
平成19年度前期募集実施校における作文文題一覧

N0 学校名 作 文 文 題

１ 北杜高校 【普通科】
・ 『アツイコトバ』（杉村太郎著 中経出版）の一節を読ん
で，自分の何を信じるか，それを磨くために北杜高校でどの
ような努力をしていくつもりか，具体的に述べなさい。

［時間40分：字数600字］
【理数科】
・ 『平成１８年版環境白書』（家庭のエネルギー消費量のグ
ラフ）を読み，グラフから読みとれることと，家庭のエネル
ギー消費量の減少のためにはどのような取り組みが必要かを
述べなさい。 ［時間40分：字数600字］

【総合学科】
・ 『就職がこわい』（香山リカ著 講談社）の一節を読ん
で，将来，社会に貢献したいことをあげ，北杜高校の特色と
関連づけながら努力していきたいことについて述べなさい。

［時間40分：字数400字］

２ 韮崎高校 【普通科】
・ 次の文章を読んで,以下の問題に答えなさい。

玄田有史著『十四歳からの仕事道』
問題 文章の最後の一文「じゃあ、どうすれば、そんな知

らない誰かとつながる信頼関係が作れるのか。」に対
する答えを、600字程度で書いてください。

［時間50分］
【文理科】
・ 次の文章を読んで,以下の問題に答えなさい。
山鳥重著『「わかる」とはどういうことか～認識の脳科学』
問題 文章を参考にして,あなたの「わかった」経験を書

いてください。そのうえで,今後あなたは,「わかる」
ために具体的にどのような努力をしていきたいと考え
ているかを書いてください。

［時間50分：字数600字］

３ 韮崎工業高校 【全学科】
・ あなたが，「工業を学ぼうとする者として，高校生活に期
待すること」は何ですか。それについて，具体的に書きなさ
い。 ［時間30分：字数400字以内］

４ 甲府第一高校 【普通科】
・ 谷川浩司氏の著書『集中力』の一部を読んで，今から始ま
る高校生活をどのように過ごしたいか書きなさい。

出典『集中力』（角川書店）［時間60分：字数800字］
【英語科】
・ 千石保氏の著書「新エゴイズムの若者たち」の一部を読ん
で，あなた自身はどのように生きたいか書きなさい。

出典『新エゴイズムの若者たち』（ＰＨＰ新書）
［時間60分：字数800字］

５ 甲府西高校 【普通科】
・ 齋藤孝著『読書力』のうち，読書の意義について書かれた
部分を読んで，次の指示に従い，650字から800字以内で書き
なさい。
・ 第一段落では，課題文を200字以内で要約して，
・ 第二段落以降では，あなたが影響を受けた本について具
体的に述べて，まとめなさい。 ［時間60分］



６ 甲府南高校 【普通科】
・ 司馬遼太郎氏の『二十一世紀に生きる君たちへ』という作
品を参考にして，二十一世紀に生きるあなたの考えを600字
以内で書きなさい。 ［時間60分］

【理数科】
・ 次のロボットの研究開発に関して書かれた文章を参考にし
て，医療福祉系ロボットの可能性をあなたはどのように考え
るだろうか。自分の考えを600字以内で書きなさい。
『ロボットは人間になれるか』 長田 正著［時間60分］

７ 甲府東高校 【普通科】
・ 畑村洋太郎著『失敗学』の中の一節を読み，これまでに体
験した「よい失敗」について具体的に書きなさい。

［時間50分：字数600字］
【理数コース】
・ 数学セミナー『100人の数学者』より，数学者ガウスの少
年時代のエピソードを読み，考えたことを書きなさい。

［時間50分：字数600字］

８ 甲府工業高校 【工業科（全科）】
・ 「これからの私と高校生活」

［時間30分：字数400字］

９ 甲府城西高校 ・作文は実施していない。

10 甲府昭和高校 【普通科】
・ 相田 みつを（作詩）の「みんなほんもの」を読んで，あ
なたが感じたこと，考えたことを600字以内で書きなさい。

［時間50分］

11 農林高校 【全学科共通】
・ 「 夢 」をかなえる高校生活

［時間50分：字数400字以上～800字以内］

12 巨摩高校 【普通科(理数コースも同様）】
・ ここは，中学生のための進学相談室です。
今日の相談者は中学２年生。進路について次のような相談に
来ました。
中学３年生であるあなたが，相談室の相談員となって，自

