
○「対象」欄の空白は、受検者全員に同じテーマが出題されたことを表しています。

○「検査時間」欄の単位は「分」です。

○「字数」欄の数字は、例えば「500-600」は「500字以上600字以内」、「600」は「600字以内又は600字程度」を表しています。

○ホームページの掲載に当たり、体裁及び表記の一部についてそろえている箇所があります。

○個々のテーマ、課題等について不明な点がある場合は各高等学校に直接お問い合わせください。

対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考

小問１

あるクラスの文化祭演目個人希望順位を表
した座席表を参考にしながら①単純多数
決、②決選投票付き多数決、③ボルダルー
ルによって選出される演目がそれぞれどれ
になるかを答える。

60

小問２

上記３種類の方法からどれを採用するか、
理由とともに述べる。その際採用しなかった
二つの方法についても、どのような点が劣
ると考えたかを述べる。

500-540

小問１

日本における女性の年齢階級別労働力の
データから作られたグラフを見て、グラフに
おける変化の特徴とその背景について考え
をまとめる。

100-150

小問２
価値観や世界観も大きく変化していくことが
考えられる時代において、あなた自身が「高
校で学ぶ意義」は何か、考えをまとめる。

400-450

芝商業

皆さんの中学校に外国の中学生が訪ねてく
ることになりました。皆さんは学校の代表と
しておもてなしをし、お土産を渡す係です。
お土産に何を渡すのか、グループで話し
合って三つ決めてください。

作文 50

あなたが中学校三年間で、周囲と協力して
取り組んだ経験を挙げ、その経験で学んだ
ことを高校生活で具体的にどのように生か
していきたいかを述べなさい。

600

小問１
四つの資料を参考に、18世紀から19世紀半
ば頃のイギリスについて述べる。

200-250

小問２

18℃と25℃でのヤマトシジミの観察データを
比較・分析し、それぞれの気温での成長の
特徴について、その原因を考察し、自分の
考えをまとめる。

小問１

日本と世界の税制度に関した発表文を読
み、それに関する資料から問いに答え、税
制度の制度としての共通点と相違点を述べ
る。

100-150

小問２

文章を読み、その内容について「機会費用」
に関する問いに答え、さらに「埋没費用」と
いう考え方を用いて、経済的に合理的な理
由も含めて説明する。

100-125

実技検査 180
検査用紙（Ｂ３）に鉛筆でモチーフの素描を
行う。

美術科

実技検査 45

共通課題（立つ・歩く）
①　演劇課題　基礎課題（言葉と身体によ
　る表現）、台本による表現（発声を含む）
②　舞踊課題　基礎課題（バー、センター）、
　音楽による表現

舞台表現科（練習時間を
含む）

実技検査 50

①　聴音（旋律及び和声の聴き取り）
②　新曲視唱
③　専攻実技
④　ピアノ演奏（ピアノ専攻以外の受検者）

音楽科（検査時間は各検
査の合計）

令和２年度東京都立高等学校入学者選抜における推薦に基づく選抜で実施した集団討論、小論文・作文、実技検査のテーマ等一覧

三田

高齢者の運転免許について、自主的に運転
免許を返納することが望まれるが、地方で
は自動車が主な交通手段となっている現状
もある。これらをどのように受け止め、どの
ようになることが望ましいと考えるか。グ
ループの考えをまとめて、討論の最後に発
表を求める。

小論文

50

「地域に住む外国人が生活で困っているこ
とや不満なこと」についての、外国人住民及
び日本人住民を対象とした意識調査の結果
に関する資料を見て、問題点の解決策を、
グループとしてまとめる。

所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

日比谷
集団の力を高めるために求められることは
何か。

小論文 50千代田

港

新宿

中央 晴海総合

いよいよオリンピック・パラリンピックが開催
されます。オリンピック精神の一部に「平和
でより良い世界の実現に貢献すること」とあ
ります。
はじめに、「将来、社会に貢献するために必
要な力は何か」一人一つ挙げ、その理由を
述べてください。次に皆さんが述べた「将
来、社会に貢献するために必要な力」を皆さ
んで話し合って二つ～三つ決めてください。
その後、その力を身に付けるため、高校三
年間をどのように過ごしたらよいか、もう一
度、皆さんで話し合ってください。

総合芸術 （集団討論は実施していません。）

人は他者との関わりの中で、様々なことを
学び、人としてたくましく成長していけるもの
だと言われています。あなたは、戸山高校
に入学したら、どのように他者と関わり、ど
のように成長していきたいと思いますか。自
らの将来の夢や目標を踏まえ、自分の戸山
高校の生徒としての姿をイメージしながら、
話し合ってみてください。

560-600

小論文新宿

戸山

あなたが今まで経験した「継続は力なり」と
いう言葉の実体験を具体的に述べ、そこか
ら学んだことを本校でどのような場面で、ど
のように生かすか、あなたの考えを具体的
に述べなさい。

50作文

50

小論文 50
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

新宿
（続き）

新宿山吹 情報科

これからの社会はAI（人工知能）やロボット
が人間の代わりに様々な仕事を行うように
なると言われています。一方、AIやロボット
が処理できないようなことは、人間にしかで
きない仕事として、これからも残ると言われ
ています。「人間にしかできない仕事」には
どんな力が必要で、その力はどうしたら身に
付くのかについて話し合ってください。

作文 50

あなたが将来コンピュータを使って作ってみ
たいものや実現してみたいことを一つ挙げ
て、それを考えるきっかけとなったことを紹
介してください。また、その実現のために、
本校の情報科で何を学んでいこうと考えて
いますか。以上のことについて、それぞれ
具体的に記述してください。

500-600

小問１

「世界各国の幸福度と平均寿命の相関を表
した図1」を見て、世界の傾向と日本の特徴
についてそれぞれどのようなことが読み取
れるかを、文章にまとめる。

100

小問２

「図1」における「幸福度」と、「世界各国にお
ける『自身の考える重要度』を表した図2」に
おける「重要度」との関係で、日本について
どのようなことが読み取れるか。また、それ
を踏まえて、今後の日本の社会で幸福度が
上がるためには、どのようにすればよいか。
図2の中に示された項目を挙げて、自分の
考えを述べる。

500

向丘
一人で静かに勉強したい人と教え合いしゃ
べりながら勉強したい人がともに不満なく勉
強するためにはどうすればよいか。

作文 50

あなたがこれまでの経験の中で何かを「うら
やましい」と感じたことを述べなさい。その経
験をどのように捉え、向丘高校での生活に
どのように生かしていくのかを説明しなさ
い。

600

工芸

現在、人工知能（ＡＩ）の発展はすさまじく、将
来はたくさんの仕事がＡＩによって代わられ
てしまうかもしれないと言われています。そ
こで、今から３０年後も続いている職業には
どんなものがあると思いますか。話し合って
ください。

作文 50

あなたが中学校の美術や技術の授業、また
はそれ以外で自主制作した作品の中で一
番印象に残っている作品をその理由を含め
て一つ紹介してください。また、その作品を
制作する上であなたが一番大切にしたこと
は、工芸高校での生活でどのように生かせ
ると思いますか。

540-600

小問１

①人口ピラミッド②参議院選挙の年代別投
票率の二つの資料から、人口と投票率に着
目して、20歳代と60歳代を比較すると、どの
ようなことが分かるか述べなさい。

200

小問２

①18歳～20歳の男女が投票に行った理由
を調査したグラフ②高校生がより選挙や政
治に関心を持つためには、何をすればよい
と思うかを調査したグラフの二つの資料を
参考に、「高校生を含めた若い有権者がす
すんで選挙に参加するようになるための取
り組み」についてあなたの提案を述べなさ
い。

400

白鷗

国連が示した Sustainable Development
Goals（持続可能な開発目標）〈SDGs（エス
ディージーズ）〉の17の目標です。環境問題
において「sustainable（サステイナブル）」と
は、「環境を破壊しない（地球に優しい）、持
続可能な」という意味があります。
SDGｓには、「今の時代だけでなく、私たちの
子供、そのまた子供、そのまた子供も、文化
的で豊かな生活ができるようにしていこう」と
いう思いが込められています。
この目標を参考に、実生活で取り組みたい
ことについて、皆さんで話し合いなさい。

小論文 50

東京都では、多文化共生のための施策を
進めるにあたっての基本目標として、「多様
性を都市づくりに生かし、全ての都民が東
京の発展に向けて参加・活躍でき、安心し
て暮らせる社会の実現」を掲げています。
次ページの資料からも分かるように、私たち
の周りに外国人が多く住むようになり、異な
る文化と接し、共に生きていくことが求めら
れています。これから将来に向けてより良い
社会を実現するために、あなたができること
を論じなさい。
その際、資料Ａ～資料Ｆの六つの資料の中
から二つ以上の資料を分析して関連付けて
読み取り、読み取った内容を根拠として示し
ながら述べなさい。

600-800

忍岡

高等学校に入学すると、新しい仲間との学
校生活が始まります。体育祭や文化祭、宿
泊行事など、生徒が主体的に話し合う機会
が増えるため、普段から仲間とコミュニケー
ションをとり、より良い人間関係をつくってい
くことが大切です。そこで、あなたがクラスで
より良い人間関係をつくるために、どのよう
な心がけや態度が必要か、話し合ってくださ
い。

作文 50

課題文の内容に触れながら、「学ぶ」とはど
ういうことかについて意見を述べる。また、
そのことを踏まえ、忍岡高校の生徒としてど
のようなことを学びたいと思っているのかを
具体的に述べる。

500-600

50

文京

台東

上野

小論文

最近、海洋生物の胃からビニール袋が見つ
かるなど、プラスチックごみによる海洋汚染
が多数報告されています。　この現状に対し
て、高校生の立場からどのような取り組みを
していこうと考えますか。皆さんで話し合っ
てください。

小論文

日本と交流がほとんどないX国から、同世代
の人々の交流を盛んにするために、「日本と
日本の中学校の紹介」をテーマにした10分
間のプロモーションビデオ（以下「PV」と記し
ます）を二本制作してほしいとの依頼があり
ました。皆さんならばどのようなPVを作りま
すか。話し合ってください。

竹早 50
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

第一
グループ

皆さんは、蔵前工業高校のクラスメイトだと
します。近隣の老人福祉施設から、「お年寄
りに役立つ物を作ってほしい。」と頼まれ、
各クラスで、製品を製作することになりまし
た。
どのような物を作ったらよいかを提案して、
製品を決定してください。また、その製作活
動をクラス全員で協力して行うためには、ど
うしたらよいかを話し合ってください。

第三
グループ

皆さんは蔵前工業高校のクラスメイトだとし
ます。生徒会が、校内や地域の美化活動を
積極的に進めることとし、各クラスで取り組
むことになりました。クラスで取り組む美化
活動を提案し、決定してください。また、その
活動をクラス全員で協力して行うためには、
どうしたらよいかを話し合ってください。

本所

ある調査において、日本の16歳以上の人で
本を読むと答えた人の割合「読書率」は、
2013年で約70％であったが、2019年では
64％と低下している。「読書率」の低下の原
因は何か。また、「読書率」を上げるために
はどのような取り組みが必要であるか。読
書の良さについて触れながら、話し合いなさ
い。

作文 50

あなたは、10年後の2030年代にはどのよう
な社会になっていると思いますか。また、そ
の社会であなたはどのようなことを実現した
いですか。そのために高校生活をどのよう
に過ごしますか。

500-600

小問１

①　「東京圏の人口の一極集中」に関して、
　資料から読み取れること及びその原因に
　ついて自らの考えを述べる。
②　「東京圏の人口の一極集中」を緩和す
　るための改善策及びその理由について
　自らの考えを述べる。

①150
②200

小問２

①街路樹は何のためにあるのか、自ら考え
ることを三つ挙げる。
②住民の一人としてこれからの街路樹はど
のようにあるべきか、自らの考えを述べる。

①設定なし
②300

小問１

資料見出しの「すれ違う車いす　法律上回
る通路幅」について、なぜ法律の基準を上
回って新設・改修することを推奨していると
考えられるかを述べる。

50

小問２

資料、グラフを参考に「街で困っている障害
者を見かけた時、手助けしたいが、行動に
は移していない」「手助けしたいとは思わな
い」という人の理由を見て、これらの人が手
助けできるようにするにはどうしたらいい
か、考えを述べる。

60-80

小問３
「共生社会」を充実させるためにはどのよう
にしていくべきかを考え、具体例や考えに対
する具体的な理由を含めて述べる。

350-400

橘

あなたの学校では、新入生が一日でも早く
クラスでの親睦が図れるよう、学年で校外
学習かスポーツ大会のどちらかを実施する
ことになりました。皆さんは、学年のまとめ
役です。学年としてどちらを実施するかを決
めてください。さらに各行事で、人間関係を
深めるためにどのような工夫をすればよい
か、具体的な内容について話し合ってくださ
い。

作文 50

橘高校は産業科の高校です。あなたが知っ
ている本校の特色を述べた上で、何をどの
ように学びたいと考えているのか。具体的
に記述してください。

500-600

何かを成し遂げるために必要なこと、ものは
何か。中学校時代の体験を踏まえ、具体例
を挙げて述べなさい(句読点や「」などの記
号も一字として数える。)。

小論文 50

50

作文 50

日本橋高校入学後は自ら目標を定め、それ
を達成することを是非やってもらいたいと思
います。目標を達成するために必要なこと
は何ですか。一つ教えてください。また、そ
の理由も述べてください。出た意見から、学
校生活で目標を達成するためにやるべきこ
とをまとめてください。

600

墨田

台東

高校生活を送る際に「オンリーワン」の主張
は必要ですか。

小論文両国

日本橋

蔵前工業

令和２年７月から９月にかけて、東京で
「TOKYO2020オリンピック・パラリンピック競
技大会」が開催されます。本校文化祭では、
大会終了一年後の令和３年９月に開催一周
年の記念イベントを生徒会が企画することと
なりました。皆さんが本校生徒会の役員とし
てどのような形態や内容の企画にしたいと
思いますか。話し合ってみましょう。

直径120ｍｍの円に内接する正十六角形を
描きなさい。

直径120ｍｍの円に内接する正八角形を描
きなさい。

小問２

小問１

墨田川

実技検査 60第二
グループ

皆さんは、蔵前工業高校のボランティア部
のメンバーだとします。近隣の保育園から、
「園児が喜ぶ物を作ってほしい。」と頼まれ
ました。部のメンバーで、製品を製作するこ
とになりました。どのような物を作ったらよい
かを提案して、製品を決定してください。
また、その製作活動を全員で協力して行う
ためには、どうしたらよいかを話し合ってくだ
さい。
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

城東

本を読まない高校生が増えていると言われ
ています。平成29年度に行われた「学校読
書調査」（※）によると、一か月に一冊も本を
読まなかった児童・生徒の割合は小学生5．
6％、中学生１5．0％、高校生50．4％となっ
ています。【※　公益社団法人全国学校図
書館協議会及び株式会社毎日新聞社によ
る。】
①　本を読まない高校生の割合が高いのは
　なぜだと思いますか。また、本をよく読む
　人と、ほとんど読まない人では、どのよう
　な違いが生じてくるでしょうか。あなたの考
　えをまとめて発表してください。
②　お互いの考えを出し合って、どうしたら
　高校生が今より読書をするようになるか、
　具体的な方策をグループでまとめてくだ
　さい。

作文 50

「我々の生活は、その半分は吸収すること
に費やし、もう半分は、吸収したことを実践
していくことだ。」という言葉がある。
自分の体験を例に挙げ、この言葉について
のあなたの考えを述べよ。

540-600

小問１

「日本の１時間降水量50mm以上の年間発
生回数」、「2000年を基準とした世界全体の
平均気温との差」（気象庁HP「各種データ・
資料」より作成）から、最近10年間(2009～
2018年)の平均年間発生回数と、統計期間
の最初の10年間(1976～1985年)と比べて
読み取れることを述べる。

50

小問２
小問１で読み取れる現象の原因について述
べ、その現象を改善するための策につい
て、国際的な視点に立って考えを述べる。

376-400

深川

深川高校で、オーストラリアの姉妹校の高
校から交流のため、生徒を各クラスで３名ず
つ受け入れることになりました。皆さんのク
ラスでも午後２時間を使い、日本の良さを伝
えることを目的として交流を図ることになり
ました。
どのようなことをして日本の良さを伝えるの
か、交流を深めるのか、この２点について工
夫や配慮も含めて話し合ってください。

