
 2018年度8月以降用 愛知県公立高等学校志望校コード表

①（2018年6月1日現在） 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 名 コード 学 校 名 コード 学 校 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名

231100  旭丘 231308  一宮 232407  足助 231103  瀬戸北総合(総合学科) 234030  名南工業(機械、電気、情報技術科) 235130  半田工業(電子機械、電気科) 234070  一宮(ファッション創造科)

231102  熱田 231107  一宮北 232304  安城 232101  豊田東(総合学科) 234031  名南工業(化学工業科) 235131  半田工業(建築、土木科)

231101  惟信 231312  稲沢東 232106  一色 232208  蒲郡(総合学科) 234170  大府(生活文化科)

231107  一宮北 231317  内海 232201  岩津 234370  名古屋市立西陵(総合学科) 234060  春日井工業(機械、電子機械、 235160  岡崎工業(機械、機械デザイン、

231309  一宮南 231316  大府 232100  岡崎 234050  緑丘(総合学科)             電気、電子工学科)           電気、情報技術科) 234230  安城(生活文化科)

231209  犬山南 231412  海翔 232300  岡崎西 235161  岡崎工業(土木科)

231317  内海 231104  春日井 232108  加茂丘 231116  知多翔洋(総合学科) 234080  一宮工業(機械、電気科) 235162  岡崎工業(化学工業科) 234270  一色(生活デザイン科)

231412  海翔 231305  春日井西 232301  刈谷 231212  杏和(総合学科) 234081  一宮工業(建築、土木科)

231109  江南 231306  高蔵寺 232308  国府 231402  南陽(総合学科) 235180  刈谷工業(機械、電気、 234290  豊丘(生活文化科)

231211  小牧 231301  松蔭 232102  衣台 232200  岡崎東(総合学科) 234120  起工業(機械、電子工学科)           自動車科)

231301  松蔭 231313  新川 232309  新城東 235203  鶴城丘(総合学科) 234121  起工業(化学工業、電子機械科) 235150  岩津(生活デザイン、

231302  昭和 231205  瀬戸西 232305  高浜 235390  岩倉総合(総合学科) 234122  起工業(デザイン科) 235260  豊川工業(機械、情報システム、       調理国際科)

231108  津島 231108  津島 232310  田口           電気、電子機械科)

231115  常滑 231310  津島北 232105  知立 ◎ 国 際 系 234160  常滑(セラミックアーツ、 235240  豊橋南(生活デザイン科)

231105  豊明 231413  東海南 232402  豊田北       クリエイティブデザイン科) 235380  名古屋市立工業(機械、

231117  名古屋市立緑 231115  常滑 232103  豊田南 234360  名古屋市立名東(国際英語科)                 電子機械科) 235321  宝陵(衛生看護科)

231118  名古屋市立名東 231307  長久手 232207  豊橋南 235330  御津(国際教養科) 234200  碧南工業(機械、建築、電子工学科) 235381  名古屋市立工業(自動車科) 235320  宝陵(福祉科)

231106  日進西 231320  名古屋市立向陽 232104  西尾東 235410  名古屋市立向陽(国際科学科) 234201  碧南工業(環境工学科) 235382  名古屋市立工業(電気科)

231114  半田東 231321  名古屋市立山田 232210  福江 235383  名古屋市立工業(環境技術科) 231314  海翔(福祉科)

231111  尾西 231303  名古屋南 232209  御津 235010  千種(国際教養科) 234210  豊田工業(機械、電子機械、 235384  名古屋市立工業(情報技術科)

231111  尾西 232306  豊丘           自動車、電子工学科) 234260  高浜(福祉科)

231300  明和 ◎ 商 業 科

234300  豊橋工業(機械、電子機械、電気、 234131  佐屋(生活文化科)

234040  愛知商業(国際ビジネス、経理、           電子工学科) 234140  半田農業(農業科学、施設園芸、 234132  佐屋(ﾗｲﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ科)

          事務、情報処理科) 234301  豊橋工業(建築、土木科)           生活科学科)

234090  津島北(総合ビジネス科) 234141  半田農業(食品科学科) 234180  桃陵(衛生看護科)

234150  半田商業(総合ビジネス、経理、 234390  名古屋市立工芸(電子機械、情報科) 234181  桃陵(ヒューマンケア科)

231415  阿久比 231415  阿久比 232403  安城東           情報処理科) 234391  名古屋市立工芸(建築システム、 234240  安城農林(農業、動物科学、

231208  一宮西 231404  旭野 232205  安城南 234190  岡崎商業(情報会計、情報処理、                 都市システム科)           フラワーサイエンス、 234220  松平(ﾗｲﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ科)

231311  犬山 231406  一宮興道 232400  岡崎北   総合ビジネス、国際ビジネス科) 224392  名古屋市立工芸(インテリア科)           園芸、森林環境科)

231414  大府東 231311  犬山 232110  蒲郡東 234250  知立(総合ビジネス、情報処理科) 234393  名古屋市立工芸(デザイン、 234241  安城農林(食品科学科) 234341  成章(生活文化科)

231206  春日井東 231414  大府東 232202  刈谷北 234310  国府(総合ビジネス科)             グラフィックアーツ科)

231110  木曽川 231206  春日井東 232206  吉良 234380  名古屋市立若宮商業 234320  田口(林業科) 235000  瑞陵(食物科)

231112  小牧南 231403  春日井南 232406  幸田   (総合ビジネス、情報ビジネス、

231416  武豊 231110  木曽川 232411  小坂井    会計ビジネス科) 235090  稲沢(農業土木、生活科学、 235071  古知野(生活文化科)

231204  天白 231411  五条 232408  時習館 235060  一宮商業(国際ビジネス、経理、       園芸、環境デザイン科) 235072  古知野(福祉科)

231207  東郷 231112  小牧南 232111  成章           情報処理科)

231201  中村 231400  瑞陵 232405  知立東 235250  豊橋商業(国際ビジネス、経理、 235020  愛知総合工科(機械系) 235310  新城東・作手校舎(人と自然科) 235191  猿投農林(生活科学科)

231217  名古屋市立菊里 231304  瀬戸 232302  豊田           情報処理科) 235021  愛知総合工科(電気系)

231218  名古屋市立富田 231416  武豊 232203  豊田西 235022  愛知総合工科(建設系) 234130  佐屋(生物生産、園芸科学科) 235210  吉良(生活文化科)

231200  名古屋西 231401  千種 232307  豊橋西 234100  犬山(総合ビジネス科) 235023  愛知総合工科(化学系)

231203  鳴海 231407  津島東 232109  豊橋東 234110  木曽川(総合ビジネス科) 235024  愛知総合工科(デザイン系) 234350  渥美農業(施設園芸、食品科学、 235291  新城(生活創造科)

231405  日進 231418  名古屋市立北 232404  西尾 234340  成章(総合ビジネス科)           農業、生活科学科)

231113  丹羽 231417  名古屋市立桜台 232401  碧南 235030  中川商業(総合ビジネス、 235040  瀬戸窯業(電子機械科) 235360  名古屋市立桜台

231214  半田 231410  西春 232303  松平      国際ビジネス、情報処理科) 235041  瀬戸窯業(新素材工学科) 235190  猿投農林(農業、林産工芸、     (ファッション文化科)

231216  東浦 231216  東浦 232107  三好 235042  瀬戸窯業(総合ビジネス科) 235043  瀬戸窯業(工芸デザイン科)           環境デザイン科)

231210  尾北 231213  美和 232204  豊野 235050  春日井商業(国際ビジネス、

231213  美和 231202  守山          情報会計、情報処理科) 235080  小牧工業(機械、自動車、電気、 235290  新城(園芸デザイン、

231315  横須賀 235070  古知野(総合ビジネス、           情報技術科)       食農サイエンス科) 234000  旭丘(美術科)

        情報処理科) 235081  小牧工業(化学工業科) 234010  明和(音楽科)

235140  東海商業(総合ビジネス、情報科)

235170  碧南(総合ビジネス科) 235120  佐織工業(機械、電子機械、 235350  名古屋市立菊里(音楽科)

235292  新城(ビジネス創造科)           電子工学科)

235370  名古屋市立名古屋商業 235121  佐織工業(建築科) 235280  三谷水産(海洋科学、情報通信、

        (商業、情報処理、         海洋資源、水産食品科)

         グローバルビジネス科) 234280  三好(スポーツ科学科)

Ａグループ

Ｂグループ

ＢグループⅡ

Ｂグループ

Ａグループ

Ａグループ

◎ スポーツ科学科

Ｂグループ

Ａグループ

Ａグループ

三河群～Ｂグループ

Ｂグループ

Ｂグループ

尾張2群～Aグループ尾張1群～Aグループ

◎ 水産業科  

三河群～Ａグループ Ａグループ

尾張2群～Ｂグループ

◎ 音 楽・美 術 科

ＢグループⅠ

◎ 農林業科

Ｂグループ

Ｂグループ

Ｂグループ

尾張1群～Ｂグループ

◎ 普 通 科

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社

◎ 家 庭・厚 生 科◎ 工 業 科

Ａグループ

◎ 総合学科



 2018年度8月以降用 愛知県国・私立高等学校志望校コード表

②（2018年6月1日現在） 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

 (ア行)  (サ行)  (タ行Ⅱ)  (ハ行)

