
※ 一家転住等やむを得ない場合や県境隣接地域からの入学志願を除きます。

※ 内容は平成31年度のものですが、未定の場合は平成30年度の状況です。 平成30年9月現在

No. 都道府県 実施校数 学校名 参考ＵＲＬ 定員 出願要件等

岩見沢農業高等学校

深川東高等学校

倶知安農業高等学校

小樽水産高等学校

壮瞥高等学校

静内農業高等学校

大野農業高等学校

函館水産高等学校

名寄産業高等学校

遠別農業高等学校

美幌高等学校

音更高等学校

帯広農業高等学校

更別農業高等学校

士幌高等学校

厚岸翔洋高等学校

別海高等学校

中標津農業高等学校

知内高等学校 http://www.shiriuchi.jp/high/ 北海道知内高等学校一般及び推薦入学者選抜実施要項の出願資格による。

奥尻高等学校 http://www.town.okushiri.lg.jp/highschool/ 奥尻町立高等学校一般入学者選抜実施要項の出願資格による。

天売高等学校 http://www.teuri.ed.jp/index.html 羽幌町立高等学校入学者選抜実施要項の出願資格による。

岩手県立葛巻高等学校（普通科） http://www2.iwate-ed.jp/kuz-h/ 80名 葛巻町が取り組んでいる「くずまき山村留学」に応募し採用されること。

岩手県立水沢農業高等学校（農業科学科） http://www2.iwate-ed.jp/msa-h/ 40名
特色ある科目である「馬学」に対する強い関心をもち、明確な志願理由がある
こと。

岩手県立種市高等学校（海洋開発科） http://www2.iwate-ed.jp/tan-h/ 40名
全国で唯一の学科である「海洋開発科」に対する強い関心をもち、明確な志願
理由があること。

5 秋田県 47
前期選抜では、全ての学校で実施して
いる。

　https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/15414
　（秋田県公立高等学校入学者選抜情報）

各学科の募集定員
の５％を上限とす
る。

前期選抜　出願資格
次の(1)と(2)に該当する者とする。県外居住者も出願することができる。
(1) 中学校又はこれに準ずる学校（以下「中学校」という）を平成30年３月卒
  業見込みの者（中学校には中等教育学校前期課程及び義務教育学校後期課程
  を含み、中学校に準ずる学校とは特別支援学校中学部等である。）
(2) 高等学校が示す「出願の条件」を満たしている者

山形県立加茂水産高等学校

山形県立遊佐高等学校

大子清流高等学校 http://www.daigoseiryu-h.ibk.ed.jp/
海洋高等学校 http://www.kaiyo-h.ibk.ed.jp/
大洗高等学校 http://www.oarai-h.ibk.ed.jp/
真壁高等学校 http://www.makabe-h.ibk.ed.jp/
日光明峰高等学校（普通科） http://www.tochigi-edu.ed.jp/nikkomeiho/nc2/ アイスホッケー、スピードスケート競技での活躍を目指す者

馬頭高等学校（水産科） http://www.tochigi-edu.ed.jp/bato/nc2/ 特別な要件はない。

一般入学者選抜志願資格による。
https://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700013/h25nyuusennk
annkei/copy_of_H30nyusenn/kengaishigansya2.pdf

入学定員に対し
て、山形県外から
の志願者（以下、
「県外志願者」と
いう）の合格者の
割合は特に定めな
いが、志願者数の
合計（推薦入選に
よる合格内定者を
含む）が入学定員
を超えた場合は、
原則として制限す
る。（詳細はホー
ムページ参照）

大子清流高等学校農林科学科、海洋高等学校海洋技術科・海洋食品科・海洋産
業科、大洗高等学校普通科音楽コース及び真壁高等学校環境緑地科について
は、該当の学科に対する目的意識が強く入学日までに身元引受人がいることを
条件に、全国から出願できる。

無

6 山形県 2

茨城県 48

1 北海道 21

3 岩手県 3

平成30年３月に道外の中学校又は義務教育学校を卒業する見込みの者、出願する
動機及び理由が明確である者、当該学科に対する適性、興味・関心及び学習意欲を
有する者

無2栃木県9

公立高等学校入学者選抜における県外からの募集実施状況

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/H29dougai_suisen_
jissiyoukou.htm

推薦による入学者の
範囲の５％程度（知
内及び奥尻は定員
の50％、天売は定
員の100％）
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※ 一家転住等やむを得ない場合や県境隣接地域からの入学志願を除きます。

