
新教育調べ

園芸（園芸・食品・動物） 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間
6～7人 3人 自由 15～30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 通学時間・利用交通機関
将来の進路や希望 本校についての感想
クラブ活動について 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 得意・不得意科目について
自己ＰＲ 趣味や特技について

農芸（園芸科学・食品科学・緑地環境） 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6～7人 3人
自由

/試験官
20分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 高校に入ってやりたいこと
将来の進路や希望 通学時間・利用交通機関
クラブ活動について 得意・不得意科目について
中学校生活の思い出 他の志望校について
趣味や特技について 本校についての感想

農産
集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 2人 試験官 30分

実技検査の課題 時間

-

面接の質問事項
志望の動機 得意・不得意科目について
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
将来の進路や希望 通学時間・利用交通機関
クラブ活動について 時事問題・一般常識
中学校生活の思い出

農業（都市園芸・食品科学・緑地計画） 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 2人 自由 20～30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 得意・不得意科目について
将来の進路や希望 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
通学時間・利用交通機関 趣味や特技について

10～20分
長所と短所について
三教科は専門学科関係ないと思うか

日本の農業についてあなたの意見は

昨夜はよく眠れたか

①中学生・高校生の約４分の１が読書をしないという調査結果があります。あなたやあな
たの周りの人たちはどうですか。
②なぜ読書をしなくなったのか、理由を考え、本を読むようにする対策を話し合いなさ
い。

文字数

①あなたが、本校の志望学科で学びたいと思った理由は何ですか。
②入学後はどのような力を付けるために、どのような努力をしますか。
③本校で学んだことや、身に付けた力を生かして、卒業後はどのような進路を考えていま
すか。

501～600字

時間

10～20分
委員会活動について

-

時間

10～15分

1/26のみ　

東京の水道水は､浄水場の技術が向上したことにより、以前と比べてずっとおいしく感じ
られるようになりました。また、ペットボトルに入った「東京水」という名の水道水が都
庁や都の関連施設の一部で売られています。さて、都内の高校には清涼飲料水などの自動
販売機が置かれていますが、水道があれば必要ないのではないでしょうか。このことにつ
いてどう思いますか。

文字数

共通：文書の作成（指示どおりに定型文を作成する。）文章の書き写し、再構成。
園芸デザイン科：温度、液体・固体の面積・体積の計量と計算。作図及び立方体の製図
食品科：温度、液体・固体の面積・体積の計量と計算

平成29年度　都立高推薦入試実施状況

ゴミを削減するために高校生として何をすべきと考えますか。
文字数

あなたは将来どのような職を希望していますか。またその職に求められる力はどのような
力だと思いますか。さらに、その力を身に付けるため、あなたは園芸高校でどのようなこ
とに取り組みたいと考えていますか。

541～600字

時間

＜農業科・家庭科・商業科・ビジネスコミュニケーション科・産業科＞

農芸高等学校は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会でどのような協力ができ
るか、本校の特色を踏まえて意見をまとめてください。

文字数

あなたが将来、社会で活躍するために農芸高等学校で身に付けたいことについて、中学校
での経験を踏まえて述べなさい。

541～600字

時間

10～15分
あなたに必要な技術はなにか



新教育調べ瑞穂農芸（園芸科学・畜産科学・食品） 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 3人 試験官 30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 本校についての感想
将来の進路や希望 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 通学時間・利用交通機関
得意・不得意科目について 時事問題・一般常識

農業（服飾・食物） 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 2人 自由 20～30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 得意・不得意科目について
将来の進路や希望 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
通学時間・利用交通機関 趣味や特技について

瑞穂農芸（生活デザイン） 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 3人 試験官 30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 本校についての感想
将来の進路や希望 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 通学時間・利用交通機関
得意・不得意科目について 時事問題・一般常識

忍岡（生活科学）
集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6～7人 3人 試験官 30分
作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 得意・不得意科目について
将来の進路や希望 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について
自己ＰＲ 日常生活の過ごし方など
中学校生活の思い出

