
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４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、自転車、剣道など、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？ 

○全国募集（前期募集）の日程 

出願期間 
令和４年１月１９日（水）、１月２０日（木）

午前９時から午後４時まで、 

及び１月２１日（金）午前９時から正午まで 

検査期日 令和４年２月１日（火） 

２月２日（水） 

内 定 日 令和４年２月８日（火） 

前期募集選抜結果通知書交付 

 

○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 若干名 

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 

甲府工業高校 

韮崎工業高校 

甲府商業高校 

農林高校 

山梨県教育庁 高校改革・特別支援教育課 高校改革担当 TEL:055-223-1767 

https://www.pref.yamanashi.jp/koukai-tokushi/nyuusi/zenkokuboshu.html 

※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。 



⼭梨県⽴北杜⾼等学校 
 

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） 

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 

本校指定の部活動（条件 B 対象） 

     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 

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！ 

 
ホームページも

見てね！ 

 

 

 

 

 

「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」 

新入生を全国から募集します！ 新入生を全国から募集します！ 

山
梨
か
ら
全
国
の
舞
台

へ
！ 

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

TEL０５５１（２０）４０２５  FAX０５５１（３２）３１９４ 
学校 HP http://www.hokutoh.kai.ed.jp/ 

◎下宿の相談あり／⺠間アパート相談あり 

 日本一をめざせ！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

レスリング部出身 米満 達弘選手 ロンドンオリンピック 優勝 

         文田 健一郎選手 世界選手権大会 優勝 

本校レスリング部は、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。 

本校のレスリング部には毎年、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君だ！  

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 

工業科一括募集  

君にピッタリな学科を入学してから探せる 

専門的な学習で秘めたる能力を開花！                  

就職率１００％ 資格取得１０００件以上/年 継続中 

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、資格取得数も全体で延べ１０００

件を超えています。各種コンテストやコンクールにおいても県内はも

とより関東・全国で活躍しています。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・・・・韮工高！ 

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。部活動の

エコカー部が参加しています。 

入学定員を工業科一括募集し、1 年時の半年間で６学科の内容を学習し、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なら

ぜひ本校で学んでください。実際に経験する中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） 



400-0026 2-7-1

TEL 055-252-4896

FAX 055-251-3385

Mail www-admin@kofu-th.ed.jp

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

…

…

HP QR

400-0026 2-7-1



                                                                                                                             

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 11７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。 

本気で過ごした 3 年間は、劇的な変化を君に与えてくれるはず 

です。君が本気を出したとき、農林高校の先生方は、君の本気に 

必ず答えてくれます。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。 

 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。 

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、ボランティア同好会 

 

 

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。 

試合に出場するしないに関わらず「全員戦力」を合言葉に活動しています。 

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！ 

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

