
・特進コースＡ ３０名 ・特進コースＡ １０名程度

・特進コースＢ ３０名 ・特進コースＢ １０名程度

・総合進学コース ２２０名 ・総合進学コース １５名程度

出
願

留意事項 いったん受理した出願書類および受験料は、いかなる理由があっても返還できません。

受験料

20,000円（WEB上で決済手続）

決済期限：2022年1月13日（木）
※別途事務手数料がかかります

20,000円（WEB上で決済手続）

決済期限：2022年2月13日（日）
※別途事務手数料がかかります

単願・併願

(単願で特進コースＡまたはＢを志願した人は、志望コースが不合格と
なった場合、総合進学コースへの変更を希望することができます)

単願・併願

(単願で特進コースＡまたはＢを志願した人は、志望コースが不合格と
なった場合、総合進学コースへの変更を希望することができます)

区分

資格 2022年3月中学校卒業見込みの者
2022年3月中学校卒業見込みの者、または2021年3月
中学校卒業者

エント
リー期間

2021年12月24日(金)～2022年1月13日(木) 2022年2月9日(水)～2月13日(日)

受験票

原則として中学校を通じて配付

県外中学校在籍者と2021年3月卒業者は2月17日以降、各
自で印刷して受験日当日持参（白色で紙質は問いませ
ん）

2022年1月17日（月）～1月18日(火）9:00～16:00
出願

(調査書
提出)
期間

2022年2月15日（火）～2月16日(水）9:00～16:00

原則として中学校を通じて配付

県外中学校在籍者は1月19日以降、各自で印刷して受験
日当日持参（白色で紙質は問いません）

調査書が提出されると「出願完了」となります。
・調査書は原則として在籍中学校が持参
 （県外中学校と2021年3月卒業者は厳封した上で
 　中学校より郵送）
・用紙は、各都道府県公立高校所定用紙（Ａ4サイズ）

調査書が提出されると「出願完了」となります。
・調査書は原則として在籍中学校が持参
 （県外中学校は、厳封した上で中学校より郵送）
・用紙は、各都道府県公立高校所定用紙（Ａ4サイズ）

２０２２（令和４）年度　東海大学付属甲府高等学校　募集要項（概要）

第Ⅰ期入学試験 第Ⅱ期入学試験

募集人員

※受験生と在籍・出身中学校に郵送通知します。
（本校での掲示はしません。）

入
学
手
続

手続期間
単願：2022年1月31日(月)～2月 2日(水)

併願：2022年3月11日(金)～3月15日(火)

単願：2022年2月25日(金)～2月28日(月)

併願：2022年3月11日(金)～3月15日(火)

手続方法 入学時納付金290,000円(入学金150,000円＋施設整備費140,000円）を金融機関より振込

留意事項

①手続期間内に入学時納付金を納入しない場合には、入学資格を取り消します。
②いったん納入された入学時納付金はお返しいたしません。
　ただし、入学手続き完了後、3月25日(金)午後３時までに、入学辞退の理由を付した「入学辞退届」を
　提出して入学を辞退した場合（郵送の場合は3月25日必着）には、入学金を除く既納の入学時納付金を
　返還いたします。
　（返還にかかる振込手数料は返還額から差し引かせていただきます。）

エント
リー方法

本校ホームページ（https://kofu.tokai.ed.jp）から「出願受付サイト」にアクセスしてください。
志願者情報・出願区分を入力して、受験料を決済すると「エントリー完了」となります。
詳細は、本校ホームページ上の「Web出願手続の流れ」をご覧ください。
なお、インターネット環境のない方は、本校でパソコンをご利用いただけます。
※エントリー期間中：2021年12月24日・25日・27日、2022年1月7日・8日・11日・12日・13日
　　　　　　　　　　（平日は9時～16時　土曜日は9時～12時）

試
験

試験日
2022年1月22日(土)

10:00～
2022年2月19日(土)

10:00～

会場
アイメッセ山梨

山梨県甲府市大津町２１９２−８
TEL　 055-243-1811

本校

試験科目
学力検査：国語・社会・数学・英語・理科
（各100点満点・50分、英語はリスニングテスト含
む）

①学力検査：国語・社会・数学・英語・理科
（各100点満点・50分、英語はリスニングテスト含む）
②面接（個別面接）

合格発表

2022年1月28日(金) 2022年2月24日(木)