236010  愛知(進学ｸﾗｽ) 236140  桜丘(普通科普通ｺｰｽ) 236360  東邦(普通科普通ｺｰｽ) 236120  光ヶ丘女子(普通科)☆

236014  愛知(選抜進学ｸﾗｽ) 236141  桜丘(普通科英数ｺｰｽ) 236363  東邦(普通科文理特進ｺｰｽ) 236121  光ヶ丘女子(国際教養科)☆

236143  桜丘(音楽科)③ 236364  東邦(美術科)③

236060  愛知啓成(普通科普通進学ｺｰｽ) 236370  藤ノ花女子(普通科)☆

236063  愛知啓成(普通科サミッティアｺｰｽ) 236300  至学館(普通科進学ｺｰｽ)③ 236380  同朋(普通科) 236371  藤ノ花女子(生活情報科)☆

236061  愛知啓成(商業科)☆③ 236302  至学館(商業科)③ 236381  同朋(商業科) 236373  藤ノ花女子(食物科)☆

236062  愛知啓成(生活文化科)☆③ 236301  至学館(家政科)③ 236382  同朋(音楽科)③

236410  誉(普通科進学ｺｰｽ)

236000  愛知工業大学名電(普通科普通ｺｰｽ) 236050  修文女子(普通科)☆ 236320  杜若(普通科総合ｺｰｽ) 236412  誉(普通科総合オフィスｺｰｽ)

236002  愛知工業大学名電(普通科特進・選抜ｺｰｽ) 236051  修文女子(情報会計科)☆③ 236321  杜若(普通科文理ｺｰｽ)

236001  愛知工業大学名電(科学技術科) 236052  修文女子(家政科)☆③

236053  修文女子(食物調理科)☆③ 236430  豊川(普通科総合進学ｺｰｽ)  (マ行)

236330  愛知産業大学工業(電子、電気、機械科)★③ 236431  豊川(普通科特進ｺｰｽ) 236520  名城大学附属(普通科一般進学ｸﾗｽ)

236200  椙山女学園(普通科)☆③ 236523  名城大学附属(普通科特別進学ｸﾗｽ)

236150  愛知産業大学三河(普通科) 236440  豊田大谷(文理ｺｰｽ) 236524  名城大学附属(総合学科)

236151  愛知産業大学三河(電気科)★ 236220  聖カピタニオ女子(普通科普通ｺｰｽ)☆ 236441  豊田大谷(特別選抜ｺｰｽ)

236152  愛知産業大学三河(情報処理科)

236210  星城(普通科普通ｺｰｽ) 236422  豊橋中央(普通科)

236190  愛知みずほ大学瑞穂(普通科進学Ｂｺｰｽ)③ 236213  星城(普通科特進ｺｰｽ) 236421  豊橋中央(家政科)☆

236191  愛知みずほ大学瑞穂(商業科)☆③ 236212  星城(普通科仰星ｺｰｽ)

236530  愛知黎明(普通科)③ 236560  誠信(普通科)③  (ナ行)

239000  愛知黎明(衛生看護科・昼間定時制)③ 236453  名古屋(文理ｺｰｽ)★

236310  清林館(普通科進学総合ｺｰｽ)③ 236454  名古屋(文理ｺｰｽ文理選抜ｸﾗｽ)★

236040  安城学園(普通科) 236312  清林館(普通科国際ｺｰｽ)

236041  安城学園(商業科) 236314  清林館(普通科文理特進ｺｰｽ) 236490  名古屋大谷(普通科文理進学ｺｰｽ)③

236492  名古屋大谷(普通科特別進学ｺｰｽ)

236070  栄徳(普通科総合進学ｺｰｽ進学ｸﾗｽ) 236230  聖霊(普通科)☆③ 236491  名古屋大谷(商業科)③

236071  栄徳(普通科スーパー文理ｺｰｽスーパー文理ｸﾗｽ) コード 学 校 (学 科) 名

236161  名古屋経済大学市邨(キャリアデザインｺｰｽ)  (ア行)

236510  桜花学園(普通科進学ｺｰｽ)☆③  (タ行Ⅰ) 236162  名古屋経済大学市邨(文理ｺｰｽ) 236540  愛知教育大学附属(普通科)③

236240  大成(プラウディアｺｰｽ) 236163  名古屋経済大学市邨(特進ｺｰｽ)

236080  岡崎学園(ベーシック進学ｺｰｽ)☆ 236250  大成(ラトナディアｺｰｽ)

236130  名古屋経済大学高蔵(普通科進学ｺｰｽ)  (タ行)

236090  岡崎城西(普通科) 236260  大同大学大同(普通科私大進学ｺｰｽ) 236132  名古屋経済大学高蔵(普通科特進ｺｰｽ) 239900  豊田工業高等専門(機械工学科)

236261  大同大学大同(工業科) 236131  名古屋経済大学高蔵(商業科)☆ 239903  豊田工業高等専門(電気・電子システム工学科)

239904  豊田工業高等専門(情報工学科)

 (カ行) 236280  滝(普通科) 236460  名古屋工業(土木、情報技術、建築、電気、機械科)★③ 239902  豊田工業高等専門(環境都市工学科)

236170  菊華(普通科総合進学ｺｰｽ)③ 239901  豊田工業高等専門(建築学科)

236171  菊華(情報ビジネス科)☆③ 236290  中京大学附属中京(普通科進学ｺｰｽ) 236482  名古屋国際(国際教養科)

236291  中京大学附属中京(普通科特進ｺｰｽ)

236100  享栄(普通科栄進文理ｺｰｽ)③ 236470  名古屋女子大学(普通科総合進学ｺｰｽ)☆  (ナ行)

236101  享栄(商業科)③ 236500  中部大学第一(普通科進学アドバンス、進学、一貫ｺｰｽ) 236550  名古屋大学附属(普通科)③

236102  享栄(機械科)③ 236502  中部大学第一(普通科特進ｺｰｽ) 236400  日本福祉大学付属(普通科)

236501  中部大学第一(機械電気システム科)★

236030  啓明学館(普通科)☆

236031  啓明学館(商業科)☆ 236180  中部大学春日丘(普通科進学ｺｰｽ)

236181  中部大学春日丘(普通科特進ｺｰｽ)

236182  中部大学春日丘(普通科啓明ｺｰｽ)

236340  東海(普通科)★

236350  東海学園(普通科明照ｺｰｽ)

236351  東海学園(普通科飛翔ｺｰｽ)

◎ 私  立    

◎ 国  立

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社



 2018年度8月以降用 岐阜県高等学校志望校コード表

③ (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

◎ 公立 ～ 普通科 ◎ 公立 ～ 普通科 ◎ 公立 ～ 専門学科 ◎ 公立 ～ 専門学科 ◎ 公立 ～ 専門学科

コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名

210100  岐阜(普通科) 210600  益田清風(普通科)

214041  大垣商業(会計科) 214173  大垣工業(機械科) 214252  大垣桜(福祉科)

210101  岐阜北(普通科) 210605  斐太(普通科) 214043  大垣商業(情報科) 214176  大垣工業(電気科) 210109  岐阜各務野(福祉科)

214042  大垣商業(総合ビジネス科) 214171  大垣工業(電子科) 214370  坂下(福祉科)

210102  長良(普通科) 210602  吉城(普通科) 214170  大垣工業(情報技術科) 214230  瑞浪(生活福祉科)

214002  岐阜商業(情報処理科) 214175  大垣工業(化学技術科)

210103  岐山(普通科) 210603  飛騨高山(普通科) 214004  岐阜商業(国際コミュニケーション科) 214174  大垣工業(建設工学科)

214000  岐阜商業(流通ビジネス科) 214172  大垣工業(電子機械科)

210104  加納(普通科) 210110  各務原西(普通科) 214001  岐阜商業(会計システム科) コード 学 校 (学 科・コース) 名

214150  可児工業(機械科) 216004  鶯谷(普通科英進Ⅰ類、英進Ⅱ類)

210108  各務原(普通科) 210403  東濃(普通科) 214030  岐阜各務野(ビジネス科) 214151  可児工業(電気システム科)

214031  岐阜各務野(情報科) 214154  可児工業(建設工学科) 216100  大垣日本大学(普通科総合進学ｺｰｽ)

210112  山県(普通科) 210504  東濃フロンティア(普通科) 214153  可児工業(化学技術科)

214010  岐阜市立岐阜商業(情報処理、経営管理科) 216080  岐阜聖徳学園(普通科進学ｺｰｽ)

210113  羽島(普通科) 210507  中津(普通科) 214110  岐南工業(機械科)

214131  関市立関商工(総合ビジネス科) 214113  岐南工業(自動車科) 216010  岐阜女子(普通科一般ｺｰｽ)☆③

210114  羽島北(普通科) 210206  不破(普通科) 214111  岐南工業(電気科) 216011  岐阜女子(食物科)☆③

214071  東濃実業(ビジネス管理科) 214112  岐南工業(電子科)

