合型選抜３名合格）
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昨年度進路実績指定校、公募推薦です。

これは、今年度の本校の指定校推薦の大学から一部を
抜粋してみました。指定校推薦入試に合格するには１
年生の時からの累積の成績や出席状況が求められま
すので、入学した時から意識をして授業を大切にするこ
とが大事です。
(カッコ)に示してあるのは、入試形態の種類です。



進路実績 （令和２年度）

•大学共通テスト利用

九州産業大学（大学共通テスト利用枠１名合格）

•一般選抜

日本大学（一般選抜１名合格）

大東文化大学（一般選抜１名合格）

拓殖大学（一般選抜１名合格）

国士舘大学（一般選抜１名合格）

麗澤大学（一般選抜２名合格）

文京学院大学（一般選抜１名合格）

29

大学共通テスト利用と一般選抜です。



令和4年度入学生から、
生徒一人１台端末を活用した新たな学びが始まります！！

大 切 な お 知 ら せ

都立学校では、全校に無線ＬＡＮを整備し、教育活動のあらゆる場面において、
生徒所有の一人１台端末を活用することにより、一人ひとりの力を最大限に伸ばしていきます。

デジタルを活用した教育

オンラインでの
外部講師による授業

オンライン学習を
活用した対面授業の充実

クラウドを活用した
意見交換・発表

＜ 端末を活用した学習等
の実践例 ＞
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生徒の学びを変革し、主体的・対話的に学ぶ新しい教育を提供していきます。
また、いつでもどこでも学習ができる、学びを止めない環境を提供します。

最後になりましたが、来年度入学生の皆さんには原則
全員に端末を購入していただきます。オンライン学習を
活用した対面授業の充実、オンラインでの外部講師に
よる授業、クラウドを活用した意見交換・発表などに使
用します。



端末の導入について

・ 進路実現に向けた資格取得など、学校内外で自在に活用できる端末

・ 授業における学びやすさ・教えやすさの点から学校単位で同一の仕様の端末

高校段階の学習にふさわしい端末整備の考え方
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・ 令和４年度入学生の皆さんから、入学時に端末を購入していただきます。
・ 合格発表後に、専用サイトから購入いただけるよう御案内します。

・ 端末は自宅でも自由に活用いただけ、卒業後もそのまま活用可能です。

・全世帯を対象に、端末購入の負担額が一定となる補助制度を創設します。

・給付型奨学金を活用し、保護者負担に十分配慮していく予定です。

・特別支援学校の保護者支援策は、検討中です。

保護者支援策について

端末購入の仕組みや購入費用の保護者支援策の詳細については、今後、
情報教育ポータルサイトや都立高等学校等合同説明会等でお知らせします。

今後の予定

なお自宅に端末等が既にあり使用したいというご希望
があれば学校に相談の上使用が可能な場合がありま
す。保護者の皆様には自宅のWi-Fiなどの整備をお願

いします。端末購入にあたっては全世帯に補助金が出
ます。補助金については、のちにお知らせします。



御清聴ありがとうございまし
た
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