作文 50
文章を読み、アウトプットする面白さについ
て、記述する。

600

小問１ 手順に従って、見本と同じ図を作図する。

小問２
立体図を基に正面、側面から見た図を作図
する。工作用紙で立体模型を製作する。

江東商業

高校生として、日常生活や学校生活におけ
るスマートフォンやＳＮＳ利用のメリット、デメ
リットを挙げ、どのように関わったらよいか、
考えてください。

作文 50

あなたの高校卒業後の夢や目標は何か。
次の二つの観点を踏まえて、具体的に書き
なさい。
⑴　その夢や目標を持つきっかけとなったこ
　とは何か。
⑵　その夢や目標達成に向けて、江東商業
　高校でどのような生活を送るか。

600-800

第三商業

本校の周囲には、東京2020オリンピック・パ
ラリンピックの競技会場が多く予定されてい
ます。外国の方を含め、大勢が訪れると予
想されるこの地で、第三商業高校の生徒と
してできる「おもてなし」や「伝えたい地域の
魅力」は何ですか。

作文 50

ビジネス科では、中学校までに学ばなかっ
た科目も学習します。新しい分野を学ぶとき
にあなたが心がけることは何ですか。
入学後の３年間の過ごし方とあわせて、あ
なたの考えを具体的に述べなさい。

525-600

小問１
日本と諸外国の若者のボランティア活動に
関する意識調査をまとめたグラフと表から、
分かることを述べる。

200

小問２
日本のボランティア活動に対し、どのような
課題があるか。また、その課題を解決する
ための具体的なアイディアを述べる。

500-600

品川 大崎

大崎高校では、防災教育や防災部の活動
などを通して、地域社会に貢献できる人材
を育成しています。自然災害に対して、あな
たがこれまで学んだことの中から、取り組ま
なければならないと思うことをそれぞれ述べ
てください。
また、出てきた意見について、このグループ
で優先的に行うべきことをまとめてください。

作文 50

ＡＩ（人工知能）の進歩により、あと十年で多
くの職業が無くなると言われていますが、ＡＩ
が代わることのできない人間の能力とは何
だと考えますか、理由を明らかにして書きな
さい。
また、あなたは、その能力を身に付けるた
めに、高校でどのようなことに取り組もうと
考えますか。具体的な取り組みを書きなさ
い。

540-600

60

実技検査

50小論文

60

小論文科学技術
地球温暖化に対する取り組みとして、私た
ちが取り組めること、気を付けるベきことは
何ですか。

江東

墨田工業

勉強と部活動の両方で成果を上げる高校生
活を送るには、どのようにしたらよいか。

ラグビーW杯やオリンピック・パラリンピック
開催に向けて生活環境にどのような変化が
ありましたか。また今後、外国人観光客がさ
らに快適に過ごせるようにするにはどうする
べきか話し合いなさい。

東
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

小問１

「プラスチックごみ問題への日本人の関心
度」「容器包装の３Rに関する意識調査」「使
い捨てプラスチック製品に対する意識」の三
つの資料から読み取れる、プラスチック製
品に対する日本人の認識を述べる。

100-120

小問２

「使い捨てプラスチック製品に対する意識」
「海洋プラスチックごみ問題の現状」「日本
に漂着するごみ（プラスチック類のみ）の個
数の割合」の三つの資料を参照し、海洋プ
ラスチックごみの削減に向けた日本の課題
と解決策について、自分の考えを述べる。

450-500

1日目

今年は東京オリンピック・パラリンピックが開
催され、海外から多くの方が日本を訪問す
ることが予想されます。今度皆さんのクラス
で、班に分かれて、そのような方々をおもて
なしすることになりました。皆さんは同じ班
のメンバーだとします。どのような事を企画
し、どのようにおもてなしをしたらよいか、討
論して決めてください。

本校が目指す学校像の一つに、「望ましい
規範意識を持つ生徒を育成する学校」があ
ります。このことを踏まえて、ルールを守る
ことの大切さについて、具体的な例を挙げ
て書きなさい。

300-400 1日目

2日目

今年は東京オリンピック・パラリンピックが開
催され、日本の魅力を海外から来る多くの
方にアピールするチャンスです。今度皆さん
のクラスで、班に分かれて、日本の魅力を
発表することになりました。皆さんは同じ班
のメンバーだとします。日本の魅力とは何
か、また、その魅力をどのように発表したら
よいか、討論して決めてください。

本校が目指す学校像の一つに、「地域に愛
され、地域社会と共に歩む学校」がありま
す。このことを踏まえて、地域に愛される学
校となるために必要なことについて、具体的
な例を挙げて書きなさい。

300-400 2日目

小問１

東京2020大会での競技を表現するいくつか
のスポーツピクトグラムを見て、「多様性と
調和」を実現する上で、ピクトグラムの果た
す役割について、あなたの考えを書きなさ
い。

100

小問２
多様性と調和を大切にした学校生活とはど
のようなものか。具体的な体験や例を挙げ
て、あなたの考えを書きなさい。

500

実技検査 30

運動能力テスト
柔道・バスケットボール・バレーボール・サッ
カー・剣道・水泳・陸上競技・体操競技から
一種目選択

保健体育科

男子

本校の教育目標に、自主・自律の精神を育
成し、自他の人格を尊重する態度を養う、と
あります。
皆さんは目黒高校の生徒会役員です。
学校生活で自主的・自律的な行動をするた
めに、どのような校則が必要だと考えます
か。皆さんで話し合って、生徒会としての校
則を一つ提案してください。

小問１

次の文章は、東京新聞の令和元年8月25日
朝刊に掲載された社説である。見出しに
「笑って損した者なし」とある。この文章を読
んで、後の問一、問二に答えよ。
この文章の内容を、200字以内で要約しなさ
い。　なお、次の点に注意すること。
①　書き出しは、空けない。
②　段落は設けない。

200

女子

本校の教育目標に、自主・自律の精神を育
成し、自他の人格を尊重する態度を養う、と
あります。
皆さんは目黒高校の生徒会役員です。
学校行事を企画・運営する上で、委員会や
実行委員会が自主的・自律的に活動できる
ようにするために、どのようなことが必要だ
と考えますか。皆さんで話し合って生徒会と
して、具体的な方法や手段を一つ提案してく
ださい。

小問２

この文章の内容を踏まえて、「笑うこと」につ
いてのあなたの考えを書きなさい。ただし、
これまでのあなたの体験について触れるこ
と。なお、次の点に注意すること。
①　題名は書かないで、一行目から書く。
②　書き出しは、一マス空ける。
③　段落を設ける。
④　正しい原稿用紙の書き方に従って書く。

500-600

国際

「世界の人々から信頼され、尊敬される」人
になるためには何が必要だと考えますか。
これまでに学んだことや経験したことなどか
ら具体例を挙げて自由に討論してください。
討論の中で必要だと考えることが複数挙
がった場合は、最終的に三つまでに絞ってく
ださい。最後に、グループで必要だと考える
こととその理由を１分で発表してもらいま
す。

小論文 60

これからの時代を生きる人たちに必要とな
るのはどのような能力だと思いますか。
＜文章１＞、＜文章２＞及び＜グラフ＞を
参考にして、あなたの考えとその理由、その
能力を国際高校の中でどのように伸ばして
いくかを具体的に論じなさい。

540-600

50

作文

小論文 50

50

30

小山台

AIやロボットなどを利用して、様々なことを
自動化する研究が進んでいる。この流れが
進み、「AIの先生」や「ロボットの先生」が現
実のものになったときに考えられる、良い点
と良くない点を話し合う。グループとしての
結論を、良い点と良くない点それぞれ二つ
ずつにまとめ、順位を付ける。

駒場

高校に入学すると新たな人間関係を築いて
いくことになります。
問１　良好な人間関係を築く上であなたが
　　大切にしていることは何ですか。
問２　時にはクラス内で、考えが異なる人や
　　話しづらいなと思う人ともコミュニケーショ
　　ンをとる必要が生じます。その際にはど
　　のようなことを心がけますか。グループで
　　話し合い、優先順位をつけて三つにまと
　　めてください。

八潮

目黒

品川
（続き）

小論文

作文

目黒
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

大森

あなたは大森高校の生徒会役員です。学校
の良さを知ってもらうために、「地域に貢献
するためのボランティア活動」について考え
ることになりました。
どのようなボランティア活動ができるかをグ
ループで話し合い、三つ選んで決めるととも
に、順位を付けなさい。

一　「地域に貢献できるボランティア活動」に
　ついて一人ずつ意見を出し合った後、何
　ができるかをグループで話し合ってくださ
　い。
二　その中で、実際にできそうなボランティ
　ア活動を三つに絞り込み、良いと思われ
　るものから順に順位を付けてください。

作文 50

社会人として求められている能力を一つ挙
げ、その理由を今までの経験をもとに記述
してください。
また、その能力を伸ばすために大森高校で
の三年間をどのように過ごそうと思っていま
すか。自分の考えを記述してください。

570-600

田園調布 地域の防災能力を高めるためにできること 作文 50

今までであなたが一番誇りに思えた経験を
挙げ、なぜそれがあなたにとって一番なの
か、また、そこから何を得たのかを具体的に
書きなさい。

540-600

雪谷

あなたは、雪谷高校の生徒です。高校生活
を充実させるために、どのようなことに取り
組めばよいと考えますか。グループで話し
合い、具体的な取り組みを提案してくださ
い。

作文 50

本校の期待する生徒の姿の一つに「将来の
進路に対する目的意識がしっかりしており、
目標の実現に向けて日々努力できる生徒」
という項目があります。
１　あなたは中学校生活で、何に取り組み
　ましたか。
２　雪谷高校に入学後は何を目標とし、そ
　れを実現するためにどのように取り組み
　ますか。
それぞれ具体的に書きなさい。ただし、１、２
ともに学校外の活動でも構いません。

600

蒲田 （集団討論は実施していません。） 小論文 50

本校の生活指導の目標である「礼を尽くす」
に関して、これまでにあなたが経験したこと
や高校生活の中でどういう行動をしようと思
うのかを含めて具体的に書きなさい。

500

美原

クラスの目標を「～クラス」という形で作るこ
とになりました。どのような目標が高校生活
にふさわしいと思いますか。
皆さんが美原高校に入学して同じクラスに
なったと仮定して話し合ってみてください。

作文 50

課題文を読み、今までの経験を踏まえてあ
なたにとっての勉強をすることの「別解」を
書きなさい。その上で美原高校に入学した
ら、具体的にどのように勉強していきたいで
すか。

500～600

作文 50

あなたの「チャレンジ」に関し、下記のA、B
について述べなさい。
Ａ　あなたが「チャレンジしてきたこと」につ
　いて、あなたの体験・経験を具体的に述
　べなさい。
Ｂ　Aを踏まえた上で、「あなたが高校でチ
　ャレンジしたいこと」について、理由も含
　めて具体的に述べなさい。

Ａ、Ｂ合わせて
600

小問１ 参考図を見て、工作用紙に作図する。

小問２
小問１で作図した図を切り取り、立体模型を
製作する。

午前
障害のある人もない人も、誰もが安全に駅
のホームを利用できるようにするためには
どうしたらよいか。

午後
障害のある人もない人も、誰もが安全に歩
道を歩くことができるようにするためにはど
うしたらよいか。

つばさ総合

Ｘ高校ではゴミを分別していますが、分別状
況が良くありません。その原因や、改善のた
めの方法を考え、Ｘ高校の生徒としてどのよ
うな取り組みができるか考えてください。
ただし、Ｘ高校はつばさ総合高校ではありま
せん。

実技検査 60

絵や図形、キーワードなどの素材が示され
る。その中から一点を選び、それに関連す
るテーマを設定し、表現する。（発想表現検
査）
表現形式は、「全て文章の表現」又は「文章
と、文章以外の表現方法（絵・図形・記号・
図面など）」を組み合わせてもよい。

600-800

「文章と、文章以外の表現
方法（絵・図形・記号・図面
など）」は200-400字と文
章以外の表現方法を行
う。

50

本校の生徒として、東京オリンピック・パラリ
ンピックにボランティアとして関わることにな
りました。どのようなボランティア活動ができ
るか話し合いなさい。

大田桜台

実技検査

作文

六郷工科

大田

401-600
あなたが高校生活の中で力を入れたいこと
は何ですか。高校卒業後のことも踏まえて、
あなたの考えを述べなさい。

50
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

桜町

近年、自然災害が問題になっています。昨
年秋には、台風15号と台風19号によって、
東京都や近県で大きな被害が出ました。
あなたは、台風の被害を最小限にとどめる
ために、どんな対策を取るのがよいと考えま
すか。グループで話し合って、特に必要だと
思われることを三つにまとめてください。

小論文 50
国際学習到達度調査に関する新聞記事と
グラフから問題点を読み取り、解決策を具
体例を挙げて述べる。

500-600

午前

ロボットやコンピュータの進歩が話題になっ
ています。人間の代わりにロボットやコン
ピュータが仕事をやってくれることで、人間
の活躍する場面が少なくなっていくと予想さ
れます。
人間は、将来、どのような仕事をして活躍す
ればよいでしょうか。皆さんで話し合ってくだ
さい。

午後

あなたは、30年後の日本において、どのよう
なことが大きな社会問題になっていると思い
ますか。皆さんで話し合ってください。
そして、その中から一つの問題を選び、その
問題を解決するためにはどうしたら良いか
について、皆さんで話し合ってください。

深沢

本校はキャリア教育を柱にしています。今、
皆さんは中学２年生に「後悔しない中学３年
間の過ごし方」をアドバイスしなければなり
ません。各自中学２年生へのアドバイスを
三つ出してください。皆さんの意見を聞いて
から、「これからの3年間どう過ごせば、よい
高校３年間が過ごせるか」を話し合ってくだ
さい。ただし「授業を真面目に受ける」は除
きます。

作文 50

あなた自身が中学校時代に取り組んだこと
の中で、目標を達成するために自分の考え
や判断によって行動したことを具体的に書
きなさい。また、その経験を生かして、入学
後どのような高校生活を送りたいと考えま
すか。

540-600

松原

近年は、自然災害が数多く発生し、予想を
はるかに超えた被害が出ています。今後
は、さらに大規模な自然災害が起こることを
想定して、集団的な「防災・減災」の意識が
求められることになるでしょう。
皆さんは、高校入学後に「自然災害に対す
る防災・減災」についてクラスで発表するこ
とになりました。そこで、ここ数年の自然災
害に関する話題を踏まえて、
（１）　「防災」と「減災」とは、どこが違うの
　　か。
（２）　老人や障がいがある人、外国人など
　　も含めて全ての人が、安心できる防災
　　上・減災上の工夫やツール（道具）とし
　　て、どのようなものが考えられるか。
という二点について意見を交換した上で、都
立高校の生徒として防災・減災のために何
ができるかを発表形式でまとめてください。

作文 50

ある教育者の書いた本の一節を読んで、
（１）　「一度しかない青春時代だからこそ、
　　やりたくないこともやらなければならな
　　い」のはなぜか。
（２）　「未熟な自分に都合のよい解釈だけ
　　をして生きようとすること」がなぜ危険な
　　ことであるのか。
という二点について、あなた自身の考えを
書きなさい。なお、作文中には、「成長」「人
生」という二語を必ず用いること。

600

芦花

東京2020大会開催を控え、今後ますます社
会全体で環境に配慮した取り組みが求めら
れる中、東京では「スクールアクション『もっ
たいない』大作戦　東京３Ｒプロジェクト」を
行っている学校があります。
３Ｒプロジェクトとは、
①　Reduce : ごみを減らす、出さないように
　工夫する取り組み
②　Reuse : 使い終わったものをもう一度使
　う取り組み
③　Recycle : もう一度資源として再生して
　使う取り組み
を指します。
皆さんは同じ学校の生徒とします。あなたの
学校も、このプロジェクトに参加することにな
りました。皆さんで話し合い、学校の生徒だ
けではなく近隣地域の人たちも参加可能な
取り組みを企画・立案してください。
なお、近隣地域には、子どもや高齢者など
様々な人が住んでいます。学校の生徒と近
隣地域の人たちがともに参加可能な取り組
みにするための工夫や配慮についても考
え、企画・立案してください。

作文 50

日本経済団体連合会が平成30年4月に公
表した「高等教育に関するアンケート結果」
によると、「主体性」が、産業界が学生に求
める資質・能力の第一位となっています。
それではなぜ「主体性」が大切とされるので
しょうか。具体的な体験あるいは例を挙げ
て、あなたの考えを書きなさい。

