
 2018年度8月以降用 広島県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 (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 コード 学 校 (学 科・コース) 名

340405  広島国泰寺(普通ｺｰｽ) 341201  東城 346020  盈進(普通科進学ｺｰｽ)③ 346280  比治山女子(普通ｺｰｽ)☆③

344810  広島国泰寺(理数ｺｰｽ) 341202  西城紫水 344680  安芸(総合学科) 344070  尾道商業(商業、ビジネス会計、 346021  盈進(普通科特別進学ｺｰｽ)③ 346281  比治山女子(英語ｺｰｽ)☆③

340404  広島皆実           情報管理科) 346283  比治山女子(特進ｺｰｽ)☆③

340407  広島井口 340500  賀茂 344740  因島(総合学科) 344050  呉商業(商業、情報処理、会計科) 346030  英数学館(アドバンストｺｰｽ)③

340501  賀茂北 346250  広島県瀬戸内(普通科一般ｺｰｽ)

340301  安古市 344650  大竹(総合学科) 344191  総合技術(現代ビジネス科) 346290  尾道(普通科総合進学ｺｰｽ) 346252  広島県瀬戸内(普通科特別進学ｺｰｽ)

340303  安西 340502  黒瀬 346293  尾道(普通科最難関、難関ｺｰｽ)

340503  河内 344690  尾道北(総合学科) 344060  竹原(商業科) 346292  尾道(機械、電気科)★ 346090  広島工業大学(総合進学類型)③

340304  祇園北(普通ｺｰｽ) 346092  広島工業大学(特別進学類型)③

344830  祇園北(理数ｺｰｽ) 340702  豊田 344720  神辺(総合学科) 344022  広島商業(商業科) 346310  銀河学院(普通科)

340205  廿日市 344023  広島商業(国際経済科) 346152  広島国際学院(普通科進学ｺｰｽⅠ・Ⅱ型)

340300  可部 344410  呉市立呉(総合学科) 344024  広島商業(会計科) 346390  近畿大学附属広島･東広島校(普通科 346150  広島国際学院(普通科特進ｺｰｽ)

340302  高陽 340202  佐伯 344025  広島商業(情報システム科) 　　　　　　　　　   　ＡＤⅠｺｰｽ) 346154  広島国際学院(総合学科)

340203  廿日市西 344640  高陽東(総合学科) 346391  近畿大学附属広島･東広島校(普通科

340312  安芸南 344030  広島市立広島商業(みらい商業科)      　　              ＡＤⅡｺｰｽ) 346141  広島桜が丘(普通科)③

340206  五日市 341400  吉田 344660  戸手(総合学科)

341401  向原 344080  福山商業(流通経済、情報ビジネス科) 346041  近畿大学附属広島･福山校(普通科 346340  広島三育学院(普通科総合文理ｺｰｽ)③

340204  湯来南 344670  広島観音(総合学科) 　　　　　　　 　  　特別進学ｺｰｽ) 346341  広島三育学院(普通科国際英語ｺｰｽ)③

340607  広 340604  大柿 346342  広島三育学院(普通科数理科学ｺｰｽ)③

340311  安芸府中 344700  福山誠之館(総合学科) 344150  呉工業(機械、電気、電子機械、 346410  呉青山(普通科)③

340608  呉宮原         材料工学科) 346330  広島修道大学ひろしま協創

340609  呉三津田 340308  海田 344710  松永(総合学科) 344190  総合技術(電子機械、情報技術、 346050  呉港(普通科進学ｺｰｽ)         (普通科クロスキャンパスｺｰｽ)③

340310  熊野           環境設備科) 346052  呉港(普通科特進ｺｰｽ) 346333  広島修道大学ひろしま協創

340602  音戸 344230  三次青陵(総合学科) 346051  呉港(機械、電気情報科)★③         (普通科プログレスｺｰｽ)

340601  呉昭和 340100  加計 344130  広島工業(機械、電気、建築、

340101  千代田           土木、化学工学科) 346170  広陵(普通科Ⅱ類)③ 346130  広島城北(普通科)★③

340700  竹原 344140  広島市立広島工業(機械、自動車､ 346173  広陵(普通科Ⅰ類)③

340701  忠海 344730  大崎海星               電気、情報電子科) 346122  広島翔洋(普通科)③

344560  安芸府中(国際科) 344141  広島市立広島工業(建築､ 346190  山陽(普通科進学ｺｰｽ)③ 346120  広島翔洋(ビジネス科)③

340807  三原 341100  世羅                   環境設備科) 346193  山陽(普通科特別進学ｺｰｽ)③

340808  三原東 346194  山陽(普通科特進ﾌﾛﾝﾃｨｱｺｰｽ)③ 346220  広島新庄(普通科Ⅰ類)

341005  油木 344200  福山工業(機械、電気、建築、 346191  山陽(情報会計科)③ 346221  広島新庄(普通科Ⅱ類)

340809  尾道東(普通ｺｰｽ)           工業化学、電子機械、 346192  山陽(工学科)★③

344820  尾道東(国際教養ｺｰｽ) 340000  加計・芸北分校 344360  海田(家政科)           染織システム科) 346160  広島文教女子大学附属(普通科Ｂｺｰｽ)☆③

340505  広島③ 344210  府中東(インテリア、 346200  山陽女学園(普通科進学ｺｰｽ)☆③ 346161  広島文教女子大学附属(普通科Ａｺｰｽ)☆③

340803  御調 344470  沼南(家政科)         都市システム科) 346204  山陽女学園(普通科ﾗｲｾﾝｽｺｰｽ)☆③

340806  瀬戸田 346202  山陽女学園(理数科)☆③ 346103  広島なぎさ(普通科)③

344120  宮島工業(機械、電気、情報技術

340907  福山葦陽 340406  基町(普通ｺｰｽ)           建築、インテリア、 346260  清水ヶ丘(普通科進学ｺｰｽ)☆③ 346300  福山暁の星女子(進路探究ｺｰｽ)☆③

340901  沼南 344760  基町(創造表現ｺｰｽ) 344620  黒瀬(福祉科)           素材システム科) 346262  清水ヶ丘(普通科特別進学ｺｰｽ)☆③

346261  清水ヶ丘(商業科)☆③ 346010  安田女子(普通科)☆③

340906  大門(普通ｺｰｽ) 340408  舟入(普通ｺｰｽ) 344281  世羅(生活福祉科) 346264  清水ヶ丘(看護科)☆③

344850  大門(理数ｺｰｽ) 340409  舟入(国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 344251  西条農業(園芸、畜産、農業機械､

                ｺｰｽ) 344193  総合技術(人間福祉科)           生物工学科) 346210  修道★③ 

340904  福山明王台 344252  西条農業(生活、食品科学科) コード 学 校 (学 科) 名

341004  神辺旭 340307  沼田(普通ｺｰｽ) 344520  吉田(生活福祉科) 344250  西条農業(緑地土木科) 346380  如水館(総合進学Ｂ類) 349910  呉工業高専(機械工学、電気情報工学、

344550  沼田(体育ｺｰｽ) 346382  如水館(特進Ａ類)             環境都市工学、建築学科)

341000  府中           344260  沼南(園芸デザイン科) 346384  如水館(難関特進Ｓ類)

341102  上下 340402  美鈴が丘 344570  広島皆実(衛生看護科) 344290  庄原実業(生物生産学、環境工学､         349900  広島商船高等専門(商船学科)

          食品工学、生活科学科) 346230  進徳女子(普通科)☆③ 349901  広島商船高等専門(電子制御工学科)

341001  府中東 346232  進徳女子(食育デザイン科)☆③ 349902  広島商船高等専門(流通情報工学科)

341301  三次 344280  世羅(農業経営科)                

344192  総合技術(食デザイン科) 346241  崇徳(普通科進学ｺｰｽ)★ 346360  広島大学附属(普通科)

341302  日彰館 344630  神辺旭(体育科)       346240  崇徳(普通科特別進学ｺｰｽ)★

341200  庄原格致 340905  福山③ 344270  油木(産業ビジネス科) 346370  広島大学附属福山(普通科)

344600  広島皆実(体育科) 344300  吉田(アグリビジネス科) 346351  武田(普通科Ｂｺｰｽ)

346350  武田(普通科Ａｺｰｽ)

◎ 公  立 ～ 普 通 科

広 島 市 立

福 祉 科

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

工 業 科

総合学科 商 業 科

福 山 市 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

体 育 科

◎ 私  立

国 際 科

家 政 科

◎ 国  立

農 業 科

衛生看護科



 2018年度8月以降用 岡山県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

◎ 公  立 ～ 普 通 科 ◎ 公  立 ～ 普 通 科 ◎ 公  立 ～ 専門学科 ◎ 公  立 ～ 専門学科

コード 学 校 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 コード 学 校 (学 科・コース) 名

336000  岡山(普通科)③ 336190  川崎医科大学附属(普通科)③

330000  岡山朝日 330005  岡山城東(普通科) 334010  岡山東商業(ビジネス創造、 334180  岡山工業(機械科)

334601  岡山城東            情報ビジネス科) 334181  岡山工業(電気、情報技術科) 336091  岡山学芸館(普通科進学ｺｰｽ)③ 336050  関西(普通科総合進学ｺｰｽ)★③

330001  岡山操山    (国際教養分野)③ 334020  岡山南(商業科) 334182  岡山工業(化学工学、土木科) 336093  岡山学芸館(普通科特別進学ｺｰｽ)③ 336051  関西(普通科特別進学ｺｰｽ)★③

330038  勝山･蒜山校地 334021  岡山南(国際経済科) 334183  岡山工業(建築科) 336092  岡山学芸館(普通科スーパーＶｺｰｽ)③ 336055  関西(普通科国立進学ｺｰｽ)★

330003  岡山芳泉          (普通科) 334040  岡山南(情報処理科) 334184  岡山工業(デザイン科) 336099  岡山学芸館(普通科医進ｺｰｽ) 336052  関西(商業科キャリアアドバンスｺｰｽ)★③

330011  倉敷中央(普通科) 336094  岡山学芸館(英語科)③ 336053  関西(商業科特別進学ｺｰｽ)★③

330004  岡山一宮 334233  倉敷中央(子どもｺｰｽ、 334130  勝山(ビジネス科) 334330  笠岡工業(電子機械科) 336056  関西(商業科スポーツアスリートｺｰｽ)★③

    健康スポーツｺｰｽ) 334331  笠岡工業(電気情報科) 336160  岡山県共生(普通科)③ 336054  関西(電気科)★③

330006  西大寺 330015  津山東(普通科) 334090  笠岡商業(商業、情報処理科) 334332  笠岡工業(環境土木科)

334292  津山東(体育分野)③ 336110  岡山県作陽(普通科進学ｺｰｽ)③ 336230  吉備高原学園(普通科)③

330016  玉野 330017  玉野光南(普通科) 334050  倉敷商業(商業、国際経済、 334240  倉敷工業(機械、電子機械科) 336111  岡山県作陽(普通科特別進学ｺｰｽ)③

330021  総社南(普通科)           情報処理科) 334241  倉敷工業(電気科) 336113  岡山県作陽(普通科スーパー特進ｺｰｽ)③ 336200  倉敷(普通科総合ｺｰｽ)③

334590  総社南(美術工芸系) 334242  倉敷工業(工業化学、 336112  岡山県作陽(普通科ミュージックｺｰｽ)③ 336201  倉敷(普通科特別進学ｺｰｽ)③

334591  総社南(国際系) 334000  西大寺(商業科) 　　　　ファッション技術科) 336117  岡山県作陽(普通科スポーツｺｰｽ)③ 336203  倉敷(商業科商業教養ｺｰｽ)③

330027  瀬戸 334370  高梁城南(電気科) 336205  倉敷(商業科商業進学ｺｰｽ)③

334070  玉島商業(ビジネス情報科) 334372  高梁城南(デザイン科) 336100  岡山県高梁日新(普通科)③

330029  和気閑谷 コード 学 校 (学 科) 名           336102  岡山県高梁日新(ビューティー科)③ 336210  倉敷翠松(普通科普通、進学ｺｰｽ)③

330039  勝間田(総合学科) 334150  玉野市立玉野商工 334300  玉野光南(情報科) 336217  倉敷翠松(普通科特別進学ｺｰｽ)③

330030  邑久 330025  岡山御津(総合学科)          (ビジネス情報科) 336222  岡山県美作(普通科総合ｺｰｽ)③ 336213  倉敷翠松(商業科)③

330045  倉敷市立倉敷翔南 334151  玉野市立玉野商工(機械科) 336224  岡山県美作(普通科総合進学ｺｰｽ)③ 336214  倉敷翠松(生活科学科)③

 (定時制総合学科)③ 334080  津山商業(地域ビジネス、 336220  岡山県美作(普通科特別進学ｺｰｽ)③ 336215  倉敷翠松(看護科)③

330007  倉敷青陵 330031  鴨方(総合学科) 　　　　　情報ビジネス科) 334280  津山工業(機械、 336221  岡山県美作(普通科福祉ｺｰｽ)③

334400  備前緑陽(総合学科) 334100  新見(総合ビジネス科)           ロボット電気科) 336070  興譲館(普通科特別進学ｺｰｽ)③

330008  倉敷天城 334281  津山工業(工業化学、土木、 336120  おかやま山陽(普通科進学ｺｰｽ)③ 336074  興譲館(普通科キャリアデザインｺｰｽ)③

330009  倉敷南 334610  矢掛(地域ビジネス科)           建築、デザイン科) 336123  おかやま山陽(普通科公務員ｺｰｽ)③ 336075  興譲館(普通科スポーツｺｰｽ)③

334390  新見(工業技術科) 336126  おかやま山陽(普通科資格専門ｺｰｽ)③ 336076  興譲館(普通科トータル進学ｺｰｽ)③

330010  倉敷古城池 コード 学 校 (学 科) 名 336121  おかやま山陽(普通科音楽ｺｰｽ)③

330013  玉島 334190  東岡山工業(機械、電子機械、 336122  おかやま山陽(普通科スポーツｺｰｽ)③ 336080  金光学園(普通科)③

330012  倉敷鷲羽       電気、設備システム科) 336127  おかやま山陽(製菓科)③

330020  総社       (未来創造科) 334110  和気閑谷(キャリア探求科) 334193  東岡山工業(工業化学科) 336124  おかやま山陽(機械、自動車科)③ 336130  山陽女子(普通科総合進学ｺｰｽ)☆③

336125  おかやま山陽(調理科)③ 336131  山陽女子(普通科エクセルｺｰｽ)☆③

330032  矢掛 334250  水島工業(機械科) 336135  山陽女子(スーパー特別進学ｺｰｽ)☆③

334001  西大寺(国際情報科) 334251  水島工業(電気科) 336060  岡山商科大学附属(総合進学ｺｰｽ)③ 336134  山陽女子(普通科Musicｺｰｽ)☆③

334340  井原(園芸科) 334253  水島工業(情報技術科) 336061  岡山商科大学附属(特別進学ｺｰｽ)

