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山梨県教育委員会

令和５年度山梨県公立高等学校入学者選抜における全国募集の募集要項等について

令和５年度山梨県公立高等学校入学者選抜における全国からの募集の詳細につい
て、次の５校が募集要項を定めたのでお知らせします。

１ 令和５年度の全国募集の実施校及び募集定員（見込み）
・募集定員は１１月上旬に決定し、公表する予定です。
・選抜の区分について

条件Ａ：学習の成績や興味等を評価する募集
条件Ｂ及び条件Ｃ：部活動の実績や興味等を評価する募集

※ 条件Ｂは書類審査中心､条件Ｃは発表･表現など検査方法が異なる。

○ 北杜高等学校
総合学科：３名程度
募集概要：条件Ａ及び条件Ｂ（スケート部・馬術部の部活動）

○ 韮崎工業高等学校
工業科：６名程度
（電子機械科、電気科、情報技術科、環境化学科、システム工学科、制御工学科）
募集概要：条件Ａ､条件Ｂ及び条件Ｃ（条件Ｂ・条件Ｃはレスリング部の部

活動）

○ 甲府工業高等学校
工業科：計７名程度
（機械科 ２名、電気科 ２名、電子科 １名、建築科 １名、土木科 １名）
募集概要：条件Ｂ（野球、陸上・駅伝及びバレーボール等体育部の部活動）

○ 農林高等学校
農業科：計５名程度
（システム園芸科、森林科学科、環境土木科、造園緑地科、食品科学科）
募集概要：条件Ａ及び条件Ｂ（体育部及び文化部の部活動）

○ 甲府商業高等学校
商業科・情報処理科：計８名程度
募集概要：条件Ｂ（野球部及び剣道部の部活動）

２ 検査日程等
前期募集と同日程

※ 県HP及び各実施校のHPに募集要項を掲載します。

（お問い合わせ先）
山梨県教育庁総務課教育企画室
高校改革担当 電話 055-223-1767



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和５年度 山梨県公立高等学校入学者選抜 

 

北杜高校 

山梨県の高校には馬術、スケート、レスリング、野球、剣道、卓球など、全国レベルの様々な

部活動があります。学科では、富士山を擁する緑に囲まれた県ならではの森林科学科や造園緑地

科など特色のある学科があり、また、確かな技術を身につける工業科や商業科もあります。 

みなさんの可能性を広げる山梨県の学校に来てみませんか？ 

甲府工業高校 

甲府商業高校 

農林高校 

※興味のある高校には、まずご連絡いただけますようお願いします。 

○全国募集（前期募集）の日程 

出願期間 

令和５年１月１９日（木）、１月２０日（金） 

午前９時から午後４時まで、 

及び１月２３日（月）午前９時から正午まで 

検査期日 
令和５年２月１日（水） 

２月２日（木） 

内定日 
令和５年２月９日（木） 

前期募集選抜結果通知書交付 

 

山梨県教育庁 総務課教育企画室 高校改革担当 TEL:055-223-1767 

https://www.pref.yamanashi.jp/kyouiku-kikaku/nyuusi/zenkokuboshu.html 山梨県の獣：カモシカ 

○募集定員（見込み） 

※募集定員は１１月上旬に決定、発表する予定です。 

北杜高校 総合学科 ３名程度 

韮崎工業高校 工業科一括募集 ６名程度 

甲府工業高校 
工業科 

（５科ごとに枠数あり） 
７名程度 

農林高校 農業科（５科で募集） ５名程度 

甲府商業高校 商業科・情報処理科 ８名程度 

 

韮崎工業高校 



⼭梨県⽴北杜⾼等学校 
 

 

 

 

 

 

「生物資源」         「環境工学」     「総合情報ビジネス」  「福祉ライフデザイン」 

 

 

 

 

 

 

八ヶ岳、甲斐駒ヶ岳に囲まれた抜群の自然環境  
スペシャリストをめざせ！北杜高校の総合学科で体験的に学ぼう！（条件 A 対象） 

全日本ジュニアスピードスケート選手権大会優勝 石川将之 さん（早稲田大学進学） 

 Ｑ スピードスケートの魅力を教えてください 

まず伝えたいことは「スピード感」です。乗り物に乗って時速５０ｋｍを出すことはたやすいことで

すが、自力で５０ｋｍのスピードを出すことがとても快感です。 

 Q 北杜高校での 3 年間はどうでしたか？ 

今振り返っても思い出深い時間だったなと思います。勉強に部活、学園祭などすべて全力で取り組み

ました。学校全体にアットホームな雰囲気があり、先生方も親身になってくれました。同級生とは卒業

した今でも連絡を取り合っています。特に 3 年次に世界大会に出場することができたことは一生の思い

出です。北杜高校で過ごした時間はかけがえのないものとなっています。 

 