500-600

作文 50

「時は金なり」ということわざがあります。
この言葉を聞いて、あなたは、何を考えます
か。
具体的な例を挙げながら、あなたの考えを
まとめなさい。

600千歳丘

世田谷
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

園芸

プラスチックゴミが地球の環境に大きな影響
を与えていますが、この問題を解決するた
めに皆さんができることはどんなことだと思
いますか。

作文 50

これからの社会で必要とされる力の一つに
「チームで取り組む力」が挙げられます。こ
れに基づいて、あなたの中学校での経験を
踏まえながら、チームで取り組むためには
どのようなことが大切だと考えるか理由とと
もに書きなさい。さらに、そのことが園芸高
校での生活においてどのように発揮される
かについても書きなさい。

541-600

前半
地域防災ボランティアに高校生（クラス）とし
てどのように取り組みに参加できるか。

後半
地球環境を守るために高校生（クラス）とし
てどのような取り組みができるか。

世田谷総合

皆さんは、世田谷総合高校に入学後、同じ
クラスになりました。　今回、世田谷総合高
校に、アメリカ合衆国の高校生10人が訪問
することになり、皆さんのクラスで交流会を
行うことになりました。皆さんは、交流会の
実行委員として、交流会の内容、準備など
について、具体的に話し合ってください。交
流会は４時間程度とし、場所や使うものなど
も想定しながら具体的に考えてください。

作文 50

私たちが生活していく上で、社会に貢献して
いくことは重要な行動の一つであると言わ
れています。このことについて、あなたの考
えを述べなさい。
また、その考えに基づき、世田谷総合高校
でどのような力を身に付けたいのか、理由
を含めて具体的に述べなさい。

600

男子

昨年、世界各国の男女平等の度合いを表
す指数が発表されましたが、日本は、男女
の賃金の差、女性管理職の割合、男性の育
児休業の取得率、家事労働の分担などの
面で、男女平等の度合いが低くなっていると
言われています。このような状況を改善する
ためには、どのような取り組みが必要だと考
えますか。皆さんで話し合ってください。

小問１

貿易と関税に関する資料３点をもとに、日本
で衰退した主要産業を解答し、貿易協定を
結ぶことの影響と少子高齢化が進む社会
状況を考察して、自分が望ましいと考える
将来の日本の産業の姿を述べる。

250

女子

家畜飼料などを含む食品廃棄量は、日本で
は年間約2759万トン、世界では年間約13億
トンと言われています。このうち、まだ食べら
れるのに捨てられる食品、いわゆる「食品ロ
ス」の量は、日本では年間約643万トンと言
われています。
このような状況を改善するためには、どのよ
うな取り組みが必要だと考えますか。皆さん
で話し合ってください。

小問２
化学反応における反応物の質量と生成物
の質量の関係を示すグラフを完成させ、そ
のグラフの形状について説明をする。

説明は縦7 cm×横14 cm
の欄

広尾

近年、海洋プラスチックごみが国際問題と
なっており、生態系に及ぼす影響も心配さ
れています。
他方で、プラスチックは食品の包装以外にも
日用雑貨や衣服などに使われており、私た
ちの生活には欠かせない有用な素材の一
つとなっています。
プラスチックの素材としての有用性や環境
に及ぼす悪影響についても考えた上で、私
たちが日常生活で実行できる環境改善の取
り組みについて話し合ってください。

作文 50

2020年に日本でオリンピック・パラリンピック
が開催されます。あなたは高校生としてど
のようなことをしたいと考えますか。資料か
ら読み取ったことを踏まえて、あなたの考え
を述べなさい。

540-600

第一商業

あなたは、高校１年生です。そして１年Ａ組
の一員です。高校生活が始まってひと月が
たち、学校生活にも慣れてきました。そのた
めか、気の緩みの出てくる人も目立ってきま
した。クラスにまとまりもなく、協力しようとす
る姿勢も感じられません。１年Ａ組をよりよ
いクラスにするために、以下の三点につい
て話し合って、意見をまとめてください。
①　どのような提案をしますか。
②　提案をどのように同級生に伝えていき
　ますか。
③　自分の提案を受け入れてくれない同級
　生がいたら、どうしますか。

作文 50

あなたが取り組んできたこと、これから取り
組みたいことに関して、次の指示に従って
書きなさい。
１　字数は501字以上600字以内とする
　こと。
２　作文全体を二段落構成にすること。
(1)　第一段落には、あなたが中学校に入
　 学してから取り組んできたことや、身に
　 付けてきたことを具体的に書きなさい。
(2)　第二段落には、次の①と②のことがら
　 について、あなたの考えをそれぞれ
　 具体的に記しなさい。
①　あなたは本校に入学後、どのような取
　 り組みをしていくか。
②　また、①で取り組み内容を、どのように
　 将来に生かしたいか。

501-600

立体模型の展開図を作図し、工作用紙で立
体模型を製作する。

50

渋谷

総合工科

青山

実技検査世田谷
（続き）

50小論文
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

鷺宮

海洋プラスチック汚染は、私たちの生活の
中から発生するプラスチックごみが原因で
起こり、今、世界中で注目されています。
プラスチック製品は、軽くて加工しやすく変
質しにくいという特長があり、石油から安価
で量産され、私たちの生活を便利にしてい
ます。しかし、使われなくなってごみとなった
一部のプラスチック製品は、風で飛ばされ
雨で流されながら側溝や川へ、そして海へ
流出します。その過程や海の中で、プラス
チック製品は、原形のまま長い間残ったり、
物理的な力によって砕かれた微小な粒に
なったりします。それらを野生動物が食べて
しまうことによる被害が増加しており、人間
への健康被害も懸念されています。
最初に、プラスチック製品にはどのようなも
のがあるか、挙げてください。その上で、プ
ラスチックごみを減らすための対応策を三
つ、話し合って挙げてください。
【参考】
「Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）」
　　　    　・・・廃棄物の発生を抑制する
「Ｒｅｕｓｅ（リユース）」
　　    　　・・・製品を再利用する
「Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）」
　    　　　・・・資源を再生利用する

作文 50

皆さんには、今後、国際化の進展に伴い、
多くの外国人と関わっていく機会が増えて
いくと考えられます。そのような機会に、「英
語力」以外で、どのような力が必要であると
考えるか、これまでの体験や見聞を基に述
べなさい。また、その力を身に付けるため
に、高校時代にどのような活動をしていきた
いか述べなさい。

500-600

小問１

資料１、資料２から熱帯地域における特徴と
して読み取れることをそれぞれまとめ、その
上で二つの資料を合わせて考えた際に論
理的に推測されることを述べなさい。

120

小問２
「持続可能な発展」とはどのようなものであ
るかをまとめなさい。

120

小問３
「持続可能な発展」に向けての現在の日本
における問題と、その解決策について論理
的に述べなさい。

420-540

武蔵丘

東京オリンピック・パラリンピックのイベントと
して、都立高校生による「外国に伝えたい日
本の行事や文化の紹介」を行うことになっ
た。本校の担当である「日本の年末年始の
行事や文化」について、何を紹介するのか、
自分自身の考えを発表した後、グループ内
で紹介するものを一つに絞り、その上で、紹
介する内容と、その方法について話し合う。

作文 50
学校生活の中で、「ノーサイドの精神」が必
要とされる場面を具体的に一つ挙げた上
で、この精神が必要な理由を説明する。

540-660

放送の指示に従って、内容を正確に聞き取
り、設問に答える問題

家庭科（調理）分野から
５問
理科分野から５問

規則に従って作業することにより、規則を理
解し、作業の正確性と丁寧さを問う問題

数学分野から小問３問

簡単な図形を対称移動させる問題 対称移動図形２問

簡単な図形について、コンパスや直線定規
を用いて作図する問題

作図問題２問

豊多摩

道路、駅周辺、公園など公共の場での自転
車の利用の仕方について、「マナー違反（交
通規則違反を含む）」が多いと指摘されてい
ます。
①　今までに気になったことがある自転
　車のマナー違反の例を一人一つずつ
　あげ、そのことで他の人がどのように迷
　惑になるかを述べて下さい。
②　今の発言の中から、みんなで話し合う
　「気になるマナー」を一つ決めてください。
③　このメンバーで考えられる改善策を三
　つ作ってください。

作文 50

「一番忙しい人間が一番たくさんの時間を
持つ」（心理学者 アレクサンドロ・ビネ） とい
うことばについて、あなたが考えることを具
体例を挙げて述べてください。

500-600

作文

小論文

540-600

杉並高校が目指す学校像の一つは、「より
高い目標に向かってチャレンジする学校」で
す。　各々が立てた目標と高校生活の中で
どのようなことにチャレンジするかを具体的
に述べ、それが社会や世界のためにどのよ
うに役立たせられるのかを、二段落構成で
述べなさい。

50

50中野工業 （集団討論は実施していません。）

120

杉並

皆さんは杉並高校の生徒会役員です。今日
は、スマートフォンの校内での使用について
ルールを決めようとしています。どのような
ルールが必要か、またそのルールを徹底す
るためにどのような取り組みをすれば良い
かを話し合ってください。

皆さんは現在の自然環境や環境問題につ
いて、どのような問題意識を持っています
か。自分の考えを簡潔に述べてください。ま
た、環境問題、特にプラスチックごみ問題解
決に向けて、あなたはどのような取り組みを
したいと思いますか。資料をもとに考え、理
由とともに意見を述べてください。最終的に
皆さんから出た意見を出来るだけ一つにま
とめてください。

実技検査

富士

中野

杉並
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

西

総務省統計局では日本の人口の状況を把
握するために、５年ごとに実施される国勢調
査のデータを基に、人口推計を行っていま
す。以下のグラフは、1965年、1990年、2015
年の10月1日現在の人口推計による、男女
別の５歳階級（5歳ごと）の人口を表したグラ
フ（人口ピラミッド）です。
（グラフ省略）
これらのグラフから読み取れることをできる
かぎり挙げた上で、それにもとづいて自由に
討論してください。

作文 50

次のことばについて、あなたが感じたり思っ
たりすることを六百字以内で述べなさい。

「わかりやすさ」の罠（わな）にはまらないよ
うにするためには、やはり私たち社会を構
成するひとりひとりが、「知る力」をもっと鍛
えなければなりません。
（池上　彰）

600

農芸

農芸高校は「環境教育実践宣言校」として、
生徒があらゆる場面で、環境に配慮した行
動ができるようになることを目指していま
す。
現代の私たちの社会には、様々な「環境に
関する課題」があります。このことについて、
以下の①②にしたがって討論しなさい。

①　 「気候変動による農作物の不作」「食
　品の大量廃棄」「森林の減少」の中から、
　あなたが最も大切と考える「環境に関す
　る課題」を一つ選び、その理由を発表し
　なさい。
②　①のそれぞれの発表を受けて、この
　グループで「環境に関する課題」を一つ
　選び、課題解決に向けた具体的な取組
　について討論しなさい。

作文 50

本校は、農業について専門的に学ぶことが
できる学校です。このことについて、次の①
②に答えなさい。
①　志望する学科においてどのような学習
　に取り組みたいと考えていますか。なぜ
　そのように考えたか、理由と合わせて述
　べなさい。その際、中学校までに体験し
　たことに、具体的に触れること。
②　①で述べた学習の成果を高校卒業後
　にどのように生かしますか。なぜそのよ
　うに考えたか、理由と合わせて述べなさ
　い。その際、学習の成果を生かすことが
　できる進学又は就職等の計画に、具
　体的に触れること。

541-600

杉並工業

液晶画面を長時間見続けることによる、健
康への影響が問題になっています。どのよ
うな影響があるか、主なものを二つまとめな
さい。
また、その問題を解決するために、それぞ
れどのような対策が考えられるか、意見をま
とめなさい。

実技検査 50
立体模型を手順に従って、工作用紙で製作
する。

杉並総合

皆さんのグループの中に一人の留学生を受
け入れることになります。遠足として東京近
郊で紹介したい場所に連れていくことになり
ました。
あなたならどのような計画を立てますか。具
体的な一日の計画を立ててください。
また、その場所を選んだ理由も提示しなが
ら話し合い、グループの計画を立ててくださ
い。

作文 50

杉並総合高校では、自他の生命やルール・
マナーを尊重するとともに、優れた国際感
覚を持ち世界を舞台に活躍できる人材を育
てることを目指しています。
自分の意見や考え方が違う人と、コミュニ
ケーションをとる上で大切にしなければなら
ないことは何ですか。中学校の経験を踏ま
えて書きなさい。

541-600

小問１

「各国のキャッシュレス決済比率の状況」と
「日本におけるキャッシュレス決済の地域別
利用比率に関する図表（データ）を読み取
り、文章にまとめる。

問１　100-200
問２　150-250

小問２
「男女別平均寿命の推移」に関するデータ
を読み取り、文章にまとめる。

200-400

小問１

資料１及び資料２を読み、PISA調査におけ
る日本の結果の推移について分析した上
で、現在の日本ではどのような能力の育成
が必要か述べなさい。

200

小問２
設問文での筆者の主張をまとめた上で、
「学ぶ」ことについて、あなたの考えを自分
の体験や経験を交えて述べなさい。

450-600

50小論文

文京 小論文

豊島

皆さんの前に一つのランプがあります。ラン
プの精が現れて「願いを三つ叶(かな)えてあ
げる」と言いました。どんな願いをするのか
を考えてください。ただし、「願いの数を増や
す」とか、「世界中の人を永遠に幸せにす
る」などの普遍的なもの（範囲や期間が広い
もの）や、「みんなが毎日楽しく過ごす」など
の漠然として具体的でないものは認められ
ません。
（１）  意見発表
　　　 どんな願いをするのか、あなたの願
　　いを一つ、理由も含めて１分程度で発
　　表してください。
（２）  集団討論
　　　 グループとして三つ、どんな願いにす
　　るのか、理由を含めて話し合ってくださ
　　い。その上で、その三つの願いに順位を
　　つけてください。

昨年、大型の台風が各地に甚大な被害をも
たらしました。また、数年以内に首都直下型
の地震が起こることも予想されています。こ
ういった大きな自然災害に対して、高校生と
してどのようなことができるか、グループとし
ての意見をまとめてください。

杉並
（続き）

50

豊島
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

小問１
課題文の「ないもの」と扱われがちな人々が
声を上げられない理由を答える。

50

小問２
課題文において、相手との合意形成にはな
にが必要か答える。

40

小問３
課題文を踏まえて他者との対話のために何
が大切か述べる。

320-400

飛鳥

皆さんは飛鳥高校の国際交流委員です。飛
鳥高校はフランスの高校とパートナーシップ
協定を結んでいますが、その学校から生徒
20名が来校することになりました。訪問は午
後１時から４時の３時間の予定です。交流
会のプログラムについて話し合って決めてく
ださい。

作文 50

「隗(かい)より始めよ」という言葉がありま
す。大きな目標を実現するには身近なこと
から取り組むことが重要である、という意味
です。あなたの目標を実現するために、ど
のような高校生活を送りたいですか。これま
での経験を踏まえて具体的に書きなさい。

700

一日目

ここは高校１年の始めに、クラスで話し合う
時間だと想定してください。「Design　Your
Dream　自己の生き方を真剣に考え将来を
切り拓く力をつける学校」、これは本校の
キャッチフレーズです。この実現のために総
合学科での高校生活で身に付けるべきこと
について話し合ってください。

二日目

高校生のスマートフォン等所持率は95パー
セント以上であり、その使用方法について、
昨今、問題になっています。あなた方は、生
徒会役員の一員と想定してください。スマー
トフォン・インターネットを利用したコミュニ
ケーションについて、長所や短所に触れな
がら、ルールづくりのための話し合いを行っ
てください。

三日目

本校では、グローバル社会を豊かに生きる
力を育てることを教育目標に掲げています。
国際交流活動の一環として、外国の高校の
生徒が来校すると想定してください。皆さん
は、レクリエーション担当として内容を話し
合うグループです。レクリエーションをどのよ
うな内容や方法で行うかを話し合ってくださ
い。