334252  水島工業(工業化学、建築科) 336062  岡山商科大学附属 336140  就実(普通科総合進学ｺｰｽ)☆③

330018  笠岡 334460  勝間田(グリーン環境、            (スーパーライセンスｺｰｽ)③ 336145  就実(普通科特別進学チャレンジｺｰｽ)③

334550  岡山一宮(理数科)         食品科学科) 336065  岡山商科大学附属(商大ｺｰｽ)③ 336141  就実(普通科特別進学ｺｰｽアドバンスｸﾗｽ)③

330019  井原 334560  倉敷天城(理数科)③ 334450  真庭(生物生産、食品科学科) 334341  井原(家政科) 336066  岡山商科大学附属(ＩＴデザインｺｰｽ)③ 336144  就実(普通科特別進学ｺｰｽハイグレードｸﾗｽ)③

334570  玉島(理数科) 334220  岡山南(生活創造科) 336067  岡山商科大学附属(健康スポーツｺｰｽ)③

330032  矢掛 334500  津山(理数科) 334170  興陽(農業、農業機械、 334221  岡山南(服飾デザイン科) 336063  岡山商科大学附属(自動車整備ｺｰｽ)③ 336180  清心女子(文理ｺｰｽ進学ｸﾗｽ)☆③

      造園デザイン科) 336064  岡山商科大学附属(工業技術ｺｰｽ)③ 336181  清心女子(生命科学ｺｰｽ)☆

334230  倉敷中央(家政科) 336183  清心女子(文理ｺｰｽ選抜ｸﾗｽ)☆

330022  高梁 334410  瀬戸南(生物生産、 334171  興陽(家政、被服デザイン科) 336020  岡山白陵(普通科)③ 336184  清心女子(ＮＤＳＵ特別進学ｺｰｽ)☆

334231  倉敷中央(福祉科)         園芸科学科)

330023  新見 334411  瀬戸南(生活デザイン科) 336041  岡山理科大学附属(普通科 336012  創志学園(看護科)③

334430  高梁城南(環境科学科) 334350  総社(家政科)            グローバルサイエンスｺｰｽ) 336013  創志学園(普通科特別進学ｺｰｽⅡ)③

330037  真庭           334360  高梁(家政科) 336044  岡山理科大学附属(普通科 336014  創志学園(普通科フロンティアｺｰｽ)③

334440  真庭(看護科) 334160  高松農業(農業科学、 334290  津山東(食物調理科) 　　　　　　 スポーツサイエンスｺｰｽ) 336015  創志学園(普通科体育ｺｰｽ)③

     園芸科学、畜産科学、 336042  岡山理科大学附属(教育学科) 336016  創志学園(普通科特別進学ｺｰｽⅠ)③

330014  津山 334232  倉敷中央(看護科)      農業土木、食品科学科) 336049  岡山理科大学附属(普通科

             インターナショナルｺｰｽ)③ 336170  明誠学院(普通科進学総合ｺｰｽ)③

330036  勝山 334291  津山東(看護科) 334391  新見(生物生産科) コード 学 校 (学 科) 名 336179  明誠学院(普通科特別進学ｺｰｽⅠ類)③

339900  津山工業高等専門学校 336150  岡山龍谷(普通科進学教養ｺｰｽ)③ 336171  明誠学院(普通科特別進学ｺｰｽⅡ類)③

330041  林野             (総合理工学科) 336154  岡山龍谷(普通科特別進学ｺｰｽⅠ類)③ 336178  明誠学院(普通科特別進学ｺｰｽⅢ類)

334310  玉野光南(体育科)③ 336153  岡山龍谷(普通科特別進学ｺｰｽⅢ類)③ 336172  明誠学院(普通科新情報ｺｰｽ)③

330037  真庭 336151  岡山龍谷(情報科)③ 336177  明誠学院(普通科保育・福祉ｺｰｽ)③

336155  岡山龍谷(普通科選択選抜ｺｰｽ)③ 336174  明誠学院(普通科特別芸術ｺｰｽ)③

東 備 学 区

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 工 業 科岡 山 学 区 全  県

◎ 公  立 ～ 専門学科

未来創造科

西 備 学 区

◎ 公  立 ～ 総合学科

備 北 学 区

倉 敷 学 区

美 作 学 区

◎ 国  立

体 育 科

キャリア探求科

農林業科

看 護 科

国際情報科

理 数 科

福 祉 科

家 庭 科



 2018年度8月以降用 山口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

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 コード 学 校 (学 科・コース) 名

350002  岩国 350032  田部 356010  宇部鴻城(普通科普通ｺｰｽ)③ 356130  中村女子(普通科普通)☆③

354000  岩国商業(総合ビジネス科) 354080  岩国工業(機械科) 356013  宇部鴻城(普通科特別進学ｺｰｽ･一般生)③ 356135  中村女子(普通科特別進学ｺｰｽ)☆③

350033  西市 354002  岩国商業(国際情報科) 354081  岩国工業(電気科) 356016  宇部鴻城(普通科特別進学ｺｰｽ･奨学生) 356131  中村女子(情報ビジネス科)☆③

350004  岩国・坂上分校 354082  岩国工業(都市工学科) 356011  宇部鴻城(工業に関する学科: 356134  中村女子(調理科)☆③

350034  豊浦 354050  宇部商業(商業科) 354084  岩国工業(システム化学科) 　　　　　　機械・自動車工学科)③ 356132  中村女子(福祉科)☆③

350005  岩国・広瀬分校 354051  宇部商業(総合情報科) 356015  宇部鴻城(医療秘書科)③ 356133  中村女子(看護科)☆③

350036  下関西 354140  宇部工業(機械科)

350006  高森 354040  西京(総合ビジネス科) 354142  宇部工業(電子機械科) 356050  宇部フロンティア大学付属香川(普通科 356171  野田学園(普通科進学ｺｰｽ)

350037  下関南 354041  西京(情報処理科) 354143  宇部工業(電気科)                               進学ｺｰｽ) 356172  野田学園(普通科

354141  宇部工業(化学工業科) 356053  宇部フロンティア大学付属香川(普通科           ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺｰｽ)

350000  周防大島 350041  大津緑洋 354070  下関市立下関商業(商業科)                               特進ｺｰｽ) 356173  野田学園(普通科特別進学ｺｰｽ)

354071  下関市立下関商業 354150  小野田工業(機械科) 356052  宇部フロンティア大学付属香川

350007  柳井 350042  萩              (情報処理科) 354152  小野田工業(電子情報科)                    (生活デザイン科)③ 356140  梅光学院(普通科進学ｺｰｽ)

354151  小野田工業(化学工業科) 356055  宇部フロンティア大学付属香川 356141  梅光学院(普通科特別進学ｺｰｽ)

354020  徳山商工(総合ビジネス科)                        (食物調理科)③ 356143  梅光学院(音楽科)

350008  熊毛南 354021  徳山商工(情報ビジネス科) 354110  下松工業(システム機械科) 356056  宇部フロンティア大学付属香川

354111  下松工業(電子機械科)                            (保育科)③ 356150  萩光塩学院(普通科)③

354060  萩商工(総合ビジネス科) 354112  下松工業(情報電子科) 356020  慶進(普通科グローバルｺｰｽ)③

350010  光 354061  萩商工(情報デザイン科) 354113  下松工業(化学工業科) 356021  慶進(普通科アドバンスｺｰｽ) 356110  早鞆(普通科ｷｬﾘｱ･ｱｽﾘｰﾄｺｰｽ)～男★

356111  早鞆(普通科ｷｬﾘｱ･ｱｽﾘｰﾄｺｰｽ)～女☆

350012  熊毛北 354030  防府商工(商業科) 354170  下関工科(機械工学、電気工学 356000  サビエル(普通科進学ｺｰｽ) 356112  早鞆(普通科進学グローアップｺｰｽ)

354031  防府商工(情報処理科)    建設工学、応用化学工学科) 356001  サビエル(普通科特別進学ｺｰｽ) 356113  早鞆(普通科ビューティーｺｰｽ)☆

350013  下松 ◎ 公  立 ～ 総合学科 356114  早鞆・菁菁館(普通科特別進学ｺｰｽ)

コード 学 校 (学 科) 名 354011  柳井商工(ビジネス情報科) 354100  田布施農工(機械制御科) 356030  下関国際(普通科普通ｺｰｽ)③ 356119  早鞆(自動車工学科)

350014  華陵 350003  岩国総合(総合学科) 356032  下関国際(普通科ハングル会話ｺｰｽ)③ 356117  早鞆(生活クリエイト科)

354120  徳山商工(機械科) 356031  下関国際(電子機械科)③ 356118  早鞆(衛生看護科)

350015  徳山 354470  宇部西(総合学科) 354121  徳山商工(電子情報技術科)

354122  徳山商工(環境システム科) 356040  下関短期大学付属(普通科)☆③ 356181  柳井学園(普通科ビジネスｺｰｽ)

350016  徳山・徳山北分校 350035  長府(総合学科) 354200  田布施農工(生物生産科) 356041  下関短期大学付属(調理科調理ｺｰｽ)☆③ 356183  柳井学園(普通科グローバルｺｰｽ)

350017  徳山・鹿野分校 354201  田布施農工(食品科学科) 354130  南陽工業(機械システム科) 356182  柳井学園(衛生看護科)

350046  萩・奈古分校(総合学科) 354202  田布施農工(都市緑地科) 354132  南陽工業(電気科) 356090  誠英(普通科生活文化ｺｰｽ)☆③

350018  新南陽 354133  南陽工業(応用化学科) 356094  誠英(普通科情報文化ｺｰｽ)☆③ 356070  山口県鴻城(普通科普通ｺｰｽ)③ 

350011  光丘(総合学科) 354240  西市(生産流通科) 356092  誠英(普通科特別進学ｺｰｽ) 356071  山口県鴻城(普通科特別進学ｺｰｽ)③

354190  萩商工(機械・土木科) 356091  誠英(情報会計科)③ 356072  山口県鴻城(情報商業科)③

350019  防府・佐波分校 350021  防府西(総合学科) 354250  大津緑洋(生物生産科) 354191  萩商工(電気・建築科) 356093  誠英(福祉科)③ 356074  山口県鴻城(衛生看護科)③

354251  大津緑洋(生活科学科)

350020  防府 354033  防府商工(機械科) 356104  聖光(普通科総合ｺｰｽ) 356080  山口県桜ヶ丘(普通科進学､ｷｬﾘｱｺｰｽ)

◎ 公  立 ～ 専門学科 354220  山口農業(生物生産、 356100  聖光(普通科進学ｺｰｽ) 356083  山口県桜ヶ丘(普通科特進ｺｰｽ)

350022  山口 コード 学 校 (学 科) 名     食品工学、生活科学科) 354480  美祢青嶺(機械、電気科) 356103  聖光(普通科社会福祉ｺｰｽ) 356084  山口県桜ヶ丘(普通科ｱｰﾃｨｽﾄｺｰｽ)

354222  山口農業(環境科学科) 356101  聖光(綜合ビジネス科情報ビジネスｺｰｽ) 356081  山口県桜ヶ丘(商業科)

350023  山口中央 354400  華陵(英語科) 354090  柳井商工(機械科) 356105  聖光(綜合ビジネス科医療ビジネスｺｰｽ)☆ 356082  山口県桜ヶ丘(電気科)★

354092  柳井商工(建築・電子科) 356102  聖光(機械科)

350024  西京(普通ｺｰｽ)

354410  西京(体育ｺｰｽ) 356160  成進(普通科)③

356161  成進(総合ビジネス科)③ コード 学 校 (学 科) 名

350043  山口・徳佐分校 354340  岩国(理数科) 354330  大津緑洋(海洋技術、 359910  宇部工業高等専門(機械工学科)

　　　    海洋科学科) 356120  高川学園(普通科標準進学ｺｰｽ)③ 359911  宇部工業高等専門(電気工学科)

354350  徳山(理数科) 356125  高川学園(普通科特別進学ｺｰｽ)③ 359912  宇部工業高等専門(制御情報工学科)

350025  宇部 356123  高川学園(普通科スポーツ進学ｺｰｽ)③ 359913  宇部工業高等専門(物質工学科)

354360  山口(理数科) 356126  高川学園(普通科医療福祉ｺｰｽ)③ 359914  宇部工業高等専門(経営情報学科)

350026  宇部中央 354421  周防大島(地域創生科) 356127  高川学園(普通科情報ビジネスｺｰｽ)③                   

354311  厚狭(総合家庭科) 359900  徳山工業高等専門(機械電気工学科)

350028  小野田 356060  高水(普通科一般進学ｺｰｽ)③ 359901  徳山工業高等専門(情報電子工学科)

354490  宇部(探究科) 354280  熊毛北(ライフデザイン科) 356063  高水(普通科特別進学ｺｰｽ)③ 359902  徳山工業高等専門(土木建築工学科)

350029  厚狭 356061  高水(六年制普通科)③

354500  下関西(探究科) 354320  田部(総合生活科) 354300  防府(衛生看護科) 359920  大島商船高等専門(商船学科)

350047  美祢青嶺 356190  長門(普通科)③ 359921  大島商船高等専門(電子機械工学科)

354391  萩(探究科) 356191  長門(商業科)③ 359922  大島商船高等専門(情報工学科)

探 究 科

衛生看護科

◎ 私  立

商 業 科

◎ 公  立 ～ 専門学科

工 業 科

家 庭 科

水産業科

地域創生科

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

◎ 公  立 ～ 普 通 科

◎ 国  立

英 語 科

理 数 科



 2018年度8月以降用 鳥取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 (コース) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

310008  鳥取東

314040  倉吉総合産業(ビジネス科) 314042  倉吉総合産業(生活デザイン科)

314260  鳥取西

314080  鳥取商業(商業科) 314180  鳥取湖陵(人間環境科)

310000  岩美

314131  米子南(ビジネス情報科) 314210  米子南(生活文化科環境文化ｺｰｽ)

310009  八頭(総合ｺｰｽ) 314022  米子南(生活文化科調理ｺｰｽ)

314191  八頭(体育ｺｰｽ)

314194  八頭(探究文科ｺｰｽ)

314195  八頭(探究理科ｺｰｽ)

310006  倉吉東 コード 学 校 (学 科・コース) 名

316000  倉吉北(普通科総合ｺｰｽ)

310005  倉吉西 314030  倉吉総合産業(機械科) 316001  倉吉北(普通科特別進学ｺｰｽ)

314031  倉吉総合産業(電気科) 316003  倉吉北(調理科)

310013  鳥取中央育英(普通ｺｰｽ)

314220  鳥取中央育英(体育ｺｰｽ) 314000  境港総合技術(機械科) 316070  青翔開智(普通科)

314001  境港総合技術(電気電子科)

310012  米子東(普通ｺｰｽ) 316010  鳥取敬愛(普通科進学ｺｰｽ)