210200  揖斐(普通科) 210111  本巣松陽(普通科) 214072  東濃実業(ビジネス情報科) 214114  岐南工業(建築科) 216020  岐阜第一(プログレスｺｰｽ)

214115  岐南工業(土木科)

210201  池田(普通科) 210509  坂下(普通科) 214060  土岐商業(ビジネス科) 216030  岐阜東(普通科進学ｺｰｽ)

214061  土岐商業(ビジネス情報科) 214103  岐阜工業(航空機械工学科) 216032  岐阜東(普通科蛍雪ｺｰｽ)

210202  大垣北(普通科) 214100  岐阜工業(電気工学科)

214050  中津商業(ビジネス科) 214101  岐阜工業(電子工学科) 216062  済美・女子部(保育科)☆

210203  大垣南(普通科) ◎ 公立 ～ 理数科 214051  中津商業(ビジネス情報科) 214107  岐阜工業(化学技術工学科) 216061  済美・女子部(衛生看護科)☆

コード 学 校 (学 科) 名 214102  岐阜工業(建設工学科)

210204  大垣東(普通科) 214270  岐山(理数科) 214451  飛騨高山(情報処理、ビジネス科) 214104  岐阜工業(電子機械工学科) 216066  済美・共学部(普通科総合進学ｺｰｽ)

214105  岐阜工業(デザイン工学科)

210205  大垣西(普通科) 214310  加茂(理数科) 214441  益田清風(ビジネス会計科) 216070  聖マリア女学院(文理ｺｰｽ)☆③

214443  益田清風(経営情報科) 214130  関市立関商工(機械科)

210207  海津明誠(普通科) 214320  恵那(理数科) 214134  関市立関商工(建設工学科) 216050  高山西(普通科蛍雪ｺｰｽ)

214091  武義(商業科) 214136  関市立関商工(電子機械科)

210305  郡上北(普通科) 214480  吉城(理数科) 214090  武義(情報処理科) 216090  多治見西(普通科特別進学ｺｰｽ)

214350  高山工業(機械科)

210304  郡上(普通科) 214351  高山工業(電気科) 216120  帝京大学可児(特進Ⅰ類ｺｰｽ)

214352  高山工業(建築インテリア科) 216122  帝京大学可児(ＳＴｺｰｽ)

210302  武義(普通科) ◎ 公立 ～ 総合学科 214353  高山工業(電子機械科)

コード 学 校 (学 科) 名 214590  阿木(生産科学科)・定時制 216140  富田(普通科普通ｺｰｽ)③

210300  関有知(普通科) 214160  多治見工業(デザイン科)

210506  恵那南(総合学科) 214210  恵那農業(園芸科学、食品科学、 214163  多治見工業(電子機械科) 216130  美濃加茂(普通科チャレンジｺｰｽ)

210301  関(普通科)           園芸デザイン、環境科学科) 214161  多治見工業(電気システム科) 216132  美濃加茂(普通科アドバンスｺｰｽ)

214080  大垣養老(総合学科) 216131  美濃加茂(普通科蛍雪ｺｰｽ)

210400  加茂(普通科) 214190  大垣養老(食品科学、環境園芸、生産科学科) 214140  中津川工業(機械科)

214020  岐阜城北(総合学科) 214143  中津川工業(電気科) 216150  麗澤瑞浪(普通科進学ｺｰｽ)③

210401  八百津(普通科) 214200  加茂農林(園芸流通、環境デザイン、 214141  中津川工業(建設工学科) 216151  麗澤瑞浪(普通科特進ｺｰｽ)③

214500  岐阜総合学園(総合学科)           食品科学、森林科学、生産科学科)

210404  可児(普通科)

214520  土岐紅陵(総合学科) 214182  岐阜農林(動物科学科)

210500  多治見(普通科) 214184  岐阜農林(園芸科学科) 214591  阿木(総合生活科)・定時制 コード 学 校 (学 科) 名

210601  益田清風(総合学科) 214180  岐阜農林(食品科学科) 214250  大垣桜(服飾デザイン科) 219901  岐阜工業高等専門(機械工学科)③

210501  多治見北(普通科) 214181  岐阜農林(流通科学科) 214251  大垣桜(食物科) 219900  岐阜工業高等専門(電気情報工学科)③

214183  岐阜農林(生物工学科) 214253  大垣桜(生活文化科) 219904  岐阜工業高等専門(電子制御工学科)③

210502  瑞浪(普通科) ◎公立～専門学科 214185  岐阜農林(森林科学科) 214220  岐阜城北(生活文化科) 219902  岐阜工業高等専門(建築学科)③

214186  岐阜農林(環境科学科) 214371  坂下(生活文化科) 219903  岐阜工業高等専門(環境都市工学科)③

210505  恵那(普通科) 214260  加納(音楽科) 214074  東濃実業(生活文化科)

214261  加納(美術科) 214380  飛騨高山(園芸科学、生物生産、環境科学科) 214452  飛騨高山(生活文化科)

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社

音楽科・美術科

総合学科

農林業科

◎ 私立

福祉科工業科

◎ 国 立家庭科

商業科



 2018年度8月以降用 三重県高等学校志望校コード表

④ (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会 教育開発出版株式会社

コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

246120  青山(普通科進学ｺｰｽ)③

240100  桑名(普通科) 240300  松阪(普通科) 244480  飯野(応用デザイン科)③ 244253  明野(流通科学科)

244420  桑名(理数科) 246060  暁(普通科Ⅰ類)

240302  相可(普通科) 244180  伊勢工業(機械科) 244061  伊賀白鳳(経営科) 246062  暁(普通科Ⅱ類進学ｺｰｽ)

240101  桑名西(普通科) 244182  伊勢工業(電気科) 246064  暁(普通科Ⅱ類英進ｺｰｽ)

240306  宇治山田(普通科) 244184  伊勢工業(建築科) 244090  宇治山田商業(商業科) 246063  暁(普通科６年制ｺｰｽ編入)

240102  桑名北(普通科) 244092  宇治山田商業(情報処理科)

240307  伊勢(普通科普通ｺｰｽ) 244160  伊賀白鳳(機械科) 244091  宇治山田商業(国際科) 246030  伊勢学園(普通科選択ｺｰｽ)③

240104  四日市(普通科普通ｺｰｽ) 244570  伊勢(普通科国際科学ｺｰｽ) 244161  伊賀白鳳(電子機械科) 246033  伊勢学園(普通科特別進学ｺｰｽ)③

244530  四日市(普通科国際科学ｺｰｽ) 244162  伊賀白鳳(工芸デザイン科) 244100  尾鷲(情報ビジネス科) 246032  伊勢学園(普通科看護医療ｺｰｽ)③

240305  南伊勢・度会校舎(普通科)

240105  四日市南(普通科普通ｺｰｽ) 240309  南伊勢・南勢校舎(普通科) 244120  桑名工業(機械、材料技術科) 244290  亀山(システムメディア科)

244520  四日市南(普通科数理科学ｺｰｽ) 244121  桑名工業(電気、電子科) 246040  海星(普通科進学ｺｰｽ)★

240311  志摩(普通科普通ｺｰｽ) 244050  白山(情報コミュニケーション科) 246041  海星(普通科進学特別ｺｰｽ)★

240106  四日市西(普通科普通ｺｰｽ) 244150  津工業(機械科)  

244540  四日市西(普通科 244151  津工業(電気科) 244040  津商業(ビジネス科) 249920  近畿大学工業高等専門(総合システム工学科)

          比較文化・歴史ｺｰｽ) 240314  尾鷲(普通科普通ｺｰｽ) 244152  津工業(電子科) 244041  津商業(情報システム科)             

244541  四日市西(普通科数理情報ｺｰｽ) 244153  津工業(建設工学科) 246070  皇學館(普通科進学ｺｰｽ)

240315  木本(普通科) 244080  松阪商業(情報ビジネス科) 246071  皇學館(普通科特別進学ｺｰｽ)

240107  朝明(普通科) 244170  松阪工業(機械科) 244082  松阪商業(情報システム科)

240316  紀南(普通科) 244174  松阪工業(電気工学科) 244081  松阪商業(国際教養科)

240108  四日市四郷(普通科普通ｺｰｽ) 244171  松阪工業(工業化学科) 246110  桜丘(普通科)③

244172  松阪工業(繊維デザイン科)③ 244010  四日市商業(商業科)

240109  菰野(普通科) 244173  松阪工業(自動車科) 244011  四日市商業(情報マネジメント科) 246130  鈴鹿(創造ｺｰｽ)

244510  四日市四郷(普通科スポーツ科学ｺｰｽ)③ 246133  鈴鹿(探究ｺｰｽ)

240110  川越(普通科) 244130  四日市工業(機械科) 246135  鈴鹿(探究ｺｰｽＳｸﾗｽ)

244501  久居(普通科スポーツ科学ｺｰｽ) 244137  四日市工業(電子機械科) 246134  鈴鹿(６年制編入)

244131  四日市工業(電気科)

244440  松阪(理数科) 244132  四日市工業(電子工学科)

240200  神戸(普通科) 244134  四日市工業(建築科) 244410  水産(海洋・機関科) 246000  セントヨゼフ女子学園☆

244430  神戸(理数科) 244135  四日市工業(物質工学科) 244411  水産(水産資源科)