卒業生に聞きました！ 

本校指定の部活動で特技を伸ばせ！ スケート部・馬術部 対象（条件 B 対象）      

 
ホームページも

見てね！ 

総合学科で新入生を全国から募集します！ 総合学科で新入生を全国から募集します！ 

⼭梨県⽴北杜⾼等学校 
〒４０８-００２３ 山梨県北杜市長坂町渋沢１００７－１９ 

TEL ０５５１（２０）４０２５  FAX ０５５１（３２）３１９４ 

学校 HP http://www.hokutoh.kai.ed.jp/ 

◎下宿の相談あり 

「スケート部」 
文武両道を実践する中で、自己記録の更新はもちろ

ん、インターハイ、国体での優勝や入賞を目標に練習に

取り組んでいます。山梨の豊かな自然の中で、心身とも

に鍛え、人間としても大きく成長し、自己の目標を達成

しませんか。 

【進路実績】 

山梨大学、早稲田大学、明治大学など 

「馬術部」 
馬術というスポーツは多くの魅力を持っており、馬

が私たちを日々成長させてくれます。ほとんどの部員

が高校に入学して馬術というものを知り、全国大会出

場、国体優勝などの戦績を残しました。きっと馬の優

しさに感動するはずです。 

 【進路実績】 

 東京農業大学、立教大学、明治大学など 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

山梨県立韮崎工業高等学校 
〒４ ０ ７ －０ ０ ３ １  山梨県韮崎市竜岡町若尾新田５ ０ －１  

TEL ０ ５ ５ １ （２ ２ ）１ ５ ３ １  FAX ０ ５ ５ １ （２ ２ ）１ ５ ３ ３  

学校 HP http://www.nirasakith.kai.ed.jp 

オリンピック金メダリストが誕生 

本校出身 米 満 達 弘選手 ロンドンオリンピック 金メダル 

      文田 健一郎選手 東京オリンピック   銀メダル 

本校レスリング部からは、米満達弘選手や文田健一郎選手など多

くの優秀な選手が誕生しています。 

毎年、全国各地の中学校から生徒が集まっています。恵まれた練習

環境はもちろんのこと一流の指導者のもと日々高い目標を掲げ、関

東大会をはじめ全国大会や国際大会に出場し活躍しています。 

 

次のオリンピアンはあなたです！  

部活動 レスリング部 

在校生からひとこと！ 

エンジニアになるための専門的な知識・技術を学ぶ高校です 

工業科一括募集によって 

あなたが深く学びたい学科を入学してから探せます                 

就職率１００％ 国家技能士等の高難易度資格多数取得 

就職・進学（大学、専門学校）どちらも対応 

毎年、就職率１００％を達成し、資格取得も国家技能士等の高難易

度資格を多数の生徒が取得しています。各種コンテストやコンクール

において県内はもとより関東・全国で本校生が活躍しています。進学

希望者のための選択科目もあり多様な進路実現が可能です。１クラス

に全学科の生徒が混在するミックスホームルームを取り入れていま

す。 

韮崎工業高校の特色 

韮崎工業高校って？ 

     自分の夢を実現できる場所 

「よき技術者となる前に、まずよき人間となれ」を信

条に、多くの資格に挑戦でき、将来の夢につながる専

門的な学習をします。資格取得や部活動・学校行事な

ど充実した学校生活を送ることができます。 

ロボコンやまなし 
テーマによって部門ごとに行われ

る競技会です。本校は、毎回上位入賞

しています！山梨県のロボコンとい

えば・・・・韮崎工業！ 

ホンダエコマイレッジチャレンジ 
（栃木県のツインリンクもてぎ）            

１ℓで何ｋｍ走行できるかを競う競技会

です。全国の高校から１0０を超えるチーム

が参加している大きな大会です。エコカー

部と課題研究で取り組んでいます。 

入学定員を工業科一括募集し、入学後半年間にわたり６学科の内容を学習するなか

で、希望する学科を選びます。ものづくりが好きだけど、どの学科を選べば良いか迷

っているあなた。ぜひ本校で学んでください。実際に経験することで自分に合った学

科が見つかるはずです。 全国ものつくりコンテスト 旋盤加工部門出場 

全国大会での優勝が目標 

 レスリングの魅力は、体力の向上に加えメン

タル面も成長させられることです。レスリング

未経験者も入部し、全国制覇を目指して日々頑

張っています。 

全国選抜溶接技術競技大会 準優勝、3位（2回） 

ＨＰ   公式 Twitter 



甲府工業高校では「質実剛健」を校訓とし、「技術者となる前に人間となれ」
を信条として、新しい時代を主体的・ 創造的に生きる、逞しくもしなやかな心
を持ち、豊かな人間性・社会性を備えた工業技術者の育成を目指しています。
そのために、部活動は全員入部制をとっており、全校生徒がいずれかの部活動に
所属しています。
また、学校行事も多く開催されます。その中でも、秋に実施される『強歩大

会』『学園祭』は伝統あるイベントとして開催されています。
進路についても、県内はもちろん、県外の有名企業に数多くの諸先輩方を輩出

し、就職率100%を実現しています。また、進学についても学業優秀者は推薦を
行い、4年制大学・専門学校への進学も可能です。

多くの部が全国大会・関東大会に出場して活躍しています。

専攻科 創造工学科 令和２年度設立
詳しい進路、資格等はホームページへ「甲府工業高校」で検索！

【本年度全国募集対象部】
野球部 陸上・駅伝部 バレーボール部 卓球部 ラグビー部 柔道部 剣道部

主な進学先…山梨大学、静岡県立大学、公立諏訪東京理科大、芝浦工業大学、日本大学、東京電機大学 等

主な就職先…ファナック㈱、トヨタ自動車㈱、東京電力パワーグリッド㈱、東日本旅客鉄道㈱、清水建設㈱
ＮＥＣプラットフォームズ㈱、東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ㈱、㈱早野組
中部電力パワーグリッド㈱、㈱内藤ハウス、日本軽金属㈱、山梨県庁 各種公務員 等

機械科 電気科 電子科 建築科 土木科

自動車・ロボット・工
場の生産設備など生活
を豊かにする製品をつ
くるために必要な知識
と技術・技能を学び、
将来、広くものづくり
の分野で活躍できる人
材を育成します。

