
【全日制課程】

学　区　名

日野春 北　　　杜 普通科 内 114 (3) 120

外 6

全　　県 北　　　杜 理数科 (1) 30 (1) 30

全　　県 北　　　杜 総合学科 (4) 140 (4) 140

韮　　崎 韮　　　崎 普通科 内 228 (6) 240

外 12

全　　県 韮　　　崎 文理科 (1) 40 (1) 40

全　　県 韮崎工業 (6) 180 (6) 180

甲　　府 計 普通科 内 950 (25) 1,000

外 50

甲府第一 普通科 (6) 240 (6) 240

甲 府 南 普通科 (6) 240 (6) 240

甲 府 東 普通科 (7) 280 (7) 280

うち理数コース [1] [40]

甲府昭和 普通科 (6) 240 (6) 240

全　　県 甲府第一 英語科 (1) 40 (1) 40

全　　県 甲 府 南 理数科 (1) 40 (1) 40

全　　県 甲 府 西 普通科 (7) 280 (7) 280

全　　県 甲府城西 総合学科 (7) 280 (7) 280

全　　県 甲府工業 機械科 (2) 80

電気科 (2) 80

電子科 (1) 40 (7) 280

土木科 (1) 40

建築科 (1) 40

全　　県 農　　　林 システム園芸科 (1) 30

森林科学科 (1) 30

環境土木科 (1) 30 (5) 150

造園緑地科 (1) 30

食品科学科 (1) 30

小笠原 計 普通科 内 456 (12) 480

外 24

巨　　　摩 普通科 (6) 240 (6) 240

うち理数コース [1] [40]

白　　　根 普通科 (6) 240 (6) 240

うち国際文理コース [1] [40]

全　　県 増穂商業 商業科 (2) 60 (4) 130

情報処理科 (2) 70

※（電子機械・電気・情報技術・環境

化学・理数工学・システム工学）

平成１８年度山梨県公立高等学校入学者募集定員

学　　校　　名 学 科 （ コ ー ス ） 等 定　　　員 計



学　区　名 学　　校　　名 学 科 （ コ ー ス ） 等 定　　　員 計

市　　川 市　　　川 普通科 内 114 (3) 120

外 6

全　　県 市　　　川 英語科 (1) 40 (1) 40

全　　県 峡　　　南 電子機械科 (1) 30

建築インテリア科 (1)

（建築コ－ス） 15 (3) 90

（インテリアコ－ス） 15

土木科 (1) 30

情報ビジネス科 (1) 30 (1) 30

身　　延 身　　　延 普通科 内 114 (3) 120

外 6

全　　県 身　　　延 理数科 (1) 30 (1) 30

石　　和 石　　　和 普通科 内 114 (3) 120

外 6

全　　県 石　　　和 国際教養科 (1) 35 (1) 35

全　　県 山梨園芸 園芸科 (1) 30

園芸科 (1)

（生物工学コ－ス） 15 (4) 120

（園芸経済コ－ス） 15

農業土木科 (1) 30

食品化学科 (1) 30

東山梨 計 普通科 内 361 (10) 380

外 19

山　　　梨 普通科 (5) 190 (5) 190

うち英語総合コース [1] [30]

塩　　　山 普通科 (5) 190 (5) 190

うち英数コース [1] [30]

全　　県 日　　　川 普通科 (7) 280 (7) 280

全　　県 塩　　　山 商業科 (1) 30

情報システム科 (1) 30 (3) 90

国際経済科 (1) 30

全　　県 都　　　留 普通科 (7) 280 (7) 280

上野原 上 野 原 普通科 内 152 (4) 160

外 8

全　　県 上 野 原 理数科 (1) 30 (1) 30

全　　県 谷村工業 機械システム科 (1) 30

電子情報科 (1) 35

化学・デザイン科 (1) (4) 125

（環境化学コ－ス） 15

（デザインコ－ス） 15

建設科 (1) 30

都　　留 　　桂 普通科 内 190 (5) 200

外 10

全　　県 　　桂 文理科 (1) 30 (1) 30



学　区　名 学　　校　　名 学 科 （ コ ー ス ） 等 定　　　員 計

吉　　田 計 普通科 内 532 (14) 560

外 28

吉　　　田 普通科 (7) 280 (7) 280

富士河口湖 普通科 (7) 280 (7) 280

うち英数コース [1] [40]