244136  四日市工業(自動車科)

240201  白子(普通科普通ｺｰｽ) 246080  高田(3年制Ⅰ類進学ｸﾗｽ)

240330  白子(普通科文化教養ｺｰｽ)③ コード 学 校 (学 科) 名 244140  四日市中央工業(機械科) 246081  高田(3年制Ⅱ類進学ｸﾗｽ)

244141  四日市中央工業(電気科)

240202  石薬師(普通科) 240301  飯南(総合学科) 244142  四日市中央工業(化学工学科) 244360  明野(生活教養科) 246050  津田学園(総合進学ｺｰｽ)

244143  四日市中央工業(都市工学科) 246051  津田学園(特別進学ｺｰｽ)

240203  稲生(普通科普通ｺｰｽ) 240103  いなべ総合学園(総合学科) 244144  四日市中央工業(設備システム科) 244350  相可(食物調理科)③ 246052  津田学園(特別選抜ｺｰｽ)

244600  稲生(普通科情報ｺｰｽ)

240310  鳥羽(総合学科) 244291  亀山(総合生活科) 246090  三重(普通科進学ｺｰｽ)

240204  亀山(普通科) 244250  明野(生産科学科) 246092  三重(普通科進学ｺｰｽ学力選抜ｸﾗｽ)

240212  名張(総合学科) 244252  明野(食品科学科) 244280  白子(生活創造科) 246091  三重(普通科特進ｺｰｽ)

240205  津(普通科)

244221  伊賀白鳳(フードシステム科) 244310  久居農林(生活デザイン科)

240206  津西(普通科) 244222  伊賀白鳳(生物資源科) 246010  四日市メリノール学院(普通科)

244481  飯野(英語コミュニケーション科) 244270  四日市農芸(生活文化科)

240207  津東(普通科) 244230  相可(生産経済科)

244450  川越(国際文理科) 244231  相可(環境創造科) コード 学 校 (学 科) 名

240208  久居(普通科普通ｺｰｽ) 249910  鈴鹿工業高等専門学校(機械工学科)

244552  津西(国際科学科) 244211  久居農林(生物生産科) 244361  明野(福祉科) 249913  鈴鹿工業高等専門学校(電気電子工学科)

240209  白山(普通科) 244210  久居農林(生物資源、環境土木科) 244590  朝明(ふくし科) 249911  鈴鹿工業高等専門学校(電子情報工学科)

244212  久居農林(環境情報科) 244062  伊賀白鳳(ヒューマンサービス科) 249912  鈴鹿工業高等専門学校(生物応用化学科)

240210  上野(普通科) 　　　　　　　　 249914  鈴鹿工業高等専門学校(材料工学科)

244202  四日市農芸(生産科学、食品科学科)

240214  名張青峰(普通科) 244201  四日市農芸(環境造園、園芸科学科) 249900  鳥羽商船高等専門学校(商船学科)

244470  稲生(体育科) 244400  桑名(衛生看護科)③ 249901  鳥羽商船高等専門学校(電子機械工学科)

249902  鳥羽商船高等専門学校(制御情報工学科)

全  県

南 部 学 区

◎ 国  立

体 育 科

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

総合学科

衛生看護科

農林業科

福 祉 科

家 庭 科

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社

英 語・国 際 科

◎ 公  立 ～ 普 通・理 数 科 ◎ 公  立 ～ 専門学科 ◎ 私  立

北 部 学 区

中 部 学 区 水産業科

工 業・デザイン科 商 業 科



 2018年度8月以降用 静岡県公立高等学校志望校コード表

⑤ (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

◎ 公  立 ～ 普 通 科

コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・類) 名 コード 学 校 (学 科) 名

220101  下田 220700  焼津中央

220204  伊豆総合(総合学科) 224010  伊東商業(総合ビジネス科) 224200  伊豆総合(工業科) 224380  磐田農業(生産科学、生産流通科)

220102  松崎 220701  藤枝東 224381  磐田農業(環境科学科)

220103  稲取 220702  藤枝西 224360  小笠(総合学科) 224160  磐田西(総合ビジネス科) 224240  科学技術(機械工学、電気工学、電子工学、 224382  磐田農業(食品科学、生活科学科)

 　　　　 ロボット工学、情報システム科)

220200  伊東 220704  島田 220302  裾野(総合学科) 224241  科学技術(建築デザイン、都市基盤工学、

220201  伊東・城ヶ崎分校 224041  御殿場(創造ビジネス科)  　　　　 物質工学科) 224350  静岡農業(生物生産、生産流通科)

220705  金谷 224710  駿河総合(総合学科) 224242  科学技術(理工科) 224351  静岡農業(環境科学科)

220202  熱海 224352  静岡農業(食品科学、生活科学科)

220203  伊豆総合・土肥分校 220706  川根 220900  遠江総合(総合学科) 224140  相良(商業科) 224270  掛川工業(機械科)

224271  掛川工業(電子機械科) 224320  下田・南伊豆分校(園芸科)

220205  韮山 220708  榛原 224390  浜松大平台(総合学科) 224110  静岡商業(商業科) 224272  掛川工業(電子電気科)

220206  伊豆中央 224111  静岡商業(情報処理科) 224273  掛川工業(情報技術科)

220709  相良 224340  富岳館(総合学科) 224274  掛川工業(環境設備科) 224330  田方農業(生産科学、

220207  三島南 224130  島田商業(総合ビジネス、           園芸デザイン科)

220208  三島北 220800  掛川東 224250  藤枝北(総合学科)           情報ビジネス科) 224040  御殿場(創造工学科) 224331  田方農業(動物科学科)

220801  掛川西 224332  田方農業(食品科学、

220300  御殿場南 224740  天竜(総合学科) 224062  沼津商業(総合ビジネス科)           ライフデザイン科)

220301  小山 220802  池新田 224061  沼津商業(情報ビジネス科) 224260  島田工業(機械、電子機械、電気、情報技術科)

224261  島田工業(建築、都市工学科) 224741  天竜(森林、環境科)

220303  沼津東 220803  横須賀

220304  沼津西 224184  浜松商業(情報処理科)

220902  袋井 224610  浜松湖南(英語科) 224185  浜松商業(商業科) 224210  沼津工業(機械、電気、電子、

220305  沼津城北  　　　　 建築、土木、物質工学科)

220904  浜松湖北・佐久間分校

220306  沼津市立沼津 224170  浜松東(情報ビジネス科)

220905  磐田南 224171  浜松東(総合ビジネス科) 224300  浜松工業(機械科)

220400  吉原 220906  磐田北 224304  浜松工業(電気科) 224400  焼津水産(海洋科学科)

220907  磐田西 220602  静岡城北(国際科) 224151  袋井商業(商業科) 224303  浜松工業(情報技術科) 224401  焼津水産(栽培漁業科)

220402  富士 224301  浜松工業(建築科) 224402  焼津水産(食品科学科)

220403  富士東 221000  浜松北 224650  浜松北(国際科) 224090  富士宮北(商業科) 224305  浜松工業(土木科) 224403  焼津水産(流通情報科)

221001  浜松西 224306  浜松工業(システム化学科)

220404  富士宮東 221002  浜松南 220401  吉原(国際科) 224720  静岡市立清水桜が丘(商業科) 224302  浜松工業(デザイン科)

220405  富士宮北 224308  浜松工業(理数工学科)

220406  富士宮西 221003  浜松湖東

221016  浜松湖北 224310  浜松城北工業(機械科)

220501  清水東 221004  浜松湖南 224311  浜松城北工業(電子機械科) 224480  磐田北(福祉科)

220502  清水西 224560  磐田南(理数科) 224312  浜松城北工業(電気科)

220503  清水南 221005  浜松江之島 224313  浜松城北工業(電子科) 224450  富士宮東(福祉科)

224550  掛川西(理数科)

220600  静岡 221013  浜松東 224730  清流館(福祉科)

224530  清水東(理数科) 224220  吉原工業(機械科)

220601  静岡城北 221006  浜松市立 224223  吉原工業(電子機械科)

224680  下田(理数科) 224224  吉原工業(電気電子科)

220603  静岡東 221007  浜名 224225  吉原工業(システム化学科)

224500  韮山(理数科) 224750  浜松湖北(専門学科) 224222  吉原工業(数理工学科)

220604  静岡西(総合ｺｰｽ 221008  浜北西 224410  御殿場(生活創造デザイン科)

　　　　普通ｸﾗｽ) 224510  沼津東(理数科)

220607  静岡西(総合ｺｰｽ 221009  新居 224620  清水南(芸術科)

　　　　特進ｸﾗｽ) 224540  榛原(理数科)

220608  静岡西(体育ｺｰｽ) 221010  湖西 224660  浜松江之島(芸術科)

224640  浜松南(理数科) 224081  富士市立(総合探究科)

220606  静岡市立 221014  清流館 224082  富士市立(ビジネス探究科) 224690  沼津西(芸術科)

224520  富士(理数科) 224083  富士市立(スポーツ探究科)

220504  静岡市立清水桜が丘 221015  天竜

224700  静岡市立(科学探究科)

