
行 高校名 学科／コース名 コード 行 募 高校名 学科／コース名 科 コード
ア 飯南 普通 320120 ア 3 出雲西 特別進学 5 325000
出雲 普通 320140 3 出雲西 福祉 5 325001
出雲 理数 320141 3 出雲西 ビジネス 5 325002
出雲工業 機械 320150 3 出雲北陵 普通 5 325010
出雲工業 電気 320151 3 出雲北陵 特別進学 5 325011
出雲工業 電子機械 320152 3 出雲北陵 音楽 5 325012
出雲工業 建築 320153 3 出雲北陵 美術・ＣＧデザイン 5 325013
出雲商業 商業 320160 3 石見智翠館 智翠館特別 5 325020
出雲商業 情報処理 320161 3 石見智翠館 文理進学 5 325021
出雲農林 植物科学 320170 3 石見智翠館 スポーツ 5 325023
出雲農林 環境科学 320171 カ 3 開星 普通 5 325030
出雲農林 食品科学 320172 サ 3 松徳学院 アドバンス 5 325050
出雲農林 動物科学 320173 3 松徳学院 グローバル 5 325051
大田 普通 320190 マ 3 益田東 普通 5 325060
大田 理数 320191 3 松江工業高専 機械工学 5 328010
隠岐 普通 320320 3 松江工業高専 電気情報工学 5 328011
隠岐 商業 320321 3 松江工業高専 電子制御工学 5 328012
隠岐水産 海洋システム 320340 3 松江工業高専 環境･建設工学 5 328013
隠岐水産 海洋生産 320341 3 松江工業高専 情報工学 5 328014
隠岐島前 普通 320330 3 松江西 普通 5 325070

カ 江津 普通 320230 3 松江西 総合ビジネス 5 325071
江津工業 機械･ロボット 320240 3 明誠 普通 5 325080
江津工業 建築・電気 320241 3 明誠 福祉 5 325081

サ 島根中央 普通 320210 ラ 3 立正大淞南 普通 3 325090
情報科学 全科 320020

タ 大社 普通 320180
大社 体育 320181
大東 普通 320090
津和野 普通 320310

ナ 邇摩 総合 320200
ハ 浜田 普通 320250
浜田 理数 320251
浜田商業 商業・情報処理 320260
浜田水産 海洋技術 320270
浜田水産 食品流通 320271
平田 普通 320130

マ 益田 普通 320280
益田 理数 320281
益田翔陽 電子機械 320290
益田翔陽 電気 320291
益田翔陽 生物環境工学 320292
益田翔陽 総合 320294
松江北 普通 320030
松江北 理数 320031
松江工業 機械 320060
松江工業 電子機械 320061
松江工業 電気 320062
松江工業 電子 320063
松江工業 情報技術 320064
松江工業 建築都市工学 320065
松江商業 全科 320070
松江市立皆美が丘女子 普通 320350
松江市立皆美が丘女子 国際コミュニケーション 320351
松江農林 生物生産 320080
松江農林 環境土木 320081
松江農林 総合 320082
松江東 普通 320050
松江南 普通 320040
松江南 探究科学 320041
三刀屋 総合 320110
三刀屋 普通／掛合 320111

ヤ 矢上 普通 320220
矢上 産業技術 320221
安来 普通 320010
横田 普通 320100
吉賀 普通 320300

■受験登録シートの志望校コード番号記入枠にコード（６桁）を記入してください
■希望通学圏コード番号（島根県321）を記入してください

私立高校／高専　※募は１男２女３共の募集、科は判定科目５（５科）３（３科）公立高校

島根県／コード番号表
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