
東京都立

国立高等学校

■学校長／佐藤 文泰
■創　立／昭和15年
■生徒数／958名（男505名、女453名）

沿革

特色ある教育

　昭和15年に東京府立第十九中学校として開校。昭和55年には野球部甲子園出
場（第62回全国大会）。平成15年に進学指導重点校に指定、平成19年に進学指
導重点校に再指定される。令和2年（2020年）に創立80周年を迎える。

　本校は「清く、正しく、朗らかに」を校訓とし、自由闊達な校風の下、文武両道の
理念の実現を目指しています。質の高い授業、きめ細かい学習指導と進学指導を
推進することにより、全国でもトップレベルの進学実績をあげ、平成１５年度には東
京都教育委員会より「進学指導重点校」に指定されました。また、都立の星として
甲子園出場経験もある硬式野球部をはじめとする部活動や来校者が一万人を超す
国高祭（文化祭と体育祭）、ベートーベンの交響曲第９番をプロの演奏の下、ドイツ
語で合唱する第九演奏会は高い評価を受けています。本校は、これらの質の高い
教育活動を通じて、社会に貢献できる21世紀を担うリーダーの育成を目指してい
ます。
　このような環境の中で、本校の生徒は、国公立大学や難関私立大学への進学を
めざすとともに、充実した高校生活を送っています。

学校行事
【4月】 前期始業式、入学式、新入生歓迎会、第九演奏会、修学旅行（３年生）
【5月】 開校記念日、クラスマッチ 
【6月】 定期考査
【7月】 入試結果報告会（中３生対象）、東大見学会（希望者）、夏期講習
【8月】 学校見学会、京大見学ツアー（希望者）、夏期講習
【9月】 国高祭：文化祭、体育祭、後夜祭（生徒のみ） 
【10月】 定期考査、第1回学校説明会、前期終業式 
【11月】 後期始業式、第2回学校説明会、自校作成問題説明会（中3生対象）
【12月】 定期考査、第3回学校説明会、自校作成問題説明会（中3生対象）
【3月】 定期考査、卒業式、修了式

交通
JR中央線国立駅より徒歩15分。JR南武線
谷保駅より徒歩10分。立川バス、JR中央線
国立駅南口４番乗り場より矢川駅行･谷保駅
行・国立操車場行「国立高校前」下車、徒歩３
分。京王バス、JR中央線国立駅南口３番乗り
場より（谷保駅経由）府中駅行・聖蹟桜ヶ丘駅
行「国立高校前」下車、徒歩３分。

校舎写真▲

〒186-0002　東京都国立市東4-25-1　TEL： 042-575-0126　http://www.kunitachi-h.metro.tokyo.jp

 
年度

  募集者数   応募者数   受験者数   合格者数   実質倍率

  男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

 2018 132 122 254 220 227 447 198 221 419 136 123 259 1.46 1.80 1.62

 2019 132 121 253 225 196 421 202 190 392 136 122 258 1.49 1.56 1.52

 2020 132 122 254 215 206 421 193 196 389 137 123 260 1.41 1.59 1.50

入試結果のデータ一覧（応募・受験・合格）

※上記は一般入試の数値です。

■受験者男女比　　■男子　■女子
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▶2020 年度 大学合格実績　実績数値は現役・浪人の合計数。（　）の数字は現役合格者の数。