探究科

美術・芸術系

水産業科

福 祉 科

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社

工 業 科 農林業科

専門学科

理 数 科

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

商 業 科総合学科

英 語 科

国 際 科



 2018年度8月以降用 静岡県国・私立高等学校志望校コード表

⑥ (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 (学 科・コース・クラス) 名 コード 学 校 (学 科・コース・クラス) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科) 名

 (ア行)  (サ行Ⅱ)  (ナ行)  (ハ行Ⅱ)

226370  磐田東(普通科特進Ⅱ類)③ 226170  清水国際(普通科進学ｺｰｽ)③ 226360  日本大学三島(普通科進学ｸﾗｽ) 226340  藤枝順心(普通科)☆③

226371  磐田東(普通科特進Ⅰ類)③ 226173  清水国際(普通科特進ｺｰｽ)③ 226361  日本大学三島(普通科特別進学ｸﾗｽ) 226342  藤枝順心(調理栄養科)☆③

226372  磐田東(英数科)③ 226171  清水国際(情報ビジネス科)☆③ 226363  日本大学三島(普通科国際ｸﾗｽ) 226341  藤枝順心(美術造形デザイン科)☆③

226000  オイスカ(普通科)③ 226242  城南静岡(普通科)③ 226090  沼津中央(普通科情報ビジネスｺｰｽ)③ 226350  藤枝明誠(普通科)

226240  城南静岡(ＩＣＴ科)③ 226091  沼津中央(普通科アドバンスｺｰｽ)③ 226352  藤枝明誠(英数科)

 (カ行) 226092  沼津中央(普通科工芸デザインｺｰｽ)③

226010  加藤学園(進学部) 226100  誠恵(普通科普通ｺｰｽ)③ 226093  沼津中央(普通科生活文化ｺｰｽ)☆③ 226410  不二聖心女子学院(普通科)☆③

226012  加藤学園(総合学部) 226101  誠恵(普通科進学ｺｰｽ)③ 226094  沼津中央(普通科医療・福祉ｺｰｽ)③

226013  加藤学園(特進部) 226102  誠恵(普通科芸術ｺｰｽ)③  (ヤ行)

226103  誠恵(普通科情報処理ｺｰｽ)③  (ハ行Ⅰ) 226110  焼津(総合学科)☆

226020  加藤学園暁秀(特進ｺｰｽ、進学ｺｰｽ)③ 226200  浜松開誠館(普通科キャリアデザインｺｰｽ)③

226022  加藤学園暁秀(バイリンガルｺｰｽ)③ 226301  静清(文理探究科)★③ 226201  浜松開誠館(普通科進学ｺｰｽ)

226300  静清(工学探究科)★③ 226202  浜松開誠館(普通科グローバルｺｰｽ)

226060  菊川南陵(普通科) 226203  浜松開誠館(普通科スーパー文理ｺｰｽ)

226160  星陵(普通科)③

226050  御殿場西(普通科未来創造ｺｰｽ) 226161  星陵(英数科英数ｺｰｽ)③ 226030  浜松学院(普通科ドリーム実現ｺｰｽ)③

226053  御殿場西(普通科進学ｺｰｽ) 226162  星陵(英数科総合ｺｰｽ)③ 226031  浜松学院(普通科特進ｺｰｽⅡ類)

226051  御殿場西(普通科特進ｺｰｽ) 226033  浜松学院(普通科特進ｺｰｽⅠ類)

226052  御殿場西(普通科ＩＴビジネスｺｰｽ) 226180  聖隷クリストファー(普通科進学ｸﾗｽ) 226035  浜松学院(普通科子ども教育ｺｰｽ)③

226182  聖隷クリストファー(普通科特進ｸﾗｽ)

 (サ行Ⅰ) 226184  聖隷クリストファー(英数科) 226154  浜松学芸(普通科特進ｺｰｽ)

226210  静岡英和女学院(普通科)☆③ 226150  浜松学芸(芸術科音楽・電子音楽課程)③

 (タ行) 226152  浜松学芸(芸術科美術・書道課程)

226220  静岡学園(教養科学科) 226073  知徳(普通科)③

226070  知徳(普通科大進ｺｰｽ)③ 226440  浜松啓陽(情報コミュニケーション科)③

226280  静岡北(普通科普通ｺｰｽ)③ 226072  知徳(情報ビジネス科)③

226283  静岡北(普通科高･大一貫ｺｰｽ)③ 226075  知徳(福祉科)③ 226380  浜松聖星(普通科国際教養ｺｰｽ)③

226281  静岡北(理数科)③ 226076  知徳(創造デザイン科)③ 226381  浜松聖星(普通科国際特進ｺｰｽ)

226282  静岡北(国際コミュニケーション科)③

226430  東海大学付属静岡翔洋(普通科文理進学ｺｰｽ)③ 226390  浜松修学舍(夢みらい科)③

226190  静岡県西遠女子学園(普通科)☆③ 226431  東海大学付属静岡翔洋(普通科英数進学ｺｰｽ)③ 226391  浜松修学舍(ビジネス科)③

226393  浜松修学舍(福祉科)③

226270  静岡聖光学院(普通科)★③ 226040  桐陽(普通科普通ｺｰｽ)

226041  桐陽(普通科特別進学ｺｰｽ) 226400  浜松日体(普通科文理ｺｰｽ)

226420  静岡県富士見(普通科進学ｺｰｽ)③ 226042  桐陽(普通科国際進学ｺｰｽ) 226401  浜松日体(普通科選抜ｺｰｽⅠ類)

226421  静岡県富士見(普通科特進Ⅱ類ｺｰｽ)③ 226043  桐陽(普通科留学進学ｺｰｽ) 226402  浜松日体(普通科選抜ｺｰｽⅡ類)

226422  静岡県富士見(普通科特進Ⅰ類ｺｰｽ)③ 226045  桐陽(普通科英数進学ｺｰｽ)

226080  飛龍(普通科総合進路ｺｰｽ)③

226250  静岡サレジオ(普通科ソフィアｺｰｽ)③ 226140  常葉大学附属常葉(普通科総合進学ｺｰｽ)☆③ 226084  飛龍(普通科特別進学ｺｰｽ)③

226251  静岡サレジオ(普通科フロンティアｺｰｽ)③ 226141  常葉大学附属常葉(普通科特別進学ｺｰｽ)☆③ 226086  飛龍(普通科情報ｺｰｽ)③ ◎ 国  立

226252  静岡サレジオ(普通科エグゼｺｰｽ)③ 226088  飛龍(普通科食文化ｺｰｽ)③ コード 学 校 (学 科) 名

226120  常葉大学附属菊川(普通科普通ｺｰｽ) 226081  飛龍(普通科生活文化ｺｰｽ)③ 229900  沼津工業高等専門学校(機械工学科)

226230  静岡女子(普通科)☆③ 226121  常葉大学附属菊川(美術・デザイン科)③ 226085  飛龍(普通科総合スポーツｺｰｽ)③ 229901  沼津工業高等専門学校(電気電子工学科)

226231  静岡女子(商業科)☆③ 226122  常葉大学附属菊川(普通科文理ｺｰｽ) 226089  飛龍(普通科ホスピタリティｺｰｽ)③ 229902  沼津工業高等専門学校(電子制御工学科)

226232  静岡女子(家政、福祉科)☆③ 226082  飛龍(自動車工業科)③ 229903  沼津工業高等専門学校(制御情報工学科)

226130  常葉大学附属橘(普通科総合進学ｺｰｽ)③ 229904  沼津工業高等専門学校(物質工学科)

226260  静岡大成(普通科)③ 226132  常葉大学附属橘(英数科)③

226133  常葉大学附属橘(普通科総合芸術ｺｰｽ)③

226310  島田樟誠(普通科キャリア探究ｺｰｽ)★

226311  島田樟誠(普通科特別進学ｺｰｽ)

226312  島田樟誠(普通科進学探求ｺｰｽ)

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社

◎ 私  立



 2018年度8月以降用 山梨県高等学校志望校コード表

⑦ (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科・コース・クラス) 名

190007  北杜(普通ｺｰｽ) 196000  甲斐清和(普通科総合ｺｰｽ)③

194240  北杜(理数ｺｰｽ) 194300  北杜(総合学科) 194180  塩山(商業、情報ビジネス科) 196009  甲斐清和(普通科進学ｺｰｽ)③

196008  甲斐清和(普通科人間文化ｺｰｽ)③

190006  韮崎 194290  甲府城西(総合学科) 194010  甲府市立甲府商業(商業科) 196003  甲斐清和(音楽科)③

194011  甲府市立甲府商業(情報処理科)

190000  甲府第一 194100  富士北稜(総合学科)

194060  増穂商業(商業科) 196101  自然学園(普通科)③

190015  甲府西 190013  上野原(総合学科) 194061  増穂商業(情報処理科)

190019  甲府南 194261  身延(総合学科) 196030  駿台甲府・塩部校舎(普通科コアｺｰｽ、スーパーｺｰｽ)③

196032  駿台甲府・塩部校舎(普通科アスリートｺｰｽ)③

190020  甲府東(普通ｺｰｽ) 194273  笛吹(総合学科)