分の経験をふまえてアドバイスしてください。
相談者： 高校に進学することについて，どのような選択

をしたらいいのか悩んでいます。将来の夢もはっ
きりとしていませんし，どんな進路を選んだらい
いのかわかりません。

［時間50分：字数600字程度］

13 白根高校 【普通科(国際文理コースも同様）】
・ 養老孟司著『超バカの壁』の一部分です。筆者は，これに
よってどのようなことを述べようとしていますか。
ふさわしい例を挙げて説明しなさい。
また，それについてあなたはどう思いますか。意見を述べ

なさい。 ［時間40分：字数600字程度］

14 増穂商業高校 【商業科・情報処理科】
・ 「私の将来の夢」 ［時間30分：字数400字程度］



15 市川高校 【普通科】
・ Ａ方式「思いやり」

（自分で実践した思いやり，あるいは，人から受けた思い
やりのいずれでも良い。）

・ Ｂ方式「中学時代に打ち込んだこと」
［時間50分：字数600字以内］

【英語科】
・ 「国際平和について」 ［時間50分：字数600字以内］

16 峡南高校 【全学科】
・ 小学生の冬休み明けに書いた作文を読んで，あなたの考え
を400字以内で書きなさい。 ［時間30分］

17 身延高校 【普通科・理数科】
・ 本校の生徒は，よく挨拶をするという評価をいただいてい
ますが，挨拶はなぜ大切だと思いますか。あなたの経験した
ことを挙げて，その理由を書きなさい。

［時間30分：字数300～350字］

18 石和高校 ・作文は実施していない

19 山梨園芸高校 【全学科】
・ 「高校に入学して努力したいこと」

［時間50分：字数600字］

20 日川高校 【普通科】
・ 文化庁が日常会話について尋ねた「国語に関する世論調
査」結果からの２つの資料を見て自分の考えを書きなさい。
１ 平成８年度と平成１５年度の調査結果の比較資料。
２ 平成１５年度における年齢別の調査結果資料。

［時間50分：字数600字］

21 山梨高校 【普通科（英語総合コースも同様）】
・ 「勇 気」 ［時間40分：字数400字］

22 塩山高校 【普通科（英数コースも同様）】
・ ｢高校で学びたいこと」 ［時間40分：字数400字］
【商業科・情報システム科・国際経済科】
・ 「高校で取り組みたいこと」 ［時間40分：字数400字］

23 都留高校 【作文1（全員共通）】
・ 朝日新聞「天声人語」を読み，3つの質問について答えな
さい。
文章の概略
「1922年，アインシュタイン来日にまつわる話と，それを引
用した安倍首相の発言内容について」
問１ 傍線①「日本人が本来もっていた，個人に必要な謙

虚さと質素さ，日本人の純粋で静かな心」とあるが，
これについてあなたはどんな日本人のイメージを持ち
ますか。現在の日本人と比較して250字以内で述べて
ください。

問２ 傍線②「戦後は開発で多くの美しい山水草木が失わ
れ」とあるが，現在地球上で課題になっている環境問
題について，あなたが知っている具体例をあげて，そ
の原因や対策について250字で説明してください。

問３ 傍線③の指摘について，あなたはどのように考えま
すか。また，あなた自身はどのような生き方をしたい
と思いますか。300字以内で述べてください。

［問１・問２・問３合計で，時間60分：字数800字程度］



【作文２（選択者）】
・ 「高校とはどういうところだと思いますか。また，あなた
が都留高校へ入学したら，どんな高校生活を送りたいと思い
ますか。400字以内で述べてください」 ［時間20分］