314280  米子東(生命科学ｺｰｽ) 314071  鳥取工業(機械科) 316011  鳥取敬愛(普通科

314070  鳥取工業(電気、制御・情報科)      特別進学Ⅰ類アカデミックｺｰｽ)

310011  米子西 314072  鳥取工業(建設工学科) 316014  鳥取敬愛(普通科

     特別進学Ⅱ類グローバルｺｰｽ)

310001  境 316013  鳥取敬愛(生活教養科)☆

314090  鳥取湖陵(電子機械科) 316015  鳥取敬愛(普通科総合ｺｰｽ)

314120  米子工業(機械、電気、情報電子科) 316020  鳥取城北(普通科普通ｺｰｽ)

314121  米子工業(環境エネルギー、建設科) 316022  鳥取城北(普通科志学ｺｰｽ)

316025  鳥取城北(普通科スポーツ科学ｺｰｽ

                        体育ｸﾗｽ)

コード 学 校 (学 科) 名 316026  鳥取城北(普通科スポーツ科学ｺｰｽ

                        特進ｸﾗｽ)

314240  青谷(総合学科)

316060  湯梨浜学園(普通科特別進学ｺｰｽ)③

314110  日野(総合学科)

316040  米子北(普通科普通ｺｰｽ)

314230  米子(総合学科) 314092  鳥取湖陵(情報科学科) 316041  米子北(普通科進学ｺｰｽ)

316042  米子北(普通科特別進学ｺｰｽ)

316043  米子北(看護科)

316031  米子松蔭(普通科進学ｺｰｽ)

316032  米子松蔭(普通科特別進学ｺｰｽβ)

314250  鳥取東(理数科) 314050  倉吉農業(生物、環境、食品科) 316033  米子松蔭(普通科特別進学ｺｰｽα)

316030  米子松蔭(普通科総合選択ｺｰｽ)

314060  智頭農林(ふるさと創造、森林科学、

          生活環境科) 316050  米子北斗(普通科)③

314100  鳥取湖陵(食品システム、  

314150  境港総合技術(福祉科)           緑地デザイン科)

コード 学 校 (学 科) 名

319901  米子工業高等専門(機械工学、

                  建築学科)

319900  米子工業高等専門(電気情報工学、

314010  境港総合技術(海洋科)                   電子制御工学科)

314011  境港総合技術(食品・ビジネス科) 319902  米子工業高等専門(物質工学科)

理 数 科

◎ 国  立

水産業科

農林業科

工 業 科

情報科学科

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

総合学科

福 祉 科

◎ 私  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 ～ 普 通 科 ◎ 公  立 ～ 専門学科

家 庭 科商 業 科



 2018年度8月以降用 島根県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

コード 学 校 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名
320000  安来 326040  出雲西(普通科福祉ｺｰｽ)

320030  出雲(理数科) 326042  出雲西(普通科特別進学ｺｰｽ)
320012  松江北 326041  出雲西(普通科ビジネスｺｰｽ)
320011  松江南 324170  大田(理数科)
320010  松江東 326050  出雲北陵(普通科普通ｺｰｽ)

324150  浜田(理数科) 326051  出雲北陵(普通科特別進学ｺｰｽ)
320018  大東 326052  出雲北陵(普通科音楽、
320004  横田 320029  益田(理数科) 　　　　　美術・ＣＧデザインｺｰｽ)

320008  三刀屋・掛合分校 320032  松江北(理数科) 326030  石見智翠館(普通科文理進学ｺｰｽ)
326033  石見智翠館(普通科スポーツｺｰｽ)

320022  飯南 320031  松江南(理数科) 326034  石見智翠館(智翠館特別ｺｰｽ）

320025  平田 326070  開星(普通科キャリアデザインｺｰｽ)
320009  出雲 326072  開星(普通科特別進学ｺｰｽ)

320015  大社 324050  出雲商業(商業、情報処理科) 326000  キリスト教愛真(普通科)③
          

320017  大田 324100  情報科学(情報処理、マルチメディア、
          情報システム科) 326090  松徳学院(普通科グローバルｺｰｽ)

320013  島根中央 326092  松徳学院(普通科アドバンスｺｰｽ)
324110  浜田商業(商業科)
324112  浜田商業(情報処理科)

320026  矢上 326020  益田東(普通科)
320006  江津 324080  松江商業(商業、国際ビジネス、

          情報処理科)
320023  浜田 324200  隠岐(商業科) 326060  松江西(普通科)

326061  松江西(総合ビジネス科)
320003  益田
320005  吉賀

324040  出雲工業(機械、電気、電子機械、 326010  明誠(普通科)
320019  津和野           建築科) 326013  明誠(福祉科)

          
320001  隠岐 324030  江津工業(機械・ロボット、
320002  隠岐島前           建築・電気科) 326080  立正大学淞南(普通科)③

320028  松江市立女子☆ 324010  益田翔陽(電子機械、電気科)

324070  松江工業(機械、電子機械、電気、
          電子、情報技術、
          建築都市工学科) コード 学 校 (学 科) 名

329900  松江工業高等専門(機械工学、
コード 学 校 (学 科) 名       電気情報工学、電子制御工学、

                環境・建設工学科)
320020  邇摩(総合学科) 329901  松江工業高等専門(情報工学科)

324060  出雲農林(植物科学、環境科学、
324020  益田翔陽(総合学科)           食品科学、動物科学科)

      
324091  松江農林(総合学科) 324021  益田翔陽(生物環境工学科)

320007  三刀屋(総合学科) 324090  松江農林(生物生産、環境土木科)
          

324180  矢上(産業技術科)  

324210  松江市立女子
 (国際文化観光科)☆

324000  隠岐水産(海洋生産、海洋システム科)

324120  浜田水産(海洋技術科)
324121  浜田水産(食品流通科)

324160  大社(体育科)
体 育 科

国際文化観光科

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

水産業科

農林業科

◎ 公  立 ～ 専門学科
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

工 業 科

理 数 科

◎ 私  立

◎ 国  立

商 業 科



 2018年度8月以降用 徳島県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 名 コード 学 校 名 コード 学 校 (学 科・類) 名

360011  小松島 360015  城ノ内 364023  阿南光(機械ロボットシステム、

   電気情報システム、都市環境システム科)

360009  富岡西 360008  富岡東 364112  つるぎ(電気科)

364111  つるぎ(機械科)

364110  つるぎ(建設科)

360019  那賀 360005  川島

364081  徳島科学技術(総合科学類）

364061  徳島科学技術(機械技術類)

360014  海部 364064  徳島科学技術(電気技術類)

364080  徳島科学技術(建設技術類)

コード 学 校 (学 科) 名 364065  徳島科学技術(海洋科学類)

364062  徳島科学技術(海洋技術類)

364050  城西(総合学科)

360002  鳴門

360026  池田・辻校(総合学科)

360012  板野 360024  鳴門渦潮(総合学科) 360010  阿南光(産業創造科)

364040  吉野川(農業科学、生物活用科)

360004  阿波

364150  徳島市立(理数科) 364200  小松島西・勝浦校(園芸福祉、応用生産科)

360003  名西 364540  富岡西(理数科) 364051  城西(生産技術、植物活用、食品科学、

      アグリビジネス科)

364300  城南(応用数理科)

360025  阿波西 364270  池田・三好校(食農科学、環境資源科)

364570  城北(理数科学科)

360013  穴吹 364280  海部(数理科学科) 364250  名西(芸術科音楽)

364251  名西(芸術科美術)

364252  名西(芸術科書道)

360006  脇町

364290  徳島北(国際英語科)

360007  池田 364001  小松島西(食物科)

364002  小松島西(生活文化科)

364530  池田(探究科)

364120  吉野川(会計ビジネス、食ビジネス、

        情報ビジネス科)

360000  城東 ◎ 私  立

361000  城東(学区外) 364000  小松島西(商業科) コード 学 校 (学 科・コース) 名

366000  香蘭(普通科)③

360016  城南 364070  徳島商業(情報処理、会計情報、商業科)

361016  城南(学区外) 366020  生光学園(普通科普通ｺｰｽ)③

364030  富岡東(商業科) 366021  生光学園(普通科特別進学ｺｰｽ)

360017  城北 366022  生光学園(普通科体育ｺｰｽ)③

361017  城北(学区外) 364140  つるぎ(商業科)

366030  徳島文理(普通科)③

360023  徳島北

361023  徳島北(学区外)

364003  小松島西(福祉科) ◎ 国  立

360018  徳島市立 コード 学 校 (学 科) 名

361018  徳島市立(学区外) 369900  阿南工業高等専門学校

364210  富岡東羽ノ浦分校(看護科)☆

福 祉 科

看 護 科

芸 術 科

家 庭 科

３ 学 区

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

総合学科

理 数 科・数 理 科

英 語 科

探 究 科

商 業 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

◎ 公  立 ～ 普 通 科

１ 学 区

２ 学 区

工 業 科

農 業 科

全  県



 2018年度8月以降用 香川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 (類 型・ｺｰｽ) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名

370011  三本松 374150  坂出商業(商業科) 374200  坂出(音楽科)
374152  坂出商業(情報技術科)

370013  津田 374230  高松市立高松第一(音楽科)
374190  志度(商業科)

370000  高松
374090  高松商業(商業科)

370003  高松東 374092  高松商業(英語実務科) 374101  高松工芸(美術科)
374093  高松商業(情報数理科)

370005  高松南

370001  高松西 コード 学 校 (学 科・コース) 名
374140  坂出工業(機械科) 376080  英明(普通科総合ｺｰｽ)③

370019  高松北 374142  坂出工業(電気科) 376082  英明(普通科特別進学ｺｰｽ)
374143  坂出工業(化学工学科) 376083  英明(普通科進学ｺｰｽ)③

370020  香川中央 374144  坂出工業(建築科) 376084  英明(普通科情報ｺｰｽ)③

370023  高松桜井 374191  志度(電子機械、情報科学科) 376050  大手前丸亀(普通科)

370002  高松市立高松第一 374020  善通寺第一(デザイン科) 376040  大手前高松(普通科特別進学Ａｺｰｽ)
376043  大手前高松(普通科特別進学Ｖｺｰｽ)

374100  高松工芸(機械科) 376041  大手前高松(普通科栄冠進学Ｓｺｰｽ)
374103  高松工芸(電気科) 376042  大手前高松(普通科栄冠進学ＳＳｺｰｽ)

370008  坂出 374104  高松工芸(工業化学科)
374105  高松工芸(建築科) 376070  香川県藤井(普通科グローバルｺｰｽ)③

370007  丸亀 374106  高松工芸(工芸科) 376073  香川県藤井(普通科特別進学ｺｰｽ)
374109  高松工芸(デザイン科) 376072  香川県藤井(普通科ユリーカｺｰｽ)

370021  丸亀城西 376071  香川県藤井(商業科)③
374130  多度津(機械科)

370009  善通寺第一 374132  多度津(電気科) 376100  香川誠陵(普通科)
374133  多度津(土木科)

370017  琴平 374134  多度津(建築科) 376020  坂出第一(普通科総合ｺｰｽ)③
376023  坂出第一(普通科進学ｺｰｽ)③

370018  高瀬 374180  観音寺総合(機械科) 376022  坂出第一(普通科特別進学ｺｰｽ)
374182  観音寺総合(電気科) 376021  坂出第一(ファッションデザイン科)③

370010  観音寺第一 374181  観音寺総合(電子科) 376024  坂出第一(食物科)③

376000  四国学院大学香川西(普通科進学総合ｺｰｽ)③
376004  四国学院大学香川西(普通科特別進学ｺｰｽ)

370014  小豆島中央 374050  石田(生産経済、園芸デザイン､ 376005  四国学院大学香川西(普通科体育ｺｰｽ)③
      農業土木科) 376001  四国学院大学香川西(商業科)③

376002  四国学院大学香川西(衛生看護科)③
374080  笠田(農産科学、植物科学、

      食品科学科) 376030  尽誠学園(普通科体育・教養・進学ｺｰｽ)③
コード 学 校 (学 科) 名 376034  尽誠学園(普通科特別進学ｺｰｽ)

374011  高松南(環境科学科) 376031  尽誠学園(商業科)③
374250  飯山(総合学科) 376033  尽誠学園(衛生看護科)③

374110  農業経営(農業生産、環境園芸、
370022  観音寺総合         動物科学、食農科学科) 376010  高松中央(普通科総合進学ｺｰｽ)③

　　 (総合学科) 376013  高松中央(普通科進学ｺｰｽ)③
376012  高松中央(普通科特別進学ｺｰｽ)③

374241  三木(総合学科) 374120  多度津(海洋技術、海洋生産科) 376011  高松中央(商業科)③

376060  藤井学園寒川(普通科)③
376061  藤井学園寒川(看護科)③

374240  三木(文理科) 374051  石田(生活デザイン科)

374081  笠田(生活デザイン科) ◎ 国  立
コード 学 校 (学 科) 名

374210  観音寺第一(理数科) 374010  高松南(生活デザイン科) 379900  香川高等専門学校(機械工学科)
379901  香川高等専門学校(電気情報工学科)

374220  三本松(理数科) 379902  香川高等専門学校(機械電子工学科)
374012  高松南(看護科) 379903  香川高等専門学校(建設環境工学科)

374013  高松南(福祉科) 379910  香川高等専門学校(通信ﾈｯﾄﾜｰｸ工学科)

379911  香川高等専門学校(電子システム工学科)

374071  飯山(看護科) 379913  香川高等専門学校(情報工学科)

家 庭 科

理 数 科

総合学科

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

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

第 一 学 区 音 楽 科

◎ 公  立 ～ 普 通 科

第 二 学 区

看 護 科・福祉科

◎ 公  立 ～ 専門学科

商 業 科

美 術 科

工 業 科

その他

文 理 科

◎ 私  立

農 業 科

水産業科



 2018年度8月以降用 愛媛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 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名
380028  川之江
380023  三島 384190  今治北(商業科) 384110  宇和島水産(海洋技術、水産食品､
380037  土居 384191  今治北(情報ビジネス科)             水産増殖科)

380013  新居浜東 384261  宇和島東(商業科)
380012  新居浜西 384262  宇和島東(情報ビジネス科) 384160  小松(ライフデザイン科)

384220  大洲(商業科)
380015  西条 384010  西条(商業科) ◎ 私  立
380025  小松 384000  東温(商業科) コード 学 校 (学 科・コース) 名
380033  丹原 384150  新居浜商業(商業、情報ビジネス科) 386000  愛光(普通科)③

380008  今治西 384020  松山商業(商業、地域ビジネス科) 386020  今治精華(普通科Ⅰ)③
380011  今治南 384024  松山商業(流通経済科) 386023  今治精華(調理科)③
380009  今治北 384023  松山商業(情報ビジネス科)
380030  今治北・大三島分校 384170  三島(商業科) 386030  今治明徳(普通科)③

384230  八幡浜(商業科) 386130  今治明徳・矢田分校(普通科)
380040  伯方
380020  弓削 386040  済美(普通科総合進学ｺｰｽ)☆