190016  甲府東(理数ｺｰｽ) 196033  駿台甲府・今井校舎(美術デザイン科)③

190022  甲府昭和

194122  峡南(電子機械科) 196050  帝京第三(普通科)③

190001  巨摩(普通ｺｰｽ) 194123  峡南(クラフト科)

190021  巨摩(理数創造ｺｰｽ) 194120  峡南(土木システム科)

 194200  市川(英語科) 196060  東海大学甲府(普通科進学ｸﾗｽ)③

190023  白根(普通ｺｰｽ) 194070  甲府工業(機械科) 196062  東海大学甲府(普通科特設ｸﾗｽ)③

190031  白根(文理ｺｰｽ) 194071  甲府工業(電気科)

194072  甲府工業(電子科)

190004  市川 194073  甲府工業(土木科) 196070  日本航空(普通科)③

194074  甲府工業(建築科) 196071  日本航空(航空科)③

190003  笛吹 194250  韮崎(文理科)

194110  都留興譲館(機械工学、電子工学、制御工学、環境工学科)

190041  日川 196080  日本大学明誠(普通科普通ｺｰｽ)③

194090  韮崎工業(電子機械、電気、情報技術、環境化学、制御工学、システム工学科) 196082  日本大学明誠(普通科特別進学ｺｰｽ)③

190002  山梨(普通ｺｰｽ)

190051  山梨(英理総合ｺｰｽ)

194160  甲府南(理数科) 196090  富士学苑(普通科キャリア実践ｺｰｽ)

190024  塩山(普通ｺｰｽ) 196092  富士学苑(普通科総合進学ｺｰｽ)

190061  塩山(英数ｺｰｽ) 194230  吉田(理数科) 196093  富士学苑(普通科特進ｺｰｽＳ)

196094  富士学苑(普通科特進ｺｰｽＡ)

190012  都留

194153  農林(システム園芸科)

190011  都留興譲館 194152  農林(森林科学科) 196040  身延山(普通科)③

194154  農林(環境土木科)

190010  吉田 194210  都留興譲館(英語理数科) 194155  農林(造園緑地科)

194156  農林(食品科学科) 196010  山梨英和(普通科)☆③

190025  富士河口湖

194271  笛吹(食品化学科)

190008  北杜市立甲陵③ 194272  笛吹(果樹園芸科) 196021  山梨学院大学附属(進学ｺｰｽ)③

196022  山梨学院大学附属(特進ｺｰｽＧ系列)③

194190  甲府第一(探究科) 196020  山梨学院大学附属(特進ｺｰｽＰ系列)③

探 究 科

農林業科

工 業 科

◎ 公  立 ～ 普 通 科

英 語 科

文 理 科

理 数 科

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社

◎ 私  立

商 業 科

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

総合学科

英語理数科



 2018年度8月以降用 長野県高等学校志望校コード表

⑧ (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 名 コード 学 校 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

206130  飯田女子(普通科総合ｺｰｽ)☆③

200101  飯山 200800  辰野 204550  飯山(自然科学探究、人文科学探究科) 204200  飯田ＯＩＤＥ長姫(機械工学、電子機械工学、電気電子工学、 206131  飯田女子(普通科進学ｺｰｽ)☆③

200802  高遠                   社会基盤工学、建築学科)

200201  中野西 204600  飯田(理数科) 206000  伊那西(普通科普通ｺｰｽ)☆③

200803  伊那北 204230  池田工業(機械、電気・情報システム、建築科) 206001  伊那西(普通科進学ｺｰｽ)☆③

200202  須坂東 200804  伊那弥生ヶ丘 204490  伊那北(理数科)

200203  須坂 204150  佐久平総合技術(機械システム、電気情報科) 206070  上田西(普通科進学ｺｰｽ)③

200805  赤穂 204500  大町岳陽(学究科) 206071  上田西(普通科特進ｺｰｽ)③

200300  北部 200806  松川 204140  上田千曲(機械、電子機械、電気、建築科)

204560  木曽青峰(理数科) 206030  エクセラン(普通科)③

200301  長野吉田 200900  飯田 204160  岡谷工業(機械、電気、環境化学、電子機械、情報技術科) 206031  エクセラン(美術科)③

200302  長野 200901  飯田風越 204520  野沢北(理数科) 206032  エクセラン(福祉科)③

204450  木曽青峰(インテリア科)

200303  長野西 200902  阿智 204540  松本県ヶ丘(自然探究、国際探究科) 206010  佐久長聖(普通科Ⅱ類)

200304  長野東 200903  阿南 204180  駒ヶ根工業(機械、電気、情報技術科) 206011  佐久長聖(普通科Ⅰ類)

204470  屋代(理数科)

200305  長野西・中条校 204130  長野工業(機械、電気、工業化学、情報技術、土木、 206110  創造学園③

201001  木曽青峰           建築、環境システム科)

200306  篠ノ井・犀峡校 206120  東海大学付属諏訪(普通科)③

200400  長野南 201101  田川 204090  赤穂(商業科) 204220  松本工業(機械、電気、電子工業科) 206121  東海大学付属諏訪(理数科)③

201102  梓川

200401  篠ノ井 204100  飯田ＯＩＤＥ長姫(商業科) 206140  東京都市大学塩尻(文理進学類型)③

200402  松代 201103  松本県ヶ丘 206146  東京都市大学塩尻(特別選抜類型)③

201104  松本美須々ヶ丘 204040  上田千曲(商業科)

200403  屋代 206020  長野俊英(普通科)③

200404  屋代南 201105  松本深志 204060  小諸商業(商業科)

201106  松本蟻ヶ崎 204061  小諸商業(会計システム科) 206080  長野女子(普通科)☆③

200405  坂城           

201108  明科 204010  須坂創成(商業科) 204300  上伊那農業(生物生産、生命探究、アグリデザイン、 206090  長野清泉女学院(普通科進学ｺｰｽ)☆③

201109  豊科             コミュニティデザイン科) 206091  長野清泉女学院(普通科特進ｺｰｽ)☆③

200500  上田 204070  諏訪実業(商業、会計情報科)

201200  大町岳陽 204420  木曽青峰(森林環境科) 206100  長野日本大学(普通科)③

200501  上田染谷丘 204080  辰野(商業科)

200502  上田東 201202  白馬 204270  佐久平総合技術(食料マネジメント、生物サービス、 206150  文化学園長野(進学ｺｰｽ)☆③

204020  長野商業(商業、会計科)                 食農クリエイト科) 206151  文化学園長野(特別進学ｺｰｽ)

200504  東御清翔 206152  文化学園長野(特進選抜ｺｰｽ)

200600  蓼科 204120  穂高商業(商業、情報マネジメント科) 204260  更級農業(生産流通、施設園芸、生物科学、グリーンライフ科)

コード 学 校 (学 科) 名 206040  松商学園(普通科総合進学ｺｰｽ)③

200601  望月 204030  松代(商業科) 206043  松商学園(普通科文理進学ｺｰｽ)③

200602  小諸 204351  塩尻志学館(総合学科) 204310  下伊那農業(アグリサービス、農業機械、 206042  松商学園(普通科特別進学ｺｰｽ)

            園芸クリエイト、食品化学科) 206041  松商学園(商業科)③

200603  軽井沢 201000  蘇南(総合学科)

200604  岩村田 204390  諏訪実業(服飾科) 204240  下高井農林(アグリサービス、グリーンデザイン科) 206060  松本第一(普通科文理選抜ｺｰｽ)③

200200  中野立志館(総合学科) 206061  松本第一(普通科ＳＳ特別選抜ｺｰｽ)③

200605  野沢北 204370  屋代南(ライフデザイン科) 204250  須坂創成(園芸農学、食品科学、環境造園、創造工学科) 206063  松本第一(普通科学術探究ｺｰｽ)③

200606  野沢南 200307  長野市立長野(総合学科) 206062  松本第一(食物科)③

204041  上田千曲(食物栄養科) 204290  富士見(園芸科)

200608  小海 200503  丸子修学館(総合学科)

204330  南安曇農業(グリーンサイエンス、環境クリエイト、

204610  佐久平総合技術             生物工学科)

          (創造実践科) 204042  上田千曲(生活福祉科)

200700  富士見

200701  茅野 ◎ 国  立

204590  上田染谷丘(国際教養科) 204620  白馬(国際観光科) コード 学 校 (学 科) 名

200702  諏訪清陵 209901  長野工業高等専門学校(機械工学科)

200703  諏訪二葉 204580  長野西(国際教養科) 204570  小諸(音楽科) 209903  長野工業高等専門学校(電気電子工学科)

200704  下諏訪向陽 209904  長野工業高等専門学校(電子制御工学科)

204341  飯田風越(国際教養科) 209900  長野工業高等専門学校(電子情報工学科)

200705  岡谷東 209902  長野工業高等専門学校(環境都市工学科)

200706  岡谷南 204460  飯山(スポーツ科学科)