10～15分
決まりを守れるか
決まりを守れない人がいたらどう対応するか

好きなブランドは
後に言いたいこと

「国際社会に有為な人材」について考える。
文字数

劇作家の世界一周旅行の体験文を読み取り、まとめる。また、それを踏まえて高校生活の
抱負を述べる。

500～600字

時間

10～20分
校則について
委員会活動について
先生を動物に例えるとなにか

本校では、生活指導を厳しく行っています。皆さんはクラスの一員としてルール・マナー
を守り、気持ちよく学校生活を送るために①個人の努力として何が必要だと思いますか。
それに基づいて②クラス全体として取り組むと効果がある方法は何ですか。話し合ってま
とめてください。

文字数

本校は、農業と家庭の専門高校です。志望する学科で学びたい理由は何ですか。そして、
どのような学校生活を送りたいですか。また、３年間でどのような力を身に付け、それを
将来どのように生かしますか。それぞれ具体的に書きなさい。

 540～600字

時間

10～20分
長所と短所について
三教科は専門学科関係ないと思いますか

日本の農業についてあなたの意見は

昨夜はよく眠れたか

①中学生・高校生の約４分の１が読書をしないという調査結果があります。あなたやあな
たの周りの人たちはどうですか。
②なぜ読書をしなくなったのか、理由を考え、本を読むようにする対策を話し合いなさ
い。

文字数

①あなたが、本校の志望学科で学びたいと思った理由は何ですか。
②入学後はどのような力を付けるために、どのような努力をしますか。
③本校で学んだことや、身に付けた力を生かして、卒業後はどのような進路を考えていま
すか。

501～600字

時間

10～20分
校則について
気になる動物関連のニュースは(畜
畜産課の校則が特に厳しいのはどうしてか(畜

自分の思う食のスペシャリストとは(食

本校では、生活指導を厳しく行っています。皆さんはクラスの一員としてルール・マナー
を守り、気持ちよく学校生活を送るために①個人の努力として何が必要だと思いますか。
それに基づいて②クラス全体として取り組むと効果がある方法は何ですか。話し合ってま
とめてください。

文字数

本校は、農業と家庭の専門高校です。志望する学科で学びたい理由は何ですか。そして、
どのような学校生活を送りたいですか。また、３年間でどのような力を身に付け、それを
将来どのように生かしますか。それぞれ具体的に書きなさい。

 540～600字

時間



新教育調べ芝商業 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6～8人 3人
試験官
/自由

30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
高校に入ってやりたいこと 中学校生活の思い出
得意・不得意科目について 本校についての感想
志望の動機
将来の進路や希望
クラブ活動について

江東商業 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6～7人 3人 試験官 30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 中学校生活の思い出
クラブ活動について 自己ＰＲ
高校に入ってやりたいこと 友人関係
通学時間・利用交通機関 欠席・遅刻について
将来の進路や希望 日常生活の過ごし方など

第三商業 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

5～7人 3人
自由

/試験官
15～30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 通学時間・利用交通機関
将来の進路や希望 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 日常生活の過ごし方など
中学校生活の思い出 本校についての感想
得意・不得意科目について 家庭生活・塾などについて

第一商業 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

5～6人 3人 自由 20～30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 得意・不得意科目について
中学校生活の思い出 本校についての感想
自己ＰＲ 将来の進路や希望
日常生活の過ごし方など クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 通学時間・利用交通機関

10分
委員会活動について
普段気を付けていることはあるか
昨夜はよく眠れたか

あなたは高校の1年Ａ組のメンバーです。外国の中学生・高校生が、あなたの学校を訪問
することになりました。ホームルームで、おもてなしをすることになり、あなたの班は日
本の中学生の生活を紹介することになりました。このことについて①何を紹介したいのか
考えなさい。②なぜそれを紹介したいのか考えなさい。③班として何を、なぜ紹介するの
か、話し合ってまとめなさい。

文字数

本校は社会人としての「ひとづくり」に力を入れ、社会の一員としての自覚を身に付けさ
せる教育を実践しています。「ひとづくり」について、次の指示に従って書きなさい。
１  字数は501字以上600字以内にすること。
２  作文全体を二段落構成にすること。
（1）第一段落では、あなたが中学校でどのようなことを、どのように身に付けてきたの
か、具体的に書きなさい。（2）第二段落では、本校に入学後、どのようなことを身に付
け、どのように将来に生かしたいと考えるのか、あなたの考えを書きなさい。