384040  今治工業(機械造船科) 386044  済美(普通科特進Ｓｺｰｽ)
380000  松山東 384041  今治工業(電気科) 386047  済美(普通科特進Ｅｺｰｽ)
380001  松山南 384046  今治工業(情報技術科) 386045  済美(普通科特進国際ｺｰｽ)
380002  松山北 384042  今治工業(環境化学科) 386041  済美(普通科食物科学ｺｰｽ)☆
380044  松山北・中島分校 384044  今治工業(繊維デザイン科) 386042  済美(普通科情報ｺｰｽ)☆
380004  松山中央 386046  済美(普通科特進スポーツ科学ｺｰｽ)

384134  東予(機械科) 386043  済美(美術科)
380005  東温 384131  東予(電気システム科)
380027  上浮穴 384133  東予(建設工学科) 386092  聖カタリナ学園(看護科)☆③
380026  小田 386094  聖カタリナ学園(普通科特別進学ｺｰｽ)
380006  伊予 384051  新居浜工業(機械科) 386095  聖カタリナ学園(普通科ｽﾎﾟｰﾂ進学ｺｰｽ)

384052  新居浜工業(電子機械科) 386097  聖カタリナ学園(総合学科)
380031  大洲 384053  新居浜工業(電気科)
380035  長浜 384050  新居浜工業(情報電子科) 386100  帝京第五(普通科)③
380038  内子 384054  新居浜工業(環境化学科) 386102  帝京第五(総合学科)③

386101  帝京第五(看護科)③
380041  八幡浜 384031  松山工業(機械科)
380022  三崎 384034  松山工業(電子機械科) 386110  帝京冨士(普通科)
380024  三瓶 384030  松山工業(電気、情報電子科)

384032  松山工業(工業化学、土木、繊維科) 386080  新田(普通科総合進学ｺｰｽ)
380016  宇和 384033  松山工業(建築科) 386084  新田(普通科特別進学ｺｰｽ)
380043  野村 386085  新田(普通科スーパー特別進学ｺｰｽ)
380017  宇和島東 384142  八幡浜工業(電気技術科) 386082  新田(工業技術科)★

384140  八幡浜工業(機械土木工学科)
380019  吉田 386070  松山東雲(普通科進学ｺｰｽ)☆③
380021  三間 384300  吉田(機械建築工学、電気電子科) 386072  松山東雲(普通科特進ｺｰｽ)☆
380042  北宇和 384340  松山南・砥部分校(デザイン科)
380036  津島 386050  松山城南(普通科)③
380039  南宇和 386051  松山城南(商業科)③

384200  今治南(園芸クリエイト科) 386052  松山城南(調理科)③
384070  伊予農業(生物工学､園芸流通､食品化学 386053  松山城南(看護科)③

◎ 公  立 ～ 総合･専門学科       生活科学､環境開発､特用林産科) 386054  松山城南(福祉科)③
コード 学 校 (学 科) 名 384253  宇和(生物工学科)

384120  大洲農業(生産科学科) 386062  松山聖陵(普通科進学ｺｰｽ)③
384360  川之石(総合学科) 384122  大洲農業(食品デザイン科) 386063  松山聖陵(普通科特進ｺｰｽ)

386060  松山聖陵(普通科情報ｺｰｽ)③
384380  新居浜南(総合学科) 384210  上浮穴(森林環境科) 386065  松山聖陵(普通科スポーツｺｰｽ)③

384280  北宇和(生産食品科) 386061  松山聖陵(自動車工学、機械科)③
384370  北条(総合学科) 386064  松山聖陵(建築科)③

384060  西条農業(食農科学科)
384062  西条農業(環境工学科) ◎ 国  立
384061  西条農業(生活デザイン科) コード 学 校 (学 科) 名

380017  宇和島東(理数科) 386120  愛媛大学附属(総合学科)
384180  丹原(園芸科学科)

384100  西条(国際文理科) 384310  野村(畜産科) 389900  新居浜工業高等専門(機械工学、

384320  南宇和(農業科)   電気情報工学、電子制御工学、

384090  松山南(理数科) 384290  三間(農業機械科)   生物応用化学、環境材料工学科)

389910  弓削商船高等専門(商船学、

   電子機械工学、情報工学科)

家 庭 科

農・林・畜産・生活科

総合学科

理数科・国際文理科

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

商 業 科 水産業科

◎ 公  立 ～ 普 通 科 ◎ 公  立 ～ 専門学科



 2018年度8月以降用 高知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 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科) 名

390003  岡豊(普通ｺｰｽ)

394250  岡豊(体育ｺｰｽ) 390006  高知東(総合学科) 394090  高知農業(畜産総合、森林総合、

          環境土木、生活総合、

390005  高知南 390014  宿毛(総合学科)           食品ビジネス科)

394091  高知農業(農業総合科)

390009  高知小津 394180  春野(総合学科)

394120  幡多農業(園芸システム、

390004  高知西          アグリサイエンス、

         グリーン環境、

390001  安芸          生活コーディネート科)

390017  城山 394140  高知西(英語科)

390002  山田

394020  高知東(看護科)

390022  嶺北

390016  高岡 394310  高知南(国際科)

390010  佐川

394150  高知丸の内(音楽科)

390012  窪川

390023  檮原 394160  高知小津(理数科)

390013  中村

コード 学 校 (学 科・コース) 名

390015  清水 396010  高知(普通科)

390007  高知追手前 394100  伊野商業(キャリアビジネス科) 396000  高知学芸(普通科)

390025  高知追手前・吾北分校 394070  高知市立高知商業 396020  高知中央(普通科)③

         (総合マネジメント科) 396021  高知中央(看護学科)③

390008  高知丸の内 394071  高知市立高知商業

         (情報マネジメント、

390011  須崎           社会マネジメント科) 396030  清和女子(普通科)☆③

390026  中村・西土佐分校 394010  山田(商業科)

396040  土佐(普通科)

394110  大方

396050  土佐塾(普通科)③

390021  中芸

396060  土佐女子(普通科)☆③

394072  高知市立高知商業

     (スポーツマネジメント科)

396070  明徳義塾(総合ｺｰｽ)③

396073  明徳義塾(国際特進ｺｰｽ)③

396071  明徳義塾(国際英中ｺｰｽ英語専攻)③

394061  高知工業(工業化学、土木、 396072  明徳義塾(国際英中ｺｰｽ中国語専攻)③

          総合デザイン科)

394060  高知工業(電気、機械、建築、

          情報技術科)

 

394080  高知東工業(電子機械、電子、

            機械生産システム科)

394081  高知東工業(機械科)

コード 学 校 (学 科) 名

394130  宿毛工業(機械、建設、 399900  高知工業高等専門

          電気、情報技術科)         (ソーシャルデザイン工学科)

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
◎ 公  立 ～ 普 通 科

理 数 科

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

農林業科総合学科

音 楽 科

英 語 科

国際科

◎ 私  立

◎ 国  立

商 業 科

看護科

工 業 科

スポーツマネジメント科



 2018年度8月以降用 福岡県公立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

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 コード 学 校 (学 科・コース) 名 コード 学 校 (学 科) 名

404840  博多青松(普通科単位制)

400102  築上西(普通科) 400600  筑紫丘(普通科) 401000  八女(普通科) 400101  青豊(総合学科) 400504  福岡魁誠(総合学科) 404841  博多青松(情報科学科単位制)

400103  育徳館(普通科) 404790  筑紫丘(理数科)[福岡地区] 404051  行橋(総合ビジネス科)

400104  京都(普通科)        401001  福島(普通科) 404170  折尾(総合ビジネス、 400702  福岡講倫館(総合学科) 400306  ひびき(普通科単位制)

400601  柏陵(普通科普通ｺｰｽ)       ビジネス情報科)

400200  門司学園(普通科) 400608  柏陵(普通科環境科学ｺｰｽ) 404090  小倉商業(総合ビジネス科) 404240  宇美商業(総合ビジネス科)

400202  門司大翔館(普通科)[全県]                   [全県] 404092  小倉商業(国際ビジネス科一般ｺｰｽ) 404241  宇美商業(ビジネス情報科)

401100  三潴(普通科普通ｺｰｽ) 404093  小倉商業(国際ビジネス科

400300  小倉南(普通科) 400602  福岡中央(普通科) 404420  三潴(普通科スポーツ           専門進学ｺｰｽ) 404270  香椎工業(電気科) コード 学 校(学 科・コース)名

 　　 文化ｺｰｽ)[全県] 404091  小倉商業(ビジネス情報、 404271  香椎工業(電子機械、工業化学科)

400301  小倉(普通科) 400603  春日(普通科)           会計ビジネス科) 404272  香椎工業(機械科) 404723  北九州市立(普通科)

400302  小倉西(普通科) 401101  大川樟風(普通科総合ｺｰｽ) 404140  若松商業(総合ビジネス、 404273  香椎工業(情報技術科) 404720  北九州市立(情報ビジネス科

400604  太宰府(普通科) 　　　　　　　    [全県]           ビジネス情報科)          　 ビジネスｺｰｽ) 

 400304  北九州(普通科普通ｺｰｽ) 404030  苅田工業(電気科) 404280  福岡工業(機械工学科) 404721  北九州市立(情報ビジネス科

 404120  北九州(普通科体育ｺｰｽ) 400605  筑紫中央(普通科) 401102  伝習館(普通科) 404032  苅田工業(機械科) 404281  福岡工業(情報工学科) 　　　　　　情報ｺｰｽ)

                [全県] 404031  苅田工業(情報技術科) 404282  福岡工業(電気工学科)

400606  武蔵台(普通科) 401103  山門(普通科普通ｺｰｽ) 404100  小倉工業(機械系) 404283  福岡工業(電子工学科)

400303  小倉東(普通科) 404660  山門(普通科理数ｺｰｽ) 404101  小倉工業(化学系) 404284  福岡工業(染織デザイン科) 400002  福岡西陵(普通科)

400305  戸畑(普通科) 400607  筑紫(普通科)               [全県] 404102  小倉工業(電気系) 404287  福岡工業(建築科)

404131  戸畑工業(機械・電気系) 404285  福岡工業(環境化学科) 400001  福岡女子(普通科)☆

401200  三池(普通科) 404130  戸畑工業(建築系) 404288  福岡工業(都市工学科) 404712  福岡女子(国際教養科)☆

400400  若松(普通科) 400700  城南(普通科普通ｺｰｽ) 404150  八幡工業(機械系) 404286  福岡工業(機械工学科工業進学ｺｰｽ) 404710  福岡女子(生活情報科)☆

400401  八幡(普通科) 400707  城南(普通科理数ｺｰｽ) 401202  大牟田北(普通科) 404151  八幡工業(土木系) 404711  福岡女子(食物調理科)☆

404780  八幡(理数科)[北九州地区]               [全県] 404152  八幡工業(電気系) 404370  朝倉光陽(食農科学科) 404713  福岡女子(服飾デザイン科)☆

404714  福岡女子(保育福祉科)☆

400402  八幡中央(普通科普通ｺｰｽ) 400701  修猷館(普通科) 404180  遠賀(グリーンサイエンス科) 404340  糸島農業(農業経済、農業技術科)           

400408  八幡中央(普通科芸術ｺｰｽ) 401300  田川(普通科) 404050  行橋(農業技術科) 404341  糸島農業(食品科学科) 404690  福翔(総合学科)

                  [全県] 400703  早良(普通科普通ｺｰｽ) 404053  行橋(環境緑地科) 404342  糸島農業(生活科学科)

 400403  八幡南(普通科) 404300  早良(普通科 401301  東鷹(普通科総合ｺｰｽ) 404052  行橋(生活デザイン科) 404700  博多工業(機械、自動車工学科)

 400404  北筑(普通科)       ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ)               [全県] 404171  折尾(生活デザイン科) 404322  福岡農業(環境活用科) 404701  博多工業(インテリア、建築科)

404160  北筑(英語科)[北九州地区]                   [全県] 404320  福岡農業(都市園芸科) 404703  博多工業(画像工学、電子情報科)

     400704  玄洋(普通科) 401302  西田川(普通科) 404470  ありあけ新世(総合学科) 404323  福岡農業(食品科学科)

400405  東筑(普通科) 400705  筑前(普通科) 404433  大川樟風(文理科) 404321  福岡農業(生活デザイン科)

400406  中間(普通科)

400706  糸島(普通科) 404350  朝倉東(総合ビジネス科) 404200  水産(海洋、食品流通、

400409  遠賀(普通科観光・情報 401400  嘉穂総合(普通科総合ｺｰｽ) 404352  朝倉東(ビジネス情報科)       アクアライフ科)

        　　ｺｰｽ)[全県]           　　    [全県] 404490  福島(総合ビジネス科) 400003  南筑(普通科)

400407  遠賀(普通科ヒューマン 400802  浮羽究真館(普通科総合 404260  香椎(ファッションデザイン科)

  　　ライフｺｰｽ)[全県]             ｺｰｽ)[全県] 401402  嘉穂(普通科普通ｺｰｽ) 404520  浮羽工業(建築、環境デザイン科) 404743  久留米商業(経営科学科)

404181  遠賀(普通科自然環境ｺｰｽ) 400800  朝倉(普通科) 404611  嘉穂(普通科武道・ 404521  浮羽工業(材料技術、電気、機械科) 404311  太宰府(芸術科) 404744  久留米商業(経営科学科

　　　　　　　　　[全県] 400803  朝倉東(普通科)      日本文化ｺｰｽ)[全県]             特別進学ｺｰｽ)

404610  嘉穂(理数科)[筑豊地区] 404430  大川樟風(住環境システム科) 404540  稲築志耕館(総合学科)

400500  宗像(普通科) 400801  朝倉光陽(普通科) 404440  三池工業(電子機械科)

400501  光陵(普通科) 401403  嘉穂東(普通科) 404441  三池工業(電気科) 404670  鞍手竜徳(総合学科)

404820  嘉穂東(英語科) 404442  三池工業(情報電子科)

400502  玄界(普通科普通ｺｰｽ) 400900  小郡(普通科)        [筑豊地区] 404443  三池工業(工業化学、土木科) 404621  嘉穂総合(情報科) ◎ 公 立

404210  玄界(普通科国際文化ｺｰｽ) 404480  八女工業(情報技術科) 404590  田川科学技術(ビジネス科学科) コード 学 校 (学 科) 名

                  [全県] 400901  三井(普通科普通ｺｰｽ) 404481  八女工業(自動車、土木科) 400004  古賀竟成館(普通科進学ｺｰｽ)

400503  新宮(普通科) 404380  三井(普通科スポーツ 404482  八女工業(電子機械、電気科) 404640  筑豊(総合ビジネス科) 404761  古賀竟成館(普通科特進ｺｰｽ)

404220  新宮(理数科)[福岡地区]       健康ｺｰｽ)[全県] 401500  鞍手(普通科普通ｺｰｽ) 404483  八女工業(工業化学科) 404642  筑豊(ビジネス情報科) 404762  古賀竟成館(普通科