竹台

都立竹台高等学校は令和２(2020)年度創立
80周年を迎えます。そこで、学校の取り組
み、良さを学校外の方により一層知ってい
ただく記念行事を行いたいと考えています。
さて、あなた方は生徒会役員です。記念行
事の企画を考えてほしいと言われていま
す。
そこで、まず、各自学校の取り組み、良さを
知っていただく企画を複数考えて発表してく
ださい。
次に、グループで話し合いをして、生徒会
(役員)として提案を三つにまとめ、順位を付
けて提案してください。
なお、どうしてその順位なのか理由も述べて
ください。

作文 50

本校は「本校の期待する生徒の姿」として
「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」を掲げています。
あなたは、これから学習面でどのような努力
していこうと考えていますか。中学校の学習
面における具体的な取り組みを挙げながら
述べなさい。

600

荒川工業

「将来、社会をになう一員として活躍するた
めに、高校生活においてあなたが身に付け
るべきことは何か。」について、次のキー
ワードの順位付けをして討論しなさい。
キーワード：
「基礎学力」「コミュニケーション能力」「探究
心」「資格の取得」「体力の向上」

実技検査 50
与えられた図又は表を、原寸大又は拡大し
て描き写す。与えられた平面図から投影図
を描く。

540-600
「挑戦することの大切さ」について、あなた
はどのように考えるか、自身の経験に触れ
ながら、あなたの考えを書きなさい。

50作文

千早 小論文

皆さんはクラスの代表として、防災訓練を企
画することになりました。地域の消防団の方
も協力してくださり、下記の訓練や体験がで
きそうだということになりました。時間の制限
があり、多くて２種類の訓練や体験しかでき
ません。これ以外の訓練や体験でも、できそ
うなものがあれば提案してかまいません
が、クラス35名全員が参加するとして、皆さ
んで選んでください。その際、選んだ理由も
説明してください。
・初期消火訓練
・避難所体験（仮設トイレ見学・非常食試食
など）
・応急処置講座
・煙体験ハウス
・起震車体験

豊島
（続き）

北

荒川

王子総合

50
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

板橋

昨年10月１日から東京都豊島区や足立区、
神奈川県全域など一部自治体で自転車の
損害保険が義務化されています。
東京都では、2020年４月から全域での義務
化を目指して条例改正を現在進めていると
ころです。
その背景には、近年、自転車事故により重
大な怪我(けが)や損害に結び付いたり、莫
大な損害賠償費用を請求されたりといった
ケースが報道され、自転車事故の危険性な
どが改めて認識されるようになってきたこと
があります。
(1)　あなたは自転車のマナーについてどう
　 感じていますか。あなたが感じていること
　 と、そう感じた理由について、述べてくだ
   さい。
(2)　高校生が加害者や、被害者になってし
　 まう自転車事故も起きています。このよ
   うな事故を減らすためにどうしたら良い
　と思いますか。挙げられた意見をもとに、
　皆さんで話し合ってください。案は一つで
　も複数でも構いません。

作文 50

「チャレンジ（挑戦）精神」という題で、作文を
書きなさい。
題に関連した、あなた自身のこれまでの具
体的な体験を盛り込むこと。また、高校入学
後の学校生活についても触れること。

541-600

大山

本校は「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「ペット
ボトル」「カン」「紙パック」の五つに分け、教
室にゴミ箱を置いて分別回収しています。ど
うすればゴミを捨てる段階できれいに分別を
することができると思いますか。話し合ってく
ださい。
なお、文化祭などの学校行事、学級活動、
部活動、委員会活動、授業、独自の取り組
みなど、様々な場面を想定しても構いませ
ん。

作文 50

あなたは将来、社会の一員としてどのように
活躍していきますか。また、その実現のた
め、大山高校に入学してからどのように取り
組んでいきますか。勉強（学習）や部活動、
生徒会活動、学校行事などの場面を想定し
て具体的に述べなさい。

480-600

小問１
「耐久消費財」の特徴が記述されている文
章を読み、図１と照らし合わせ、適切なもの
を選択する。

小問２
図１、図２から読み取り、乗用車を手放す理
由を二つ挙げ、記述する。

40-50

小問３

耐久消費財を始めとした私たちの日常生活
で使われるモノの変化に効率性という観点
から賛成だというAチームの主張に反論し、
Bチームとしての考えを記述する。

高島

2022年に成人年齢が「18歳以上」に引き下
げられることになりました。それに伴い、皆さ
んは18才で成人、つまり大人になります。あ
なたが考える大人とはどのような人ですか。
また、そのような大人になるためには、これ
からの３年間でどういうことを身に付けなけ
ればならないと考えますか。それぞれ考え
を述べなさい。全員がそれぞれの意見を述
べた後、その内容を踏まえ、高島高校の入
学式で宣誓する『新入生の誓い』の原稿を
グループで作成し、最後に宣言しなさい。
全員がそれぞれの意見を述べた後、その内
容を踏まえ、高島高校の入学式で宣誓する
『新入生の誓い』の原稿をグループで作成
し、最後に宣言しなさい。

高島高校入学式　新入生の誓い
　
私たちが考える大人とは
『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』。
　高島高校での３年間の学びを通じて成長
し、そのような大人になれるよう、以下の五
つの誓いを宣言します。
　１．『　　　　　　　　　　　　　　　　　』
　２．『　　　　　　　　　　　　　　　　　』
　３．『　　　　　　　　　　　　　　　　　』
　４．『　　　　　　　　　　　　　　　　　』
　５．『　　　　　　　　　　　　　　　　　』

作文 40 小問２
「人間力」というテーマで、高校生活で力を
入れて取り組みたいことを、あなた自身の
体験を踏まえて具体的に述べなさい。

400

小論文 50北園

１　日本語が話せない外国人とコミュニケー
　ションをとる場合、「音声翻訳機」を使用し
　てのコミュニケーションと使わない場合の
　コミュニケーションにはどのような違いが
　あるか、について話し合いなさい。
２　「音声翻訳機」を使用してのコミュニケー
　ションの限界を踏まえた上で、「コミュニケ
　ーションのあり方」について話し合いなさ
　い。

板橋
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

板橋有徳

2020年「東京オリンピック・パラリンピック」を
迎えるにあたり、海外から多くの方々が来
日することが予想されます。来日した海外
の方々へ伝えたい「日本の良さ」を三つ挙げ
てください。そしてそのことを伝えるために、
私たちが取り組むべきことは何でしょうか。
皆さんで話し合ってください。

作文 50

あなたが「遊び」を通して成長したと思うこと
を、具体的な経験を踏まえて述べなさい。ま
た、その経験によって得たものを、今後の学
校生活にどのように生かしていくのかを述
べなさい。

400-600

北豊島工業

高校生活では、中学校で学んだ集団生活で
大切なことをさらに磨いていくことが求めら
れます。あなたが高校生活で大切にしてい
きたいことは何ですか。また、その理由を述
べなさい。

作文 40

本校は工業高校であり、将来学んだことの
専門性を生かした分野に進むことができる
ように授業が考えられています。この特色を
踏まえ、あなたが高校生活で何を学びたい
のかを述べなさい。また、なぜそう考えるの
か、具体的な体験を例に挙げて説明しなさ
い。

350-400

小問１
世界のプラスチックの生産・流通を表した図
から読み取れることを記述する。

160-200

小問２
プラスチックごみについて、どのような問題
があり、どのような解決方法が考えられるか
を記述する。

320-400

大泉

若年層（10代から30代）の選挙の投票率
は、他の年代と比較すると低い傾向にあり
ます。下に示された【資料】を参考に、若年
層の投票率を向上させるためのポスターの
キャッチフレーズ又は標語について話し合っ
て決めてください。

作文 50

本校では、教育活動の一つとして、物事の
真理を深く考え、筋道を立てて明らかにして
いく「探究活動」を行っています。次の文章
を読み、あなたは「探究活動」を進めていく
際に、何を心がけるかを述べなさい。
「真理と誤りが、一つの源泉から生じるとい
うことは、驚くべきことであり、確かなことで
ある。したがって、多くの場合、誤りを傷つけ
てはならないのであるが、その理由は同時
に真理を傷つけてしまうからである。」

501-600
文章は、「格言と反省」ヨ
ハン・ヴォルフガング・フォ
ン・ゲーテによる

小問１
あなたが漢字一字を選ぶとしたら、どんな
漢字を選びますか。その漢字一字を書きな
さい。

1

小問２

それを選んだ理由を、あなたのこれまでの
経験や、将来の希望等を述べた上で書きな
さい。

500-600

田柄

田柄高校では今年から制服が新しくなりま
す。全校生徒が学校の内外できちんと制服
を着る意義（制服を着ることにどのような意
味があるのか）について、様々な立場の人
（高校生、保護者、地域の人など）の視点に
立って話し合ってください。

作文 50

今年の夏に開催される東京オリンピック・パ
ラリンピックの期間中に、あなたができるボ
ランティア活動をひとつ挙げなさい。そして
その際に起こるかもしれない困難やトラブル
を想像し、それに対しどのようなことができ
るか、あなたの考えを述べなさい。

600

練馬

皆さんは、高校のクラスメイトで同じ班の班
員です。近年、地震や台風、水害などの自
然災害が多発しています。このような自然
災害に備えて「自分自身が気を付けなくて
はいけないこと」を考えた上で、「班として、
災害発生時に地域のためにできること」を、
班の意見として二つにまとめてください。

作文 40

練馬高等学校の期待する生徒の姿の一つ
に、「部活動、委員会活動、学校行事等に
おいて、自主性をもって熱心に活動すること
ができる生徒」があります。あなたが、今ま
での生活の中で自主性をもって取り組んだ
ことは何ですか。また、練馬高等学校に入
学後、どのようなことに自主性をもって取り
組みたいと思っていますか。

401-600

小論文

50

皆さんは井草高校１年Ａ組の仲間です。９月
の井草祭で皆さんのクラスは、「環境問題」
を取り上げることになりました。クラスをいく
つかの班に分けて、班ごとに具体的な環境
問題について取り上げるという企画です。
皆さんの班は「地球温暖化」の担当です。ど
のような企画にするか、資料を参考にして
考えてください。
①　机上の資料をもとに（複数も可）どのよ
　うな企画にしたいかを考え、１分以内で発
　表してください。
②　皆さんで出し合った企画を検討し、そ
　の中から班の企画として一つを決めた
　後、具体的な内容について、話し合って
　ください。

石神井

板橋
（続き）

練馬

60

将来、たくさんの外国人が日本に移住してく
る可能性があります。あなたは将来、社会
で外国人と共に暮らして行くには、どのよう
にしたら良いと思いますか。次の二つの政
策の長所短所をそれぞれ具体的にあげな
がら、話し合ってください。
二つの政策
・イギリスに代表される多文化主義に基づく
政策。
例えば、イギリス人と外国人がそれぞれ自
分の文化を守り、社会の中で複数の文化を
並存させようとする政策。
・フランスに代表される同化主義に基づく政
策。
例えば、フランスに住む以上フランスの文化
に合わせてもらおうとする政策。

作文

井草
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

光丘

東京都多摩地区を震源とする震度６弱の地
震が起き、千人を超える近隣住民が広域避
難場所に指定されている光が丘公園に避難
してきました。あなた方は、高校生ボランティ
アとして派遣され、活動することになりまし
た。
①　光が丘公園にどのような設備・サービス
　が必要だと思うか、グループで話し合いな
　さい。
②　その中から一つを選んで、その設備・サ
　ービスをうまく使うアイデアやルールを、グ
　ループで話し合いなさい。
③　その設備・サービスでどのようなボラン
　ティア活動ができるか、グループで話し合
　いなさい。

作文 50

本校では、「ＡＩ時代を見据え、社会人として
よりよく生きていく力」を身に付けさせたいと
考えています。あなたはこの「ＡＩ時代」にど
のような力を身に付けるべきだと考えます
か。

560-640
段落ごとに書く内容を示し
た指示に従う。

大泉桜 文化祭のクラスの企画を考える。 作文 50
あなたは「挑戦することの大切さ」とはどの
ようなことだと思いますか。あなたの経験か
ら述べてください。

501-600

練馬工業 （集団討論は実施していません。） 実技検査 60
指示に従って作図等をして、それを基に立
体を作る。作った立体を描写する。

第四商業

①　近年、歩きながらスマートフォンを操作
　する「歩きスマホ」によって生じるトラブル
　が問題となっています。このことを防止す
　るためにはどのような対策が必要だと思
　いますか。なぜそう思ったのか理由を含
　めて考えを述べてください。
②　今、出てきた意見を参考にしながら、組
　み合わせても言い方を変えても良いので、
　このグループで、①で出た意見を一つに
　まとめなさい。また、グループでまとめた
　ことを実現するために、高校生としてどの
　ように行動すれば良いかを具体的に述べ
　てください。

作文 50

第四商業高等学校では、「ビジネス社会で
活躍できる基礎力」の育成を目指していま
す。
そのため、学習に意欲的に取り組む生徒や
特別活動（部活動、学校行事など）に積極
的に参加する生徒を求めています。あなた
は、中学校で学習や特別活動にどのように
取り組んできましたか。最も力を入れたこと
について、あなたがどのように取り組んだ
か、具体的に書きなさい。
また、本校に入学したら、何を学びたいと考
えていますか、「学習面」、「生活面」につい
てそれぞれ具体的に書きなさい。

400-600

青井

青井高校では、「時を守り、場を清め、礼を
正す」を学校生活の基本として生徒を心身
ともに鍛え、社会で自信と誇りをもって活躍
できることを目標としています。特に「時を守
り」は、より有意義な学校生活を送るために
大切です。
〔課題１〕
修学旅行での集合時間が「羽田空港に朝７
時」になりました。遅刻の多いあなたの友達
から「遅刻しないで行くためには、どうすれ
ばいいか」という相談を受けました。あなた
は、どのようにアドバイスしますか。具体的
な例を一つ挙げて、答えてください。
〔課題２〕
課題１での他の人の話を聞いて、良かった
と思うところを挙げてください。また、その理
由を説明してください。
〔課題３〕
あなたの所属するクラスで、よく遅刻する人
が何人かいます。全員が遅刻しないで登校
できるようにするための方法としてどのよう
なことが有効だと思いますか。あなたの考え
を説明してください。
〔課題４〕
課題３での他の人の話を聞いて、良かった
と思うところを挙げてください。また、その理
由を説明してください。

作文 40

あなたが中学校生活で取り組んだことの中
で、最も自分が成長できたと感じたことを書
いてください。また、その経験を生かして高
校生活でどのようなことに挑戦していきたい
ですか。青井高校の特色を踏まえて書いて
ください。

400-500

足立

皆さんはクラスの文化祭実行委員です。文
化祭のクラスの出し物について多数決を
とったところ、Ａ案とＢ案が得票数が同数で
最も多くなりました。これからどのようにすれ
ばよいでしょうか？話し合ってください。

作文 50

『地道に努力している』とあなたが考える生
物（人間は不可）を一つ選び【ふさわしい題】
を１行程度でつけた上で、以下の三点を内
容に入れて述べなさい。
・その生物を選んだ理由
・自分の日常や学校生活との比較
・高校生活に関する抱負または将来の目標

400-600

足立新田

台風等による自然災害が発生した時、学校
が避難所になる事例があります。今後あな
たが避難所で生活しなければならなくなった
場合に、予想される課題を五つ挙げなさい。
また、それらの課題を解決するために高校
生としてできることについて、話し合いなさ
い。

作文 50

2019年にノーベル化学賞を受賞した吉野彰
氏は、多くの失敗を経験しながら、やがてリ
チウムイオン電池を開発しました。このこと
を参考にしながら、あなたが中学校時代に
失敗から学んだことを具体的に示し、今後
の高校生活の中でその経験をどのように生
かしたらよいと思うかを書きなさい。

600

練馬
（続き）

足立
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

足立西

本校に入学すると、毎日学校に通い勉強を
することになります。
学校で授業を受ける意味について、意見交
換をしてください。

作文 50

東京2020オリンピック・パラリンピックでは、
多くの人が東京を訪れます。本校の生徒も
ボランティアとして様々な場で活躍すること
が期待されています。
さて、異なる文化や考え方を持つ人々と接
するとき、どのような準備や心構えが必要だ
と思いますか。これまでの体験を挙げて、あ
なたの考えを述べなさい。

540-600

江北

科学技術の進歩に伴い、人工知能（ＡＩ）の
研究･利用が進むことで、人間がいなくても
機械が人間の役割を担ってくれることが、増
えてきています。
一方、「人間にしかできないこと」や「人間だ
からこそできること」、「人間が行った方がよ
いこと」もあると思います。
そこで、これからの世の中を、人工知能（Ａ
Ｉ）と共存しながら、人間として心豊かに生き
ていくために、「私たちができること」、「私た
ちが心掛けなければならないこと」などにつ
いて、皆さんで討論してください。