※ 内容は平成31年度のものですが、未定の場合は平成30年度の状況です。 平成30年9月現在

No. 都道府県 実施校数 学校名 参考ＵＲＬ 定員 出願要件等

公立高等学校入学者選抜における県外からの募集実施状況

尾瀬高等学校 http://www.nc.oze-hs.gsn.ed.jp/ 自然環境科のみ

万場高等学校 http://www.gsn.ed.jp/gakko/kou/manba/ 第２学年において水産コースを希望する者

嬬恋高等学校 http://www.nc.tsumagoi-hs.gsn.ed.jp/ スポーツ・健康コースにおいて、スケート実技を選択する者

利根沼田学校組合立利根商業高等学校 http://www.tonesho.ed.jp/
普通科12名、
地域経済科12名

保護者が県外に居住する場合で、合格後は本校の生徒寮（峻嶺館）に入寮し通
学する者

新潟中央高校

新津工業高校

新発田農業高校

長岡農業高校

加茂農林高校

国際情報高校

八海高校

高田農業高校

海洋高校

http://cms1.ishikawa-c.ed.jp/~nashih/NC2/htdocs/?page_id=43

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/nanaoshinonome-
engeki/engeki-bosyu.html

19 山梨県 1 北杜市立甲陵高等学校 http://www.yamanashi-koryo-h.ed.jp/ 40名 甲陵高等学校を第１志望とし、合格した場合には必ず入学の確約ができる者

飯山高等学校 飯山高等学校スポーツ科学科へ志願を強く希望し、かつ入寮する者

白馬高等学校 白馬高等学校国際観光科へ志願を強く希望する者

加納高等学校 http://school.gifu-net.ed.jp/kano-hs/
音楽科
４名以内

(定員のみ平成30年度)

音楽の分野に関心・意欲があり、
かつ、入学誓約書を提出することができる県外に居住する者。

不破高等学校 http://school.gifu-net.ed.jp/fuwa-hs/
普通科
６名以内

(定員のみ平成30年度)

スポーツチャンバラの分野に関心・意欲があり、
かつ、入学誓約書を提出することができる県外に居住する者。

海津明誠高等学校 http://school.gifu-net.ed.jp/kmeisei-hs/

普通科6名以内
情報処理科2名以内
生活福祉科2名以内
(定員のみ平成30年度)

ヨットの分野に関心・意欲があり、
かつ、入学誓約書を提出することができる県外に居住する者。

関有知高等学校 http://school.gifu-net.ed.jp/sekiuchi-hs/
普通科6名以内

生活福祉科2名以内
(定員のみ平成30年度)

ライフル射撃の分野に関心・意欲があり、
かつ、入学誓約書を提出することができる県外に居住する者。

八百津高等学校 http://school.gifu-net.ed.jp/yaotsu-hs/ 普通科６名以内
(定員のみ平成30年度)

ボート、カヌーの分野に関心・意欲があり、
かつ、入学誓約書を提出することができる県外に居住する者。

東濃高等学校 http://school.gifu-net.ed.jp/tono-hs/ 普通科６名以内
(定員のみ平成30年度)

ロボコンの分野に関心・意欲があり、
かつ、入学誓約書を提出することができる県外に居住する者。

多治見工業高等学校 http://school.gifu-net.ed.jp/tajimi-ths/
セラミック科

４名以内
(定員のみ平成30年度)

セラミックの分野に関心・意欲があり、
かつ、入学誓約書を提出することができる県外に居住する者。

恵那農業高等学校 http://school.gifu-net.ed.jp/ena-ahs/
園芸科学科4名以内

園芸デザイン科4名以内
(定員のみ平成30年度)

園芸の分野に関心・意欲があり、
かつ、入学誓約書を提出することができる県外に居住する者。

坂下高等学校 http://school.gifu-net.ed.jp/sakasita-hs/ 福祉科４名以内
(定員のみ平成30年度)

福祉の分野に関心・意欲があり、
かつ、入学誓約書を提出することができる県外に居住する者。

高山工業高等学校 http://school.gifu-net.ed.jp/takayama-ths/
建築インテリア科

４名以内
(定員のみ平成30年度)

建築インテリアの分野に関心・意欲があり、
かつ、入学誓約書を提出することができる県外に居住する者。

飛驒神岡高等学校 http://school.gifu-net.ed.jp/hidakami-hs/ 総合学科4名以内
(定員のみ平成30年度)

ロボットの分野に関心・意欲があり、
かつ、入学誓約書を提出することができる県外に居住する者。

17 七尾東雲高等学校1石川県

21 岐阜県 11

http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/saiyo-
nyuushi/shiken/ko/h31/documents/h31kengai_koko.html