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社

農 林 業 科

工 業 科

商 業 科

◎ 公  立 ～ 普 通 科 

スポーツ科学科

第３通学区（南信地区）Ⅰ

第２通学区（東信地区）

国 際 教 養 科 国 際 観 光 科

◎ 公  立 ～ 専門学科

福 祉 科

第４通学区（中信地区）

総合学科・創造実践科

第３通学区（南信地区）Ⅱ

家 庭 科

第１通学区（北信地区）

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

理数科・探究科・学究科

◎ 私  立

音 楽 科



 2018年度8月以降用 新潟県高等学校志望校コード表

⑨ (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

150100  村上 150407  加茂 156000  加茂暁星(普通科)･併願③

154160  新井(総合学科) 154330  柏崎工業(工業科) 156003  加茂暁星(普通科)･専願③

150104  中条 150604  見附 154180  糸魚川白嶺(総合学科)           156002  加茂暁星(看護科)③

154310  塩沢商工(機械システム科)

150200  新発田 150600  長岡 150701  小千谷西(総合学科) 156020  敬和学園(普通科)･併願③

154470  柏崎総合(総合学科) 154230  新発田南(工業科) 156021  敬和学園(普通科)･専願③

150201  西新発田 150601  長岡大手

150502  五泉(総合学科) 154340  上越総合技術(機械工学系) 156080  新発田中央(普通科)･併願③

150202  新発田南 150602  長岡向陵 154500  佐渡総合(総合学科) 154341  上越総合技術(住環境系) 156082  新発田中央(普通科)･専願③

154360  上越総合技術(電気・情報系)

150203  阿賀野 150605  正徳館 154320  十日町総合(総合学科) 156140  上越(普通科普通ｺｰｽ)③

154090  栃尾(総合学科) 154260  長岡工業(工業科) 156141  上越(普通科グローバル特進ｺｰｽ)③

150504  阿賀黎明 150700  小千谷

154400  巻総合(総合学科) 154280  新潟県央工業(工業科) 156010  関根学園(普通科普通ｺｰｽ)･併願③

150503  村松 150703  小出 154040  村上桜ヶ丘(総合学科) 156012  関根学園(普通科普通ｺｰｽ)･専願③

154200  新潟工業(機械、電気、建築、土木、工業化学科) 156011  関根学園(普通科進学ｺｰｽ)③

150500  新津 150704  六日町

154780  新発田(理数科) 154250  新津工業(工業マイスター、生産工学、 156090  中越(普通科普通ｺｰｽ)･併願③

150501  新津南 150705  八海           ロボット工学、日本建築科) 156092  中越(普通科普通ｺｰｽ)･専願③

154810  高田(理数科) 156091  中越(普通科特進ｺｰｽ)･併願③

150205  豊栄 150707  十日町

154800  長岡(理数科) 156100  帝京長岡(普通科)･併願③

150306  新潟北 150909  十日町・松之山分校 154690  高田北城(生活文化科) 156101  帝京長岡(普通科)･専願③

154790  新潟(理数科)

150305  新潟東 150900  松代 154590  長岡大手(家政科) 156110  東京学館新潟(普通科総合進学ｸﾗｽ)･併願③

154731  新潟市立万代(英語理数科) 156111  東京学館新潟(普通科総合進学ｸﾗｽ)･専願③

150309  新潟市立万代 150801  柏崎(普通ｺｰｽ) 154510  新潟中央(食物科) 156113  東京学館新潟(普通科特別進学ｸﾗｽ)･併願③

150805  柏崎(理数ｺｰｽ) 156112  東京学館新潟(普通科特別進学ｸﾗｽ)･専願③

150300  新潟 154770  国際情報(国際文化科)

150803  柏崎常盤 154771  国際情報(情報科学科) 156030  新潟産業大学附属(普通科)･併願③

150301  新潟中央(普通ｺｰｽ) 154660  八海(家庭福祉科) 156031  新潟産業大学附属(普通科)･専願③

154820  新潟中央(学究ｺｰｽ) 150905  久比岐 154011  新潟商業(国際教養科)

156040  新潟清心女子(普通科)･併願☆③

150302  新潟南(普通ｺｰｽ) 150908  高田・安塚分校 156042  新潟清心女子(普通科)･専願☆③

154840  新潟南(理数ｺｰｽ) 154100  三条商業(総合ビジネス科) 154511  新潟中央(音楽科)

150901  高田 156050  新潟青陵(普通科普通ｺｰｽ)･併願③

150303  新潟江南 154120  塩沢商工(商業科) 156056  新潟青陵(普通科普通ｺｰｽ)･専願③

150902  高田北城 156054  新潟青陵(普通科高大一貫ｺｰｽ)③

150307  新潟向陽 154030  新発田商業(商業、情報処理科) 154661  八海(体育科)

150906  有恒 156060  新潟第一(普通科)･併願③

150403  白根 154150  高田商業(総合ビジネス科) 156061  新潟第一(普通科)･専願③

150911  糸魚川

150304  新潟西(普通ｺｰｽ) 154080  長岡商業(総合ビジネス、情報ビジネス科) 154740  海洋(水産科) 156070  新潟明訓(普通科)③

154830  新潟西(学励ｺｰｽ) 151000  佐渡           

154010  新潟商業(総合ビジネス科) 156120  日本文理(普通科)･併願③

150400  巻 151001  羽茂 154012  新潟商業(情報処理科) 156121  日本文理(普通科)･専願③

154020  吉田 150103  荒川(定時制)③ 156130  北越(普通科総合進学ｺｰｽ)･併願③

154450  加茂農林(農業科) 156135  北越(普通科総合進学ｺｰｽ)･専願③

150402  分水 150308  新潟翠江(昼間定時制)③ コード 学 校 (学 科) 名 156132  北越(普通科インターナショナル特進ｺｰｽ･併願③

154420  新発田農業(農業科) 159900  長岡工業高等専門学校(機械工学科) 156134  北越(普通科インターナショナル特進ｺｰｽ･専願③

150404  三条 150702  堀之内(昼間定時制)③ 159901  長岡工業高等専門学校(環境都市工学科)

154480  高田農業(農業科) 159902  長岡工業高等専門学校(電気電子システム工学科)

150405  三条東 150800  出雲崎(昼間定時制)③ 159903  長岡工業高等専門学校(電子制御工学科)

154440  長岡農業(農業科)

体 育 科

音 楽 科

◎ 公  立 ～ 普 通 科

農 林 業 科

国 際 系

家 庭 系

福 祉 科

◎ 国  立

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社 

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

工 業 科総合学科

◎ 私  立

商 業 科

理 数 科・英 語 理 数 科

海 洋 系



 2018年度8月以降用 富山県高等学校志望校コード表

⑩  (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科 ◎ 私  立

コード 学 校 (コース) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

160022  泊 166030  高朋(普通科)

164241  上市(総合学科) 164090  石動(商業科) 164012  富山北部(くすり・バイオ科)

160023  入善

160025  小杉(総合学科) 164030  新湊(商業科) 164160  滑川(薬業科) 166000  高岡向陵(未来デザインｺｰｽ)

160018  桜井 166001  高岡向陵(未来探究ｺｰｽ)

160003  富山いずみ(総合学科) 164023  高岡商業(流通経済科)

160015  魚津 164024  高岡商業(国際経済科) 166010  高岡第一(普通科総合ｺｰｽ)

164020  高岡商業(会計科) 166011  高岡第一(普通科特別進学ｺｰｽ)

160017  滑川 164025  高岡商業(情報処理科)

164220  氷見(農業科学科) 166020  高岡龍谷(普通科クリエイトｺｰｽ)

160021  雄山 164000  富山商業(流通経済、国際経済科) 166022  高岡龍谷(普通科特進ｺｰｽプログレス)

160012  伏木(国際交流科) 164001  富山商業(会計科) 164480  中央農業(生物生産、園芸デザイン、バイオ技術科)

160024  八尾 164002  富山商業(情報処理科)           166070  富山国際大学付属(普通科フロンティアｺｰｽ)

164250  入善(農業科)                   

160006  富山西 164010  富山北部(情報デザイン科) 166080  富山第一(普通科総合ｺｰｽ)

164290  南砺福野(農業環境科) 166081  富山第一(普通科特別進学ｺｰｽ)

160000  富山 164050  滑川(商業科)

164450  高岡(探究科学科)

160001  富山中部 164040  氷見(ビジネス科) 166040  新川(普通科普通ｺｰｽ)

164430  富山(探究科学科)

160002  富山北部

164440  富山中部(探究科学科) 164500  氷見(海洋科学科) 166060  不二越工業(情報機械科)

160004  富山東

164280  滑川(海洋科)

160005  富山南 164151  魚津工業(機械科) 166050  龍谷富山(普通科総合ｺｰｽ)

164150  魚津工業(電気科)

160007  水橋(普通ｺｰｽ) 164152  魚津工業(情報環境科)

164520  水橋(体育ｺｰｽ)

164230  桜井(土木科)

160008  呉羽(普通ｺｰｽ) 164350  雄山(生活文化科)

164530  呉羽(音楽ｺｰｽ) 164131  高岡工芸(機械、建築科) ◎ 国  立

164130  高岡工芸(電気科) コード 学 校 (学 科) 名

160026  大門 164132  高岡工芸(工芸科) 164490  桜井(生活環境科) 169900  富山高等専門学校本郷キャンパス

            (電気制御システム工学科)