501～600字

時間

10分
商業科について
個人と団体どちらで行動するのが好きか

本校の校則について
メイク染髪などについて

「高等学校」など、集団の中で生活していく上で、大切なことや守らなければいけないこ
とは何だと考えますか。

文字数

本校は「一人ひとりが光り輝く学校」を目指しています。あなたは自分自身が輝くために
高校生活をどのように送ろうと考えますか。また周囲の仲間も輝かせるためにはどのよう
にしようと考えますか。あなたの考えを具体的に述べなさい。

525～600字

時間

10分

あなたは、ボランティア活動を行うことになりました。どのような活動をしますか。理由
も含めて具体的に答えてください。

文字数

あなたが江東商業高等学校を志望する理由を、次の三つの観点を踏まえて、600字以上800
字以内で書きなさい。①３年間の中学校生活で、特に力を入れて取り組んだこと②江東商
業高等学校の生徒として、本校で意欲的に取り組みたいこと③現在考えている江東商業高
等学校卒業後の進路

600～800字

時間

10分
団体行動で大切だと思うこと
長所と短所について

学校で校内販売をすることになりました。販売する商品は何がいいのかを、皆さんで議論
して決めてください。ただし販売する商品は５種類とします。

文字数

本校のポスターに「３年後の自分が楽しみになる」という言葉があります。あなたは３年
後にどのようになっていたいと考えていますか。また、そのためにどのような高校生活を
送ろうと考えていますか。これまでの体験を踏まえて具体的にあなたの考えを600字程度
で書きなさい。

600字

時間



新教育調べ赤羽商業 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

5～6人 3人 試験官 15～20分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 通学時間・利用交通機関
将来の進路や希望 他の志望校について
クラブ活動について
趣味や特技について
高校に入ってやりたいこと

第四商業 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 3人 自由 15～20分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
将来の進路や希望 高校に入ってやりたいこと
クラブ活動について 得意・不得意科目について
中学校生活の思い出 趣味や特技について
日常生活の過ごし方など 本校についての感想
志望の動機 自己ＰＲ

荒川商業 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 3人 試験官 30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 通学時間・利用交通機関
将来の進路や希望 本校についての感想
自己ＰＲ クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について
中学校生活の思い出 得意・不得意科目について

葛飾商業
集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項

地球温暖化対策について、あなたができること、みんなにしてもらいたいことについて話
し合ってください。

文字数

本校は生徒の進路実現に力を入れています。それを踏まえて、次の内容について、
500字以上600字以内の作文を書きなさい。
（１）あなたの将来の進路希望と、その進路を選んだ理由を述べなさい。
（２）その進路を実現するために、高校生活をどのように過ごすかを具体的に述べなさ
い。
ただし、全体を二段落構成とし、第一段落に（１）の内容を、第二段落に（２）の内容を
記述すること。

500～600字

時間

10分

高校で、「携帯電話やスマートフォンを校内に持ち込むことを禁止する。」ということに
ついて、賛成か、反対か、具体的な理由を挙げて討論してください。

文字数

「あなたの高校卒業後の夢を達成するために、荒川商業高等学校の３年間で取り組みたい
こと」について、次に挙げる三つの語句を必ず使って、600字程度で述べなさい。
「目標」、「系列」、「継続」

600字

時間

10～15分
協力とはどういうことか
商業科を選んだ理由

①「知」「徳」「体」、つまり「知識」「道徳」「体力」どれも大切ですが、その中でも
あなたは何が一番大切だと思いますか。あなたの意見とその理由を答えなさい。
②他の人の意見も参考に、「知」「徳」「体」の中で一番大切だと思うものをグループで
討論し、一つ決めなさい。また、それを選んだ理由も答えなさい。

文字数

あなたは中学校でどのような経験をし、その経験からどのようなことを学びましたか。ま
た、その学んだことを生かして、高校入学後にどのようなことに取り組みたいと思ってい
ますか。それぞれ具体的に401字以上600字以内で書きなさい。