404381  三井(普通科福祉教養ｺｰｽ) 404831  鞍手(普通科人間文科     ベーシックデザインｺｰｽ）

400506  須恵(普通科)                   [全県]               ｺｰｽ)[全県] 404390  久留米筑水(生物工学、食品流通、 404600  嘉穂総合(工業科) 404760  古賀竟成館(総合ビジネス科)

404830  鞍手(理数科)[筑豊地区他]             環境緑地科) 404570  田川科学技術(システム科学技術科)

400505  香住丘(普通科普通ｺｰｽ) 400902  明善(普通科普通ｺｰｽ) 404392  久留米筑水(食物調理科) 404771  三井中央(総合学科

400509  香住丘(普通科数理 404402  明善(普通科総合文科ｺｰｽ) 401501  直方(普通科普通ｺｰｽ) 404391  久留米筑水(社会福祉科) 404620  嘉穂総合(農業食品科)           アドバンスｺｰｽ)☆

        ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ)[全県]                   [全県] 404630  直方(普通科スポーツ科学 404500  八女農業(生産技術、 404550  田川科学技術(生命科学科) 404772  三井中央(総合学科

404250  香住丘(英語科)[福岡地区] 404401  明善(理数科)[筑後地区]        　　　 ｺｰｽ)[全県] 　　　　　システム園芸科)           マスターｺｰｽ)☆

       404501  八女農業(生物利用科) 404641  筑豊(生活デザイン科)

400507  香椎(普通科) 400903  久留米(普通科) 404502  八女農業(生活科学科)

400508  福岡(普通科) 404410  久留米(英語科)[筑後地区] 404491  福島(生活デザイン科) 404560  東鷹(総合生活科) 

北 九 州 市 立

福  岡  市  立

久 留 米 市 立

第 1３ 学 区

第 ４ 学 区

第 ８ 学 区

第 ３ 学 区

第 ７ 学 区

第 １２ 学 区

第 ６ 学 区

筑 後 地 区

北 九 州 地 区第 ９ 学 区 

第 １０ 学 区

第 １１ 学 区

筑 豊 地 区

◎ 市  立

福 岡 地 区

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

◎ 県  立  ～  普 通・理 数・英 語 科 ◎ 県  立  ～  昼間定時制

第 ２ 学 区

 第 ５ 学 区第 １ 学 区

◎ 県  立  ～  総合・専門学科



 2018年度8月以降用 福岡県国・私立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

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

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 コード 学 校 (学 科・コース) 名

406232  折尾愛真(普通科普通ｺｰｽ) 406225  星琳(普通科総合ｺｰｽ)③ 406250  大牟田(総合学科) 406000  沖学園(普通科進学ｺｰｽ) 406300  中村学園女子(普通科一般進学ｺｰｽ)☆

406233  折尾愛真(普通科特別進学ｺｰｽ) 406220  星琳(普通科進学ｺｰｽ)③ 406254  大牟田(普通科特進ｺｰｽ) 406611  沖学園(普通科特進プレミアムｺｰｽ) 406301  中村学園女子(普通科特進Ｖｺｰｽ)☆

406237  折尾愛真(普通科保育ｺｰｽ) 406221  星琳(普通科特別進学ｺｰｽ) 406255  大牟田(普通科誠進ｺｰｽ) 406003  沖学園(普通科隆徳館) 406302  中村学園女子(普通科スーパー特進Ｖｺｰｽ)☆

406234  折尾愛真(普通科介護福祉士ｺｰｽ) 406222  星琳(食物調理科)③ 406251  大牟田(工業科) 406009  沖学園(普通科アスリートｺｰｽ)

406230  折尾愛真(商業科商業ｺｰｽ) 406256  大牟田(調理科) 406004  沖学園(社会総合学科ビジネスｺｰｽ) 406394  博多(普通科普通ｺｰｽ)

406238  折尾愛真(商業科美容専科ｺｰｽ)☆ 406160  常磐(普通科進学ｺｰｽ) 406005  沖学園(社会総合学科保育福祉ｺｰｽ) 406390  博多(普通科博多興志館・進学)

406239  折尾愛真(商業科製菓衛生師ｺｰｽ) 406161  常磐(普通科特別進学ｺｰｽ) 406011  久留米学園(普通科) 406006  沖学園(社会総合学科食育ｺｰｽ) 406395  博多(普通科博多興志館・特進ドリーム)

406231  折尾愛真(看護科)(看護専攻科) 406162  常磐(普通科情報進学ｺｰｽ) 406010  久留米学園(総合学科) 406008  沖学園(社会総合学科ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ) 406392  博多(普通科博多興志館・特進シリウス)

406001  沖学園(社会総合学科公務員ｺｰｽ) 406396  博多(普通科博多興志館・グローバル)

406130  希望が丘(総合学科)③ 406350  東筑紫学園(普通科照曜館ｺｰｽ) 406030  久留米信愛(学際ｺｰｽ)☆ 406391  博多(看護科)☆

406132  希望が丘(自動車科)③ 406351  東筑紫学園(普通科進学ｺｰｽ) 406033  久留米信愛(選抜ｺｰｽ)☆ 406090  九州産業大付属九州(普通科進学ｸﾗｽ)

406354  東筑紫学園(普通科特進ｺｰｽ) 406093  九州産業大付属九州(普通科準特進ｸﾗｽ) 406400  博多女子(普通科普通進学ｺｰｽ)☆

406420  九州国際大付属(進学ｸﾗｽ) 406352  東筑紫学園(普通科総合進学ｺｰｽ) 406040  久留米大学附設(普通科) 406092  九州産業大付属九州(普通科特進ｸﾗｽ) 406402  博多女子(普通科特別進学ｺｰｽ)☆

406422  九州国際大付属(特進ｸﾗｽ) 406353  東筑紫学園(食物文化科) 406094  九州産業大付属九州(普通科スーパー特進ｸﾗｽ) 406401  博多女子(トータルビジネス科)☆

406427  九州国際大付属(準特進ｸﾗｽ) 406174  杉森(食物科) 406091  九州産業大付属九州(造形芸術科)③

406425  九州国際大付属(難関ｸﾗｽ) 406560  豊国学園(普通科普通ｺｰｽ)③ 406171  杉森(看護科)(看護専攻科) 406360  東福岡(普通科進学ｺｰｽ)★

406428  九州国際大付属(Ｓ特進ｸﾗｽ) 406564  豊国学園(普通科保育ｺｰｽ)③ 406173  杉森(福祉科) 406080  九州産大付九州産業(普通科進学ｸﾗｽ) 406362  東福岡(普通科特進ｺｰｽ)★

406562  豊国学園(機械システム、 406175  杉森(普通科医療系進学ｺｰｽ) 406084  九州産大付九州産業(普通科準特進ｸﾗｽ) 406361  東福岡(普通科特進英数ｺｰｽ)★

406332  敬愛(普通科進学ｺｰｽ)          自動車、電子情報科)③ 406176  杉森(普通科ファッションｺｰｽ) 406082  九州産大付九州産業(普通科特進ｸﾗｽ)

406331  敬愛(普通科特進ｺｰｽ) 406083  九州産大付九州産業(普通科スーパー特進ｸﾗｽ) 406460  福岡海星女子学院(普通科進学ｺｰｽ)☆

406334  敬愛(普通科特進Ｓｺｰｽ) 406440  美萩野女子(普通科進学ｺｰｽ)☆ 406450  誠修(普通科) 406081  九州産大付九州産業(機械科) 406463  福岡海星女子学院(普通科特別進学ｺｰｽ)☆

406333  敬愛(普通科九大医進ｺｰｽ) 406442  美萩野女子(商業科)☆ 406453  誠修(生活文化科) 406461  福岡海星女子学院(普通科国際教養ｺｰｽ)☆

406443  美萩野女子(看護科)③☆ 406454  誠修(保育科) 406370  純真(普通科普通ｺｰｽ)③ 406464  福岡海星女子学院(普通科こども教育進学ｺｰｽ)☆

406150  慶成(普通科) 406373  純真(普通科進学ｺｰｽ)③

406151  慶成(福祉科) 406210  西日本短大附属(普通科 406372  純真(普通科特進ｺｰｽ)③ 406471  福岡工業大学附属城東(普通科Ⅱ類)

406154  慶成(コンピュータビジネス科)        キャリア・ライセンスｺｰｽ) 406371  純真(看護科)③ 406475  福岡工業大学附属城東(普通科Ⅱ類特別選抜)

406211  西日本短大附属(普通科 406473  福岡工業大学附属城東(普通科Ⅰ類)

406140  高稜(普通科進学ｺｰｽ)                 特進総合進学ｺｰｽ) 406180  精華女子(普通科普通ｺｰｽ)☆ 406474  福岡工業大学附属城東(普通科Ⅰ類特別選抜)

406141  高稜(普通科特別進学ｺｰｽ) 406214  西日本短大附属(普通科 406183  精華女子(普通科進学ｺｰｽ)☆ 406472  福岡工業大学附属城東(電気科、電子情報科)

406142  高稜(普通科資格・情報ｺｰｽ)                 特進選抜ｺｰｽ) 406182  精華女子(普通科特別進学ｺｰｽ)☆ 406476  福岡工業大学附属城東(電気科電子情報科ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄｺｰｽ)

406213  西日本短大附属(普通科 406185  精華女子(普通科食物調理ｺｰｽ)☆

406120  自由ヶ丘(普通科特進アドバンスｺｰｽ)                 健康スポーツｺｰｽ) 406184  精華女子(普通科保育福祉ｺｰｽ)☆ 406520  福岡常葉(普通科普通ｺｰｽ)③

406128  自由ヶ丘(普通科特別進学ｺｰｽ特進Ⅱ類ｸﾗｽ) 406215  西日本短大附属(普通科 406186  精華女子(普通科製菓ｺｰｽ)☆ 406523  福岡常葉(普通科特進ｺｰｽ)

406121  自由ヶ丘(普通科特別進学ｺｰｽ特進Ⅰ類ｸﾗｽ)            特進看護･医療進学ｺｰｽ) 406187  精華女子(看護科・看護専攻科)☆ 406524  福岡常葉(普通科エステティックｺｰｽ)☆③

406127  自由ヶ丘(普通科特別進学ｺｰｽスーパー特進ｸﾗｽ) 406216  西日本短大附属(普通科 406521  福岡常葉(情報処理科)③

406431  飯塚(普通科特別進学ｺｰｽ)                保育･福祉進学ｺｰｽ) 406190  西南学院(普通科)

406073  真颯館(普通科)③ 406430  飯塚(総合学科) 406481  福岡女学院(普通科)☆③

406071  真颯館(情報技術科)③ 406433  飯塚(保育福祉科) 406570  明光学園(普通科総合進学ｺｰｽ)☆ 406510  第一薬科大学付属(普通科薬進ｺｰｽ、普通ｺｰｽ)③ 406480  福岡女学院(音楽科)☆③

406070  真颯館(建築科)③ 406573  明光学園(普通科総合音楽ｺｰｽ)☆ 406513  第一薬科大学付属(普通科芸能ｺｰｽ)③

406075  真颯館(調理科)③ 406050  近畿大学附属福岡(普通科進学ｺｰｽ) 406574  明光学園(普通科総合美術ｺｰｽ)☆ 406512  第一薬科大学付属(保育科)③ 404750  福岡女子商業(特進ｺｰｽ、商業ｺｰｽ)☆

406074  真颯館(美術科)③ 406052  近畿大学附属福岡(普通科特進ｺｰｽ) 406575  明光学園(普通科特進ｺｰｽ)☆

406077  真颯館(機械科)③ 406053  近畿大学附属福岡(普通科 406600  立花(普通科) 406500  福岡第一(普通科)③

406078  真颯館(自動車科)③                 スーパー特進ｺｰｽ) 406590  柳川(普通科進学ｺｰｽ) 406502  福岡第一(国際科)③

406079  真颯館(電気科)③ 406051  近畿大学附属福岡(看護科)☆ 406592  柳川(普通科特進ｺｰｽ) 406270  筑紫女学園(普通科進学ｺｰｽ)☆ 406501  福岡第一(機械、自動車、コンピュータＡＩ科)③

406594  柳川(国際科)③ 406271  筑紫女学園(普通科特進ｺｰｽ)☆ 406505  福岡第一(音楽科)③

406200  西南女学院(普通科進学ｺｰｽ)☆ 406550  福智(普通科普通ｺｰｽ) 406591  柳川(商業科) 406504  福岡第一(造形科)③

406201  西南女学院(普通科特進ｺｰｽ)☆ 406551  福智(普通科特進ｺｰｽ) 406260  筑紫台(普通科進学ｺｰｽ) 406506  福岡第一(福祉科)③

406554  福智(普通科スポーツ振興ｺｰｽ) 406410  八女学院(進学ｺｰｽ) 406262  筑紫台(普通科特別進学ｺｰｽ) 406509  福岡第一(建築土木科)③

406553  福智(総合福祉科) 406412  八女学院(選抜ｺｰｽ) 406265  筑紫台(普通科アドバンスｺｰｽ)

406411  八女学院(特進ｺｰｽ) 406264  筑紫台(総合学科) 406490  福岡大学附属大濠(普通科進学ｺｰｽ)

406320  大和青藍(普通科) 406415  八女学院(スーパー選抜ｺｰｽ) 406263  筑紫台(コンピュータビジネス科) 406491  福岡大学附属大濠(普通科スーパー進学ｺｰｽ)

406322  大和青藍(調理科) 406261  筑紫台(工業科)

406323  大和青藍(介護福祉科) 406020  祐誠(普通科進学ｺｰｽ) 406116  福岡大附属若葉(進学ｺｰｽ)☆

406324  大和青藍(看護科)☆ 406022  祐誠(普通科特別選抜ｺｰｽ) 406280  筑陽学園(普通科進学ｸﾗｽ) 406112  福岡大附属若葉(福大ｺｰｽ)☆

406023  祐誠(普通科ドリームｺｰｽ) 406282  筑陽学園(普通科特別進学ｸﾗｽ) 406113  福岡大附属若葉(特別進学ｺｰｽアドバンス特進ｸﾗｽ)☆

◎ 国  立 406024  祐誠(普通科特別進学ｺｰｽ) 406283  筑陽学園(普通科特別進学Ｓｸﾗｽ) 406111  福岡大附属若葉(国際ｺｰｽ)☆

コード 学 校 (学 科) 名 406021  祐誠(機械、自動車、土木、情報技術科) 406285  筑陽学園(普通科特別進学Ｓ選抜ｸﾗｽ) 406114  福岡大附属若葉(進学体育ｺｰｽ)☆

409920  有明工業高専(創造工学科) 406284  筑陽学園(デザイン科)③ 406115  福岡大附属若葉(特別進学ｺｰｽスーパー特進ｸﾗｽ)☆

409900  北九州工業高専(生産デザイン工学科) 406340  東海大学付属福岡(普通科進学ｺｰｽ) 406530  福岡舞鶴(普通科進学ｺｰｽ)