160013  新湊 164210  砺波工業(機械科) 169901  富山高等専門学校本郷キャンパス

164211  砺波工業(電気科)             (機械システム工学科)

160009  高岡 164212  砺波工業(電子科) 169902  富山高等専門学校本郷キャンパス

            (物質化学工学科)

160010  高岡西 164113  富山工業(機械工学科) 164330  氷見(生活福祉科)

164112  富山工業(金属工学科)

160011  高岡南 164110  富山工業(電気工学科) 164400  南砺福野(福祉科) 169910  富山高等専門学校射水キャンパス

164111  富山工業(建築工学科)             (商船学科)

160027  福岡 169912  富山高等専門学校射水キャンパス

            (電子情報工学科)        

160014  氷見 169914  富山高等専門学校射水キャンパス

            (国際ビジネス学科)

160019  砺波 164311  富山いずみ(看護科)

160028  南砺福野

160033  南砺平

160032  南砺福光

160030  石動

国際交流科

探究科学科

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社 

総合学科

◎ 公  立 ～ 普 通 科

商 業 科

看 護 科

薬 業 科

農 業 科

水産業科

工 業 科

福 祉 科

家 庭 科



 2018年度8月以降用 石川県高等学校志望校コード表

⑪ (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会  教育開発出版株式会社

コード 学 校 (ｺｰｽ) 名 コード 学 校 (ｺｰｽ) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・ｺｰｽ) 名

170000  大聖寺 170019  七尾(普通ｺｰｽ) 176040  鵬学園(普通科)

174271  飯田(総合学科) 174090  金沢市立工業(機械科) 176041  鵬学園(調理科)

170026  穴水 174096  金沢市立工業(電気、電子情報科)

170001  小松 170023  加賀(総合学科) 174094  金沢市立工業(建築科)

170027  門前(普通ｺｰｽ) 174095  金沢市立工業(土木科) 176020  金沢(普通科進学ｺｰｽ)

170002  小松明峰 174320  金沢北陵(総合学科) 176022  金沢(普通科特進ｺｰｽ)

174070  県立工業(機械システム科) 176021  金沢(普通科Ｓｺｰｽ)

170033  能登 170028  志賀(総合学科) 174071  県立工業(電気、材料化学科)

170003  小松市立(普通ｺｰｽ) 174072  県立工業(電子情報科)

170050  小松市立(芸術ｺｰｽ) 170020  輪島 170017  津幡(総合学科) 174074  県立工業(工芸科) 176030  金沢学院(普通科総合進学ｺｰｽ)

174075  県立工業(テキスタイル工学科) 176032  金沢学院(普通科特別進学ｺｰｽ)

170022  飯田 170004  寺井(総合学科) 174073  県立工業(デザイン科)

170005  鶴来(普通ｺｰｽ)

174010  鶴来(スポーツ科学ｺｰｽ) 170007  松任(総合学科) 174061  小松工業(機械科) 176060  金沢龍谷(普通科普通ｺｰｽ)

174060  小松工業(電気、建設科) 176061  金沢龍谷(普通科特進Ⅰｺｰｽ)

174260  輪島(総合学科) 174062  小松工業(材料化学科)

170006  野々市明倫

174050  大聖寺実業(電子機械科) 176083  小松大谷(普通科特進ｺｰｽ)③

176084  小松大谷(普通科教養ビジネスｺｰｽ)③

170008  金沢錦丘 174131  七尾東雲(電子機械科) 176081  小松大谷(体育科)③

170009  金沢泉丘 174100  羽咋工業(電子機械科)

174101  羽咋工業(電気科) 176050  星稜(普通科Ｂｺｰｽ)

170010  金沢二水 174104  羽咋工業(建設造形科) 176051  星稜(普通科Ａｺｰｽ)

176052  星稜(普通科Ｐｺｰｽ)

174160  金沢泉丘(理数科)

170011  金沢伏見

174300  小松(理数科) 176100  日本航空(航空科航空工学ｺｰｽ)③

170012  金沢辰巳丘(普通ｺｰｽ) 174310  七尾(理数科)

174171  金沢辰巳丘(芸術ｺｰｽ) 174140  翠星(総合グリーン科学科) 176070  北陸学院(普通科総合進学ｺｰｽ)

176072  北陸学院(普通科特別進学ｺｰｽ)

170013  金沢桜丘

176010  遊学館(普通科)

170014  金沢西

170021  能登(地域創造科) 170032  田鶴浜(健康福祉科)

170015  金沢向陽         

 

170016  内灘

170031  宝達 174023  金沢商業(総合情報ビジネス科) 174150  田鶴浜(衛生看護科) コード 学 校 (学 科) 名

        179900  石川工業高等専門学校(機械工学科)③

170018  羽咋 174000  小松商業(商業科) 179902  石川工業高等専門学校(電気工学科)③

179901  石川工業高等専門学校(電子情報工学科)③

170029  志賀 174051  大聖寺実業(情報ビジネス科) 179903  石川工業高等専門学校(環境都市工学、建築学科)③

                      

170030  鹿西 174200  七尾東雲(総合経営学科) 174290  津幡(スポーツ健康科学科) 176090  金沢大学附属

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社

◎ 公  立 ～ 普 通 科 ◎ 私  立

農林業科

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

工 業 科総合学科

理 数 科

地域創造科

商 業 科

体 育 科

衛生看護科 ◎ 国  立

福 祉 科



 2018年度8月以降用 福井県高等学校志望校コード表

⑫ (2018年6月1日現在) 高校入試問題研究会 教育開発出版株式会社

コード 学 校 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

180000  藤島 186040  啓新(普通科進学ｺｰｽ、普通ｺｰｽ)

184240  丹南(総合学科) 184080  奥越明誠(機械、電気科) 186041  啓新(普通科特別進学ｺｰｽ)

180006  高志         186042  啓新(情報商業科)

186043  啓新(ファッションデザイン科)☆

184040  科学技術(機械システム、情報工学、化学システム科) 186044  啓新(調理科)

180002  羽水 184041  科学技術(電子電気科)

180001  足羽 184230  武生東(国際科) 186000  昭英(普通科)③

184050  武生工業(電気、都市・建築、工業化学、電子機械科)

180008  三国 184072  敦賀工業(電子機械科) 186010  仁愛女子(普通科進学ｺｰｽ)☆

184071  敦賀工業(電気科) 186011  仁愛女子(普通科特別進学ｺｰｽ)☆

180010  金津 184073  敦賀工業(建築システム科) 186013  仁愛女子(普通科商業ｺｰｽ)☆

184210  武生(理数科) 184074  敦賀工業(情報ケミカル科) 186014  仁愛女子(普通科英語留学ｺｰｽ)☆

180009  丸岡

184183  若狭東(電気・機械科)

180014  大野           186027  敦賀気比(普通科教養ｺｰｽ)

186021  敦賀気比(普通科特別進学ｺｰｽ)

184221  若狭(文理探究科) 186020  敦賀気比(普通科進学ｺｰｽ一般専攻、中国語専攻)

180015  勝山 186028  敦賀気比(普通科進学ｺｰｽ美術専攻)

180005  鯖江

186030  福井工業大学附属福井(進学科進学ｺｰｽⅡ類)

186031  福井工業大学附属福井(特別進学科スーパー特進、特別進学ｺｰｽ)

180011  丹生 186032  福井工業大学附属福井(進学科創造科学ｺｰｽ)

184090  福井農林(生物生産、環境工学、生活科学、生産流通科) 186033  福井工業大学附属福井(衛生看護科)

180004  武生 184181  若狭東(地域創造科)                

184182  若狭東(生活創造科) 186050  北陸(普通科普通ｺｰｽ)

184201  奥越明誠(ビジネス情報科) 186054  北陸(普通科進学ｺｰｽ)

186051  北陸(普通科特別進学ｺｰｽ特進ｸﾗｽ)

180013  武生東 186055  北陸(普通科特別進学ｺｰｽスーパー特進ｸﾗｽ)

184010  武生商業(商業、情報処理、情報ビジネス科) 186053  北陸(普通科特別進学ｺｰｽ運動特進ｸﾗｽ)

          186052  北陸(商業科情報処理ｺｰｽ)

180012  敦賀           

184030  敦賀(商業科)

180020  美方 184031  敦賀(情報経理科) 184150  若狭(海洋科学科)

◎ 国  立

180016  若狭 184000  福井商業(商業科) コード 学 校 (学 科) 名

184002  福井商業(流通経済科) 189900  福井工業高等専門学校(機械工学、電気電子工学、電子情報工学科)

184004  福井商業(会計科) 189901  福井工業高等専門学校(物質工学、環境都市工学科)

184001  福井商業(情報処理科) 184110  美方(生活情報科)

184003  福井商業(国際経済科) 184111  美方(食物科)

184170  若狭東(ビジネス情報科)

184081  奥越明誠(生活福祉科)

◎ 公  立 ～ 普 通 科 ◎ 公  立 ～ 総合・専門学科 ◎ 私  立

農林業科

工 業 科

国 際 科

理 数 科

探 究 科

水産業科

総合学科

福 祉 科

家 庭 科

判定性別 ★＝男子 ☆＝女子 他＝男女  判定科目 ③＝英数国 他＝英数国理社

商 業 科
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