401～600字

時間

10分
商業科についてどう思いますか

あなたが東京に来た海外の留学生（高校生）に東京の魅力を紹介するとすれば、次の二つ
のうちどちらを紹介しますか。「ポップカルチャー発信の街」として「アニメ、マンガ、
ゲーム、ファッション、音楽など」にしますか。それとも、「伝統文化の息づく街」とし
て「建造物、庭園、工芸、芸術、芸能、食など」にしますか。

文字数

赤羽商業高等学校の〈本校の期待する生徒の姿〉に、「本校で学んだことを基に、将来の
社会的・職業的な自立に生かしていこうとする生徒」とあります。言い換えれば、赤羽商
業高等学校を卒業後、すぐに就職しても、進学しても、「将来は、自分の力で仕事に就い
て生きていく」ということです。このことを踏まえて、あなたは赤羽商業高等学校で「何
を」「どのように」学び、「どのような」３年間を過ごしていきますか。600字以上、800
字以内で書きなさい。

600～800字

時間



新教育調べ第五商業 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

7人 2人 自由 10～30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 将来の進路や希望
クラブ活動について 高校に入ってやりたいこと
得意・不得意科目について 中学校生活の思い出
自己ＰＲ 本校についての感想
通学時間・利用交通機関 家庭生活・塾などについて

五日市 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 3人
自由

/試験官
20分

作文の課題 時間
50分

面接の質問事項
志望の動機 自己ＰＲ
高校に入ってやりたいこと 通学時間・利用交通機関
クラブ活動について 趣味や特技について
中学校生活の思い出 日常生活の過ごし方など
将来の進路や希望

大田桜台 1/26‥個人面接，集団討論　1/27‥作文

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間
6人 2人 試験官 15～20分

作文の課題 時間
50分

面接の質問事項
志望の動機 高校に入ってやりたいこと
クラブ活動について 得意・不得意科目について
通学時間・利用交通機関 本校についての感想
将来の進路や希望 中学校生活の思い出
趣味や特技について 自己ＰＲ

千早 1/27‥個人面接，集団討論　1/26‥小論文

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 2人 自由 30分

小論文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 通学時間・利用交通機関
将来の進路や希望 時事問題・一般常識
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について
中学校生活の思い出 自己ＰＲ
得意・不得意科目について 本校についての感想

「高齢化」「財政」「環境」の中
から一つ選んでそれについて意見
を述べる

10分

千早高等学校では学級活動の一環としてボランティア活動を行っています。皆さんは、ク
ラスの代表として35人のクラスメートと一緒に、どのようなボランティア活動を行うか、
話し合ってください。【どのような活動を実施するか】【ボランティア活動当日までにど
のような準備を行うか】この２点を中心に話し合いを行ってください。

文字数

(小問1)課題文に示された筆者の考えについて根拠を述べる。
(小問2)課題文に示された筆者の考えを文章にまとめる。
(小問3)「外国語を学習すること」について、自分の考えを述べる。

(小問1)60字
(小問2)40字
(小問3)400字

時間

10分
校則について
校則は守れるか

電車やバスの優先席は法制化するべきか。
文字数

あなたが大田桜台高等学校に入学して学びたいことは何ですか。 401～600字
時間

5～10分
中学の校則
校則で守れたこと・守れなかったこと

皆さんはマナー向上委員です。高校生になると電車・バスを利用する機会が多くなりま
す。電車・バスを利用する上で大切なマナーとは何ですか。①あなたの考えとその理由を
述べなさい。②他の生徒のマナー向上のために、マナー向上委員としてできることは何で
すか。皆さんで話し合ってまとめてください。

文字数
ゴミを減らすために、私たちができることを、身近な例を用いて具体的に述べなさい。 500～600字

時間

10～20分
推薦入試を選んだ理由
悩みはあるか
知っている資格の種類
長所と短所について

開発が進んでいる人工知能（ＡＩ）と人間との関係についてです。
現在、私たちの暮らす経済社会では、自動車の自動運転技術やロボットなどに応用されて
いる人工知能の開発が、早いスピードで進んでいます。一部の職業においては、人間から
人工知能やロボット等に替わることが可能だと言われています。しかし、一方では、人間
にしかできない職業もあります。そこで、皆さんが、将来、このような社会で活躍するた
めに、高校生活で身に付けておくべき必要な力を考えてください。

