
平成２１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】
・ 次の『論語』の一章を読んで、「思いやり」についての体
験や考え、及び孔子の考えに対してあなたが感じることを述
べななさい。

［時間50分：字数600字］
【理数科】
・ 「日本の食糧自給率」「食糧自給率国際比較」「世界人口
の推移」のグラフを見て、資料からわかることをあげ、今後
の食糧問題について、あなたの考えを述べなさい。

［時間50分：字数600字］
【総合学科】
・ 『「原因」と「結果」の法則』（ジェームス・アレン著
サンマーク出版）の一節を読んで、あなたがどのような人間
になりたいか、そのために高校時代をどのようにすごしたい
か、考えをできるだけ具体的に書きなさい。

［時間50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。
（窪島誠一郎著『「無言館」にいらっしゃい』より）

問題 右の文章を参考にして、勉強の大切さについて600字
で作文を書きなさい。

［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。
茂木健一郎『脳と創造性ー「この私」というクオリアへー』
より）
問題 筆者は、右の文章の中で、自分の人生を作り上げるた

めの力とはどのようなものと述べているか、書きなさ
い。

［時間50分：字数600字］

３ 韮崎工業高校 【全学科】
・ 「ものづくり」という題で、あなたの考えを400字以内で
書いて下さい。

［時間30分］

４ 甲府第一高校 【普通科】
・ 下の文章は、ＯＤＡ民間モニターとしてカンボジアに行っ
た母親の経験を通して、ある高校２年生が国際協力について
延べたエッセイの一部です。
問１ 筆者は、国際協力はどうあるべきだと考えています

か。200字以内で書きなさい。
問２ 課題文をもとに、今あなたにできると思われる国際

協力は何か、具体的な例を挙げて600字以内で書きな
さい。

［時間60分］
【英語科】
・ 下の２つのグラフは、日本とアメリカの家庭用エネルギー
の消費量とその関連指標（人口、世帯数）を表したものであ
る。これをもとに、次の２つの作文を書きなさい。
問１ 日本の人口と世帯数の推移の特徴を、アメリカの推

移と比較して述べるとともに、日本がそのようになっ
た理由を考え、200字以内で書きなさい。

問２ 下のグラフから、日本における家庭用エネルギーの
消費量の増加によって生じると思われる問題点と、今
後どのような心がけで生活したら良いか、あなたの考
えを600字以内で書きなさい。

［時間60分］



５ 甲府西高校 【普通科（Ａ区分のみ）】
・ 『だから、僕は学校へ行く！』（乙武洋匡著、講談社）を
読んで設問に答えなさい。
問１ 波線中の「このあたり」とはどういうことか、文

中の内容をもとに、７０～８０字で答えなさい。
問２ あなたは自分の個性がどんなところにあると思いま

すか。またこれからの生活の中で、それをどうやって
生かしていきたいと考えていますか。700字以内で述
べなさい。

［時間60分］

６ 甲府南高校 【普通科】
・ 『目に見えないけれど大切なもの』（渡辺和子著、PHP文
庫）の文章の一部を読み、文中の空欄にあなたの体験から
「生きる勇気を与えるものとは、その人の存在には意味があ
るという確信ではないでしょうか」ということの具体例を挙
げて、600字以内で、文脈にあてはまる文章を書きなさい。

［時間60分］
【理数科】
・『十四歳の君へ』（池田晶子著、毎日新聞社）の文章の一部
を読み、問いに答える。
（１） 筆者は課題文のあと、「問い方を変えてみよう。

じゃあ、言葉の意味は誰が創った？ ある言葉がそ
の意味だと決めたのは誰なんだ？」と問いかけてい
ます。その問いかけに対するあなたの考えを200字
以内で書きなさい。

（２） 筆者は文中で「世界対立の秘密を見た」といっ
ています。このことについて、「世界」と「言葉」
という二語を用いて、あなたの考えを400字以内で
書きなさい。

［時間60分］

７ 甲府東高校 【普通科】
・ アンケート結果に基づく、「国公立の幼稚園児の１４％は
帰宅後外遊びしない」という新聞記事を読み、「子どもが外
で遊ぶこと」について考えたことを自分自身の体験を交えて
書く。

［時間50分：字数600字］
【理数コース】
・ 地震学者坪井忠二の随筆「コケコッコー」を読んで、考え
たことを自由に書く。

［時間50分：字数600字］

８ 甲府工業高校 【全学科】
・ 企業等へ就職しないでアルバイトなどで生活費を得るフリ
ーターや就職へ向けた具体的な行動をとらないニートと呼ば
れる若者が増えている。また、アメリカを発端にした金融不
安が日本においても円高や株価の値下がりなどを引き起こ
し、経営不振による非正規雇用者の解雇が問題化している。
あなたにとって「働くこと」とはどういうことか、身近な例
やあなた自身の経験にふれて延べなさい。