406342  東海大学付属福岡(普通科 406531  福岡舞鶴(普通科特別進学ｺｰｽ)

409910  久留米工業高専(機械工学、電気電子工学、                   スーパー特進難関受験ｺｰｽ)

       制御情報工学、生物応用化学、材料工学科) 406540  福岡雙葉(進学ｺｰｽ)☆

406291  中村学園三陽(普通科)★ 406541  福岡雙葉(特進ｺｰｽ)☆

406542  福岡雙葉(ＧＣｺｰｽ)☆

◎ 私  立

筑 豊 地 区

福 岡 地 区 Ⅱ北 九 州 地 区 Ⅰ 北 九 州 地 区 Ⅱ 筑 後 地 区 福 岡 地 区 Ⅰ



 2018年度8月以降用 佐賀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 (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

416000  敬徳(普通科普通ｺｰｽ)

410100  鳥栖 414040  嬉野(総合学科) 414100  有田工業(機械、電気、セラミック、デザイン科) 416002  敬徳(普通科総合進学ｺｰｽ)

    416003  敬徳(自動車整備科)

410101  三養基 414120  神埼清明(総合学科)

414090  唐津工業(機械、電気、土木科) 416010  弘学館(普通科)

410102  神埼 414080  多久(総合学科) 414091  唐津工業(建築科)

410200  佐賀東 410303  唐津青翔(総合学科) 416020  佐賀学園(普通科)③

414070  佐賀工業(機械、電気、電子情報、建築科) 416021  佐賀学園(成穎高等部特別進学ｺｰｽ)③

410202  佐賀西           416022  佐賀学園(商業科)③

414110  嬉野(機械、電気、建築科) 416024  佐賀学園(情報処理科)③

410203  佐賀北           

416032  佐賀女子短期大学付属佐賀女子(普通科進学ｺｰｽ)☆③

410205  致遠館 414060  鳥栖工業(機械、電気、電子機械、土木、建築科) 416038  佐賀女子短期大学付属佐賀女子(普通科芸術ｺｰｽ)☆③

        414220  致遠館(理数科) 416031  佐賀女子短期大学付属佐賀女子(普通科保育・医療福祉ｺｰｽ)☆③

410206  小城 416033  佐賀女子短期大学付属佐賀女子(商業科トータルビジネスｺｰｽ)☆③

416039  佐賀女子短期大学付属佐賀女子(商業科トータルビューティーｺｰｽ)☆③

416034  佐賀女子短期大学付属佐賀女子(くらしデザイン科ファッション文化ｺｰｽ)☆③

416035  佐賀女子短期大学付属佐賀女子(食物科)☆③

416037  佐賀女子短期大学付属佐賀女子(衛生看護科)☆③

414020  伊万里商業(商業科) 414150  伊万里農林(生物生産、食品化学、森林工学科)

414021  伊万里商業(情報処理科)        416040  佐賀清和(普通科)☆

416041  佐賀清和(特別進学科)

414140  唐津南(生産技術、食品流通科) 416042  佐賀清和(探究文理科)

414050  鹿島(商業科)         416043  佐賀清和(情報ビジネス科)☆

414130  高志館(食品流通、園芸科学、環境緑地科)

410300  唐津東         

414010  唐津商業(商業、会計科)

410301  唐津西 414160  佐賀農業(農業科学、食品科学、環境工学科) 416060  東明館(普通科)

410302  厳木 414030  白石(商業、情報ビジネス科)

416050  北陵(情報系学科、環境系学科、交通系学科)③

410400  伊万里 416051  北陵(生活文化科)③

414230  佐賀商業(商業科)

410401  武雄 414231  佐賀商業(情報処理科)

414200  牛津(生活経営、服飾デザイン、 416070  龍谷(普通科総合ｺｰｽ)③

410404  白石       フードデザイン、食品調理科)   416072  龍谷(普通科文理進学ｺｰｽ)③

414000  鳥栖商業(商業、流通経済、情報管理科) 416071  龍谷(特別進学科)

410405  鹿島           414052  鹿島(食品調理科)

410406  太良 414141  唐津南(生活教養科) 416080  早稲田佐賀

410204  佐賀北(芸術科)

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

◎ 私  立◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

総合学科

理 数 科

商 業 科

西 部 学 区

家 庭 科

芸 術 科

◎ 公  立 ～ 普 通 科

東 部 学 区 工 業 科



 2018年度8月以降用 長崎県高等学校志望校コード表

⑬  (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) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

426200  西海学園(普通科普通ｺｰｽ)③

420000  長崎東 420003  島原 424251  大村城南(総合学科) 424200  大村工業(機械科) 424230  諫早農業(農業科学科)

424201  大村工業(電気科) 424231  諫早農業(動物科学科)

420040  長崎西(普通ｺｰｽ) 420020  国見 424110  五島海陽(総合学科) 424202  大村工業(電子工学科) 424232  諫早農業(環境創造科) 426060  佐世保実業(総合ビジネス科)③

424411  長崎西(理系ｺｰｽ) 424203  大村工業(建築科) 424233  諫早農業(農業土木科) 426061  佐世保実業(機械、自動車工学科)③

420021  小浜 424080  佐世保東翔(総合学科) 424204  大村工業(建設工業科) 424234  諫早農業(バイオ園芸科)             

420041  長崎南 424205  大村工業(化学工学科) 424235  諫早農業(食品科学科) 426180  島原中央(普通科)③  

420022  口加 420023  島原翔南(総合学科)        424236  諫早農業(生活科学科)

420042  長崎北 424160  上五島(電気情報科) 426070  純心女子(普通科Ⅲ類ｺｰｽ)☆

420026  清峰(総合学科) 424220  島原農業(農業科学科)

420043  長崎北陽台 424180  佐世保工業(機械科) 424221  島原農業(園芸科学科) 426100  青雲(普通科)

420014  長崎明誠(総合学科) 424182  佐世保工業(電子機械科) 424222  島原農業(食品科学科)

420015  大崎 424183  佐世保工業(電気科) 424223  島原農業(生活福祉科) 426080  聖母の騎士(普通科)★

420007  五島 420010  平戸(総合学科) 424184  佐世保工業(電子工学科)

420016  西彼杵 424185  佐世保工業(建築科) 424270  西彼農業(食料サイエンス、 426090  聖和女子学院(普通科総合ｺｰｽ)☆③

420028  五島南 424181  佐世保工業(土木科)           生活デザイン科) 426091  聖和女子学院(英語科)☆③

420029  奈留       424280  北松農業(生活科学、生物生産、 426116  創成館(普通科普通ｺｰｽ)③

424210  鹿町工業(機械科)           食品流通科) 426110  創成館(普通科特別進学ｺｰｽ)③

420030  上五島 424301  大村(数理探究科) 424211  鹿町工業(電気科) 426114  創成館(普通科ライセンスｺｰｽ)③

420037  佐世保南 424212  鹿町工業(電子工学科) 426115  創成館(デザイン科)③

420031  中五島 424430  島原(理数科) 424213  鹿町工業(土木技術科)

420002  佐世保北

424420  長崎北陽台(理数科) 424190  島原工業(機械システム科) 426160  鎮西学院(普通科一般進学ｺｰｽ)③

420039  佐世保西 424192  島原工業(電気電子科) 424290  長崎鶴洋(水産科) 426161  鎮西学院(普通科国公立進学ｺｰｽ)③

424450  猶興館(理数科) 424194  島原工業(建築技術科) 426162  鎮西学院(商業科)③

420008  猶興館

420032  壱岐 424170  長崎工業(機械科)

420011  松浦 424171  長崎工業(機械システム科) 426030  長崎玉成(普通科医療系進学ｺｰｽ)③

424172  長崎工業(電気科) 426031  長崎玉成(調理科)③

420017  川棚 424173  長崎工業(電子工学科) コード 学 校 (学 科・コース) 名 426033  長崎玉成(医療福祉科)③

424130  壱岐商業(商業、情報処理科) 424174  長崎工業(情報技術科) 426000  海星(普通科フロンティアｺｰｽ)★③ 426034  長崎玉成(衛生看護科)③

420018  波佐見 424175  長崎工業(建築科) 426002  海星(普通科国公立進学ｺｰｽ)

420033  対馬 424100  諫早商業(商業、情報、 424176  長崎工業(工業化学科) 426003  海星(普通科ステラ･マリスｺｰｽ) 426170  長崎女子(普通科)☆③

420024  北松西    国際コミュニケーション科） 424177  長崎工業(インテリア科)

420034  豊玉 426010  活水(普通科総合進学ｺｰｽ)☆③ 426120  長崎女子商業(商業科)☆③

420025  宇久 424010  小浜(ビジネス・観光科) 426013  活水(英語科)☆③

420035  上対馬 426130  長崎総合科学大学附属(普通科)③

424070  佐世保商業(会計ビジネス、 426040  九州文化学園(普通科理系進学・

       情報マーケティング科) 　　　　　　　文系進学ｺｰｽ) 426140  長崎南山(普通科進学探求ｸﾗｽ)★

426041  九州文化学園(食物調理科)③

424090  島原商業(商業、情報処理科) 424300  大村(家政科) 426042  九州文化学園(衛生看護科)③ 426150  長崎日本大学(普通科プログレスｺｰｽ)

426043  九州文化学園(保育福祉科)③ 426151  長崎日本大学(普通科アカデミーｺｰｽⅡ類)

424400  佐世保中央 424050  対馬(商業科)

420004  諫早    （定時制昼間部) 424360  島原商業(家政科) 426190  瓊浦(普通科)③

424140  長崎市立長崎商業 426191  瓊浦(情報ビジネス科)③ 426020  久田学園佐世保女子(普通科)☆③

420044  西陵         (情報国際ビジネス科) 426192  瓊浦(機械科)③

424310  川棚(生活総合科)

420006  大村 424000  波佐見(商業科) 426053  向陽(美容科、エステティック科)③

426056  向陽(調理科)③

420019  諫早東 426054  向陽(保育科)③

426055  向陽(看護科)③

コード 学 校 (学 科) 名

429900  佐世保工業高等専門学校(機械工学、

424001  波佐見(美術・工芸科) 424390  五島(衛生看護科)       電気電子工学、電子制御工学、

      物質工学科)

◎ 国  立

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

農 業 科

水産業科

家政・生活総合科

工 業 科

◎ 私  立

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科◎ 公  立 ～ 普 通 科

五 島 学 区

壱 岐 学 区

対 馬 学 区

総合学科

理 数 科 系

衛生看護科

島 原 学 区

県 北 学 区

県 央 学 区

県 南 学 区

全  県

商 業 ・ 観 光 科

美術・工芸科



 2018年度8月以降用 熊本県高等学校志望校コード表

⑭ (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 コード 学 校 (学 科・コース) 名

430000  済々黌 430026  水俣 436211  有明(普通科進学総合ｺｰｽ)③ 436010  玉名女子(普通科)☆③

430001  熊本 434050  阿蘇中央(総合ビジネス科) 434310  芦北(農業、林業科) 436210  有明(普通科特進ｺｰｽ)③ 436014  玉名女子(ビジネス科)☆③

430028  人吉 434331  天草拓心(商業科) 436214  有明(看護学科)③ 436015  玉名女子(食物科)☆③

430002  第一(普通ｺｰｽ) 430029  人吉・五木分校 434030  鹿本商工(商業、情報管理科) 434270  阿蘇中央(農業食品、 436212  有明(生産工業科)★③ 436016  玉名女子(看護学科)☆③

434440  第一(英語ｺｰｽ) 434040  菊池(商業科)           グリーン環境科) 436213  有明(電気情報科)③

430031  天草 434100  球磨中央(商業科) 436215  有明(福祉科)③ 436170  鎮西(普通科普通ｺｰｽ)

430003  第二 434101  球磨中央(情報処理科) 434330  天草拓心(生物生産、食品科学、 436172  鎮西(普通科大学進学ｺｰｽ)

430034  天草・倉岳校           生活科学科) 436110  開新(普通科普通ｺｰｽ)③ 436173  鎮西(普通科体育ｺｰｽ)

430004  熊本西(普通ｺｰｽ) 430033  上天草 434000  熊本商業(商業科) 436112  開新(普通科特別進学ｺｰｽ)③

434461  熊本西(体育ｺｰｽ) 434001  熊本商業(情報処理科) 434240  鹿本農業(施設園芸、食品工業､ 436113  開新(電気情報科)③

430040  天草拓心 434002  熊本商業(国際経済科)       バイオ工学、生活科学科) 436114  開新(自動車、機械科)③ 436180  東海大学付属熊本星翔(普通科

430005  熊本北 430041  天草拓心(総合ｺｰｽ) 434003  熊本商業(会計科) 436115  開新(土木建築科)③                   総合進学ｸﾗｽ)

434250  菊池農業(農業、食品化学科) 436116  開新(総合学科)③ 436182  東海大学付属熊本星翔(普通科

430007  東稜(普通ｺｰｽ) 430006  熊本市立必由館 434010  熊本市立千原台(情報科) 434251  菊池農業(園芸、生活文化科)                       特進ｸﾗｽ)

434481  東稜(国際ｺｰｽ)          (普通ｺｰｽ) 434060  甲佐(ビジネス情報科) 434252  菊池農業(畜産科学科) 436000  菊池女子(普通科)☆③

434480  東稜(理数ｺｰｽ) 434431  熊本市立必由館 436001  菊池女子(家庭科)☆③

         (国際ｺｰｽ) 434231  北稜(ビジネスマネジメント科) 434220  熊本農業(農業、園芸・果樹、 436002  菊池女子(社会福祉科)☆③ 436060  文徳(普通科普通ｺｰｽ)

430039  湧心館 434430  熊本市立必由館           畜産、農業経済、 436061  文徳(普通科進特ｺｰｽ)

 (服飾デザインｺｰｽ) 434110  上天草(情報会計科)           食品工業、生活科) 436020  九州学院(普通科普通ｺｰｽ) 436063  文徳(普通科東大･医進ｺｰｽ)

430009  岱志(普通ｺｰｽ) 434432  熊本市立必由館 434391  松橋(情報処理科) 434221  熊本農業(農業土木科) 436021  九州学院(普通科特進ｺｰｽ) 436062  文徳(理工科専門ｺｰｽ)

434501  岱志(美術工芸ｺｰｽ)          (芸術ｺｰｽ) 434090  水俣(商業科) 436064  文徳(理工科特別進学ｺｰｽ)

434320  南稜(総合農業科、食品科学科、 436090  熊本学園大学付属(普通科)

430008  玉名 434012  熊本市立千原台 434080  八代東(商業科)     　生活経営科）

     (国際経済ｺｰｽ) 434081  八代東(情報ネットワーク科) 436080  熊本国府(普通科普通ｺｰｽ) 436200  八代白百合学園(普通科標準ｺｰｽ)☆③