※受験生と在籍中学校に郵送通知します。
　（本校での掲示はしません。）



◆学校納付金等（2021年度実績）

●入学時必要経費　（概算）　　　（単位：円）

●学　　費

学費は、銀行からの自動振替により、年４回に分けて納入していただきます。

《学費明細》 《学費納入期別及び振替日》

（注）振替日が、金融機関の休日にあたる場合は、

※ 学年行事・研修旅行等のための積立金 翌営業日となります。

および教材、模擬試験、タブレット等の費用を別途徴収します。

◆就学支援金について（2021年度実績）

授業料に対して就学支援金が支給されます。支給額は保護者の収入により次のとおりとなります。

 (注)【所得判定基準の計算式】 市町村民税の課税標準額×6％－市町村民税の調整控除の額

所得判定基準は、保護者（親権者）の合算により判断します。

年収910万円以上（所得判定基準が304,200円以上）の世帯には、就学支援金は支給されません。

◆入学時の奨学金制度（本校独自）

　●奨学生制度

（注）第Ⅱ期入学試験受験者に本制度は適用されません。

　●奨学金支給内容

１．学業奨学生

（1）特別奨学生ＳＳ

　第Ⅰ期入学試験の単願受験者で、「特進コースＡ」の志願者を対象とします。

（2）特別奨学生ＳＡ

　第Ⅰ期入学試験の単願受験者で、「特進コースＢ」「総合進学コース」の志願者を対象とします。

種別 支給内容

Ｓ奨学生 入学一時金全額（29万円）を支給

Ａ奨学生 入学金（15万円）を支給

品　　名 金　　　額 備　　　　　　　　考

教 科 書 ８，０００ 予定額

副 読 本 ８，０００ 予定額

制 服 ５０，０００ 冬服一式

月　　　別

そ の 他 ２４，０００ 冬体操着・Ｔシャツ・体育館シューズ等

合 計 ９０，０００

（１ヶ月あたり、単位：円）

費　　　　目 金　　　額 期　別 振　替　日

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 ５００ 第２期 ７月２５日 7～9月分

授 業 料 ４０，０００ 第１期 ４月２５日 4～6月分

就学支援金

生 徒 会 費 ８００ 第３期 １０月２５日 10～12月分

部活動後援会費 ２，０００ 第４期 １月２５日 1～3月分

合　　　計 ４３，３００

世帯区分 年収の目安 所得判定基準　(注)

学業奨学生 学習面において特に優れ、人物・生活態度が良好な生徒。

部活動奨学生
スポーツ、文化活動面において優れた技能や能力を有し、本校部活動で活躍が
期待され、中学校長から推薦があった生徒。
※日本高野連の規定により、野球部は5名以内です。

① 590万円～910万円未満 154,500円～304,200円未満 9,900円　

② 590万円未満 154,500円未満 33,000円　

ＳＳ３奨学生 入学一時金全額（29万円）と授業料1／4（月額上限1万円）を支給

種別 支給内容

ＳＳ１奨学生 入学一時金全額（29万円）と授業料全額（月額上限4万円）を支給

ＳＳ２奨学生 入学一時金全額（29万円）と授業料半額（月額上限2万円）を支給



（3）チャレンジ奨学生Ｃ

　第Ⅰ期入学試験の全コース受験者(単願者・併願者問いません)を対象とします。

２．部活動奨学生

　　本校部活動顧問より提示します。

（注1）学業奨学生・部活動奨学生とも、奨学金の月額支給額は、授業料（4万円）から高等学校等就学支援金を

　差し引いた差額分を基準としています。

（注2）学業奨学生と部活動奨学生の重複採用はできません。

（注3）部活動奨学生が入学試験の結果、学業奨学生の対象となった場合には給付金額の最も大きな制度のみ

　適用されます。

　●お問い合わせ

学業奨学生、部活動奨学生とも、詳細はお問い合わせください。

◆入学金免除制度（本校独自）

　●対象者

第Ⅰ期入学試験を単願で受験し、次に該当する生徒

（1）本校卒業生の子女・弟妹

（2）本校在校生の弟妹

　●特典 入学金（15万円）を免除します。

　●申請方法

入学金免除申請書（※）を、持参または郵送により提出してください。

提出期限は、第Ⅰ期入学試験調査書提出締切日（２０２２年１月１８日〈火〉）までです。期限後の受付はできません。

※用紙は、中学校に備えてあります。また、本校ホームページからダウンロードできます。

◆入学後の奨学金（本校独自）

全てのコースが対象となります。

　●東海プログレス奨学生

　入学後、一定の基準を満たした成績優秀者には奨学金を給付します。

　●東海大学学業奨励奨学生

　人物・性行が良好で、入学後に経済的支援を必要とする状態になった生徒に、東海大学から10万円の

奨学金が給付されます。（東海大学が審査します）

　●東海大学入学金減免制度

　付属推薦制度により東海大学へ入学する場合は、東海大学の入学金が半額になります。

◆公的給付金・奨学金（2021年度実績）

　●高等学校入学準備サポート事業（返還不要）

　山梨県内に住所があり住民税非課税の世帯に対し、入学する際に必要となる経費の一部について、山梨県から

給付金が支給されます。（支給額：５万円）

　●私立高等学校等奨学給付金（返還不要）

　山梨県内に住所があり住民税所得割額が非課税の世帯に対し、学用品等の購入費として給付金が支給されます。

（支給額：年額５２，６００円～１５０，０００円）　※他の都道府県でも同様な制度があります。

　●山梨みどり奨学会（返還あり）

　山梨県内に住所があり、向学心に富み学業を確実に修了する見込みがあると認められる生徒に対し、奨学金が

貸与されます。（貸与月額：３万円）ただし、家計基準があります。

※他の都道府県でも同様な制度があります。

C３奨学生 入学一時金全額（29万円）と授業料1／4（月額上限1万円）を支給

C２奨学生 入学一時金全額（29万円）と授業料半額（月額上限2万円）を支給

種別 支給内容

C１奨学生 入学一時金全額（29万円）と授業料全額（月額上限4万円）を支給



交通案内

○ 中央自動車道甲府南インターチェンジから車で５分

○ ＪＲ甲府駅から車で２５分

○ ＪＲ甲府駅からタクシーで２５分約３千円

○ ＪＲ東海身延線利用（甲府駅４番線あるいは５番線ホーム発）

○ 山梨交通路線バス（甲府駅南口8番のりば）及びタクシーで約３０分

第Ⅰ期入学試験会場

案 内 図