作文 50
　「軌道修正」という言葉からあなたが考え
ることを、あなたの経験や見聞に触れて書
きなさい。

500-600

男子

高校に入学すると部活動や行事等に時間を
使うことが多くなります。そこで、学校の授業
以外で、勉強する時間を確保するためにク
ラスで取り組めることを話し合ってください。

女子

Ａさんは毎日、部活動をしています。帰宅す
ると疲れてしまい、学習意欲が涌きません。
そのうち成績も下がってしまいました。成績
を上げるためにＡさんにするアドバイスを皆
さんで考えてください。

小問１

本校の期待する生徒の姿に「社会人として
通用する良識」という語句がありますが、中
学校生活の中で「良識」ある行動が求めら
れる場面はどのような時だと思いますか。

字数指定なし。簡潔に書く。

小問２ 問1でそのように書いた理由は何ですか。 字数指定なし。簡潔に書く。

小問３
学校生活の中で「良識」ある行動をするた
めに重要なことはどのようなことですか。

200-400

足立工業

本校では、携帯電話やスマートフォンの持ち
込みを許可しています。学校生活で携帯電
話やスマートフォンを使用する上で大切な
ルールやマナーを、グループで話し合い三
つ挙げ、順位を付けなさい。

実技検査 40
定規やコンパスを用いた簡単な作図を行
う。

葛飾野

町に放置される空き缶、ペットボトル、ビ
ニール袋などのゴミは私たちの生活にとっ
てなかなか解決できない問題の一つです。
多くの人がきれいな町を望んでいるにもか
かわらず、町でそれらを見かけない日はあ
りません。この状況に対して、「これだけゴミ
があるんだから、私だってポイ捨てしてもか
まわないでしょ。」と言う友人にかける言葉と
その理由をグループで考えて発表してくださ
い。話し合いは以下の順で進めてください。

（１）　町にゴミが放置される原因や理由に
　　ついて、それぞれの考えを発表してくだ
　　さい。
（２）　（１）をもとに、「これだけゴミがあるん
　　だから、私だってポイ捨てしてもかまわ
　　ないでしょ。」と言う友人にあなたはど
　　のような声掛けをしますか。本当に人
　　の気持ちを動かし、行動を変える言葉
　　とその理由をグループで考えて発表し
　　てください。

作文 50

本校の教育目標は、「自立・叡智(えいち)・
敬愛」です。この中の一つ「叡智」とは、「問
題にぶつかったときに、知識や経験を生か
して適切に判断し、解決できる力」を意味し
ています。この「叡智」に関して、以下の内
容について書きなさい。
あなたはこれまでにぶつかった困難から、
どのようにして「叡智」を身に付けてきました
か。また、本校入学後、日々の学習におい
て、その「叡智」はどのように伸ばしていけ
ると考えますか。それぞれについて具体的
に述べなさい。

600

南葛飾

南葛飾高校の校舎には『創立80周年に向
かうあたらしい南葛』と垂れ幕が掲げられて
います。あなたはこのスローガンを見て、南
葛をどのような高校にしていきたいと思いま
すか。また、南葛が新たな一歩を踏み出す
ために、どのような活動をしていきたいです
か。

作文 50

本校の重点目標に、「地域行事やボランティ
ア活動に積極的に参加する」とあります。こ
れを踏まえて、次の①・②について、具体的
に書きなさい。
①　これまで、どのような考えでボランティ
　ア活動に取り組んできましたか。
②　①を通じて学んだことを生かして、社会
　に貢献するために、高校生としてどのよう
　なボランティア活動に取り組みますか。

501-600

淵江

作文 50

作文

（集団討論は実施していません。）足立東

葛飾

足立
（続き）

学校生活においては、集団行動が求められ
ます。集団行動において注意しなければな
らないこと、またその理由を中学校での経
験にも触れて述べなさい。

541-60050
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

農産

農産高校が地域の方々と連携して「食と緑
の祭典」を開催することになりました。
①　まず、農産高校が地域の方々と連携し
　て、この催しを成功させるために、以下に
　掲げる五つの項目の中から、あなたが最
　も大切だと思うものを一つだけ選び、それ
　を選んだ理由を述べてください。
②　次に、みんなで話し合って、以下の五
　つの項目の中から、農産高校が地域の
　方々と連携して、この催しを成功させる
　ために、特に重要と思われるものを三つ
　決めてください。そして、その三つに順位
　を付けてください。また、そのような順位
　を付けた理由についてまとめてください。

大切と思われるもの
　・コミュニケーション能力
　・食品や農業の知識や技術
　・マナーや礼儀
　・行動力
　・責任感

作文 50

「他の人を思いやること」について、あなた
の考えを述べなさい。他の人を思いやった
経験、又はあなたが思いやりを感じた経験
のいずれかを挙げ、そこから学んだことを書
きなさい。そして、その経験を高校生活でど
のように生かしていきたいかを書きなさい。

601－800

葛飾商業

近年、台風による大きな被害が起きていま
す。
1　台風による被害として、どのようなものが
  ありますか。
2　命を守るために、高校生として「家庭でで
　きること」「学校や地域でできること」は何
　があるでしょう。
それぞれ、具体例を挙げながら、話し合って
ください。

作文 50

次の（１）（２）について、作文を書きなさい。
（１）　 ビジネス科の生徒として、本校でどの
　　ようなことを学んでいきたいかを、具体的
　　に述べなさい。
（２）　本校で学んだことを生かして、将来ど
　　のようなことに挑戦したいと考えている
　　かを、具体的に述べなさい。

（１）、（２）
それぞれ
250-300

葛飾総合

オリンピック・パラリンピックに出場する様々
な国の選手たちを歓迎するイベントをするこ
とになりました。高校生になったあなたたち
が、中学生と協力してイベントを行います。
あなたならどのようなイベントを企画します
か、またその際にどのような工夫をします
か。話し合ってください。

作文 50

葛飾総合高校の学校生活では、仲間と協
力して様々な学習活動や行事などに取り組
む協調性を必要とする場面があります。こ
の「協調性」を本校でどのように育てていき
たいと思いますか。具体例を挙げながらあ
なたの考えを述べなさい。

540-600

男子

現在、「2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会」に向けて様々な準備が進
められています。具体的には、競技場の建
設や道路の整備などの施設面の準備、大
会運営のやり方や様々な背景を持つ人々
に向けた対応などのサービス面の準備が挙
げられます。さらに、学校においては、英語
を話す力を伸ばす教育や世界の国々の伝
統・文化を知る教育なども行われています
が、本当に大切なのは「2020年東京オリン
ピック・パラリンピック」が終了した後だと言
われています。
そこで、東京で生活する人にとって、「2020
年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会」終了後も、残し、受け継いでいく大切な
ことはどのようなことだと考えますか。このこ
とについて話し合ってください。

女子

国際化・情報化の急速な発展に伴い、今後
の日本社会において、私たちが経験したこ
とのないような、様々な問題が発生すること
が予想されています。そして、このような社
会を生き抜くためには、知識の量を増やす
だけでなく、「自ら課題を発見して解決する
力」が重要になるとされています。
そこで、「自ら課題を発見して解決する力」を
身につけるために、あなたはどのような高校
生活を送る必要があると考えますか。このこ
とについて話し合ってください。

葛西南
「自然界で生活する動物」と「動物園で飼育
されている動物」はどちらが幸せだと考える
かについて

作文 50

本校では、生徒の将来の夢を叶（かな）える
ための教育活動を行っています。あなた
が、高校生活で頑張りたい目標を三つ挙
げ、それぞれの目標を実現するために、ど
のような取り組みをしようと考えているか、
あなたの考えを解答用紙に述べなさい。

400-600

江戸川 作文 50

ストレスとは、こころが感じる重圧のことを言
います。何とかうまくやっていこうとする気持
ちがあるからこそ、私たちはストレスを感じ
ます。ストレスは、多少あったほうが集中力
とやる気が高まって、持てる力を発揮しやす
いという良い面があります。一方で、ストレ
スが大き過ぎたり、長く続き過ぎたりすると、
こころだけでなく体の調子が悪くなってくるこ
ともあります。
そこで、あなた自身の体験などを例に挙げ、
ストレスへの対処法について述べ、高校生
活を送る中で起こりうる様々なストレスに対
して、その経験などをどのように役立ててい
くかを書きなさい。

541-600

江戸川

葛飾
（続き）
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

一日目第
１グループ

（女子）

2019年度は大型台風による自然災害が大
きな問題となりました。今後、東京都で起こ
りうる自然災害としてどのようなことが考え
られますか。また、その自然災害に対してあ
ななたちができる対策について、それぞれ
具体的に話し合ってください。

一日目第
２グループ

（女子）

来年度、2020東京オリンピック・パラリンピッ
クを盛り上げるためにできることとしてどの
ようなことが考えられますか。また、皆さん
が高校生としてできることについて具体的に
話し合ってください。

一日目第
３グループ

（女子）

皆さんが毎日摂っている食事は将来の身体
を作ります。しかし「食」に関する様々な問題
が起こっているという現実もあります。「食」
の問題についてどのようなことが考えられま
すか。また、あなたたちがその問題を解決
するためにできることについて具体的に話し
合ってください。

二日目第
１グループ

（男子）

近年、AI（人工知能）の普及が加速し、将来
は人の活動の多くがAI（人工知能）に代わる
と言われています。AIが普及することの利
点と問題点について、それぞれ具体的に話
し合ってください。

二日目第
２グループ

（男子）

ペーパーレス化が勧められていますが、
ペーパーレス化による利点と問題点につい
て、それぞれ具体的に話し合ってください。

二日目第
３グループ

（男子）

令和元年度10月１日より一部の商品を除い
て消費税が10％に引き上げられました。消
費税が増税することの利点と問題点につい
て、それぞれ具体的に話し合ってください。

男子

海外修学旅行の訪問先で、現地の高校生と
交流会を行うことになりました。交流会の時
間は約30分間で、皆さんはその内容を企画
する実行委員です。まず、意見を出し合っ
て、企画を一つに絞りなさい。次に、その具
体的な内容や工夫について話し合ってくだ
さい。

「色」を一つ挙げて、その色を題材にした話
を作文しなさい。登場する人物、生物、物体
などに制限はありません。

550-600 男子

女子

「食品ロス」とは、食べられるのに廃棄され
る食品のことであり、近年、日本では年間約
600万トンの食品ロスが発生しています（飲
食店などから約55％、家庭から約45％）。ま
ず、食品ロスが発生する原因を考えてくださ
い。次に、食品ロスを減らすために、家庭や
地域社会、企業ができる具体的な取り組み
について話し合ってください。

学校で「このような授業があればよい」と思
う科目を新しく設定し、その科目名と内容を
書きなさい。そして、その学びが必要な理
由、その科目を学ぶことの利点について、
具体例を挙げながら述べなさい。学校につ
いては、小学校、中学校、高等学校のいず
れでも構いません。

550-600 女子

午前

近年、様々な自然災害が起きており、防災
対策が重要となっている。台風・洪水災害に
対し、停電している状況で避難所に避難し
てきたことを想定し、どのような物や約束事
が有効であるか具体的な理由を挙げて話し
合いを行い、グループとして重要な順に三
つまとめてください。

午後

近年、様々な自然災害が起きており、防災
対策が重要となっている。台風・洪水災害に
対し、日頃から準備しておくとよい物や約束
事について、具体的な理由を挙げて話し合
いを行い、グループとして重要な順に三つま
とめてください。

小問１
本文を読み、筆者が述べていることの理由
を本文中の語句を用いて説明する。

150

小問２

「才能があるけど嫌いなこと」と「才能が無い
けど好きなこと」のどちらをやるべきかの二
択で悩む友人にどちらを勧めるか。これま
での経験や、高校生活のイメージ等、具体
例を示しながら述べる。

600

作文

小論文

50

作文

定期テスト前に、クラス全体の点数を上げる
ためには、クラス全員で一緒に勉強すること
と、各自で自由に勉強することのどちらがよ
いか話し合ってください。

小松川

篠崎

作文

60

近年、台風や大雨などによる自然災害が日
本全国で増えており、多くの被害が発生し
ています。あなたは実際に災害が起こった
とき、高校生としてどのようなことに配慮し、
どのような行動をとりたいと思いますか。自
身の経験や体験に触れながら述べなさい。
原稿用紙は縦書きで使用すること。

科学・技術の発展は私たちの生活を便利な
ものにしてきました。一方で、環境や社会に
対して、様々な問題をもたらしてきました。
今後の科学・技術の発展はどのようにある
べきだと考えますか。あなたの生活に身近
な例を挙げつつ考えを述べなさい。原稿用
紙は縦書きで使用すること。

50

50

小学校の６年間、中学校の３年間という義
務教育９年間を振り返り、あなたが一番大
切だと思ったことは何ですか。また、そのこ
とを高校生活の中でどのように生かしてい
きたいですか。具体的に書きなさい。

541-600

一日目男子

二日目女子

600

600

江戸川
（続き）

小岩

紅葉川
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

江戸川
（続き）

葛西工業

次は高校生にとって大切なものの一部で
す。あなたにとって、次の①～⑤の中で一
番大切だと思うものを一つ選んで、その理
由を考えてください。また、出された意見を
もとに、グループで一つに意見をまとめてく
ださい。
①　コミュニケーション能力
②　責任感
③　ルールを守ること
④　学力
⑤　積極性

実技検査 45 定規とコンパスを使った作図

普通科
男子

片倉高校では、文化祭（星樹祭）でクラス企
画をすることになっています。クラスの一員
として、あなたはどのような企画を提案しま
すか。クラス全員が参加できる企画を理由
と合わせて提案し、皆さんで二つ又は三つ
の企画にまとめ、発表してください。

普通科
女子

片倉高校の良さを中学生向けに発信してい
きたいと思います。どのような方法で、どの
ような内容を発信していったら良いでしょう
か。　理由と合わせて提案し、皆さんで話し
合い二つ又は三つの企画にまとめ、発表し
てください。

造形美術
コース

片倉高校の造形美術コースとして、小学校
を訪問してボランティア活動を行うことになり
ました。あなたはどのような事をしたら良い
と思いますか。クラスで行うことを想定して、
具体的な活動内容を理由と合わせて提案し
話し合ってください。また、全体で二つまた
は三つの企画にまとめ、発表してください。

実技検査 180 鉛筆による素描

八王子北

皆さんは、18歳で「成人」の仲間入りをする
ことになります。これから皆さんに「大人とし
てどのような社会を作っていきたいか」につ
いて話し合ってもらいます。まず今の社会で
皆さんが変えていきたいと思うことを具体的
に挙げて、その理由を述べてください。皆さ
んに意見を述べてもらった後、それらを改善
し、より良い社会を作っていく方法について
話し合ってください。

作文 50
「失敗は成功のもと」と言いますが、あなた
自身の「失敗から成長することができた経
験」について書いてください。

600-660

小問１

世界人口の地域別推移や世界の水道の普
及率などの資料を読み、SDGｓ17の目標と
の関連性や解決策について考え、文章にま
とめる。

300

小問２
対話文を読み取り、自分の考えを文章にま
とめる。

500

富士森

本校は、皆さんが高校２年生になる令和３
年度に、創立80周年を迎えます。そこで、こ
れまでの卒業生を招待して、記念行事を行
うことになりました。この場にいる皆さんは、
その記念行事の実行委員会メンバーです。
本校の歩みを振り返り、来場者に楽しんで
もらえる行事とするために、あなたは現役の
富士森高校生としてどのような行事を企画
しますか。各自で一つ企画を考え、その内
容と、それを行う理由を説明してください。そ
して、ここにいる皆さんで、意見をまとめてく
ださい。
なお、行事では、本校の校庭・体育館に加
えて、学校外の施設も使用できるものとしま
す。

作文 50

あなたが高校生活を送る上で最も大切だと
思うものを次の中から一つ選びなさい。その
際中学生時代に自らが体験したことを交え
ながら、最も大切だと思った理由を具体的
に書きなさい。
・積極性
・協調性
・責任感
・物事を継続する力