電気や通信を敷設整備す
る能力を身につけるため
に専門分野を学び、電気
工事士などの資格を取得
することにより電力関連
企業や各種メーカーなど
の管理技術や生産設備の
設計の分野で活躍する人
材を育成します。

コンピュータを構成す
る電子回路やソフト
ウェア、電子機器やロ
ボットの制御、イン
ターネットを可能とし
たネットワーク技術な
どの基礎を学習し、将
来この分野で活躍でき
る人材を育成します。

住宅から高層建築まで、
様々な建築物の設計方
法と造り方を学習し、
技術の進歩や社会の変
化に柔軟に対応できる
感性豊かな、将来この
分野で活躍できる人材
を育成します。

道路・鉄道・トンネル
ダム・橋などの社会に
必要な構造物を建設す
るための設計方法や測
量方法を学習し、将来
この分野で活躍できる
人材を育成します。

部

活

動

（運

動

部
）

学校HP QRコード

甲府工業高校って？

学 科 紹 介

進 路 状 況

山梨県立甲府工業高等学校（全日制）
〒４００－００２６ 山梨県甲府市塩部２－７－１
TEL０５５（２５２）４８９６ FAX０５５（２５１）３３８５
学校HP http://www. Kofu-th.ed.jp/



                                                                                                                             

山梨県立農林高等学校   
〒４００-０１１７ 山梨県甲斐市西八幡４５３３番地 

TEL０５５（２７６）２６１１  FAX ０５５（２７９）１４１３ 

学校ホームページ http://www. norinh.kai.ed.jp/ 

創立 11８年の伝統を誇る農業高校です。 

校訓は「誠実の人となれ」です。 

広い敷地で緑あふれた環境の中で生徒たちはのびのびと学習に

取り組んでいます。農林高校での 3 年間では、学習はもちろん、部

活動や農業クラブ活動など様々な体験ができます。令和２年１０月

には、果樹酒試験製造免許を取得し、本格的にワイン製造を学ぶ科

目も加わりました（食品科学科）。また、令和３年度から、文部科学

省より「マイスター・ハイスクール」に指定されています。 

 ５つの学科は学習内容が多岐にわたりますので、何を学ぶのか、

どういう未来を夢見るのか、じっくり考えてください。農林高校が

君の人生の飛躍につながるように、最大限のバックアップを約束し

ます。 

入学後にあなたの夢が花咲くのを楽しみに待っています。 

 

農林高校ってどんな学校？ 

植物・環境・食料の分野を学ぶ、 

県内唯一の農業専門高校 
農林高校には、１７ヘクタールの広大な敷地があります。地球が抱

える食料・環境等の問題に対応する人材を育成することが、５つある

学科の使命です。 

 

 

 

  

 

 
 

農林高校の特色 

「全国大会に出場する！」 

そう思ったときからあなたの夢はスタートします。

 

 

 

 

 

 

 

 

充実した部活動で高校生活を満喫しよう！ 

インターハイ出場のレスリング部や広大な敷地を生かした陸上部

や野球部、サッカー部、また農業高校ならではのファームクラブなど、

様々な部活動があなたの入部を待っています。 

 

（体育部） 

野球、サッカー、硬式テニス、陸上、バスケットボール、弓道、 

剣道、卓球、レスリング、ソフトテニス 

 

（文化部） 

茶道、写真、郷土芸能、パソコン、吹奏楽、生物、書道、 

ファームクラブ、ボランティア 

 

 

部活動 

農林高校で待ってるよ！ 

 自然豊かで、季節の移ろいを感じられる。農林高校はそんな素敵な空間です。 

 やりたいことがあれば、そのチャレンジを応援してくれる高校です。あなたも農林高校で何かに挑戦してみようよ。 

在校生からひとこと！ 

 

 

システム園芸科 
野菜、草花、果樹の栽培を中心に、植物バイオテクノロ

ジー、施設園芸、園芸デザインなどの学習をとおして、

食と緑に関する地域産業人を目指します。 

森林科学科 
森林や樹木の優れた特性や機能を学び、森林科学、林産

物利用などの学習をとおして、自然と人との関係の可能

性を探ります。 

環境土木科 
地球にやさしい環境づくりを目指し、測量・設計・施工

を主体に学習し、自然と調和した新しい土木技術を学び

ます。 

造園緑地科 
造園及び緑地の計画・設計、施工・管理に関する知識・

技術を習得し、みどり環境づくりのエキスパートを目

指します。 

食品科学科 
さまざまな食品の製造・分析をはじめ、食品の流通や環

境衛生からバイオテクノロジーまで、実験実習をとお

して食の世界を探ります。 

学校ホームページ 

QR コード 



           商業科 

          簿記会計や流通経済を中心に 

学び、将来、ビジネスの世界で

活躍できる人材を育成します。 

 

           情報処理科 

           簿記会計や流通経済とともに、 

コンピューターの利用技術、 

プログラミング等を学び、情報

処理の専門性を高めます。 

・卒業生の３分の２が大学、短大、専門学校に進学しています。 

・もちろん就職先も充実しています。進路決定率は 100％。 

・公務員希望者に対しては、公務員講座を実施しています。   

先輩方が公務員合格を目指して学習中です。 

 甲府商業高校剣道部は、歴史と伝統ある部活動です。過去にはインターハイ

団体優勝や全日本選手権優勝者を輩出するなど、輝かしい実績を残していま

す。剣道部としての目的は人間形成であり、目標は日本一です。部員一同、

日本一を目指し、切磋琢磨し、毎日稽古に励んでいます。 

甲府商業高校野球部は、「甲子園出場」を目標に日々練習に励んでいます。野

球の技術はもちろん、これから社会に出ていくために必要な礼儀やマナーな

ど、人間的な成長も野球を通して学ぶことができます。仲間とともに競い合

い、汗を流し、充実した日々を送っています。 

年に１回開催される甲商デパートは、

生徒だけで商品の仕入れから販売・会

計までを行います。最高の思い出が作

れる甲府商業の伝統行事です。 

 