全　　県 吉　　　田 理数科 (1) 40 (1) 40

全　　県 富士北稜 総合学科 (7) 280 (7) 280

全　　県 甲府商業 商業科 (4) 140

国際科 (1) 35 (8) 280

情報処理科 (3) 105

全　　県 大月短大附属 普通科 (2) 80 (2) 80

商業科 (2) 70 (2) 70

全　　県 甲　　　陵 普通科 120 (4) 120

(190) 7,140

○全日制課程学科別定員内訳

115 4,540

5 170

2 80

2 70

1 35

9 270

20 675

18 600

18 700

190 7,140

○全国募集

40 40甲　　　　　　　 陵 普　　　通　　　科

（注） 「全国募集」は、山梨県以外の都道府県からの募集を示す。

学　　　校　　　名 学 　　　　　　　科 定　　　員 計

総 　合 　学 　科

合　　　　　　　 計

学　　　級　　　数 定　              員

国　際　教　養　科

農　　　業　　　科

工　　　業　　　科

商　　　業　　　科

普　　　通　　　科

理　　　数　　　科

英　　　語　　　科

文　　　理　　　科

　　　２ 定員欄及び計欄の（　）は、学級数を示す。

　　　３ 定員欄の[　]は、普通科のコ－スの学級数及び定員であり、当該普通科の募集定員の内数である。

　　　４ 韮崎工業は、全科を一括して募集

学 　　　　　　　科

合　　　　　　　　計

（注）１ 普通科の「内」は学区内、「外」は学区外を示す。



昼夜別 学　　科　　名

昼 普   通   科 (1) 40 (1) 40

機   械   科 (1) 40

電   気   科 (1) 40 (3) 120

建   築   科 (1) 40

夜 普   通   科 (1) 40 (1) 40

夜 普   通   科 (1) 40 (1) 40

夜 普   通   科 (1) 40 (1) 40

夜 普   通   科 (1) 40 (1) 40

普   通   科 (2) 60

情報経理科 (1) 40

普   通   科 (1) 40

情報経理科 (1) 40

普   通   科 (1) 30

情報経理科 (1) 30

夜 普   通   科 (1) 30

(16) 590

10 360

3 120

3 110

16 590

普   通   科 100

衛生看護科 100

【専攻科】

建   築   科 (1) 30 (1) 30

谷村工業

中　　　央

ひばりが丘

甲府工業

中　　　央

普　　　　　　　通

工　　　　　　　業

(3) 90

定　　　　　　　　員

(5) 180

定　　　員 計

夜

夜

昼

（注） 定員欄及び計欄の（　）は、学級数を示す。

（注） 定員欄及び計欄の（　）は、学級数を示す。

昼

合　　　　　　　　計

学　　　　　　　科 学　　　級　　　数

定　　　　員 計

○定時制課程学科別定員内訳

定　　　　員

【定時制課程】

【通信制課程】

商　　　　　　　業

合　　　　　　　計

韮　　　崎

甲府工業

巨　　　摩

山　　　梨

都　　　留

学　　校　　名

計

学　　校　　名 学　　　科　　　名

200

学　　　科　　　名学　　校　　名



学　　校　　名 部 学　　　科　　　名 定　　　　　員

幼稚部 若干名

普通科 8

普通科（重複障害） 若干名

保健理療科 8

専攻科・保健理療科 8

専攻科・理療科 8

幼稚部 若干名

普通科 8

普通科（重複障害） 若干名

普通科 8

普通科（重複障害） 若干名

普通科 8

普通科（重複障害） 若干名

普通科 32

普通科（重複障害） 若干名

普通科 16

普通科（重複障害） 若干名

普通科 16

普通科（重複障害） 若干名

普通科 24

普通科（重複障害） 若干名

高等部       あけぼの養護

       わかば養護

高等部

高等部

高等部

高等部

       ふじざくら養護

       かえで養護

       やまびこ養護

平成１８年度山梨県立特殊教育諸学校入学者募集定員

高等部

高等部

高等部

       盲

       ろ　　う

       甲府養護