600

松が谷

今年は東京オリンピックがあります。あなた
の学校にも英語が話せる国の高校生が一
日訪問することになりました。あなたのクラ
スにも５人が来ます。彼らをどのようにもて
なすかクラスで話し合うことになりました。次
の観点で話し合ってください。
①　おもてなしで、重視するのはどういうと
　ころか。
②　おもてなす側はどんなことが学べるか。
③　どのような日本文化を伝えていくか。
④　そのためには、どのような準備や時間
　配分が必要か。

作文 50

高校でのあなたの目標は何ですか。学習面
とその他の面の、二つの方向性から具体的
に述べなさい。あなたがこれまでやってきた
ことの継続でも良いし、今までにない自分を
出せるものでも良いです。

501-600

作文

小論文 60

資料として示した全国の商店街の空き店舗
率の推移、商店街の抱える課題を表したグ
ラフを読み解き、商店街を活性化させるため
にはどのような方策を立てたら良いか考え
て発表しなさい。また、グループとして商店
街を活性化させる方策を一つ立てるとすれ
ばどのようなものにするか、理由も含めて話
し合いなさい。

八王子東

片倉

50
「片倉高校で一番力を入れてやりたいことと
そのきっかけ」について、これまでの具体的
な体験を踏まえて述べなさい。

501-600

八王子
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

翔陽

本校では毎年、一年間の留学生を受け入れ
ています。留学生たちの滞在をより良いもの
とするために、どのような取り組みをすれば
よいか、二種類の外国人を対象にしたアン
ケート調査結果の資料から読み取れること
をもとに、外国人からみた日本・日本人につ
いて自分自身の知識や体験を踏まえた皆さ
んの考えを話し合って、まとめなさい。

作文 50

近年、社会がグローバル化していくのに伴
い、日本人が海外で活躍する場面が増えて
きており、本校でもグローバル人材の育成
を目指しています。その上で、あなたが日本
人として学んでおくべきこと、あるいは身に
付けておくべきことは何だと考えますか。
また、そのために本校でどのような活動を
行いますか。
自分自身の知識や経験を踏まえ、具体的に
述べなさい。

500-600

作文 50

目標を決めその達成に向けて挫折せずに
進んでいくためには、どのような工夫ができ
るでしょうか。中学時代の具体的体験を交
えながら、あなたの考えを書きなさい。

541-600

実技検査 90
与えられた素材を指示通りに変形し、それ
を机上に置いて用紙に描画する。

産業科　デザイン分野

小問１
与えられた文章を読み、本文の内容を踏ま
えながら意見を述べる。

300-360

小問２

与えられた資料を基に、わが国における
キャッシュレス決済の現状と、キャッシュレ
ス社会を推進するためにどうしたらよいか、
考えを述べる。

制限なし

小問１
栄養塩類の循環の変化に関する資料を読
み取る。

160-200

小問２ 湖沼の特徴をデータから読み取る。 140

小問３
資料から読み取ったことを基に、環境整備
の方向性を述べる。

160-200

武蔵野北

この図は、日本社会の変遷を表していま
す。政府は2016年から2020年にかけて目指
すべき新たな社会の姿として「Society 5.0」
を提唱しました。皆さんは、これに続く
「Society　6.0」の社会はどのようになると考
えますか。皆さんが考える未来について自
由に話し合い、グループとしての「Society
6.0」を提案してください。

作文 50
テレビアニメでおなじみの「サザエさん」で描
かれる時代の、現代とは異なる風潮を挙
げ、思うことを述べよ。

600

日本の社会は急速に少子高齢化が進んで
おり、特に青梅ではその傾向と影響が明ら
かです。青梅市の商店街では後継者不足な
どから、多くの店が閉鎖して、街のにぎわい
が失われつつあります。
本校では地域との連携、地域への貢献を積
極的に行っています。
青梅の街を活性化させるために多摩高生と
してどのような連携や貢献ができるでしょう
か。話し合って具体的な提言をしてくださ
い。

あなたの，自分自身の体験の中で，「失敗」
や「成功」について記述し，それについてあ
なたがどう考えるか，述べてください。そし
て，その経験を今後の高校生の生活の中で
どのように生かしていくのか，述べてくださ
い。

一日目女子

日本の社会は急速に少子高齢化が進んで
おり、特に青梅ではその傾向と影響が明ら
かです。本校がある裏宿町も、若い人や子
供が少なく、お年寄りが多い状況です。
本校では地域との連携、地域への貢献を積
極的に行っています。
このような町の中で、どのような問題、課題
があり、それに対して、多摩高生が役に立
てること、支援できることがあるでしょうか。
話し合って具体的な提言をしてください。

あなたの，自分自身の体験の中で，「努力し
たこと」について記述し，なぜ努力すること
が必要なのか，あなたの考えを述べてくださ
い。そして，その経験を今後の高校生の生
活の中でどのように生かしていくのか，述べ
てください。

二日目男子

50小論文

50

武蔵高校の生徒が、プラスチックごみ問題
に、取り組むことを推進するためのスローガ
ンを考える。

多摩

武蔵

八王子桑志

①　あなたがあったらいいなと思う「未来の
道具」や「未来の技術」は何ですか。一つ挙
げて、どのようなものか説明してください。
②　皆さんが挙げてくれたものが実現したと
したら、社会にどのような影響があると思い
ますか。

ドラえもんを知っていますか。ドラえもんは
のび太君に何か困ったことが起きると、それ
を解決してくれる道具を出してくれます。の
び太君がその道具を使うことでストーリーが
展開します。
皆さんはのび太君になった気持ちで、何か
困っていること（解決したいこと）を一つ考え
てください。その後、グループで一つの意見
にまとめ、その課題を解決するための道具
の仕組みや、使い方について話し合ってくだ
さい。
ただし、道具に使うことができる技術は、「今
はできなくても今後の科学技術の発展でで
きるかもしれない」ということを条件としま
す。

立川

50

作文

小論文

800

立川

八王子
（続き）

青梅

武蔵野
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

青梅
（続き）

青梅総合

青梅総合高校では、隔年でドイツの高校生
を留学生として10日間受け入れています。
４人の留学生があなたのクラスに所属した
と仮定します。来日７日目の水曜日の３・４
時間目を特別ロングホームルームにし、留
学生とクラス全員の交流を深める機会を持
つことになりました。どのような企画にする
かを話し合ってください。ただし、以下の条
件を守って企画してください。
クラス人数：40人
留学生人数：４人
時間：
　３時間目　10：45～11：35（50分間）
　４時間目　11：45～12：35（50分間）
場所：本校内

作文 50

本校の育成したい力の一つに「新しいことに
挑戦し続ける力」があります。あなたはこの
力を身に付けるために、高校生活の中で、
何にどのように取り組みますか。青梅総合
高校の期待する生徒像と特色を踏まえ、具
体的に述べなさい。

600

府中

皆さんは府中高校に入学し，美化委員にな
りました。校舎をもっときれいにするために，
美化委員会としてどのような取り組みをする
と効果的だと考えますか。また，その理由も
述べてください。全員が自分の意見を述べ
たら，その中で最も効果的だと考えるものを
三つ選んでください。また，選んだ理由をそ
れぞれはっきりとさせてください。

作文 50

「人生は楽ではない。そこが面白い。」という
のは、日本の小説家、武者小路(むしゃのこ
うじ)実篤(さねあつ)の言葉です。あなたは、
この言葉について、どのように考えますか。
自分の体験を踏まえて述べなさい。

720-800

府中西

皆さんは、生徒の自主的活動である「府中
西高校の生徒会」に、大いに興味をもって入
学しました。ところが、生徒会役員に聞いて
みると
「現一年生で生徒会役員希望者が少ない」
とのことでした。
そこで、自分のクラスや部活動で、周りの生
徒に聞いてみたところ
「生徒会が何をしているか分からない」
「生徒会活動に興味が持てない」
さらには
「部活動が忙しいのでできない」
「面倒なだけである」
といった、消極的な意見が多い印象でした。
皆さんは生徒会役員になって生徒会活動が
活発になるように取り組むことを決意しまし
た。
具体的にどのような取り組みをすればよい
か、話し合ってください。

作文 50

近年、ＳＮＳやスマートフォン等に関連する
問題についてのニュースが多く見られます。
これらは便利な反面、使い方を誤ると様々
な問題を引き起こします。
①ＳＮＳやスマートフォン等を利用すること
によってどのような問題が起こっているか、
具体的に書きなさい。
②その問題を解決するために、または、あ
なた自身が問題に巻き込まれないようにす
るためにどのようにすればよいかを具体的
に書きなさい。

560-600

府中東
「クラスでの良好な友人関係を築くために」
大切なことを三つ挙げなさい。

作文 50
「授業と家庭学習」という題で、自分の経験
に触れながらあなたの考えを述べなさい。

600

農業

東京都立農業高等学校は、以下の条件で
都民フェスティバルに参加することになりま
した。
日時：令和２年５月16日（土）10時～15時
場所：本校　校庭
参加団体数：全50団体（うち本校からは１団
体が参加）
参加テーマ：
①　オリンピック・パラリンピック
②　防災
③　その他（例：学校紹介、環境、レクリ
　エーションなど）

皆さんは、本校の実行委員です。次の（１）
と（２）について話し合ってください。
（１）　参加テーマを一つ選ぶ
（２）　具体的な参加内容

作文 50

第一志望学科の学習を通して、どのような
力を身に付けたいですか。また、その身に
付けたい力を習得するためにどのような努
力をしていきたいですか。さらに、そのよう
にして身に付けた力を高校卒業後、どのよ
うにして生かしていきたいですか。あなたの
考えを具体的に書きなさい。

501-600

府中工業

本校では、生徒全員がしっかりと挨拶がで
きるよう、重点的に取り組んでいます。生徒
全員が気持ちよく挨拶ができるとどのような
良い点がありますか。また、苦手な人も挨拶
ができるようになるためには、どのような方
法があるか皆さんで討論してください。

作文 50

あなたが、中学校生活で努力したことは何
ですか。その努力で自分が得たことを含め
て、具体的に書きなさい。題名等は書かな
いものとし、本文から書き始めること。

400-600

府中
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小問１

図１、図２は、「地域経済分析システム（ＲＥ
ＳＡＳ）」から作成した東京都のＡ市とＢ市の
「地域経済循環図」（2013年）です。
今、地域経済は様々な問題を抱えていま
す。地域を活気あるものにするためには、
地域経済をうまく循環させることが必要だと
考えられています。つまり、
①　その地域で「生産」したものを売って得
　た利益を、できるだけその地域で「分配」
　する。
②　その分配された「所得」を、できるだけ
　その地域で「支出」する。
この経済循環がうまく回れば、仕事も増え、
人も増え、税収も増えるのでは、と期待され
るのです。
図１と図２の「雇用者所得」と「民間消費額」
を比較すると、Ａ市とＢ市はそれぞれどのよ
うな地域であると推察されるか。その特徴と
根拠を述べなさい。

300

小問２

下の二つの地域の事例（1）、（2）を読み、
「地域経済をうまく循環させる」という観点か
ら、二つの地域Ｃ、Ｅに共通する問題点を指
摘し、どのように改善すべきかを述べなさ
い。
（1）　ある県のＣという島では、リンゴジュー
　　スを、商店がフェリーで島外のＤ県から
　　取り寄せ、それを島民は買って飲んでい
　　る。島内では作られていないからだ。し
　　かしその原材料のリンゴは、多くがＣ島
　　で採れたもので、Ｄ県の工場でジュース
　　に加工されているのだった。
（2）　Ｅ県の辛子(からし)明太子(めんたい
　　こ)の消費量は、全国平均を上回ってい
　　る。主に、辛子明太子を特産品とするＦ
　　県から取り寄せているのだが、Ｆ県では
　　原料のスケソウダラは獲(と)れない。Ｆ
　　県は、Ｅ県で獲れたものを使って辛子
　　明太子に加工しているのだった。

300

拝島

より良い高校生活を送るために、日頃から
どのようなことを心がけて、どのように行動
していくべきでしょうか。皆さんで話し合って
ください。

作文 50

今までに達成感を味わった経験を一つ挙げ
なさい。また、それを踏まえて、高校生活で
は何に取り組んでいこうと考えているか。具
体的に書きなさい。

540-600

神代

ここにいる皆さんは、神代高校の生徒会役
員だとします。神代高校において、携帯電話
やスマートフォンを適切に使うために、学校
内でのルールを決めることになりました。皆
さんで話し合い、ルールを三点挙げてくださ
い。

作文 50

あなたが人と接する時に心がけていること
はどんなことですか。その際に、具体的経
験を踏まえた理由も書いてください。また、
高校生活では新たにどんなことを心がけた
いと思っていますか。理由とともに書いてく
ださい。

501-600

小問１

「科学」と「技術」について書かれた課題文
を読み、「20世紀の技術は、それ以前の技
術とは全く異なるものである」とあるが、「そ
れ以前の技術」とはどのようなものだと筆者
は述べているか。本文中の語句を用いて説
明せよ。

50

小問２

「科学」と「技術」について書かれた課題文
を読み、「これが現代技術のもつきわだった
特色である」とあるが、「きわだった特色」と
はどのような点だと筆者は述べているか。
本文中の語句を用いて説明せよ。

50

小問３

「科学」と「技術」について書かれた課題文
を読み、「科学」と「技術」を合わせた「科学
技術」について、「人類の責任は重大であ
る」ということについて、あなたの意見を、具
体例を挙げながら述べよ。

350-400

小論文 50

調布

昭島

①　今から10年後の2030年は、ＡＩやインタ
　ーネットが欠かせない時代が来ると予測さ
　れています。その時の社会は、あなたにと
　って「生きやすい」か「生きにくい」か、どち
　らだと思いますか。各自の考えを１人当た
　り１分程度で述べてください。
②　上記のような社会において、私たちが生
　きる上で大切なものは何でしょうか。グル
　ープで話し合い、以下の四つのキーワード
　のうち大切な順に１位から４位まで決めて
　ください。最後の１分程度で、グループの
　考えを理由も含めて簡潔に説明してくだ
　さい。

キーワード
〔知識　思考力　コミュニケーション力
人間性〕

昭和

近い将来、東京で直下型地震が起きる確率
が高いといわれています。皆さんが高校の
同じ部活動の生徒だとして、休日の部活動
中に大きな地震が起き、生徒20人教員３人
がいるところに、約500人の地域の方が避難
してきました。このあと、高校の校舎で一週
間の避難生活が続く見込みです。皆さんは
どのような行動をとればよいかを話し合って
ください。

調布北 50小論文
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

小問１
ボランティア活動と総合主観満足度のグラ
フを見て読み取る問題。

小問２
ボランティア活動が総合主観満足度にどの
ような影響を与えているか、読み取れること
を説明する。

100

小問３

問２の回答を踏まえ、これから高校生として
生活していく上で、自分が取り組んでいきた
いと思うことは何かを自身の体験も含めて
説明する。

400

小川

皆さんは、本校の新入生です。
ここにいるメンバーでチームを組み、自分た
ちの特性を生かして人のために役立つ活動
をしようと決めました。皆さんで、このチーム
の名前を考えてください。

作文 50

「チャレンジ」という語には『困難な問題や未
経験のことなどに取り組むこと』（小学館　大
辞泉より）という意味があります。その意味
を理解した上で、あなたは今までどのような
「チャレンジ」をしてきましたか。自分自身の
体験を一つ挙げ、その体験から得たことを
述べなさい。また、その体験から得たこと
を、高校生活における「チャレンジ」において
どのように発揮できると考えていますか。そ
れぞれ具体的に述べなさい。

600

小問１
「頭配り」と「気配り」について書かれた文章
を要約する。

200

小問２
筆者の意見を踏まえて、「頭配りと気配りの
バランスをうまく取る」ということについて、
自分の考えを書く。

500-600

普通科

自転車のマナーが問題になっています。あ
なたが心がけていることを踏まえ、高校生と
して自転車マナーを向上させるにはどのよう
にしたらよいか、話し合ってください。

福祉科

お互いが成長できるクラス・学校にするため
には、どのようなことが必要になると思いま
すか。あなたの考えを述べて話し合ってくだ
さい。

体育科

野津田高校では遅刻指導に力を入れてい
ます。皆さんは、野津田高校生徒会の役員
です。登校時の遅刻をなくす方法を、皆さん
で話し合ってください。

実技検査

（１）　共通検査（全員受検）
　　 ①　50ｍ走（雨天時は「立ち幅跳び」に
　　　　変更）
　　 ②　２分間シャトルランニング
　　 ③　マット運動（倒立前転・開脚前転・前
　　　　転・ジャンプ１／２ひねり・後転・側転）
（２）　運動技能検査（次の①～④の中から
　　 １種目選択）
　　 ①　陸上競技
　　 　男：1500ｍ走・砲丸投げ・走り高跳び・
　　　　　 100ｍ走・ハンドボール投げから１
　　　　　種目選択
　　 　女：1000ｍ走・砲丸投げ・走り高跳び・
　　　　　100ｍ走・ハンドボール投げから１
　　　　　種目選択
　　 ②　サッカー 男女
　　 ③　バスケットボール 男女
　　 ④　バレーボール 女子のみ