甲府市立甲府商業高等学校 
〒400-0845  

山梨県甲府市上今井町３００ 

 TEL （055）241-7511 

    FAX （055）241-7512 

 HP   http://www.kchs.city.kofu.yamanashi.jp/ 

  

 

 

 

 

甲府商業高校ってどんな学校？ 学科紹介 

「主体的な学びによる学力の向上」 

「社会で活躍できる人づくり」 

地域社会を学びのフィールドにしながら、日々の授業や 

学校行事、部活動を通して、変化の激しいこれからの社会

を、創造的に生き抜いていくための力を育成しています。 

部活動 ～ 本校には３２もの部活動があり、多くの部が全国大会に出場し活躍しています！ ～ 

進路状況  ～ 甲府商業高校だからこそ１人１人に対応した進路実現が可能！ ～ 

山梨県立大学 

明治大学 

中央大学 

法政大学 

武蔵大学 

などに進学！ 

甲府地方検察庁 

警察・消防 

JR 東日本 

日本郵便 

(株)山梨文化会館 

などに決定！ 



  

令和５年度 山梨県立北杜高等学校 「全国募集」募集要項 
 

１ 募集定員（見込み） 

      総合学科  ３名程度 

※ 募集定員は１１月上旬に決定し、発表する予定です。 

 
２ 応募資格 
（１） 本校を志願する動機や目的が明確である者 
（２） 基本的生活習慣及び学習内容が中学校３年間をとおして十分身に付いている者 
（３） 将来に向けた夢や目標を見つけるために、様々なことにチャレンジし、その実現に向けて努

力しようとする者 
（４） 自分との対話、また自分を取り巻くあらゆるものごととの対話を重ねる中で、自ら課題を見

つけ、自ら学ぼうとする意欲を持つ者 
（５） 実習・実験を通して自分の個性を伸ばし、社会課題の解決に向けて、自ら進んで学習に取り

組もうとする者 
（６） 「身元引受人」が確保できる者 

※ 身元引受人とは、生徒の健康、食生活および日常の生活に関する見守りを行い、生徒の
状況を保護者や学校と共有する等の役割を担う方です。基本的には山梨県内に居住する
親戚等を想定していますが、該当する方がいない場合は学校にご相談ください。 

 

３ 選抜方法 

（１） 出願の条件 
条件Ａ 中学校の学習活動において優れた成績を収め、入学後も継続して努力し、総合学科の

幅広い科目選択により、自己を鍛え、将来の目標を定め、大学・短大・専門学校への
進学や就職・起業を志す者 

条件Ｂ 中学校の部活動において卓越した実績や能力を有し、入学後、本校の指定する部活動
で積極的に活動する強い意欲を持ち、３年間学業と両立させ努力できる者 

 
【本校の指定する部活動】 スケート部（男女）、馬術部（男女） 

（２） 面接 

実 施 の ね ら い 実施形態等 検査時間 

志望動機、興味・関心・意欲、多彩な能力、社会課題に対する関心

を確認する。 
個別面接 １０分程度 

（３） 本校で定める検査 

検 査 方 法 検  査  内  容 

特色適性検査 

条件Ａで出願した受検者の全員に対して実施する。 

 資料をもとにして、読解力、表現力、数的処理力等を問う。また、読解力、表

現力には英語による記述が含まれることがある。（時間：５０分） 

特    技 
条件Ｂで出願した受検者に対して実施する。 

 実績を証明する「活動実績報告書」等による書類審査を行う。 

（４） 選抜資料比重 

区  分 調査書 面 接 所 見 
特色適性 

検   査 
特 技 

総合学科 条件Ａ ４５ ３０ ５ ２０ － 

総合学科 条件Ｂ ３５ ３０ ５ － ３０ 

※調査書の「学習の記録」「特別活動の記録」等については第１学年から第３学年までを対象とし、

「学習の記録」については、各学年の成績を平等に評価し、国語、社会、数学、理科、英語につ

いては評定をそれぞれ２倍、その他の教科の評定を１倍する。 

  ※出願時に条件Ａ、条件Ｂのいずれかの出願条件を選択する。 



  

（５） 提出書類等 

   ①提出書類 独自様式「活動実績報告書」 

※中学校３年間の活動を通して、大会等の実績がない場合は、「活動実績報告書」の代替と

して、別紙様式「活動実績等証明書」の提出ができる。 

   ②添付書類 活動実績を証明する書類の写し（賞状、新聞記事等） 

   ③書類の入手方法 本校ホームページからダウンロードできる。 

 

４ 学生生活のサポート 

本校には学校の寮はありませんが、住居の提供に協力してくれる下宿先があります。食事は３食 

とも提供があり、提供者家族が同じ建物に居住し、日常の生活や健康の相談に応じてくれます。 

 

５ 学校の特色 

 【特色その１】「多様な進路実績」 

本校は総合学科と普通科を併せ持つ総合制高校です。両科とも生徒の進路目標は国公立大学進

学から就職まで多岐にわたっているため、それぞれの目標や習熟度、取得資格に応じた多彩な科目

を開講し、早期から就職指導、面接・小論文対策等を実施することにより、生徒の幅広い進路に対

応した指導を全校体制で行い、進路実績を挙げています。取得資格に関しても漢検・英検・数検は

もちろん、農業・商業・情報・福祉など、普通高校よりも幅広く充実していることが特徴です。 

 