430038  北稜(人文ｺｰｽ) 434011  熊本市立千原台 434580  湧心館(情報処理科) 434230  北稜(園芸科学、造園科) 436081  熊本国府(ビジネス科アクティブ

 (健康スポーツｺｰｽ) 　　　　　　　　　　ビジネスｺｰｽ)

430011  鹿本(普通ｺｰｽ) 434291  八代農業(園芸科学、 436082  熊本国府(ビジネス科コンピュータ 436030  ルーテル学院(普通科綜合ｺｰｽ)

          農業工学科) 　　　　　　　　　　ビジネスｺｰｽ) 436031  ルーテル学院(普通科英語特進ｺｰｽ)

430012  菊池 434290  八代農業(食品科学科) 436032  ルーテル学院(普通科理数特進ｺｰｽ)

434210  天草工業(機械、電気、土木科) 436100  熊本信愛女学院(普通科普通ｺｰｽ)☆③ 436033  ルーテル学院(普通科芸術ｺｰｽ)③

430013  大津(普通ｺｰｽ) 434211  天草工業(情報技術科) 434300  八代農業・泉分校 436101  熊本信愛女学院(普通科特進ｺｰｽ)☆③

434511  大津(体育ｺｰｽ) 434170  小川工業(機械科)           (グリーンライフ科) 436102  熊本信愛女学院(情報ビジネス科)☆③

434512  大津(美術ｺｰｽ) 434171  小川工業(建築、土木、

        設備工業、情報電子科) 434280  矢部(食農科学科) 436120  熊本中央(普通科)③

430014  阿蘇中央 434140  鹿本商工(機械科) 434281  矢部(緑科学科) 436122  熊本中央(総合ビジネス科)③

430015  小国 434142  鹿本商工(電子機械科) 436124  熊本中央(看護学科)③

430016  高森 コード 学 校 (学 科) 名 434200  球磨工業(機械、建築科) 436050  熊本マリスト学園(普通科)③

434201  球磨工業(電気、建設工学科)

430018  御船(普通ｺｰｽ) 434540  翔陽(総合学科) 434120  熊本工業(機械、電気、電子科) 434350  天草拓心(海洋科学科) 436070  慶誠(普通科教養ｺｰｽ)③

434121  熊本工業(工業化学、繊維工業､ 436071  慶誠(普通科進学ｺｰｽ)③

430019  甲佐(普通ｺｰｽ) 430035  牛深(普通総合学科)           材料技術科) コード 学 校 (学 科) 名

434062  甲佐(福祉教養ｺｰｽ) 434122  熊本工業(土木、インテリア科) 436190  秀岳館(普通科総合ｺｰｽ)③ 439910  熊本高等専門学校熊本キャンパス

      434123  熊本工業(建築科) 434370  北稜(家政科学科) 436191  秀岳館(普通科進学ｺｰｽ)③ (情報通信エレクトロニクス工学、

430020  宇土 434124  熊本工業(情報システム科) 436192  秀岳館(普通科特進ｺｰｽ)③          制御情報システム工学、

434471  熊本北(英語科) 434390  松橋(家政科)          人間情報システム工学科)

430021  松橋(文理総合ｺｰｽ) 434130  玉名工業(機械、電気科) 436130  尚絅(特進ｺｰｽ、総合ｺｰｽ)☆ 439900  熊本高等専門学校八代キャンパス

434520  松橋(体育ｺｰｽ) 434131  玉名工業(電子、土木科)   　    (機械知能システム工学、

434132  玉名工業(工業化学科) 436140  城北(普通科普通ｺｰｽ)③          建築社会デザイン、

430022  矢部 434510  大津(理数科) 434410  芦北(福祉科)          生物化学システム工学科)

434190  水俣(機械科) 436150  真和(普通科)

430023  八代 434470  熊本北(理数科) 434191  水俣(電気建築システム科) 434401  八代農業(福祉家庭科)

434160  御船(電子機械科) 436160  専修大学玉名(普通科ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ)③

434083  八代東(体育ｺｰｽ) 434460  熊本西(理数科) 436161  専修大学玉名(普通科文理選抜ｺｰｽ)③

434180  八代工業(機械、電気科) 436162  専修大学玉名(総合ビジネス科)③

434450  第二(理数科) 434181  八代工業(工業化学、 434451  第二(美術科) 436163  専修大学玉名(情報メディア科)③

      インテリア、情報技術科)

美 術 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

◎ 国  立

理 数 科

英 語 科

◎ 私  立

福 祉 科

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

工 業 科

◎ 公  立 ～ 普 通 科

家 庭 科

◎ 公  立 ～ 専門学科

商 業・観 光 科 農林業科

総合学科 水産業科



 2018年度8月以降用 大分県高等学校志望校コード表

⑮ (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 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 コード 学 校 (学 科・コース) 名

441500  中津南 446050  大分(普通科普通) 446140  明豊(普通科総合進学ｸﾗｽ)

440501  大分西(総合学科) 444120  大分工業(機械、電気、電子、建築、土木、 446053  大分(普通科特進個性) 446141  明豊(普通科特別進学ｸﾗｽ)

441502  中津南・耶馬溪校           工業化学科) 446054  大分(普通科特進選抜) 446142  明豊(看護科5年一貫ｸﾗｽ)

444390  日出総合(総合学科) 446055  大分(普通科特進)

441501  中津北 446051  大分(商業科)

444400  日田三隈(総合学科) 444190  国東(電子工業科) 446052  大分(自動車工業科) 446150  柳ヶ浦(普通科普通ｺｰｽ)

440100  高田 446153  柳ヶ浦(普通科体育進学ｺｰｽ)

446070  大分国際情報(情報通信、情報電子科) 446154  柳ヶ浦(看護学科)

441601  安心院 444180  情報科学(情報電子科)               

446080  大分東明(普通科普通ｺｰｽ) 446060  楊志館(普通科キャリアライセンスｺｰｽ)

441602  宇佐 446081  大分東明(普通科準特ｺｰｽ) 446061  楊志館(商業科)

444420  別府翔青(グローバルコミュニケーション科) 444130  鶴崎工業(機械、電気、建築、化学工業、 446082  大分東明(普通科特別進学ｺｰｽ特進ｸﾗｽ) 446062  楊志館(工業科)★

440200  国東           産業デザイン科) 446088  大分東明(普通科特別進学ｺｰｽ特別ｸﾗｽ) 446063  楊志館(調理科)

446084  大分東明(普通科国際ｺｰｽ) 446064  楊志館(福祉科)

440300  杵築 446083  大分東明(普通科歯科衛生ｺｰｽ)☆ 446065  楊志館(普通科進学ｺｰｽ）

444170  中津東(機械、電気、土木、生産システム科) 446086  大分東明(商業科情報処理ｺｰｽ) 446066  楊志館(普通科医療事務ｺｰｽ）☆

440401  別府鶴見丘 446085  大分東明(商業科商業・介護福祉ｺｰｽ) 446067  楊志館(普通科エステティックｺｰｽ)☆

444040  津久見(会計システム、総合ビジネス科) 446087  大分東明(衛生看護科)☆

440402  別府翔青           444160  日田林工(機械、電気、建築土木科) 446089  大分東明(看護教養科)

444030  大分商業(商業、国際経済、情報処理科)

440601  大分上野丘           

444140  津久見(生産機械、電気電子科) 446010  昭和学園(普通科キャリアデザインｺｰｽ)

440602  大分舞鶴 444100  情報科学(情報管理、情報経営科) 446011  昭和学園(普通科特別進学ｺｰｽ)

  (普通科、理数科) 446013  昭和学園(調理科)

446014  昭和学園(福祉、看護学科) コード 学 校 (学 科) 名

440503  大分雄城台 444080  中津東(ビジネス会計、ビジネス情報科) 446015  昭和学園(普通科製菓衛生師ｺｰｽ) 449900  大分工業高等専門学校(機械工学、

    　  電気電子工学、情報工学、

440504  大分南     　  都市・環境工学科)

444110  別府翔青(商業科) 446090  竹田南(普通科)

440505  大分豊府

444250  玖珠美山(地域産業科) 446100  藤蔭(普通科進学ｺｰｽ)

440502  由布 444060  三重総合(メディア科学科)           446102  藤蔭(普通科特別進学ｺｰｽ)

444161  日田林工(林業科) 446101  藤蔭(情報経済科)

440603  大分鶴崎

444010  国東・双国校(総合ビジネス科) 444191  国東(園芸ビジネス科)

440604  大分東 446110  日本文理大学附属(普通科進学ｺｰｽ)

444230  三重総合・久住校(農業科) 446111  日本文理大学附属(普通科特別進学ｺｰｽ)

440800  臼杵 444263  宇佐産業科学(ビジネス管理科) 446112  日本文理大学附属(商業科)

444260  宇佐産業科学(グリーン環境科) 446113  日本文理大学附属(情報技術、機械科)

440900  津久見                   

441000  佐伯鶴城 446030  東九州龍谷(普通科普通ｺｰｽ)

446033  東九州龍谷(普通科特別進学ｺｰｽ)

441100  三重総合 444262  宇佐産業科学(生活デザイン科) 446031  東九州龍谷(食物科)

446032  東九州龍谷(衛生看護科)☆

441201  竹田           

444320  海洋科学(海洋科) 446020  福徳学院(普通科ＩＴライセンスｺｰｽ)

441300  玖珠美山 446021  福徳学院(健康調理科)

          446022  福徳学院(こども教育科)

441400  日田 446025  福徳学院(トータルビューティ科)

446120  別府溝部学園(普通科)

444310  芸術緑丘(音楽科)③ 446122  別府溝部学園(食物科)

444311  芸術緑丘(美術科)③ 446123  別府溝部学園(看護科)

音 楽・美 術 科

農林業科

水産業科

商 業 科

◎ 国  立

総合学科

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

◎ 私  立◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

工 業 科

グローバルコミュニケーション科

生活デザイン科



 2018年度8月以降用 宮崎県高等学校志望校コード表

⑯ (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・系) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

450000  宮崎大宮  456060  小林西(普通科)

454450  延岡(メディカル・サイエンス科) 454140  小林秀峰(機械、電気科)

450017  宮崎南           

454291  都城泉ヶ丘(理数科) 456140  聖心ウルスラ学園(普通科総合ｺｰｽ)

450018  宮崎北 454120  佐土原(電子機械、通信工学、情報技術、産業デザイン科)

454430  宮崎西(理数科)         

450019  宮崎西 456120  日南学園(普通科)

454160  日南振徳(機械、電気科) 456125  日南学園日南校舎(看護科)

450002  都城泉ヶ丘           

454100  延岡工業(機械、電気電子、情報技術、土木、環境化学システム、

450020  都城西 　　　　　生活文化科) 456111  日章学園(普通科特別進学ｺｰｽ)

454060  小林秀峰(商業、経営情報科)           

450003  高城 456000  延岡学園(普通科総合ｺｰｽ)

454110  日向工業(機械、電気、建築科) 456001  延岡学園(普通科普通ｺｰｽ)

450004  延岡 454040  妻(情報ビジネスフロンティア科)           

450016  延岡星雲 454150  都城工業(機械、電気、情報制御システム、建設システム、化学工業、 456100  日向学院(普通科)

454000  高千穂(経営情報科)           インテリア科)

450005  日南     456040  鵬翔(英数科総合進学ｺｰｽ)

454020  富島(商業、国際経済科) 454130  宮崎工業(機械、生産システム、電気、電子情報、建築、化学環境、 456041  鵬翔(くらしの科学科商業情報ｺｰｽ)

450006  福島 　　　　　インテリア科)

450007  小林 454080  日南振徳(商業、経営情報科) 456070  都城(普通科)③

              

450008  飯野 454010  延岡商業(商業、経営情報、会計、流通経済科) 456080  都城聖ドミニコ学園(普通科)☆

          

450009  高鍋 456090  都城東(普通科)③

454070  都城商業(商業、会計、経営情報科) 454170  高千穂(生産流通科)

450011  妻           456020  宮崎学園(普通科)

454050  宮崎商業(商業、経営情報、経営科学、国際経済科) 454190  高鍋農業(園芸科学、畜産科学、食品科学、フードビジネス科)

450012  日向           456030  宮崎第一(普通科)

454240  小林秀峰(農業科) 456031  宮崎第一(文理科)

450013  高千穂           

456050  宮崎日本大学(総合進学科)

454260  日南振徳(地域農業科) 456052  宮崎日本大学(特別進学科)

          456053  宮崎日本大学(英語進学科)

454390  飯野(生活文化科)

454250  都城農業(農業、畜産、ライフデザイン、食品科学、農業土木科)

コード 学 校 (学 科) 名 454400  高城(生活文化科)                   

454210  宮崎農業(生物工学、生産流通、食品工学、環境工学、生活文化科)

454180  門川(総合学科) 454350  高鍋(生活文化科)

450001  本庄(総合学科) 454340  富島(生活文化科) コード 学 校 (学 科) 名

459900  都城工業高等専門学校(機械工学、電気情報工学、

                      物質工学、建築学科)

454440  宮崎海洋(海洋科学科)

454420  宮崎大宮(文科情報科)

454360  妻(福祉科)

◎ 公  立 ～ 普 通 科

生活文化科

福 祉 科

◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

文科情報科

総合学科

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

水産業科

◎ 国  立

工 業 科

農林業科

◎ 私  立

理 数 科

商 業 科

◎ 公  立 ～ 専門学科



 2018年度8月以降用 鹿児島県高等学校志望校コード表

⑰  (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 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 コード 学 校 (学 科・コース) 名

460001  鶴丸 460017  鹿屋市立鹿屋女子☆ 466200  池田(普通科) 466040  鹿屋中央(人間科学科進学ｺｰｽ)

464480  奄美(商業、情報処理科) 464210  伊佐農林(農林技術、生活情報科) 466041  鹿屋中央(人間科学科教養ｺｰｽ)③

460000  甲南 460021  種子島 464020  出水市立出水商業(商業、 466130  出水中央(普通科普通課程)③ 466042  鹿屋中央(人間科学科文理ｺｰｽ)

                  情報処理科) 464240  市来農芸(農業経営、生物工学、生活科) 466131  出水中央(普通科教養課程)③ 466043  鹿屋中央(人間科学科調理ｺｰｽ)★③

460006  鹿児島中央 460048  種子島中央 464040  指宿市立指宿商業(商業科) 466132  出水中央(普通科特進課程) 466044  鹿屋中央(人間科学科食物ｺｰｽ)☆③

464490  大島北(情報処理科) 464200  鶴翔(農業科学、食品技術科) 466133  出水中央(医療福祉科)③ 466045  鹿屋中央(人間科学科体育ｺｰｽ)③

460007  錦江湾 460049  屋久島 464510  沖永良部(商業科) 466134  出水中央(看護学科)③

464190  加世田常潤(有機生産、食品工学科) 466140  神村学園(文理科)