体育科

小問１
自信とは何かということについて書かれた
課題文を読み、筆者の考えをまとめる。

150

小問２
課題文での筆者の考えに対して、「自信」に
ついての自分の考えを経験や見聞を踏まえ
て論じる。

400

小論文
調布

（続き）

501-600作文 50

野津田

成瀬

調布南

調布市が市民に対して行った京王多摩川駅
周辺の将来像についてのアンケート結果か
ら、将来的に京王多摩川駅周辺に必要な施
設を三つ挙げるとすれば何かを優先順位と
理由を含め簡潔にまとめ発表する。また、そ
れを受けて、将来的に京王多摩川駅周辺に
必要な施設について、グループで話し合い、
優先順位と理由を含め、三つ決める。

小論文

あなたは、部活動の部長を務めています。
あなたの所属する部は、最近、大会に出て
も成績が振るわず、部員たちのやる気も落
ちています。また、練習を無断で休む部員も
増えてきていて、顧問の先生から事態を改
善するように指示を受けています。このまま
では部が存続できなくなるかもしれません。
あなたはこの状況を解決するためにどうし
たら良いと思いますか。具体的な解決方法
が出るよう、話し合いを進めてください。皆さ
んで考え、話し合った内容をまとめてくださ
い。

50

普通科
福祉科

内閣府の令和元年版高齢社会白書を見る
と、「我が国の総人口は、平成30（2018）年
10月1日現在、1億2,644万人となっている。
65歳以上人口は、3,558万人となり、総人口
に占める割合（高齢化率）も28.1％となっ
た。（中略）。我が国の65歳以上人口は、昭
和25（1950）年には総人口の5％に満たな
かったが、昭和45（1970）年に7％を超え、さ
らに、平成6（1994）年には14％を超えた。」
という記述があります。
このような社会の高齢化は、今後、人々の
生活にどのような影響を与えると思います
か。社会の高齢化がもたらす課題と解決策
について、自由に討論をしてください。

町田

町田 小論文 60

本校では「未見の我の発見」を教育目標に
掲げています。あなたは自分自身の「可能
性」を引き出すためにどのように高校生活を
送ろうと考えていますか。 「２年後の私」とい
うテーマで、具体的に書きなさい。

50
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

山崎

大学を卒業して就職しても３年以内に仕事
を辞める人が多いと言われています。厚生
労働省「新規学卒者の離職状況」によると、
平成28年３月時点の新規大卒就職者の３
年以内離職率は32.0％と発表されており、
大学を卒業して就職した人の約１/３が３年
以内に仕事を辞めています。大学を卒業し
て就職しても３年以内に仕事を辞める原因
について、自分の考えを整理して発表をして
もらいます。その後、お互いの考えについて
話し合ってください。
大学を卒業して就職しても３年以内に仕事
を辞める人が多いと言われていることから、
あなたは大学を卒業して就職しても３年以
内に仕事を辞めることについてどのように考
えますか。働く意義を含めて自分の意見を
述べ、話し合ってください。

作文 50
これからの高校生活を送る上で、あなたが
大切にしたいことを、中学生時代の具体的
経験を踏まえて、述べなさい。

540-600

町田工業

問１　別紙の六つのロボット（産業用ロボッ
　　 ト、医療用ロボット、農業用ロボット、
　　 運搬用ロボット、介護用ロボット、災
　　 害用ロボット）のうち、これからの社
　　 会で最も重要度が高いものはどれ
　　 だと思いますか。一つ選び、理由と
　　 ともに答えなさい。
問２　 問１で出された皆さんの意見を踏ま
　　 えてグループで討論し、別紙の六つの
　　 ロボットのうち、これからの社会で重要
 　　度が高いと思う順に、グループでの一
　　 番から三番までを決めなさい。

実技検査 30
ローマ字入力により決められた時間内に正
確に数多くタイピングする。

町田総合

（資料を提示）【資料】「持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ(エスディージーズ)）」とは、国連サ
ミットで決められた2016年から2030年までの
国際目標です。持続可能な世界を実現する
ための17の目標から構成され、日本として
も積極的に取り組んでいます。下に示した
のは、「ＳＤＧｓ」における17の目標のうちの
６つです。（資料に下記のロゴを提示）。
２　飢餓をゼロに
６　安全な水とトイレを世界中に
７　エネルギーをみんなに　そしてクリーンに
11　住み続けられるまちづくりを
14　海の豊かさを守ろう
15　陸の豊かさも守ろう
 
①　【資料】にあげた「ＳＤＧｓ」における六つ
　の目標の中から、あなたが最も達成すべ
　きと考えるものを一つ選び、その番号と理
　由を述べてください。その際、他の人と同
　じものを選んでも構いません。
②　皆さんは、「ＳＤＧｓ」に取り組む高校生
　のチームです。まず、チームで取り組む
　目標を一つ決め、具体的にどのような活
　動を進めていくかを話し合ってください。

作文 50

「行動を起こすこと。最初の一歩を踏みだす
こと。結果は後からついて来る。もちろん希
望通りの結果とは限らない。でも、踏みださ
ない人に、結果は決してやって来ない。」
（ 『明日に一歩踏み出すために』唯川　恵 ）
この文章を踏まえて、あなたは将来どのよう
な人になりたいか、また、それを実現させる
ために町田総合高校入学後にどのようなこ
とに取り組んでいきたいか、具体的に述べ
なさい。原稿用紙に横書きで書くこと。

540-600

小問１

「コミュニケーション阻害語」に関する文章を
読んで、筆者は、「コミュニケーション阻害
語」を用いることで、どのような問題が生じる
と述べているかを答える。

40-60

小問２

他者との適切なコミュニケーションをとるた
めに大切なことは何か。自分が大切だと考
えることを具体的に一つ挙げ、その理由とと
もに書く。

500

１・２グループ

近年、インターネットをはじめ、様々なメディ
アからの情報は、私たちの社会や個人の生
活に大きく影響を与えている。そのような環
境で生活するメリット・デメリットを挙げ、メ
リットを生かすための科学技術や、デメリット
を解消するための科学技術を考え、具体例
を踏まえて討論しなさい。

３グループ

現在、日本の農業は多くの問題を抱えてい
るが、どのような問題があるのか具体的に
挙げなさい。また、そのような状況でも安定
的に食料を供給していくために、どんな科学
技術が活用されるのか、日本の未来の農業
の姿を想像して討論しなさい。

50

まず、大人と子どもの違いは何か。自分自
身の考えを、そう考えた理由とともに発表す
る。
次に、その違いを踏まえて、魅力ある大人
へと成長していくためには、高校３年間をど
のように過ごせばよいかを、話し合う。

小論文

50分間でプレゼンテーショ
ンシートを作成し、10分間
でプレゼンテーション・質
疑応答等を行う。

中学校の授業や課外活動又は日常の生活
などにおいて、興味・関心をもったことの中
から一つ選び、タイトルを付けたプレゼン
テーションシートを作成してください。

町田
（続き）

小金井北

60多摩科学技術 実技検査

小金井
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

小平

学校図書館から、図書委員を通じて、いろ
いろな分類の本に興味を持ってもらえるアイ
デアを募集するという話がありました。さっ
そく、クラスでも班に分かれてアイデアを出
すことにしました。
皆さんはその中のひと班です。ここにいるメ
ンバーで、以下の注意点を参考にしながら、
アイデアを考えてください。

小論文 50

内閣府『我が国と諸外国の若者の意識に関
する調査』からボランティアに関する二つの
資料を読み取り、その特徴を記述する。次
にそれらを踏まえた上で、日本において今
後ボランティアに参加する人を増やすには
どうしたらよいかを論じる。

600

小平西

テーマ①
小平西高校では、話を聞いて理解する力・
文章を読んで理解する力の育成にも力を入
れています。
さて、現在日本ではこのような小中高校生
の「読解力」の低下が問題となっています。
原因として様々なものが考えられますが、
一番の原因だと思うものを次の四つのうち
から一つ選び、その選んだ理由を答えてく
ださい。
１　読書量が少ない。
２　スマートフォンの利用時間が長い。
３　手紙などを書く機会が少ない。
４　その他（自分たちで考えた原因を答えて
　ください。）
テーマ②
テーマ①の討論で選んだ原因について、自
分たちでも続けていけると思う改善策を、班
でまとめてください。

作文 50

本校の期待する生徒の姿の一つに、「学校
をはじめ社会のルールを守り、自他を認
め、仲間と協力して互いに高めようとする生
徒」とあります。このことを踏まえて、以下の
①②の条件を満たす文章を具体的に書きな
さい。
①　中学時代の経験を振り返り、集団生活
　を送る上で大切なことは何だと考えるか、
　具体的に書きなさい。
②　そのことを活かして、高校ではどのよう
　に取り組んでいくか、具体的に書きなさ
　い。

500-600

小平南

あなたたちは１学年の各クラスのホーム
ルーム委員です。この学年ではよりよく学校
生活を過ごすために、学年のスローガンを
作成することになりました。
スローガンは、「自分がこうなりたい」「どう
いった学年になりたい」という思いを込め
て、メインテーマとサブテーマを皆さんで話
し合い、まとめてください。
○○○○○　～△△△△△△△～
メインテーマ　　　サブテーマ

作文 50

自ら進んで行動する人のことを「積極性」が
ある人と言います。また、ある分野の知識
や経験が優れている人を「専門性」があると
表現します。
このように、人や物事の性質を表す時に、
「～性」という言葉を使います。
あなたが充実した高校生活を送るために必
要な「～性」を中学校の体験をもとに考え、
その理由を具体的に書きなさい。

600

日野

近年、クジラやイルカなどの海洋生物が
誤ってプラスチックゴミを飲み込んでしまう
問題が世界的に報道されています。
そこで、プラスチックゴミから海洋生物や地
球環境を守る方法について話し合い、グ
ループとしてその方法を提案してください。

作文 50

あなたの今までの体験を例に挙げながら、
次のことについてあなたの考えを書きなさ
い。
「挑戦」

600

日野台

あなたたちは地域の街づくり委員会のメン
バーです。今後の公園のあり方について話
し合ってください。
その際、次の資料を参考にしてください。
（国土交通省のデータより「公園における遊
具の数の推移（全国）」のグラフを作成し、提
示。）

作文 50

『論語』に、「温故知新」という言葉がありま
す。「温故知新」とは、過去の出来事や先人
の考え方などについて深く学び、新たな道
理や知識を見出すことです。「温故知新」
は、現代社会の様々な問題にも生かすこと
ができると考えられます。
このことについて、次の(1)～(3)について触
れ、具体的に書いてください。
(1)　現代社会において、あなたが問題だと
　 考えること。
(2)　その問題に取り組むにあたり、学ぶべ
　 き過去のできごとや考え方。
(3)　その問題に対する、今後の取り組み。

650-800

南平

これからの皆さんは、出身地や文化、風土、
歴史の異なる人々とその違いを乗り越え
て、目標を達成する力が求められていま
す。チームの一員として働く力を、高校生活
の中でどのように身に付けていくかを、皆さ
んで話し合って三つ挙げなさい。

作文 50

課題文は、筆者が思いがけぬ失敗から学
ぶことについて書いたものです。この例のよ
うに、今までの経験の中で、あなたが「失敗
から学んでその後うまくいったこと」又は「失
敗から学んだと思えること」はどんなことで
すか。具体的に挙げ、その経験を学校生活
にどのように生かしていくかを書きなさい。

501-600

日野

小平
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対象 テーマ 種別
検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

東村山西

本校の三大行事の一つである文化祭のこと
を「高槻（たかつき）祭」といいます。みなさ
んは高槻祭実行委員に選ばれました。昨年
の実行委員会の反省で、高槻祭を「もっと盛
り上げたい」という声が挙がりました。今年
の高槻祭をどのように盛り上げるか、具体
的な方法（取り組み）を考えてください。４分
後、それぞれが考える具体的な方法（取り
組み）について理由を含めて一つ、１～２分
程度で発表してもらいます。
その後、以下の点を押さえながら皆さんで
話し合い、高槻祭実行委員会としての案を
一つ決めてください。全体の進行役と最後
の発表役は、それぞれ皆さんの中から決め
た人とします。
なお、実際に本校の高槻祭を見たかどうか
は、評価には関係ありません。

・　文化祭が盛り上がる案であること
・　その案を実現させるにあたっての注意
　点や問題点はないか

作文 50

ルールやマナーを守らないと、どのような問
題が生じるか。あなたの経験を踏まえて述
べなさい。また、生じた問題を解決するため
に最も大切だと思うことを次から一つ選び、
理由を説明しなさい。
１　約束を守る。
２　相手のことを考えて行動する。
３　ものを大切にする。
４　服装を整える。

540-600

東村山 （集団討論は実施していません。） 作文 50

友人から信頼される人とはどのような人だと
思いますか。また、信頼される人になるため
に、あなたはどのような高校生活を送りたい
と思いますか。自分の経験・体験を具体的
に示しながら書きなさい。

600

小問１
『「宿命」を生きる若者たち－格差と幸福を
つなぐもの』の一部抜粋を読み、本文に書
かれた意見をまとめる。

50

小問２
『「宿命」を生きる若者たち－格差と幸福を
つなぐもの』　の一部抜粋を読み、「努力す
る」ことについて、自分の考えをまとめる。

200

小問３
北海道の高山帯における植物の分布に関
する二つの資料を基に、読み取れることを
まとめる。

150

小問１

①中島義道『＜対話＞のない社会』と②大
平健『やさしさの精神病理』の文章を読み、
問１、問２に答える。

問１　①の筆者は＜対話＞的な討論をどの
     ようなものと捉えているかを、＜対話＞
　　 的でない討論との違いが分かるように
　　 説明する。
問２　②の文章をもとに、①の筆者がいう
　　＜対話＞が日本に根付かない理由と
　　して考えられることを述べる。

Ａ４の解答用
紙で、問１の説
明は６行程度
で記述し、問２
の記述は７行
程度。

小問２

詭弁（きべん）に関する先生と生徒の会話を
読み、問１、問２に答える。

問１　２×２が５に等しくなるという主張の誤
　　りの部分を指摘し、正しいと錯覚してしま
　　う理由を説明する。
問２　販売単価に関する文章の中にある、
　　平均に関する誤りを数式などを用いて
　　説明する。

Ａ４の解答用
紙で、問１、問
２ともに７行程
度で説明を記
述する。

小論文 50

540-600

国分寺

日本の幸福度に関する国際調査から、日本
の幸福度が増すための課題を挙げ、その課
題を解決するための手立てや方策を話し合
う。

小論文 60

第五商業

諸外国の若者(13歳から29歳までの男女)の
「自分自身に満足しているか」という質問に
対する回答結果の図表を見て、以下の内容
について話し合う。
「日本の若者を諸外国の若者と比較して、
『自分自身に満足している』人の割合が低い
原因と、日本の若者の満足度を上げる方
法」

作文

国立

50

国立

課題文（「人に譲るために座る」　優先席を
空ける究極の方法 ―マセソン美季さんの
パラフレーズの一部抜粋）をよく読み、筆者
の主張について考えを述べる。その際、第
一段落で、課題文から読み取れる筆者の主
張とその実現のための提案についてまとめ
る。第二段落で、それに対する意見を、根
拠を明確にして述べる。第三段落で、自分
自身はどのようにしていこうと思うかを述べ
る。

国分寺

平成26年度に高校生を対象として実施され
た国際比較調査の報告から引用したグラフ
二種を示し、①資料を見て気づいたこと、問
題点、感想などを発表し、さらに②資料と各
自の体験を踏まえて「体験活動の効果」に
ついて自由に討論する。