【特色その２】「幅広い選択科目ときめ細かい指導」 

総合学科とは、普通教育と専門教育の両方を総合的に含む科目群を選択履修できる学科のこと 

です。本校にはスペシャリストを育てるための４つの系列（生物資源、環境工学、総合情報ビジネ

ス、福祉ライフデザイン）があります。１年次に自分の興味や適性を見極め系列を選択し、２年次

から各系列に分かれて、自分の目指す将来像に応じた多様な専門科目と普通科目の中から必要な

科目を選択し、自分の時間割で学びます。興味ある他系列の科目を選択することもできます。地元

企業との連携など地域に根差した活動を通して、将来地域で活躍できる力も育成しています。 

 

【特色その３】「恵まれた環境」 

光をふんだんに取り入れた明るく木の香り豊かな広い校舎､１階に武道場を備えた体育館､第１・

第２・第３グラウンド、全天候型制御温室を持つ農場など北の杜の自然豊かな環境の中、これらの

充実した施設で毎日多彩な授業に取り組むことができます。 

 

６ スケート部、馬術部の全国レベルの実績 

スケート部(男女)と馬術部(男女)は、山梨県公立高等学校運動部強化指定校に指定されています。 

スケート部は、前身の峡北高等学校から創部以来１００年の歴史を持ち、「全国高等学校スケート

競技選手権大会（インターハイ）」に第１回大会以来連続７１回出場し、過去に学校対抗準優勝２回、

個人種目では多くの選手が全国優勝の実績があります。また、世界ジュニアスピードスケート選手権

にも出場し、世界を舞台に戦う選手も輩出しています。 

馬術部は、創部３８年の歴史を持ち、学校で複数の馬を所有・飼育しています。学校の広大な敷地

には自由に練習ができる馬場があり、全国でも数少ない恵まれた環境で活動しています。高校から馬

術競技を始める部員もたくさんいますが、学校の馬場で練習を積み、全日本高等学校馬術選手権大

会、国民体育大会において団体、個人ともに全国優勝を成し遂げています。 



令和５年度 韮崎工業高等学校 「全国募集」募集要項 
 

１ 募集定員（見込み） 

全学科一括募集 ６名程度 

           ※募集定員は１１月上旬に決定し、発表する予定です。 

２ 応募資格 

志望の動機・理由が明確で、将来の進路目標がしっかりしており、入学後も学習や部活動に積極的

に取り組む意欲があり、次のいずれかに該当する者 

①基本的生活習慣や中学までの学習内容が身についており、ものづくりや科学技術に興味・関心が

あり、本校への通学が可能な者 

②本校の「全国募集対象部活動」に通ずるスポーツで優れた成果をあげ、本校入学後も該当する部

活動へ所属し活動を継続する強い意志があり、山梨県在住の身元引受人が確保できる者 

【令和５年度全国募集対象部活動】レスリング部 

 

 

 

 

３ 選抜方法 

（１）出願の条件 

条件Ａ 学習に対する興味・関心が高い生徒 

条件Ｂ 本校に関係するスポーツ・文化活動・ものづくりにおいて特技を有し、入学後も積極的 

・継続的にその活動を続ける意志がある生徒 

 条件Ｃ 本校に関係するスポーツ・文化活動・ものづくりに興味・関心が高く、入学後も積極的 

・継続的にその活動を続ける意志がある生徒 

 

（２）面接 

実施のねらい 実施形態等 検査時間 

 本校への志望動機や思考力、判断力、表現力など工業高校

における学習に必要な資質を持っているかを判断する。 
個別面接 １５分程度 

 

（３）本校で定める検査 

検査方法 検  査  内  容 

特色適性検査 

【受検者全員】 

時間：５０分 

特記事項：ものづくりや科学技術に関する考え方や適性を記述により 

判断する。 

特    技 
【条件Ｂのみ】 

実績として提出された証明書等の書類審査を行う。 

個性表現 
【条件Ｃのみ】 

５分程度の発表・表現を行う。 

※個性表現については、実績や技術より、発表の仕方や表現内容を評価し、興味・関心・意欲等を

重視する。 

 

※ 身元引受人とは、生徒の健康、食生活および日常の生活に関する見守りを行い、生徒の状況

を保護者や学校と共有する等の役割を担う方です。基本的には山梨県内に居住する親戚等を

想定していますが、該当する方がいない場合は学校にご相談ください。 



（４）選抜資料比重 

区 分 調査書 面接 所見 
特色適性 

検  査 
特技 個性表現 

条件Ａ ５０ ３０ ５ １５ － － 

条件Ｂ ３０ ３０ ５ １５ ２０ － 

条件Ｃ ３０ ３０ ５ １５ － ２０ 

※調査書の取り扱いについて 

・学習の記録については、第１学年から第３学年の必修９教科を評価の対象とする。 

・各学年の評定の比率は「１学年：２学年：３学年＝１：１：２」とする。 

・欠席の記録、行動の記録、特別活動の記録、校外活動の記録、その他特記事項についても評価

の対象とする。 

※出願時に「条件Ａ」「条件Ｂ」「条件Ｃ」のいずれかの出願条件を選択する。 

 

（５）提出書類等 

 

①提出書類 

 ・条件Ｂ  韮工高様式【条件Ｂ】特技受検報告書 

 ・条件Ｃ  韮工高様式【条件Ｃ】個性表現受検申請書 

   