文字数

あなたが、これまでの学校生活で、特に力を入れて取り組んだことと、そこから得たこと
を述べなさい。そして、その経験を都立第五商業高等学校での生活にどのように生かし、
どのように高校卒業後の将来につなげるか、あなたの考えを480字以上600字以内で述べな
さい。 なお、構成は、三段落または四段落でまとめなさい。

480～600字

時間



新教育調べ橘（産業） 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 2人
自由

/試験官
15分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 中学校生活の思い出
将来の進路や希望 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について
通学時間・利用交通機関 自己ＰＲ
本校についての感想 家庭生活・塾などについて

八王子桑志（ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｸﾗﾌﾄ･ｼｽ情･ﾋﾞｼﾞ情）

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間
6～7人 3人 試験官 15～40分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 自己ＰＲ
将来の進路や希望 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと クラブ活動について
得意・不得意科目について 趣味や特技について
中学校生活の思い出 通学時間・利用交通機関

工芸 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 2人 試験官 15～30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 クラブ活動について
将来の進路や希望 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
自己ＰＲ 趣味や特技について
通学時間・利用交通機関 得意・不得意科目について

蔵前工業 1/27‥個人面接，集団討論

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 3人 自由 30分

実技検査の課題 時間
60分

面接の質問事項
志望の動機 通学時間・利用交通機関
得意・不得意科目について 高校に入ってやりたいこと
将来の進路や希望 本校についての感想
中学校生活の思い出 クラブ活動について
自己ＰＲ 趣味や特技について

文字数

15分
どんな資格があるか知っていますか

素晴らしいと思う建物はありますか

校則について

(1日目)近くの児童館から、「皆さんで協力して、何か児童館で役に立つものを作ってほ
しい。」と頼まれました。皆さんならば、どのようなものを作りますか。そして、どのよ
うに役立ててもらいたいですか。費用、製作期間等については制限をしません。
(2日目)近くの老人ホームからから、「皆さんで協力して、何か老人ホームで役に立つも
のを 作ってほしい。」と頼まれました。皆さんならば、どのようなものを作りますか。
そして、どのように役立ててもらいたいですか。費用、製作期間等については制限をしま
せん。

文字数
円に内接する正多角形の頂点を線で結ぶ。 -

時間

10～15分
近気になる出来事

あなたが今までで一番便利だと思った道具

好きなデザイナーは
中学の美術はどうだったか

近年、災害により避難所での生活を余儀なくされる方が大勢います。皆さんは、グループ
で遊具を制作して避難所で生活する幼児たちに送ることになりました。どんな遊具を制作
するのがよいか、話し合ってください。

文字数

工芸品等の写真Ａ～Ｅから一つ選び、あなたが感じたことを踏まえながら、工芸高等学校
で学びたいこと、制作したいものについ て、540字以上600字以内で書きなさい。

 540～600字

時間

10～15分
中学の良いところ
中学の先生は優しいか
昨夜はよく眠れたか
緊張しているか

＜工業科＞

「責任を果たす」ということについて、中学校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字

時間

10～15分
産業について
特色について
産業化とは何だと思いますか

1/26‥作文　1/27‥個人面接，集団討論　

あなたのクラスで地域に貢献するため、ボランティア活動を行うことになりました。ここ
にいる皆さんが、クラスの実行委員です。クラスで提案するため、ボランティア活動の目
的や行き先、内容について話し合ってください。なお、行き先、内容が一つに決まらなく
ても構いません。

文字数

「挑戦」は、本校の教育目標の一つです。そこで、今までに自分が「挑戦」した経験に触
れながら、あなたが本校での高校生活に対してどのように「挑戦」しようと思っているの
か、具体的に記述してください。

501～600字

時間

挨拶について考えてみましょう。



新教育調べ墨田工業
集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

5人 3人 試験官 30分
実技検査の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 通学時間・利用交通機関
得意・不得意科目について 将来の進路や希望
自己ＰＲ クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
中学校生活の思い出 趣味や特技について