［時間60分：字数600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】
・ 次の文章を読んで、「学ぶということ」について考えたこ
とを書きなさい。
『寺田寅彦随筆集』（四）より

［時間50分：600字］



11 農林高校 【全学科】
・ 出願条件Ａ・Ｃ（一般・スポーツ・芸術）の志願者

「私の幸せ」

・ 出願条件Ｂ（後継者・技術者）の志願者
「私のめざす道」

［時間40分：字数400字～600字］

12 巨摩高校 【普通科】
・ 次の文章を読んで、傍線部「牛歩の価値に思いをはせてみ
た」について、あなた自身の体験や見聞などの具体例を踏ま
え、感想や意見を600字以内で述べなさい。
（朝日新聞「天声人語」より）

［時間50分］
【普通科(理数コース）】
・ 次の言葉を読んで、あなたが考えたことを600字以内で述
べなさい。
（藤原基央（BUMPOFCHICKEN）の言葉より）

［時間50分］

13 白根高校 【普通科】
・ 次の文章は、産経新聞の「主張」覧に掲載された文章で
す。文章中にある Ａ「新潟県知事・佐渡市市長」と Ｂ
「環境省（専門家）」の二つの主張のうち、人がどこまで自
然を管理すべきかについて、Ａ、Ｂどちらかの立場に立ち、
600字以内であなたの考えを書きなさい。

［時間50分］

14 増穂商業高校 【商業科・情報処理科】
・ 「私の友達から学んだこと」

［時間30分：字数400字］

15 市川高校 【普通科】
・ 条件Ａ あなたが最も大切にしている言葉をあげ、どうし

て大切なのか述べなさい。
・ 条件Ｂ 私に影響を与えたあの場面、あの言葉

［時間50分：字数600字］
【英語科】
・ あなたの将来と国際貢献～これからの国際社会であなたに
できること～

［時間50分：字数600字］

16 峡南高校 【全学科】
・ 次の文章は、男子生徒二人（マサオとタロウ）の携帯電話
での会話である。あなたがタロウなら何と答えるか、400字
以内で書きなさい。話し言葉にしなくても良い。

［時間30分］

17 身延高校 【普通科・理数科】
・ この詩では、「学ぶ」ということについてのさまざまな視
点がうたわれています。その「学びの視点」の中から、一つ
以上を参考にして、あなたが身延高校での三年間に、どのよ
うな態度で、何を学びたいと考えているかを、できるだけ具
体的に述べなさい。

（谷川俊太郎「かすかな光へ」）
［時間40分：字数350～400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】
・ 次の詩は、『本気』（相田みつを著、文化出版局）のなか
の道という詩です。これを読んで、第一段落にあなたがどう
しても通らなければならなかった道について、どのように
対処し、そこから何を学んだかを書いて下さい。
また、本校の校訓は「道を拓く人となれ」ですが、第二段

落にあなたが高校時代に、どんな道をどのように切り開いて
いきたいかについて書き、合わせて600字以内の文章を完成
させて下さい。

［時間50分］

20 日川高校 【普通科】
・ 2006年に全国の小学校５年生・中学校２年生・高校２年生
に対して行われた「勉強の効用」についての調査結果を見
て、
（１） どのようなことがわかるか(200字以内）
（２） あなたにとって「勉強」とは何か（400字以内）を

書く
（資料：Benesse教育研究開発センター「第４回学習基本調
査・国内調査」）

［時間50分］

21 山梨高校 【普通科（英語総合コースも同様）】
・ 「頑張ることはなぜ大切なのか」について、具体例をあげ
て自分の考えをまとめなさい。

［時間40分：字数400字］

22 塩山高校 【普通科（英数コースも同様）】
・ 三上満氏の講演を筆録した文章の一部を読み、「自分を励
ます自分」と「自分をしかる自分」を観点に自分の考えを書
く。

［時間50分：字数600字］
【商業科・情報システム科・国際経済科】
・ 同校卒業生が書いた文章を読み、これから自分がどのよう
な高校生活を送ろうと考えているかを書く。

［時間50分：字数600字］

23 都留高校 【普通科】
作文１（全員共通）

・ 森岡正博著「生命学をひらく」トランスビュー２００５よ
り、筆者のいう「無痛化」という言葉をキーワードに、３つ
の質問について答える。
問１ 「無痛化する社会」とはどのような社会だと筆者

は言っているか。100字以内で説明しなさい。
問２ なぜ「科学技術の進歩」が「無痛化」を促すの

か、具体的な例をあげながら200字以内で述べなさ
い。

問３ なぜ「無痛化」する社会では「よろこび」が失わ
れていくと筆者は考えたのか。筆者の意見を推測し
てまとめるとともに、それに対するあなた自身の考
えを500字以内で述べなさい。