②添付書類 

  ・条件Ｂ 特技受験報告書については、実績を証明する書類 

（賞状、認定証や新聞記事のコピー：Ａ４版） 

もしくは中学校長による実績を証明する書類（形式自由：Ａ４版） 

 

③書類の入手方法 

中学校を通して本校教務部へ１２月中旬頃までにお問い合わせください。 

 

４ 学生生活のサポート 

レスリング部専用の寄宿舎があります。夜は管理人が常駐し、管理人指導の下で食事を摂り、日常生

活や健康の相談に乗っています。冷房設備も整っています。 

 

５ 学校の特色 

本校は、校訓「和」のもと、「よき技術者となる前に、まずよき人間となれ」を信条に、ものづくり

を通じて地域産業界に貢献できる技術者を育成しています。毎年就職内定１００％を達成し、地元企業

へ多くの人材を輩出するほか、上級学校への進学にも対応しています。 

また、本校レスリング部は全国的な実力を持ち、ＯＢにはロンドンオリンピック金メダリストの米満

達弘選手や、東京オリンピック銀メダリストの文田健一郎選手など、多くの選手が世界の舞台で活躍し

ています。 

 



令和５年度 山梨県立甲府工業高等学校 「全国募集」募集要項 

 

１ 募集定員（見込み） 

工業科：機械科、電気科、電子科、建築科、土木科  計７名程度 

    (内訳) （２） （２） （１） （１） （１） 

※ 募集定員は１１月上旬に決定し、発表する予定です。 

 

２ 応募資格 

（１）本校を志望する動機や理由が明白・適切であり、３（１）の「出願の条件」に 

適合する者 

（２）中学校までの学習内容や基本的生活習慣が身についており、高校入学後も明確な進 

路目標を持って学習や部活動に熱心に取り組む者 

（３）「身元引受人」が確保できる者 

 

 

 

 

 

 

 

３ 選抜方法 

（１）出願の条件 

工業科Ｂ 

  本校の部活動に関する体育的な活動において顕著な成績をあげ、入学後も積極

的・継続的にその活動を続ける意志の強い者で、次に該当する者 

  中学校時の諸活動において都道府県大会ベスト８以上の者、またはそれと同等

以上の力量があることを公的に証明できる者、もしくは「中学校長が認める証明書

（甲府工業高様式【前期募集・工業科Ｂ】活動実績報告書）」を提出できる者 

 

【本年度全国募集対象部】 

野球、陸上・駅伝、バレーボール、卓球、ラグビー、柔道、剣道 

 

（２）面接 

実施のねらい 実施形態等 検査時間 

本校及び志望学科を志望する動機と、興味・関

心、学習意欲、入学後の高校生活への意欲、将来

の希望や特技等を確かめる。 

集団面接 １５分程度 

 

（３）本校で定める検査 

検 査 方 法 検  査  内  容 

個性表現 志望する部活動に関する５分以内の発表・表現を行う。 

※ 身元引受人とは、生徒の健康、食生活および日常の生活に関する見守りを行い、生徒の状況

を保護者や学校と共有する等の役割を担う方です。基本的には山梨県内に居住する親戚等を

想定していますが、該当する方がいない場合は学校にご相談ください。 



（４）選抜資料比重 

区 分 調査書 面接 所見 個性表現 

工業科Ｂ ５０ ２０ １０ ２０ 

※調査書の学習の記録については、第１学年から第３学年を評価の対象にする。

第１学年の評定、第２学年の評定、第３学年の評定の比は、１：１：２とする。 

 

（５）提出書類等 

①提出書類  

甲府工業高様式【前期募集・工業科Ｂ】活動実績報告書 

②添付書類 

実績を証明する資料（賞状、新聞等）のコピー（Ａ４判）を甲府工業高様式【前期

募集・工業科Ｂ】活動実績報告書裏面に貼付して提出する。 

③書類の入手方法 

甲府工業高様式【前期募集・工業科Ｂ】活動実績報告書については、本校のホーム

ページで令和４年１０月１日（土）以降にダウンロードすることができる。 

  URL  http://www.kofu-th.ed.jp/ 

 

４ 学生生活のサポート 

本校には男子寮があり、現在、野球部を中心とした、運動部の一部の生徒が寮生活を送

っています。 

寮の詳細については、本校までお問い合わせ下さい。 

 

５ 学校の特色 

本校は大正６年に創設され、産業界に多くの技術者を送り出し、その活躍は各分野で高

い評価を得ています。 

  全日制には機械・電気・電子・建築・土木の５学科が設置されており、生徒は充実した

快適な環境のもとに、学習に部活動に活発な学校生活を送っています。 

  校舎には、激しく変化する技術革新に対応できる、工作機械や各種実験装置など多様で

近代的な設備を備え、２１世紀の新時代を切り開いていく生徒の個性や能力を十分に伸

ばすことのできる快適な教育環境が整えられています。 

  また、文部科学省指定のスーパー・プロフェッショナル・ハイスクール（ＳＰＨ）事業

（平成２９年度から令和３年度までの５年間実施）で培った実践研究や取り組みを活か

し、各学科の特色ある学びを通して、技術者として必要となる知識や技術・技能の習得を

推進しています。 

今までの伝統・校風を重んじる中で、教育信条にも謳われている「人間教育」の基礎と

なる部活動の強化、専門教科の深化を図り工業技術者の養成を目指した「キャリア教育」

の充実、そして工業系大学進学を目指した「ハイパー甲府工業構想」を実践し、全国トッ

プレベルの工業高校を目指しています。 

 

