
 2018年度福岡県模試8月以降用 福岡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(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) 

◎ 市  立

福 岡 地 区

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

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

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



 2018年度福岡県模試8月以降用 福岡県国・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

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
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