
 

1 

 

令和４年度 山梨県立甲府工業高等学校専攻科建築科 

入学者選抜実施要項 
 

第１ 募集定員 

募集学科 募集定員 修業年限 

建築科（夜間制） ３０名 ２年 

 

第２ 出願資格 

１ 高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は令和４年３月卒業見込

みの者 

２ 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格試験）に合格した者 

３ 建築に興味関心があり、二級建築士取得を目指す者 

 

第３ 入学願書等の入手方法 

入学願書（様式１）、履歴書（様式２）、志望理由書（様式３）は、次の方法により入手する。 

１ 山梨県教育委員会高校改革・特別支援教育課のホームページまたは甲府工業高等学校定時制のホー

ムページからダウンロードする。 

２ 甲府工業高等学校に来校して直接受けとる。 

(1) 配付期間 令和３年８月２日（月）から令和４年１月２１日（金） 

（ただし、土･日曜日･祝日および学校休業日は除く。） 

(2) 配付時間 午前９時から午後４時 

(3) 配付場所 甲府工業高等学校事務室 

 

第４ 一次募集 

１ 募集人員 

３０名 

２ 出願期間 

令和３年９月８日（水）から９月２１日（火）（土曜日、日曜日及び祝日を除く）の午前９時から

午後４時まで及び９月２２日（水）の午前９時から正午まで 

３ 出願方法 

出願者は、次の書類を甲府工業高等学校長へ提出すること。なお、郵送の場合は必ず「書留郵便」

とし、封筒の表面に「専攻科建築科入学願書在中」と朱書きし、出願期間内に必着のこととする。 

 

 〇出願書類 

(1) 入学願書 様式１  山梨県収入証紙及び写真を貼付する。 

(2) 写真 令和３年４月１日以降に撮影した、縦４cm×横３cmの上半身、正

面、脱帽のもの、２枚（白黒・カラーいずれも可）。入学願書

（様式１）及び履歴書（様式２）へ貼付する。 
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(3) 入学審査料 入学審査料（2、200円）に相当する額面の「山梨県収入証紙」を

入学願書（様式１）の所定欄に貼付する。収入証紙は消印しな

い。 

(4) 履歴書 様式２  写真を貼付する。 

(5) 志願理由書 様式３ 

(6) 調査書又は最終学歴

の学業成績証明書 

出身校長が証明し、封印したもの。 

(7) 卒業（卒業見込み）

証明書 

最終学歴の卒業（卒業見込み）証明書とする。(6)で調査書を提出

したものは不要。 

(8)封筒 ①日本産業規格 長形３号（120mm×235mm）１通 

ただし、郵送で出願する場合は２通 

②日本産業規格 角形２号（240mm×332mm）１通 

いずれも志願者の郵便番号・住所・氏名を「・・様」と記す。

（切手不要） 

 

４ 選抜方法 

書類審査及び面接の結果を総合判定し、選抜する。 

５ 検査期日及び検査会場 

令和３年９月２５日（土） 甲府工業高等学校 

受付  午後０時４５分～午後０時５５分 生徒昇降口 

面接  午後１時１５分～ 

６ 入学許可予定者の発表 

令和３年９月３０日（木）午後５時、甲府工業高等学校定時制のホームページへ入学許可予定者の

受検番号を掲載するとともに、入学許可予定者に郵送により通知する。 

７ 入学許可予定保留者 

受検者が募集人員を上回りかつ追検査受検希望者がいる場合、追検査の入学許可予定者の発表まで

検査の合否を保留される入学許可予定保留者を設定する。 

入学許可予定保留者には、その旨を入学許可予定者の発表と同時に郵送により通知する。 

入学許可予定保留者の合否は、追検査の入学許可予定者の発表時に合わせて通知する。 

８ 追検査 

(1) 対象者 

・新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者 

・インフルエンザ等の感染症罹患者、感染症罹患の疑いのある者、発熱、下痢、嘔吐、腹痛等の

ある者 

・公共交通機関の遅延、交通事故等不慮のやむを得ない事情のある者 

(2) 手続きの方法及び受付期間 

① 追検査の受検を希望する者は、令和３年９月２５日（土）正午までに甲府工業高等学校定時制

教務係へ電話で申し出る。 
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② 検査期日の前日までに持参（土曜日、日曜日を除く、午前９時から午後４時）もしくは郵送

（下記住所あて、検査期日の前日必着）にて、追検査受検申請書（様式４）、必要書類及び受

検票のコピーを、甲府工業高等学校長に提出する。 

(3) 必要書類 

・追検査受検申請書（様式４） 

※追検査受検申請書（様式４）は、甲府工業高等学校定時制のホームページからダウンロード

する。ダウンロードできない場合は、甲府工業高等学校に来校して直接受けとる。 

・新型コロナウイルス感染者、インフルエンザ等の感染症罹患者、感染症罹患の疑いのある者、

発熱、下痢、嘔吐、腹痛等の場合は医師の診断書 

・公共交通機関の遅延、交通事故等の場合はそれを証明する書類 

(4) 選抜方法 

選抜方法については、第４の「４ 選抜方法」に準ずる。 

(5) 検査期日及び検査会場 

令和３年９月２６日（日）から１０月１６日（土）までの間で、受検者が受検可能な日時を調整

し、甲府工業高校専攻科建築科が別に定める。 

会  場  甲府工業高等学校 

(6) 入学許可予定者の発表 

令和３年１０月１８日（月）午後５時に、甲府工業高等学校定時制のホームページへ入学許可予

定者の受検番号を掲載するとともに、入学許可予定者に郵送により通知する。 

ただし、追検査受検者の全ての検査を終えた場合、令和３年１０月１８日（月）より前に発表を

行うことがある。 

 