24 上野原高校 【普通科】
・ 文題（Ⅰ・Ⅱとも解答すること）
Ⅰ 以下は，本校校歌の１番である。
御前山 そば立つところ 山もみじ 窓辺に薫る たくま

しく自律の心燃やして われらは鳴らす 理想の鐘を意気高
らかに 歌声ひびく上野原 清新な われらの母校
歌詞にある「自律」を主題にして，以下の条件を満たす

文章を300字以内で書きなさい。
〔条件〕
①「自律」に対する自分なりの考えを書くこと。
（「自律」の辞書的な意味は，「自分の気ままを押さえ,
また，自分で立てた規範に従って，自分のことは自分で
やって行くこと」である。「岩波国語事典」による）
② 中学校時代の具体的な自分の体験を書くこと。
③ 高校入学後の具体的な目標を書くこと。
（３つの条件に一つ一つ答えるのではなく，３つを含ん
だ一つの文章を書くこと）

Ⅱ 「日本」が抱える問題点を一つ指摘し，それについての
あなたの考えを300字以内で書きなさい。その際，小中学
校で学んだことや最近のニュースを，具体的に３つ引用す
ること。 ［時間50分：字数600字程度］

【理数科】
・ 文題（Ⅰ・Ⅱとも解答すること）
Ⅰは，普通科と共通文題
Ⅱ あなたが『自由研究』をするとします。

その「自由研究」を，次のことがら順に300字以内の文
章で書きなさい。

① 研究の題名
② 研究を始めるきっかけ
③ 道具・材料の説明
④ 実験方法の説明
⑤ 結果の予測

（５つのことがらに一つ一つ答えるのではなく，５つを含んだ
１つの文章を書くこと） ［時間50分：字数600字程度］

25 谷村工業高校 【各科共通】
・ 「がんばる」

あなたの夢中になった経験をもとに，「がんばる」という
ことについて，600字以内で書きなさい。

［時間50分］

26 桂高校 【普通科】
・ 最近の社会状況やニュースの中で，「命の大切さ」につい
て考えさせられることが多くなっていますが，あなたが「命
の大切さ」を感じた経験（見たこと聞いたことでも良い）を
具体的にあげ，なぜ命が大切であるのかについて，あなたの
考えを600字以内で述べなさい。 ［時間50分］

【文理科】
・ 作文資料は佐藤忠男著『大人になるということ』の一節で
す。これを読んで，筆者の意見を踏まえて，あなた自身は，
大人になるとはどういうことだと思うか。600字以内で考え
るところを述べなさい。 ［時間50分］



27 吉田高校 【普通科】
・ 出願条件（ア）

環境問題に関する課題文（読売新聞社の記事）に対して
の設問

問１ 課題文中の空欄に適語を入れなさい。
問２ 課題文を読んで，それに対するあなたの考えを

書きなさい。
・ 出願条件（イ・ウ）

申請した特技に関して学んできたことと，それを高校生
活でどのように活かそうとしているのかを書きなさい。

［時間50分：字数600字］
【理数科】
・ 『論語』の子路編にある文章を読んで，あなたの考えを書
きなさい。 ［時間50分：字数800字］

28 富士北稜高校 ・作文は実施していない

29 富士河口湖高 【普通科（英数コースも同様）】
校 ・ 杉浦日向子「お江戸風流さんぽ道」より抜粋した文章を読

んで，
１ もっとも印象に残った１文を抜き出し，
２ 抜き出した１文について，自分の考えを２段落以
上の構成とし，600字以内でまとめなさい。

［時間50分］

30 甲府商業高校 【商業科・国際科・情報処理科】
・ 「感動のある高校生活を送るには」

［時間40分：字数400字程度］