国公立大合計　224名（141名） 

東京大 16名（8名）
京都大 16名（8名）
一橋大 30名（19名）
東京工業大 19名（14名）
北海道大 16名（9名）

千葉大 7名（4名）
お茶の水女子大 5名（5名）
横浜国立大 6名（4名）
東京学芸大 12名（10名）
東京農工大 19名（16名）

早稲田大 146名（80名）
慶應義塾大 79名（38名）
上智大 27名（23名）
東京理科大 90名（37名）
明治大 142名（62名）

東北大 12名（4名）
名古屋大 5名（3名）
大阪大 6名（3名）
九州大 3名（1名）
筑波大 4名（3名）

青山学院大 20名（8名）
立教大 59名（25名）
中央大  124名（41名）
法政大 45名（22名）
学習院大 10名（7名）

国立郵便局

市役所

第五商業高

←立川 西国分寺→

国立東郵便局

School Guide都立自校作成校（進学指導重点校）

過去入試データ

▶入学者決定方法（2020 年度）

推薦入試（定員の20%） 一般入試（定員の80%）

配点
調査書点   9教科×10 

集団討論・個人面接点

小論文点

募集定員
男子32名　
女子30名　

合計62名

450点

150点

300点

900点

700点

300点

1000点

配点

学力検査100点×5教科× 700

調査書点（主要5教科＋技能4教科×2）× 300

募集定員
男子132名　
女子122名

合計254名 65

合計 合計

500

　今年度は、特徴的な2の科学的対話文をどこまで読み込めるかが勝負の分かれ目となった。
　2は、昨年度は「植物におけるフィボナッチ数列」についての対話文であったが、今年度も「数字とアルファベッドを使ったパズルゲーム」について
の対話文形式の長文が出題された。昨年度と比較すると本文の内容自体はやや易化。国立の代名詞ともいえる図表の問題も出題されている。〔問
３〕、〔問４〕の問題では、本文中から語句を抜き出すという問題だが、本文を最後まで読み終えないと解けない問題であったため、速読力に加え、問
題を解く順序を選択していく力も試された。並べ替えの難度は旧自校作成時代よりも難度が上がっているので、問題集などで対策が必要。3は、物
語文読解で、出題内容に大きな変化はない。英作文は、今年度も昨年度と同様に状況設定がされていて、「リーダーとしてあなたならどうするか」と
いう出題形式であったため、日ごろから主体的に問題解決を図る姿勢とともに英語ならどのように表現していくかを考える訓練が必要である。
　都立自校作成校の長文問題は、年々ボリューム増加傾向にあるので、英単語帳の目次をアルファベット順に見て、意味が言えるかチェックするな
どの語彙力の強化に徹するとよい。

　大問４題、小問数14問の構成で例年通り。難度は昨年とほぼ同じであった。1は解きやすいので、できれば４問は正答したい。〔問４〕（2）で立
体の表面上の最短距離についての問題が出題されており、戸惑った受験生もいたか。2は二次関数の問題。〔問１〕〔問２〕（1）は確実に正答した
い。〔問２〕（2）は比の扱いに習熟していないと解けない難問。3一昨年度までと同じく円の問題。〔問１〕角度を求める問題で、角度が一つしかわ
からないので、戸惑ったと思われる。証明問題では、例年と異なり、途中までが記されていて、それに続く証明を完成させる問題。二等辺三角形の
性質、円周角と中心角の関係に気付けば正答できる問題なので確実に記述したい。〔問２〕（2）は（1）で証明したことが利用できない都立自校作成
校ではほとんど見られない出題。三平方の定理と相似を利用する問題で実力が試され、合否を決定する問題といえる。4立方体の動点問題であっ
た。ねじれの位置、回転体の体積、共通部分の体積を求める。落ち着いて解き、２問は正答したい。全体として、傾向は変わったが難問は少ないので
解ける問題をミスなく確実に正答する必要があった。

　全体の構成は例年通りで、大問５題、小問数は28問。200字作文以外の記述は２問、抜き出しが２問ある。昨年度よりも難度の高い選択問題が
多かった。1・2ではおよそ日常生活では経験のない言葉の読み書きが昨年度にも増して出題された。3の出典は中村航・中田永一『僕は小説が
書けない』より約3800字で、高校一年生の主人公を文芸部に勧誘する、二年生の先輩からの手紙を間に挟んだ形での独白で物語は進む。〔問１〕

〔問４〕〔問５〕などの選択問題が多少紛らわしい。4の出典は山本貴光『文体の科学』より約3800字で、法律は様々な人間社会の出来事に対し、
法律を適用すべきかを区別するために文体上の大変な努力がある点と、法律が普遍性を目指すために「非人称の独話体」という文体を選んでいる
点を論じたもの。〔問７〕200字作文は、本文の内容を理解した上で、「法律の文章についてどう思うか」を問う、小論文に近い問題であった。5の
出典は齋藤希史『詩のトポス 人と場所をむすぶ漢詩の力』より約3700字で、中国唐代の詩人・杜甫がその晩年に営んだ浣花草堂と彼の詩につい
て述べたもの。様々なテーマの論説文に日頃から慣れ親しんでおくことと、記述の練習、高難度の選択問題の解法の習熟が不可欠である。

数 学

国 語

▶2020 年度 入試問題分析
英 語
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