460052  武岡台 460019  大島 464000  鹿児島市立鹿児島商業(商業、 466170  大口明光学園(普通科進学ｺｰｽ)☆ 466141  神村学園(普通科英語国際ｺｰｽ)

        情報処理、国際経済科)★ 464220  鹿屋農業(農業、畜産動物学、生物工学、 466171  大口明光学園(普通科難関大ｺｰｽ)☆ 466147  神村学園(普通科特別能力ｺｰｽ)③

460051  松陽 460046  大島北 464010  鹿児島市立鹿児島女子(商業、           農業機械、緑地工学科) 466143  神村学園(看護学科)③

                  情報会計科)☆ 464031  霧島市立国分中央(園芸工学科) 466050  鹿児島(普通科)③ 466144  神村学園(保育科)③

460002  鹿児島東 460042  古仁屋 464320  鹿児島南(商業、情報処理科) 466051  鹿児島(英数科) 466158  神村学園(調理科)

464520  鹿屋市立鹿屋女子 464230  薩摩中央(農業工学、生物生産科) 466052  鹿児島(情報ビジネス科)③

460003  鹿児島南 460043  喜界             （情報ビジネス科)☆ 466190  志學館(普通科)③

464380  蒲生(情報処理科) 464581  曽於(畜産食農科) 466210  鹿児島育英館(普通科)

460004  鹿児島市立 460045  徳之島 464500  喜界(商業科)             466030  尚志館(普通科)

 鹿児島玉龍 464060  串良商業(情報処理、 464131  種子島(生物生産科) 466060  鹿児島実業(普通科) 466031  尚志館(特進科)

460044  沖永良部           総合ビジネス科)             466062  鹿児島実業(文理科) 466032  尚志館(商業科)③

460018  指宿 464030  霧島市立国分中央(ビジネス情報科) 464070  山川(園芸工学、農業経済、生活情報科) 466066  鹿児島実業(総合学科)③ 466033  尚志館(建設工業科)★③

460047  与論 466035  尚志館(医療福祉科)

460041  頴娃 464050  川薩清修館(ビジネス会計科) 466220  鹿児島修学館(普通科) 466034  尚志館(看護学科)

460053  開陽 464090  川内商工(商業科) 464260  鹿児島水産(海洋､情報通信､食品工学科)

460009  加世田 466070  鹿児島純心女子(本科ｺｰｽ)☆③ 466090  樟南(普通科未来創造ｺｰｽ)③

464583  曽於(商業科) 466071  鹿児島純心女子(選抜ｺｰｽ)☆ 466091  樟南(普通科文理ｺｰｽ)

460023  川辺 464440  種子島中央(情報処理科) 466072  鹿児島純心女子(英語ｺｰｽ)☆ 466092  樟南(普通科英数ｺｰｽ)

464481  奄美(家政科) 466073  鹿児島純心女子(Ｓ特進ｺｰｽ)☆ 466094  樟南(商業科)③

460038  伊集院 464181  吹上(情報処理科) 464221  鹿屋農業(生活科)☆ 466095  樟南(工業科)③

464390  福山(商業科) 466100  鹿児島城西(普通科

460010  串木野 464460  南大隅(商業科) 464011  鹿児島市立鹿児島女子(生活科学科)☆ 　　　　　　進学・公務員ｺｰｽ)③ 466182  樟南第二(普通科)

◎ 公  立 ～ 総合学科 464521  鹿屋市立鹿屋女子(生活科学科)☆ 466102  鹿児島城西(普通科芸術文化ｺｰｽ)③ 466180  樟南第二(商業科)

460011  川内 コード 学 校(学 科)名 464330  明桜館(商業科)            466109  鹿児島城西(普通科ﾊﾟﾃｨｼｴｺｰｽ)③ 466181  樟南第二(工業科)★

460012  鶴翔(総合学科) 464550  屋久島(情報ビジネス科) 464032  霧島市立国分中央(生活文化科) 466232  鹿児島城西(普通科ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｺｰｽ)③

460026  薩摩中央 464141  薩南工業(生活科学科) 466101  鹿児島城西(進学体育科)③ 466020  鳳凰(普通科文理ｺｰｽ)

460028  霧島(総合学科) 466107  鹿児島城西(ビジネス情報科)③ 466021  鳳凰(普通科特進ｺｰｽⅠ類)③

460013  出水 464450  垂水(生活デザイン科) 466105  鹿児島城西(ホテル観光科)③ 466027  鳳凰(普通科特進ｺｰｽⅡ類)③

460025  川薩清修館(総合学科) 464120  奄美(機械電気科) 464270  野田女子(食物、生活文化科)☆ 466106  鹿児島城西(調理科)③ 466022  鳳凰(メディカルシステム科)③

460014  大口 464100  出水工業(機械電気、建築科) 466104  鹿児島城西(社会福祉科)③ 466024  鳳凰(総合福祉科)③

464250  徳之島(総合学科) 466108  鹿児島城西(ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ科)③ 466026  鳳凰(看護学科)③

460030  蒲生 464340  頴娃(機械電気科) 464570  開陽(福祉科) 466230  鹿児島城西(ヘアーデザイン科)③

464560  枕崎(総合学科) 466231  鹿児島城西(ﾄｰﾀﾙｴｽﾃﾃｨｯｸ科)☆③ 466000  ラ・サール(普通科)★

460027  加治木 464080  鹿児島工業(工業Ⅰ類、Ⅱ類) 464191  加世田常潤(生活福祉科)

◎ 公  立 ～ 専門学科 466123  鹿児島情報(普通科系) 466010  龍桜(看護学科)③

460015  国分 コード 学 校(学 科)名 464150  加治木工業(機械、工業化学、 464231  薩摩中央(福祉科) 466127  鹿児島情報(マルチメディア科)③ 466011  龍桜(医療福祉科)③

      　　　建築、土木科) 466121  鹿児島情報(情報システム科 466012  龍桜(モードビジネス科)☆③

460029  福山 464300  明桜館(文理科学科) 464151  加治木工業(電気、電子科)             情報システムｺｰｽ)③

464110  鹿屋工業(機械、電気、電子、 464482  奄美(衛生看護科) 466122  鹿児島情報(情報システム科 466150  れいめい(普通科)

460033  志布志           建築、土木科)             情報系特進ｺｰｽ)③ 466151  れいめい(文理科)

464580  曽於(文理科) 464160  霧島(機械科) 464271  野田女子(衛生看護科)☆ 466124  鹿児島情報(自動車工学科)③ 466152  れいめい(工学科)

460016  鹿屋 466120  鹿児島情報(メカトロニクス科)③

464140  薩南工業(機械、建築、情報技術科) 466125  鹿児島情報(情報処理科)③

460022  垂水 464530  松陽(音楽科) 466126  鹿児島情報(医療福祉科)③

464280  錦江湾(理数科) 464091  川内商工(機械、電気、 464531  松陽(美術科) ◎ 国  立

460054  曽於           インテリア科) 466110  鹿児島第一(普通科) コード 学 校 (学 科) 名

464540  国分(理数科) 464582  曽於(機械電子科) 469900  鹿児島工業高専(機械工学、

464130  種子島(電気科)   　　 電気電子工学、

464170  隼人工業(インテリア、 464321  鹿児島南(体育科)        電子制御工学､

          電子機械、情報技術科) 　　　 情報工学、

464290  武岡台(情報科学科) 464180  吹上(電気、電子機械科) 464034  霧島市立国分中央(スポーツ健康科)        都市環境デザイン工学科)

商 業 科

◎ 私  立

福 祉 科

衛生看護科

音 楽・美 術 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

◎ 公  立 ～ 専門学科

水産業科

農林業科

家 庭 科

体 育 系

工 業 科

文 理 科

理 数 科

情報科学科

文理科学科
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コード 学 校(コース・系)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・コース) 名 コード 学 校 (学 科) 名 コード 学 校 (学 科・コース) 名

476040  沖縄カトリック(普通科)③

470000  辺土名 470017  西原(文理ｺｰｽ) 474241  沖縄水産(総合学科) 474120  浦添工業(情報技術科) 474480  久米島(園芸科)

474600  西原(特別進学ｺｰｽ) 474581  嘉手納(総合学科) 474121  浦添工業(インテリア科) 476011  沖縄尚学(普通科尚学パイオニアα・

470001  北山 474602  西原(健康科学ｺｰｽ) 470018  陽明(総合学科) 474122  浦添工業(デザイン科) 474200  中部農林(熱帯資源科)           尚学チャレンジャーｺｰｽ)③

474201  中部農林(食品科学科) 476010  沖縄尚学(普通科東大・国公立大

470002  本部(進学・情報ｺｰｽ) 470019  浦添 474140  沖縄工業(電子機械科) 474202  中部農林(園芸科学科) 　　　　　　　　　　　医学科ｺｰｽ)③

474611  本部(スポーツ・ 474141  沖縄工業(情報電子科) 474203  中部農林(造園科) 476012  沖縄尚学(普通科国際文化科学ｺｰｽ)③

　　　基礎福祉ｺｰｽ) 470036  那覇国際 474460  開邦(学術探究科) 474142  沖縄工業(建築科) 476013  沖縄尚学(普通科尚学パイオニアｺｰｽβ)③

474143  沖縄工業(土木科) 474210  南部農林(食料生産科)

470003  名護 470020  那覇 474144  沖縄工業(工業化学科) 474212  南部農林(生物資源科) 476023  興南(普通科総合進学ｺｰｽ)③

474145  沖縄工業(生活情報科) 474213  南部農林(食品加工科) 476020  興南(普通科特別進学ｺｰｽ)③

470004  宜野座 470021  首里 474441  球陽(国際英語科) 474214  南部農林(環境創造科) 476022  興南(普通科フロンティアｺｰｽ)③

474491  向陽(国際文科) 474090  名護商工(機械システム科) 474215  南部農林(生活デザイン科)

470022  首里東 474091  名護商工(電建システム科)

474510  那覇国際(国際科) 474190  北部農林(熱帯農業科)

470023  真和志(普通ｺｰｽ) 474450  那覇西(国際人文科) 474130  那覇工業(機械科) 474191  北部農林(園芸工学科)

474361  真和志(クリエイティブ 474131  那覇工業(自動車科) 474192  北部農林(食品科学科)

470005  石川 　　　　アーツｺｰｽ) 474132  那覇工業(電気科) 474193  北部農林(林業緑地科) コード 学 校 (学 科) 名

474500  北山(理数科) 474133  那覇工業 474194  北部農林(生活科学科) 479000  沖縄工業高専(機械システム工学科)

470006  前原(文理ｺｰｽ) 474440  球陽(理数科)    (グラフィックアーツ科) 479001  沖縄工業高専(情報通信システム工学科)

474520  前原(英語ｺｰｽ) 470024  小禄(普通ｺｰｽ) 474150  南部工業(機械科) 474221  宮古総合実業(生物生産科) 479002  沖縄工業高専(メディア情報工学科)

474522  前原(総合スポーツｺｰｽ) 474372  小禄(英語ｺｰｽ) 474490  向陽(理数科) 474151  南部工業(電気科) 474222  宮古総合実業(食と環境科) 479003  沖縄工業高専(生物資源工学科)

474373  小禄(情報ビジネスｺｰｽ) 474470  宮古(理数科) 474153  南部工業(建築設備科)

470007  具志川 474374  小禄(芸術教養ｺｰｽ) 474230  八重山農林(アグリフード科)

474110  美里工業(機械科) 474232  八重山農林

470008  与勝 470025  那覇西 474111  美里工業(電気科)      (フードプロデュース科)

474050  浦添商業(総合ビジネス科) 474112  美里工業(建築科) 474233  八重山農林

470009  読谷 474051  浦添商業(情報処理科) 474113  美里工業(設備工業科)          (グリーンライフ科)

474052  浦添商業(国際観光科) 474234  八重山農林(ライフスキル科)

470011  美里 470026  豊見城(普通ｺｰｽ) 474160  宮古工業

474381  豊見城(特進ｺｰｽ) 474030  具志川商業    (自動車機械システム科)

470012  コザ       (オフィスビジネス科) 474162  宮古工業(電気情報科) 474240  沖縄水産(海洋技術科)

474032  具志川商業           

470013  北中城 470027  豊見城南(普通ｺｰｽ)   (ビジネスマルチメディア科) 474100  美来工科(機械システム科) 474250  宮古総合実業(海洋科学科)

474540  豊見城南(特進ｺｰｽ) 474031  具志川商業(情報システム科) 474101  美来工科(自動車工学科)

470014  北谷 474033  具志川商業(リゾート観光科) 474102  美来工科(電子システム科)

474103  美来工科(土木工学科) 474420  浦添工業(調理科)

470015  普天間 474040  中部商業(総合ビジネス科) 474104  美来工科(ＩＴシステム科)

470028  南風原(普通総合ｺｰｽ) 474041  中部商業(情報ビジネス科) 474105  美来工科(コンピュータ 474093  名護商工(総合情報科)

470016  宜野湾(普通ｺｰｽ) 474550  南風原(教養ビジネスｺｰｽ) 474042  中部商業(国際ビジネス科)           デザイン科)

474530  宜野湾(文理特進ｺｰｽ) 474551  南風原(郷土文化ｺｰｽ) 474170  八重山商工(機械電気科) 474134  那覇工業(服飾デザイン科)

474532  宜野湾(情報処理ｺｰｽ) 474020  名護商工(商業科) 474171  八重山商工(情報技術科)

474533  宜野湾(スポーツ 474094  名護商工(地域産業科) 474114  美里工業(調理科)

 　　　　　・健康ｺｰｽ) 470029  知念

474060  那覇商業(商業科) 474560  辺土名(環境科) 474163  宮古工業(生活情報科)

470030  糸満 474063  那覇商業(国際経済科)

474061  那覇商業(会計科)

470035  向陽 474062  那覇商業(情報処理科)

474462  開邦(芸術科音楽ｺｰｽ) 474204  中部農林(福祉科)

474070  南部商業(流通ビジネス科) 474463  開邦(芸術科美術ｺｰｽ)

474071  南部商業(ＯＡ経理科) 474223  宮古総合実業(生活福祉科)

470031  久米島 474072  南部商業(情報ビジネス科) 474080  首里(染織デザイン科)

470032  宮古 474362  真和志(みらい福祉科)

474251  宮古総合実業(商業科)

470033  伊良部 474043  中部商業(生涯スポーツ科)

470034  八重山 474010  八重山商工(商業科) 474620  名護(フロンティア科)

474451  那覇西(体育科)

フロンティア科

体 育 系

◎ 私  立

芸 術 系

環 境 科

◎ 国  立

農林業系総合学科

家 庭 系

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

福 祉 系

海 洋 系

◎ 公  立 ～ 普 通 科 ◎ 公  立 ～ 総合・専門学科

工 業 系

商業・産業・観光系

学術探究科

国 際 科

理 数 科

宮 古 学 区

八 重 山 学 区

国 頭 学 区

中 頭 学 区

那 覇 学 区

島 尻 学 区

久 米 島 学 区
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