第５ 二次募集 

一次募集選抜の結果、入学許可予定者が募集定員に満たない場合は、二次募集を実施する。 

１ 出願期間 

令和３年１１月１１日（木）から１１月２４日（水）（土曜日、日曜日及び祝日を除く）の午前９

時から午後４時まで及び１１月２５日（木）の午前９時から正午まで 

２ 出願方法 

「第４ 一次募集」の「３ 出願方法」に準ずる。 

３ 選抜方法 

「第４ 一次募集」の「４ 選抜方法」に準ずる。 

４ 検査期日及び検査会場 

令和３年１１月２７日（土） 甲府工業高等学校 

受付  午後０時４５分～午後０時５５分 生徒昇降口 

面接  午後１時１５分～ 

５ 入学許可予定者の発表 

令和３年１２月２日（木）午後５時、甲府工業高等学校定時制のホームページへ入学許可予定者の

受検番号を掲載するとともに、入学許可予定者に郵送により通知する。 

６ 入学許可予定保留者 

「第４ 一次募集」の「７ 入学許可予定保留者」に準ずる。 
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７ 追検査 

(1) 対象者 

「第４ 一次募集」の「８ 追検査 (1) 対象者」に準ずる。 

(2) 手続きの方法及び受付期間 

① 追検査の受検を希望する者は、令和３年１１月２７日（土）正午までに甲府工業高等学校定時

制教務係へ電話で申し出る。 

② 検査期日の前日までに持参（土曜日、日曜日を除く、午前９時から午後４時）もしくは郵送

（下記住所あて、検査期日の前日必着）にて、追検査受検申請書（様式４）、必要書類及び受

検票のコピーを、甲府工業高等学校長に提出する。 

(3) 必要書類 

「第４ 一次募集」の「８ 追検査 (3) 必要書類」に準ずる。 

(4) 選抜方法 

「第４ 一次募集」の「４ 選抜方法」に準ずる。 

(5) 検査期日及び検査会場 

令和３年１１月２８日（日）から１２月１８日（土）までの間で、受検者が受検可能な日時を調

整し、甲府工業高校専攻科建築科が別に定める。 

会  場  甲府工業高等学校 

(6) 入学許可予定者の発表 

令和３年１２月２０日（月）午後５時に、甲府工業高等学校定時制のホームページへ入学許可予

定者の受検番号を掲載するとともに、入学許可予定者に郵送により通知する。 

ただし、追検査受検者の全ての検査を終えた場合、令和３年１２月２０日（月）より前に発表を

行うことがある。 

 

第６ 三次募集 

一次及び二次募集選抜の結果、入学許可予定者が募集定員に満たない場合は、三次募集を実施す

る。 

１ 出願期間 

令和４年１月１４日（金）から１月２６日（水）（土曜日、日曜日を除く）の午前９時から午後４

時まで及び１月２７日（木）の午前９時から正午まで 

２ 出願方法 

「第４ 一次募集」の「３ 出願方法」に準ずる。 

３ 選抜方法 

「第４ 一次募集」の「４ 選抜方法」に準ずる。 

４ 検査期日及び検査会場 

令和４年１月２９日（土） 甲府工業高等学校 

受付  午後０時４５分～午後０時５５分 生徒昇降口 

面接  午後１時１５分～ 

５ 入学許可予定者の発表 

令和４年２月３日（木）午後５時、甲府工業高等学校定時制のホームページへ入学許可予定者の受

検番号を掲載するとともに、入学許可予定者に郵送により通知する。 
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６ 入学許可予定保留者 

「第４ 一次募集」の「７ 入学許可予定保留者」に準ずる。 

７ 追検査 

(1) 対象者 

「第４ 一次募集」の「８ 追検査 (1) 対象者」に準ずる。 

(2) 手続きの方法及び受付期間 

① 追検査の受検を希望する者は、令和４年１月２９日（土）正午までに甲府工業高等学校定時制

教務係へ電話で申し出る。 

② 検査期日の前日までに持参（土曜日、日曜日を除く、午前９時から午後４時）もしくは郵送

（下記住所あて、検査期日の前日必着）にて、追検査受検申請書（様式４）、必要書類及び受

検票のコピーを、甲府工業高等学校長に提出する。 

(3) 必要書類 

「第４ 一次募集」の「８ 追検査 (3) 必要書類」に準ずる。 

(4) 選抜方法 

「第４ 一次募集」の「４ 選抜方法」に準ずる。 

(5) 検査期日及び検査会場 

令和４年１月３０日（日）から２月１９日（土）までの間で、受検者が受検可能な日時を調整

し、甲府工業高校専攻科建築科が別に定める。 

会  場  甲府工業高等学校 

(6) 入学許可予定者の発表 

令和４年２月２１日（月）午後５時に、甲府工業高等学校定時制のホームページへ入学許可予定

者の受検番号を掲載するとともに、入学許可予定者に郵送により通知する。 

ただし、追検査受検者の全ての検査を終えた場合、令和４年２月２１日（月）より前に発表を行

うことがある。 

 

 

 問い合わせ先 

山梨県立甲府工業高等学校定時制 教務係  ＴＥＬ ０５５－２５２－４９９２ 

〒４００－００２６ 甲府市塩部二丁目７－１ 