 

 



６ 本校の部活動 

  本校では文武両道を目指しており、県内で最も部活動が盛んな公立高校です。山梨

県独自で行われている全ての運動部が参加する『山梨県高等学校総合体育大会』では、

男子総合順位において、平成３０年度から令和４年度まで（令和２年度は中止）４連

覇を成し遂げました。 

令和３年度インターハイ出場部：卓球、新体操、ボクシング、自転車、空手 

令和３年度 関東大会 出場部：卓球、ソフトテニス、新体操、ボクシング、自転車、 

弓道、陸上・駅伝、山岳、柔道、バドミントン、 

ハンドボール 

野球部：春５回、夏８回、計１３回の甲子園出場、平成３０年度関東大会出場 

 

７ 自ら学ぶ意欲を尊重する学科の内容 

【機械科】～「ものづくり」の楽しさから創意工夫への挑戦～ 

   自動車、電車、工場の機械、ロボットなど生活を豊かにする製品をつくるために必要 

なものづくりの技術と技能を学習し、将来この分野で活躍できる人材を育成する。 

 

【電気科】～パワーエレクトロニクスの最先端技術を目指して～ 

   電気基礎理論、電力送配電、電気機器制御、太陽光・風力発電技術などについて幅 

広く学び、電気工事士などの資格を取得し、電力関連企業や各種メーカーの生産設備の 

管理技術者として活躍できる人材を育成する。 

 

【電子科】～高度情報化社会をリードする力を～ 

 コンピュータ、ロボット、携帯電話、テレビなどを構成する電子回路やソフトウェア 

及びコンピュータネットワークなどの通信について基本的なことを学び、これらの応 

用品の製造・検査の分野で活躍できる人材を育成する。 

 

【建築科】～一人ひとりの感性と能力を発揮させる～ 

 住宅から高層建築まで、様々な建築物の設計方法や造り方を学習し、将来この分野で 

活躍できる人材を育成する。 

 

【土木科】～知識と技術で人々の暮らしをつくる～ 

 道路・鉄道・トンネル・橋・ダムなどの構造物を建設するための設計と測量を学習し、 

将来この分野で活躍できる人材を育成する。 

 



令和５年度 山梨県立農林高等学校 「全国募集」募集要項 

 

１ 募集定員（見込み） 

農業科   システム園芸科 

      森 林 科 学 科   

      環 境 土 木 科      各科の合計で５名 

      造 園 緑 地 科 

      食 品 科 学 科 

 

※募集定員は１１月上旬に決定し、発表する予定です。 

 

２ 応募資格 

（１）中学までの学習内容や基本的生活習慣が身についており、学習意欲が高い者 

（２）明確な進路目標を持ち、農業関連産業等への就職や農学系等への進学に対して努力

し、地域に根ざした産業人となるべく自己実現を図ろうとする者 

（３）園芸・森林・土木・造園・食等の農業に強い興味・関心を持ち、その学習や実験・

実習に取り組むことができる者 

（４）「身元引受人」が確保できる者 

 

 

 

 

 

３ 選抜方法 

（１）出願の条件 

条件Ａ  応募資格を満たし、学習成績や行動が良好で、自己の進路目標を実現しよ

うとする者 

条件Ｂ  応募資格を満たし、学習成績や行動が良好であるとともに、スポーツ・芸

術文化活動において、県単位以上の大会で上位入賞を証明できる実績があ

り、入学後、本校での部活動を積極的に行う意志の強い者 

【本校の部活動】野球（男）、テニス、ソフトテニス、卓球、サッカー（男）、 

陸上、剣道、弓道、バスケットボール、レスリング、茶道、写真、吹奏楽、 

郷土芸能、書道、生物、ファームクラブ 

 

（２）面接 

実施のねらい 実施形態等 検査時間 

本校を志望する動機や興味・関心、学習意欲、

将来の進路について積極的な姿勢で取り組める人

物であるかを確認する。 

個別面接 １０分程度 

 

 

※ 身元引受人とは、生徒の健康、食生活および日常の生活に関する見守りを行い、生徒の状況

を保護者や学校と共有する等の役割を担う方です。原則として山梨県内に居住する親戚等を

想定しています。 



（３）本校で定める検査 

検 査 方 法 検  査  内  容 

特色適性検査 

時間：５０分   

特記事項：図表等を読み取り、自己の考え方や適性を記述により判断

する。 

特  技 スポーツ・芸術文化活動の活動実績報告書による書類審査 

 

（４）選抜資料比重 

区 分 調査書 面接 所見 
特色適性 

検  査 
特技 

条件Ａ ４０ ３０ １０ ２０ － 

条件Ｂ ２０ ３０ １０ ２０ ２０ 

※出願時に条件Ａ、条件Ｂのいずれかの出願条件を選択する。 

※調査書の学習の記録については、第１学年から第３学年を評価の対象とする。 

※調査書の学習の記録については、５教科の評定を２倍する。 

 

（５）提出書類等（条件Ｂ出願者のみ） 

①提出書類  独自様式「活動実績報告書」 

②添付書類  実績が証明できる場合は、実績を証明する書類（賞状等）をＡ４サイ

ズにコピーして活動実績報告書に添付する。 

③書類の入手方法  本校ホームページからダウンロードできます。 

 

４ 学生生活のサポート 

各クラスとも２人担任制となっていますので、生活上の相談等、親身に対応いたします。

本校には寮はありませんが、近隣にはアパートなどが多数ありますので、ご相談ください。 

 