総合工科
集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 3人 自由 30分

実技検査の課題 時間
50分

面接の質問事項
志望の動機 得意・不得意科目について
通学時間・利用交通機関 趣味や特技について
将来の進路や希望 高校に入ってやりたいこと
クラブ活動について 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 本校についての感想

中野工業 1/26‥集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間
6人 3人 試験官 15分

実技検査の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 日常生活の過ごし方など
クラブ活動について 時事問題・一般常識
中学校生活の思い出
得意・不得意科目について
自己ＰＲ

杉並工業
集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

実技検査の課題 時間
50分

面接の質問事項

荒川工業 1/26‥集団討論　1/27‥個人面接　

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

5人 3人 試験官 15～30分

実技検査の課題 時間

40分

面接の質問事項
志望の動機 日常生活の過ごし方など
通学時間・利用交通機関 クラブ活動について
将来の進路や希望 高校に入ってやりたいこと
中学校生活の思い出 欠席・遅刻について
本校についての感想 時事問題・一般常識

係や委員会活動について
長所と短所について
クラスでのあなたの立場とは

15分

校則の厳しさについてどう思うか
校則は必要だと思いますか
挑戦したい検定はあるか

与えられた図・表を、拡大・縮小して描き写す。
平面図を基に、立体図を完成させる。

-

時間
10分

テーマ「社会人として活躍していくために、高校生活であなたが努力したいことは何
か。」について、次のキーワードの順位付けをして討論する。キーワード「資格を取得す
ること」、「時間を守ること」、「学力を身に付けること」、「人に対する思いやりをも
つこと」、「聞く力と話す力を身に付けること」

文字数

参考図を見て、定規やはさみ等を使用して指示に従い製作する。 -
時間

挨拶をすることや、正しい身だしなみをすることはなぜ大切か。
文字数

15分

「公共マナーで特に気を付けなければならない事について」話し合いなさい。
文字数

(小問1)放送の指示に従って、内容を正確に聞き取ったり、まとめたりする問題
(小問2)規則に従って作業をすることにより、規則を理解し、作業の正確性と丁寧さを問
う問題
(小問3)事象を試行錯誤を繰り返すことによって、数学的に処理をする能力を問う問題

-

時間

地域のイベントに参加することになりまし  た。全員で協力して小学生たちが喜ぶものを
作ろうと決めました。皆さんはその企画や製作の中心メンバーになったとします。どのよ
うなものを作るか。また、当日小学生に喜んでもらうためどのようなことに気を付ければ
よいかを話し合ってください。

文字数
立体模型図の展開図を作図し、工作用紙で立体模型を製作する。 -

時間

15～20分
将来ものづくりで活躍するために必要なものとは

委員会活動について

1/26‥個人面接，集団討論

将来、ものづくりの分野で活躍するために、大切だと思うことは何か。
文字数

(小問1)手順にしたがって、見本と同じ図を作図する。
(小問2)立体図をもとに正面、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。

-

時間

1/26‥集団討論　1/27‥個人面接　



新教育調べ北豊島工業 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

5～6人 3人 試験官 15～30分

作文の課題 時間

40分

面接の質問事項
志望の動機 高校に入ってやりたいこと
中学校生活の思い出 通学時間・利用交通機関
自己ＰＲ 本校についての感想
将来の進路や希望 友人関係
趣味や特技について

練馬工業 1/26‥個人面接　

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間
- - - -

実技検査の課題 時間
60分

面接の質問事項
志望の動機 通学時間・利用交通機関
将来の進路や希望 得意・不得意科目について
クラブ活動について 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について
自己ＰＲ 欠席・遅刻について

足立工業 1/26‥集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間
5～6人 3人 試験官 20～30分

実技検査の課題 時間
40分

面接の質問事項
志望の動機 通学時間・利用交通機関
将来の進路や希望 高校に入ってやりたいこと
クラブ活動について 本校についての感想
中学校生活の思い出 友人関係
得意・不得意科目について 他の志望校について

葛西工業 1/26‥集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

5～6人 3人
自由

/試験官
30分

実技検査の課題 時間
45分

面接の質問事項
志望の動機 クラブ活動について
高校に入ってやりたいこと 通学時間・利用交通機関
中学校生活の思い出 欠席・遅刻について
得意・不得意科目について 時事問題・一般常識
将来の進路や希望 趣味や特技について