東村山
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検査
時間

問 テーマ・課題等 字数 備考
所在地 学校名

集団討論 小論文・作文、実技検査

福生

福生高校の「本校の期待する生徒の姿」の
中に「文武両道」という言葉があります。「文
武両道」を高校生活で実践することで、将来
どのようなことに役立ちますか。グループ内
で話し合い、意見をまとめてください。

作文 50

地球温暖化対策を訴えるスウェーデンの16
歳の活動家が話題となりました。これまでの
日本を振り返ると、科学技術を発展させ、生
活を便利で豊かなものにすると同時に、
様々な環境問題も発生しています。これに
関連して、以下の二点について、具体的に
述べなさい。
①　環境問題への対応としてあなたが高校
　生としてできることは何だと考えますか。
②　環境に配慮した上で科学の発展や生
　活の便利さを維持・向上させていくにはど
　うしたらよいと考えますか。

600-800

多摩工業

今年開催される東京パラリンピックのボラン
ティア活動にクラスで参加することになりま
した。皆さんは同じクラスの一員です。大会
を盛り上げるために、クラスでできることを
話し合いましょう。

作文 50

あなたの中学時代の目標は何でしたか。そ
の目標を達成するために、どのような努力
をしましたか。また、高校生活において、そ
の努力の経験を学習面や部活動などでど
のように生かしていくか述べなさい。

600

狛江 狛江

狛江高校は狛江市内唯一の高校であり、震
災時には狛江高校生がボランティアとして
活躍することが期待されています。また、震
災が発生した際には狛江高校が避難所とし
て、体育館を開放することになっています。
さて、皆さんが校内にいるときに震災に見舞
われ、一般の方とともに避難生活を送ること
になりました。その際、避難所で快適に過ご
すための「ルールや工夫」にはどのようなも
のがあるでしょうか。理由も明らかにして話
し合いをしなさい。

作文 50

本校では地球的視野を持つ人材育成の一
環として、長年海外修学旅行を行っていま
す。ここ数年の行先は台湾で、現地の姉妹
校である大同高級中学校の生徒や、大学
生と交流する機会があります。
近年の国際社会における日本の立場を考
えたとき、こうした交流にはどのような意義
がありますか。また、その交流からどのよう
なことを学ぶことができると思いますか。具
体的な例を挙げて述べなさい。

501-600

男子

Ⅰ　修学旅行でのクラスの班を決めている
　ときに、どの班にも入れないで仲間外れに
　なってしまっているＹさんがいることに、皆
　が気付きました。仲間外れになってしまっ
　たＹさんは、傷ついており、もう修学旅行
　には行きたくないと言っています。どのよ
　うにすれば、良いでしょうか。あなたの考
　えをまとめてください。
Ⅱ　皆さんが、東大和高校の同じクラス
　の生徒だとします。先ほどの内容につい
　て、ホームルームで話をしているつもり
　で、皆さんで話し合いをして、最後に一
　番良いと思われることをまとめてくださ
　い。進行役は、特に決めません。

小問１
1940年のオリンピックが中止になった理由
を、文章にまとめる。

100

女子

Ⅰ　修学旅行のクラス別行動をどうするか
　を話し合っているときに、平和学習をしよ
　うというＹさんの意見が、テーマパークを
　見学したいという多くの生徒の意見と対
　立しました。あなたは、Ｙさんの意見を皆
　がよく聞いておらず、しっかりとクラス全
　体に伝わっていないと感じました。どう
　すれば問題が解決するでしょうか。あな
　たの考えをまとめてください。
Ⅱ　皆さんが、東大和高校の同じクラス
　の生徒だとします。先ほどの内容につい
　て、ホームルームで話をしているつもり
　で、皆さんで話し合いをして、最後に
　一番良いと思われることをまとめてくだ
　さい。進行役は、特に決めません。

小問２
東京2020大会の基本コンセプトの中から一
つを選び、高校生としてできることを、文章
にまとめる。

500

東大和南

SDGs（エス・ディー・ジーズ）について17の目
標が示された資料をもとに、各自で日本が
優先すべき目標を考え、それをグループで
話し合って一つにまとめる。その上で、本校
において実践できる取り組みについて話し
合う。

作文 50

　「全国こども電話相談室」に関する新聞の
コラムを示し、自分の考える「なぜ」というこ
とについて「具体的例」と自分なりの「答え」
を述べる。

540-600

小問１
若者の意識に関する４種類の調査結果を
読み取り、日本の若者の意識の特徴を他国
と比較して述べる。

160-200

小問２
前問の解答を踏まえ、これからの時代を生
きる日本の若者にとって必要な力とは何か
を、理由も含めて述べる。

320-400

「小学生へのボランティア活動」
小学生に体を動かすことの楽しさを伝える
ために、何年生を対象に、どのような活動を
行うかを話し合う。

小論文 50清瀬 清瀬

福生

作文 50東大和

東大和
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久留米西

皆さんは久留米西高校に入学し、同じクラ
スとなり、三つのクラス目標を決めることに
なりました。
① 　あなたがクラス目標としてふさわしいと
　思うものを三つ挙げ、その理由を述べてく
　ださい。
②　 ①で出た意見をもとに皆さんで話し合
　い、三つのクラス目標を決めてください。

作文 50

あなたが中学校生活（学習・部活動・生徒
会・委員会・行事・クラス活動等）で直面した
課題はどのようなもので、あなたはその課
題をどのように解決しましたか。また、その
経験をこれからの高校生活でどのように生
かしていきたいと考えますか。どちらも具体
的な例を示して述べなさい。

600

午前

日本では各地で自然災害が発生し、多くの
被害が出ています。地震や台風などの自然
災害に対して、自分自身や周りの人の安全
を守るために、具体的にどのような備えをす
ればよいでしょうか。高校生としてどのよう
なことをしておけばよいでしょうか。

午後

地震や台風などの自然災害が発生したとき
学校が避難所になることがあります。避難
所は地域の方や帰宅困難な方も利用しま
す。このような場合、どのような問題が発生
すると考えられますか。また、ボランティアを
行う場合、高校生としてどのようなことがで
きますか。

武蔵村山

日本は地震、台風などの大きな自然災害に
見舞われています。こうした大きな自然災害
に対して、どのように対処していくことが必
要だと思いますか。皆さんで話し合ってくだ
さい。

作文 50
あなたは、中学校三年間でどのようなことに
一生懸命取り組みましたか。そして、そこか
ら何を学びましたか。

550-600

上水

人の前で「本当の自分を出すこと」は必要だ
と思いますか。あなた自身の考えを理由と
共に発表してください。あなた自身の考えと
理由を発表した後、皆さんで話し合ってくだ
さい。

作文 50

本校では、１年生の７月に、「アメリカン・サ
マー・キャンプ」を行っています。この行事
は、二泊三日の合宿で、日本語の分からな
いアメリカの大学生と英語で交流するという
ものです。あなたがそこで出会う大学生に、
日本の良いところを紹介するとしたら、何を
取り上げますか。具体的に二点挙げ、それ
ぞれの理由も含めて説明してください。

600

多摩 永山

今年のオリンピック・パラリンピックで永山高
校は女子車いすバスケットボール準決勝の
観戦が予定されています。
皆さんは、観戦前にどのような事前学習や
準備をすればより良い観戦ができると思い
ますか。

作文 40
あなたが大切にしている「言葉」について書
きなさい。

500-600

本校は期待する生徒の姿として
一　勉強、学校生活、部活動と文武両道を
　実践できる生徒
二　「25歳の自分創り」に向け、何事にもチ
　ャレンジすることをいとわない生徒
を掲げています。
以上を踏まえて、25歳の自分の将来像を明
確にするために、あなたは入学後、どのよう
なことにチャレンジしていこうと思いますか。
次の条件を満たして述べなさい。
・　チャレンジしたい事を二点挙げること
・　その理由を明確にして具体的に述べる
　こと
・　二点とも本校の特色に触れること

481-600

武蔵村山

東久留米

東久留米総合 作文 50
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羽村 羽村

羽村高校では、通学時に自転車を使用する
ことが認められています。通学時に自転車
を使用する際にどんなルールを作ればよい
でしょうか。話し合って、ルールを三つ決め
てください。

作文 50

あなたは、なぜ勉強することが必要であると
思いますか。以下の注意事項をよく読み、
三段落又は四段落で書きなさい。
①　「必要である」理由についてできる限り
　具体的に書くこと。
②　①を踏まえて、「どのような高校生活を
　送ろうと考えるか」についても触れること。

600

五日市

五日市高等学校は学科改編を迎え、令和２
年度から教育課程が大きく変わります。よっ
て、全ての生徒が学習において力を入れて
取り組む必要があります。
そこで、あなたが授業以外で取り組まなけ
ればならない学習（勉強）について二つの考
え方があるとします。考え方は、以下のとお
りです。
Ａ　「予習を重視して学習する。」
Ｂ　「復習を重視して学習する。」
①　ＡとＢ二つの考え方のうち、どちらか一
　つを選ぶとしたら、あなたはどちらを選び
　ますか。これまでの体験をふまえて、そ
　の理由も含めて述べてください。
②　 皆さんで話し合って、ＡかＢの考え方
　のうちどちらかを選ぶか、意見を一つに
　まとめてください。

作文 50

本校は、地域の活性化とともに地域貢献を
期待されている学校です。入学後からは高
校生活の場面で五日市や多摩地区の地域
と深く関わることになります。
そこで、あなたが高校生活の中で「地域に
貢献してみたいこと」を一つ挙げなさい。ま
た、そのことに「自分の性格や人柄・特技・
経験などをどのように役立てられるか」につ
いても書きなさい。そして、あなたがこの作
文で述べた地域貢献が「あなた自身にどの
ような良い影響や変化・成長を与えてくれそ
うか」を具体的に述べなさい。

500-600

秋留台 (集団討論は実施していません。） 小論文 50

文章（おおたとしまさ　『子供はなぜ勉強しな
くちゃいけないの？』日経ＢＰ社）を読み、あ
なたの感じたことや考えたことを書きなさ
い。その際、あなたの今までの体験または
身近な例を挙げ、先の三つの語句全てを
使って述べなさい。
語句　【勉強　成長　発見】

600

西東京 田無

あなた方は、高校の生徒会役員です。生徒
会で、あなた方の学校を紹介するホーム
ページを作成することになりました。
より良いホームページにするためには、何
について、どのような内容をのせればよい
か、具体的に述べてください。

作文 50

今年、東京2020オリンピック・パラリンピック
が開催されます。今後、あなたがオリンピッ
ク・パラリンピックの開催地を決定する権限
をもつとしたら、どのような条件が最も重要
だと考えますか。
次に挙げる条件の中から一つ選び、あなた
の考えを述べなさい。
①　治安・警備
②　交通・輸送
③　環境・気象
④　世論の支持

541-600

皆さんは若葉総合高校の１年１組のメン
バーです。
（１）　次の文の中で、あなたがＢさんであっ
　　たら、ホームルーム（学級活動）で話を
　　進めるにあたり、どんなことに注意して
　　話し合いをしますか。
（２）　（１）を踏まえて、体育祭における大縄
　　跳びを成功させるにはどうすればよい
　　のか、話し合ってください。

若葉総合高校では、５月に体育祭を実施す
る。そのため、ゴールデンウィーク前後から
体育祭に向けた準備が本格化する。各クラ
スにおいては、クラスが一丸となって取り組
む「大縄跳び」などの練習を毎日、朝や昼休
みに行っている。
１年１組では、宿泊行事を終え、見知らぬ者
同士だったクラスのメンバーも少しずつでは
あるが打ち解け、人間関係が形成されつつ
あった。
クラスのA君は、遅刻や欠席がない、真面目
な生徒である。しかし、朝や昼休みに行わ
れる大縄跳びの練習に遅れることが多い。
練習が始まったとき、クラスのメンバーは練
習意欲もあったが、「A君が練習に遅れて、
ちゃんと練習ができない」「部活動の昼練習
もあるから、休ませてほしい」と不満をもらす
生徒たちも出てきた。A君は、クラスのメン
バーと徐々に壁ができてしまい、孤立ぎみ
になってしまった。
クラスの中では全体をまとめる役割を担って
いたのがBさんである。Bさんはバラバラに
なりかけているクラスの雰囲気を「何とかし
なければ」と思っていた。そこでBさんは担任
の先生に、ホームルーム（学級活動）の時
間を使って話し合いの機会を設けてほしい
とお願いした。

稲城 若葉総合 作文 50

近年「学び」は生涯にわたって続けられるべ
きものであると考えられるようになりました。
本校では、自分の個性や進路希望に合わ
せて、幅広い科目を選択し学んでゆきま
す。あなたは、進路の目標を決めるために、
本校でどのように学習を進めてゆこうと考え
ますか。本校の人間探究系列・伝統継承系
列・芸術表現系列・情報交流系列のいずれ
か少なくとも一つと関連させて述べなさい。

600

あきる野
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保谷

今年2020年は、東京オリンピック・パラリン
ピックが開催されます。多くの国々から、たく
さんの人が日本にやってきます。グローバ
ル社会への理解とそれに伴う我々の変化が
問われる機会がついに現実のものとして
迫ってきました。
学校に海外の高校生を招き、実際に交流す
ることになりました。交流の内容はどのよう
なものにしますか。そう考えるのはなぜです
か。自分の立場や考え方を明らかにしつ
つ、　自分と異なる意見も尊重しながら話し
合いを進めてください。

作文 50

高校生活では学校の勉強だけではなく、大
人になるために必要な様々なことを学んで
いきます。それは社会で生きていく上で必
要なことでもあります。
以上を踏まえ、あなたは保谷高校で何を学
び、どのようなことを身に付けたいと考えて
いますか。具体的に書きなさい。

600-800

田無工業

文化祭でクラスの企画として演劇をやること
になったという設定で、
設問１．やってみたい役割を一つ選び、理由
があれば答える。
設問２．最も重要だと思う役割を一つ選び、
その理由を述べる。
設問３．設問１、設問２を踏まえて、次の内
容で討論をする。
それぞれの役割の代表者と、クラスでの各
役割の人数配分を決める。

作文 40

あなたが、将来どのように「ものづくり」に関
わっていきたいと考えているのか、そしてそ
のためにどのような高校生活を送りたいと
考えているのかを書きなさい。

400-600

瑞穂 瑞穂農芸

現在、「食品が大量に生産され、消費されず
に大量に廃棄される」という「食品ロス」が問
題になっています。
①　まず、あなたの身近にある食品ロスの
　具体例を考えなさい。その上で、農業と
　家庭の専門高校である瑞穂農芸高校の
　生徒として、「食品ロス」を減らすために
　はどのような方法があるかを考え、その
　取り組みについて述べなさい。
②　それぞれが出し合った意見をもとに、
　どのような取り組みをすると効果がある
　かを話し合い、まとめてください。

作文 50

本校の期待する生徒の姿は、「農業又は家
庭科に関する分野に熱意をもって取り組
み、進路に向けて努力を惜しまない生徒」で
す。あなたが本校を志望する理由を述べな
さい。また、あなたは志望する学科で何を学
び、取り組んでいきたいと考えていますか。
そして、将来どのように生かしていきたいで
すか。それぞれ具体的に書きなさい。

540-600

大島 大島海洋国際

大島丸で乗船実習に行くときに、次のリスト
から必要な持ち物を三つ選べ。ただし、乗船
実習を行う上で必要最低限のものは既にそ
ろっていることとする。
【リスト】
本、漫画、トランプ、TVゲーム、釣竿（つりざ
お）、トレーニング用のダンベル、お菓子、家
族写真、水着、双眼鏡、方位磁石、教科書、
地図、カレンダー、携帯電話、時計、防寒
具、カメラ、ラジオ、ドライヤー、DVDプレー
ヤー、除菌・消臭スプレー、エチケット袋、ア
イマスク、耳栓、酔い止め薬、使い慣れた枕

作文 50

あなたは今までどのようなことに「知的好奇
心」を抱いてきましたか。あなたの体験・見
聞などを踏まえて書きなさい。また、その
「知的好奇心」をもとに、本校に入学後取り
組みたいことは何ですか。

500-600

八丈島 八丈

近年、海には、多くのごみが存在し、国際的
な問題となっています。この問題を解決する
ために、私たちができる取り組みを考えてく
ださい。

小論文 50

日本政府は、我が国の人口減少と、人口減
少による消費・経済力の低下は、日本社会
に対して大きな課題であるとしています。今
後、人口減少や経済の縮小を克服するため
には、どのようなことが必要か、あなたの考
えを述べなさい。

500

西東京
（続き）
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