５ 学校の特色 

○本校は山梨県唯一の農業専門高校で、１１８年の歴史を有する伝統校です。 

○１７ヘクタールの広大な敷地に、学科棟・農業生産ほ場・農業施設があります。 

○システム園芸科では果樹・野菜・草花の栽培を中心に流通や販売までを学ぶほか、バイ

オテクノロジー、園芸デザイン等の学習を通して、農業に貢献できる人材を育てます。 

○森林科学科では森林の保全、木材をはじめとする林産物の利活用、森林土木・測量の技

術等の学習を通して、森林育成に貢献できる人材を育てます。 

○環境土木科では道路・橋・ダムなど構造物の建設に必要な設計・施工法や測量・環境保

全技術などの学習を通して、土木関連産業に貢献できる人材を育てます。 

○造園緑地科では人を癒すことができる庭や公園等のデザインや計画、施工・管理の技術

などの学習を通して、造園技術者として緑化産業に貢献できる人材を育てます。 

○食品科学科では食品の加工や成分分析、微生物を利用した食品加工や食品衛生の技術、

ワイン製造などの学習を通して、食品産業に貢献できる人材を育てます。 



令和５年度 甲府市立甲府商業高等学校 「全国募集」募集要項 

 

１ 募集定員（見込み） 

商業科・情報処理科    計８名程度 

 ※ 募集定員は１１月上旬に決定し、発表する予定です。 

 

２ 応募資格 

（１）本校への入学を強く希望し、基本的生活習慣が確立しているとともに、中学校に

おける学習内容を身に付けている生徒で、次に該当する生徒 

本校で、学習活動をはじめ、生徒会活動や学校行事等にも積極的に取り組む意欲

を持ち、将来の進路実現に努力する生徒 

（２）「身元引受人」が確保できる者 

 

 

 

 

 

３ 選抜方法 

（１）出願の条件 

基礎的・基本的な学力が身に付いており、次に示す部活動の種目において優れ 

た能力と適性を有し、入学後も継続して活動する意志を有する生徒 

【全国募集対象の部活動】 

野球部（男子）・剣道部（男子・女子） 

 

（２）面接 

実施のねらい 実施形態等 検査時間 

本校を志望する理由、本校に対する適性と興

味・関心、学習意欲、将来の希望、中学校での

活動の様子、社会に対する関心等を確認する。 

個別面接 １０分程度 

 

（３）本校で定める検査 

検 査 方 法 検  査  内  容 

特        技 

「実績・能力・適性に関する証明書」 

または「実績・能力・適性に関する中学校長による証明書」

による書類審査 

個 性 表 現 
出願の条件に示した種目による表現・発表 

時間：５分以内 

※原則として、特技と個性表現は同一種目とする。 

※個性表現に必要な用具は各自用意する。ただし本校で用意してあるものに 

ついては、本校ホームページに「個性表現用具等一覧表」として掲載する。 

※ 身元引受人とは、生徒の健康、食生活および日常の生活に関する見守りを行い、生徒の状況

を保護者や学校と共有する等の役割を担う方です。基本的には山梨県内に居住する親戚等を

想定していますが、該当する方がいない場合は学校にご相談ください。 



 

（４）選抜資料比重 

調査書 面接 所見 特技 個性表現 

４５ ２０ ５ １５ １５ 

※調査書の記述はすべて評価の対象とする。また、「各教科の学習の記録」は、

第１学年から第３学年までの必修９教科を評価の対象とする。 
 
（５）提出書類等 

①提出書類 
次の（ア）と、（イ）の【様式１】または【様式２】を提出すること。 
（ア）「出願条件等申請用紙」 
（イ）【様式１】「実績・能力・適性に関する証明書」 

志願者自身が各種大会で中心選手として活躍したことを客観的に
記述した証明書。 

【様式２】「実績・能力・適性に関する中学校長による証明書」 
【様式１】に記載した内容を証明する資料がない場合、それと同等
以上の能力と適性があると中学校長が認めた証明書。（新型コロナ
ウィルス感染症の拡大防止のため、大会が中止、規模縮小になった
場合等を含む） 

②添付書類 
 提出書類（イ）の【様式１】については、実績等を証明する資料をＡ４判に 

コピーして添付する。        
    ③書類の入手方法 

   出願に必要な提出書類については、本校ホームページからダウンロードできる。 

 

４ 学生生活のサポート 

部活動の顧問や学級担任が、日常生活や健康の相談に乗っています。学校周辺には

アパート等の賃貸物件も多くありますのでご相談ください。 

 

５ 学校の特色 

本校は、創立 122 年目を迎え、これまで地域に愛され、地域社会を支える人材の育

成に努めてきた歴史と伝統のある学校です。生徒は校訓「質実剛健」「不撓不屈」「士

魂商才」のもと、学習や学校行事・部活動等に打ち込んでいます。特に、部活動にお

いては、運動部・文化部を問わず盛んで、数多くの部が関東大会・全国大会に出場し

ています。 

また、商業教育の一環として毎年行われる学校行事最大のイベント「甲商デパート」

があります。生徒だけで商品の仕入れから販売・会計までを行い、毎年 2,000 名を超

える来校者でにぎわいます。 

進路状況は、例年約６割が進学、約４割が就職しています。進学先も幅広く、一人

一人の希望に応じて、全国の大学・短大・専門学校に進んでいます。就職では、多く

の生徒が各地の優良企業に決定しています。また、国家公務員を始めとして、警察署

や消防署にも就職しています。毎年、進路決定率は 100％を誇っています。 