府中工業 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

5～6人 2人 試験官 20～30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 得意・不得意科目について
将来の進路や希望 クラブ活動について
中学校生活の思い出 趣味や特技について
自己ＰＲ 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと 友人関係

普段家庭で工作をしているか
どんな資格が欲しいか
本校説明会について
ボランティアについて

中学校で特に努力して取り組んだことは何ですか。その内容、やり方、続けるために心が
けたことを具体的に書きなさい。ただし、400字以上600字以内で解答用紙に書きなさい。
また、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字

時間
5～15分

ルールについてどう思うか
いじめについて

あなたの所属する学級では、朝の登校時に遅刻する人が増えてきています。遅刻する理由
はどのようなことが考えられますか。遅刻が増えることについて、あなたはどう考えます
か。また、朝の登校時に遅刻をしないために気を付けることや遅刻する人を減らすために
はどのようにしたらよいか、皆さんで討論してください。

文字数

定規とコンパスを使った作図 -
時間

5～15分

校則についてどう思うか
遅刻はしませんか

宇宙旅行に行くことになりました。持ち物として三つ持って行けることになりました。一
つは酸素。もう一つは水や食料などの宇宙食。もう一つは何を持って行きますか。なお、
宇宙服は用意してあります。 終的にグループで方向性を決めてください。

文字数

指示に従い、定規やコンパスを用いて、簡単な作図を正確にする。 -
時間
10分

校則について

これからの高校生活を充実させるために大切なことを、グループとして三つ挙げ、順位を付けなさい。

文字数

簡単な作業や描写等を行う。（作業の正確さやまとめる力を見る。 -
時間
15分

提出期限など守れるか
掃除などは積極的に行えるか

（エンカレッジスクールは集団討論を実施していません。）
文字数

あなたの中学校生活を振り返り、高校生活において頑張りたいこと（学習活動、委員会活
動、行事、部活動、奉仕活動等）を具体的に挙げ、350字以上400字以内で記しなさい。
その際に、東京都または本校のホームページに掲載されている「本校の期待する生徒の姿
（平成29年度）」の内容を踏まえること。

350～400字

時間
5～10分

「高校において、集団生活を送る上で大切なことは何ですか。」①中学校生活での経験を
基に述べてください。②また、そのことに対して、どのように取り組みますか。

文字数



新教育調べ町田工業
集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

実技検査の課題 時間
30分

面接の質問事項

多摩工業 1/26‥作文　1/27‥個人面接，集団討論

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6～7人 3人 試験官 20～30分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
通学時間・利用交通機関 本校についての感想
高校に入ってやりたいこと 志望の動機
得意・不得意科目について 趣味や特技について
将来の進路や希望 日常生活の過ごし方など
自己ＰＲ 家庭生活・塾などについて

田無工業 1/26‥作文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 3人 試験官 30分

作文の課題 時間

40分

面接の質問事項
将来の進路や希望 中学校生活の思い出
志望の動機 本校についての感想
通学時間・利用交通機関 得意・不得意科目について
クラブ活動について 自己ＰＲ
高校に入ってやりたいこと 欠席・遅刻について

六郷工科 1/26‥小論文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間
6～7人 3人 試験官 25～35分

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項
志望の動機 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 通学時間・利用交通機関
得意・不得意科目について 本校についての感想
将来の進路や希望 自己ＰＲ
クラブ活動について 友人関係

産業技術高専 1/27‥小論文，個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間
- - - -

作文の課題 時間
-

面接の質問事項
自己ＰＲ 中学校生活の思い出
志望の動機 本校についての感想
将来の進路や希望 趣味や特技について
クラブ活動について 通学時間・利用交通機関
高校に入ってやりたいこと 得意・不得意科目について