［時間60分］
作文２（選択者）
・ あなたは。高校生になるということはどのようなことだ
と考えますか。具体的な活動を例にして、400字以内で述
べなさい。

［時間20分］



24 上野原高校 【普通科・理数科共通】
・ 私達は、さまざまな人との出会いをとおして、多くのこと
を学んでいます。次の①②の条件を満たして、作文しなさ
い。
〈条件〉 ① 文章は２段落構成とすること。

② 前の段落には、あなたのこれまでの出会いの
中で 、最も印象に残っている出会いについ
て、具体例をあげて書くこと。後の段落には、
その出会いからあなたがどのようなことを学ん
だかについて書くこと。

［時間50分：300字～350字］
【普通科】
・ 下の表は、最近起きた食の安全に関する事件をまとめた
ものです。この中の話題を一つ取り上げて、「食」の安全
や信頼性について、あなたの考えを書きなさい。
○ 北海道の食肉加工会社が豚肉・トリ肉などを混ぜた牛

肉を「牛肉１００％」と偽り、コロッケなどを作る食
品会社に売っていたことがわかった。（2007年6月）

○ 大阪市の有名な料理屋が、デパートで売れ残った菓子
の消費期限や賞味期限の表示をごまかしていたことが
わかった。（2007年10月）

○ 中国で粉ミルクに化学物質「メラミン」が入っていた
ころがわかり、飲んだ赤ちゃんが腎臓の病気になっ
た。中国の乳製品を使い日本で作った食品からもメラ
ミンが検出された。（2008年9月）

○ 政府米のうちカビや農薬が含まれているため食べては
いけないとされた「事故米」が、食用として国内に出
回っていることがわかった。（2008年9月）

［時間50分：300字～350字］
【理数科】
・ 環境保護活動が認められて、２００４年にノーベル平和賞
を受賞したケニアのマータイさんは、日本を訪れた際に「モ
ッタイナイ」というすばらしい日本語を再発見し、世界に広
めようとしています。あなたがこれから日本の文化や伝統を
世界に広めようとする時、どのような言葉を選びますか。そ
の言葉を選んだ理由とともに書きなさい。

［時間50分：300字～350字］

25 谷村工業高校 【各科共通】
・ 『心に残る言葉』というテーマで、600字以内で書きな
さい。

［時間50分］

26 桂高校 【普通科】
・ ２００８年の世相を象徴する漢字として「変」が選ばれま
した。あなたにとって昨年を象徴する漢字を一字で表すとし
たら「変」も含めてそれは何ですか。その理由も合わせて
600字以内で書いて下さい。

［時間50分］
【文理科】
・ 姜尚中著『悩む力』の一節を読んで、後の「問」の指示に
従って600字以内で書いて下さい。
問 傍線部「悩むことは大いにけっこうで」とあるが、
自分の経験の中からこれまでに何に悩んだことがある
か。そして、悩んだことをどう解決してきたか。

また、悩みが解決していない場合は解決の見込みをど
のようにつけていくべきか600字以内で書いて下さい。
（自分の経験というのは、個人的な経験に限らず、自分
の見聞や本で読んだこと、周囲で起こっていることなど
社会的な出来事についての問題点を悩みと位置付け、そ
の解決策を提案するといった形をとっても構いません。）

［時間50分］



27 吉田高校 【普通科】
・ 次に示す５語の中の３語以上を使って、現在の日本が抱え
る問題とそれに対するあなたの考えを600字以内で述べなさ
い。

食の安全・食糧自給率・産地偽装・情報公開・食品添加物
［時間50分］

【理数科】
・ 次の文章の内容をふまえて、あなたが考える「地域の宝」
とは何か、またそれをどのように地域振興に役立てたらよい
かを、地域が抱える課題解決という視点から600字以内で書
きなさい。

課題文の内容 ： 第一次産業の振興により、自然環境を保
護し、地域経済を発展させることを提唱する
文章

出典： 鷲谷いづみ著『消える日本の自然～写真が語る108
スポットの現状～』

［時間60分］

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】
校 ・ 読売新聞２００８年１２月１３日の記事を読み、設問に答

える。

設問 新聞記事のように、2008年の世相を表す漢字に「変」
という字が選ばれました。あなたもこれまでさまざまな
環境の変化の中で、自分を変えたい、自分が変わらなけ
ればと思った経験があると思います。そこで、
１） あなたが中学時代、自分を変えようと思った

り、努力したこと
２） その経験をふまえて、高校入学後、変えていき

たい、変わらなければと思っていること
について書きなさい。

［時間50分：字数600字］

30 甲府商業高校 【商業科・国際科・情報処理科】
・ 河合隼雄著『縦糸横糸』の一節を読み、Ⅰ～Ⅲの設問に答
える。
設問Ⅰ 本文中の空欄を埋める。
設問Ⅱ 設問に該当する文章を、本文中から抜き出す。
設問Ⅲ 携帯電話についてどのように考えるか、その長所と

短所をふまえて、自分の考えを述べる。
［時間50分：字数400～600字］