将来のために必要な学科はなにか
思考の柔軟性について
存在しないが必要だと思う技術は

近注目する新技術は

- -
時間
10分

校則は守れるか
提出物は遅れないか
どんな資格がとりたいか

-
文字数

Ａ：「家庭学習」に関する、あなたの体験・経験を述べなさい。
Ｂ：Ａを踏まえた上で、「家庭学習」について、あなたが考えることを述べなさい。

600字

時間
10～15分

長所と短所について
校則について
モノづくりの経験は
学校説明会について

マナーについて話し合いなさい。
文字数

本校は、卒業後就職する生徒が多い学校です。服装に関する「規則（ルール）」として、
「登下校時を含めて、指定された制服を着用すること」があります。これについて、自分
の考えとその理由を述べなさい。

400～600字

時間
10～30分

何度来校したか
合唱コンクールについて

皆さんは学校行事で「ものづくり」をテーマにしたクラスの作品を製作することになりま
した。どのような作品にしたらよいか皆さんで考えてください。

文字数

(小問1)中学校生活において、あなたが積極的に取り組んできたことを具体的なエピソー
ドを挙げて述べなさい。
(小問2)あなたが多摩工業高等学校で意欲的に取り組みたいことを一つ挙げ、その理由に
ついても述べなさい。

(小問1)400字
(小問2)200字

時間
10～20分

(午前)高校生活を送る上での目標を二つ挙げなさい。また、その理由も述べなさい。
(午後)高校生活を送る上で必要だと思うことを二つ挙げなさい。また、その理由も述べな
さい。

文字数

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。 -
時間

あなたは写真Ａ（先進国）と写真Ｂ（開発途上国）のどちらに住みたいですか。
文字数



新教育調べ科学技術 1/26‥小論文，集団討論　1/27‥個人面接

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間
6人 3人 自由 20～30分

小論文の課題 時間

60分

面接の質問事項
将来の進路や希望 通学時間・利用交通機関
高校に入ってやりたいこと 趣味や特技について
志望の動機 得意・不得意科目について
クラブ活動について 自己ＰＲ
中学校生活の思い出 本校についての感想

多摩科学技術 1/27‥個人面接，集団討論

集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

6人 2人
自由

/試験官
15～20分

実技検査の課題 時間

60分

面接の質問事項
志望の動機 中学校生活の思い出
高校に入ってやりたいこと 本校についての感想
通学時間・利用交通機関 得意・不得意科目について
将来の進路や希望 自己ＰＲ
クラブ活動について 日常生活の過ごし方など

新宿山吹（情報）
集団討論のテーマ 受検生 試験官 進行 時間

作文の課題 時間

50分

面接の質問事項

あなたが「コンピュータのしくみ」や「コンピュータを使ったさまざまな活動」で興味を
もっていることについて具体的に書いてください。また、なぜ興味をもったのか、その理
由をあなたの体験を基に述べてください。さらに、これらのことを踏まえて、あなたが情
報科の授業で身に付けたい知識・技術を具体的に書いてください。

500～600字

時間

レポートが終わらないときどうしますか

中学と高校の違いとは
本校に質問はありますか
理科と数学のどこが好きか

ここにいる皆さんで協力して、地域のお年寄りに対してボランティアを行うことになりま
した。いろいろなアイディアがあると思います。ボランティアの内容と工夫する点や注意
する点を話し合ってください。

文字数

中学校の授業や課外活動または日常の生活などにおいて、興味関心をもったことから一つ
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下さい。

-

時間
10分

校則は必要だと思いますか
科学の発展に必要だと思うことは
学校の設備に関して知りたいことは

後に言いたいこと

(一回目)近年、車の自動運転技術の発達はめざましいものがあります。その自動運転技術
を、近い将来、社会または私たちの生活にどのように役立てますか。あなたの考えを理由
とともに述べた後、お互いの考えについて討論しなさい。
(二回目)皆さんの周りにも花粉症に悩まされている人がいると思います。花粉症が起こる
原因は様々考えられますが、その原因と対策を考えてください。あなたの考えを理由とと
もに述べた後、お互いの考えについて討論しなさい。　　　　　　　　　　　　等

文字数

(小問1)食品廃棄量に関するグラフから読み取れることをまとめる。
(小問2)「食品ロス」を社会全体で解決していくにはどうすればよいか、自分の考えを述
べる。

(小問1)200字
(小問2)500～600字

時間
10分

科学や技術の分野で、発見・発明・改良をするために大切なこと
文字数