それぞれの
募集定員の
範囲内

・一家転住等の特別な理由にかかわらず、県外からの出願を認める
・親権を代行できる者が県内に得られること

10 群馬県 4
無

9新潟県15
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/114/704/kengaijuke
n,0.pdf

2長野県20 無

演劇科
40名

・次の(1)、(2)、(3)のいずれかを満たす者
　(1)　平成30年3月に中学校若しくはこれに準ずる学校又は義務教育学校の
　　後期課程若しくは中等教育学校の前期課程(以下「中学校」という。)
　　を卒業見込み又は修了見込みの者
　(2)　中学校を卒業又は修了した者
　(3)　学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条の規定に該当
　　する者
・全国のいずれの公立高等学校にも併願しない旨の中学校長名の証明書を
　提出する
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※ 一家転住等やむを得ない場合や県境隣接地域からの入学志願を除きます。
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公立高等学校入学者選抜における県外からの募集実施状況

22 静岡県 1 川根高等学校 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/kawane-h/home.nsf 定員の10%程度

志願者は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、かつ、(4)に該当する者
とする。なお、一般選抜と併願することはできない。
(1) 平成31年３月に中学校卒業見込みの者
(2) 中学校卒業者
(3) 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第95条の各号のいずれか
に該当する者
(4) 県外に居住している者

ア①いなべ総合学園高等学校
　（総合学科）

http://www.inabe-h.ed.jp/
前期８人以内
後期８人以内

・保護者が保証人を確保し、志願者が志願先高等学校の入学の期日までに、
  志願先高等学校の属する学区又は当該学区に隣接する学区に転入すること
  が確実な者
・当該部活動に入部する意志が確実な者
①レスリング（男女）、バスケットボール（女）、硬式野球（男）

　②朝明高等学校
　（普通科、ふくし科）

http://www.mie-c.ed.jp/hasake/
前期３人以内
後期７人以内

②自転車（男）、レスリング（男）、ラグビー（男）

　③四日市四郷高等学校
　（普通科、スポーツ科学コース）

http://www.mie-c.ed.jp/hyogo/
前期４人以内
後期６人以内

③アーチェリー（男女）

　④四日市工業高等学校
　（機械科、電子機械科、電気科、
　  電子工学科、物質工学科、
    自動車科）

http://www.mie-c.ed.jp/tyokka/
前期７人以内
後期７人以内

④陸上競技（男）、テニス（男）、バスケットボール（男）、
　ハンドボール（男）、ウェイトリフティング（男）、
　ラグビー（男）

　⑤四日市中央工業高等学校
　（機械科、電気科、化学工学科、
　　都市工学科、設備システム科）

http://www.mie-c.ed.jp/tcyokk/
前期６人以内
後期６人以内

⑤水泳（水球）（男）、柔道（男）、サッカー（男）、
　ウェイトリフティング（男）

　⑥四日市商業高等学校
　（商業科、情報マネジメント科）

http://www.shisho.ed.jp/
前期６人以内
後期６人以内

⑥陸上競技（女）、テニス（女）、バスケットボール（女）、
　ハンドボール（女）、空手道（女）

　⑦菰野高等学校（普通科） http://www.mie-c.ed.jp/hkomon/
前期２人以内
後期６人以内

⑦硬式野球（男）

　⑧白子高等学校
　（普通科、生活創造科）

http://www.shiroko-hs.ednet.jp/
前期５人以内
後期７人以内

⑧卓球（男女）

　⑨稲生高等学校
　（普通科、情報コース、体育科）

http://www.ino-hs.ed.jp/
前期４人以内
後期６人以内

⑨水泳（水球）（男）、なぎなた（女）

　⑩津工業高等学校
　（機械科、電気科、電子科、
　　建設工学科）

http://www.mie-c.ed.jp/ttu/
前期６人以内
後期６人以内

⑩セーリング（男）

　⑪名張高等学校（総合学科） http://www.mie-c.ed.jp/hnabar/
前期５人以内
後期５人以内

⑪柔道（男女）

　⑫尾鷲高等学校
　（普通科、
    プログレッシブコース、
    情報ビジネス科、
    システム工学科）

http://www.mie-c.ed.jp/howase/
前期３人以内
後期７人以内

⑫水泳（競泳）（男女）

イ①白山高等学校
　（普通科、
　　情報コミュニケーション科）

http://www.mie-c.ed.jp/hhakus/
前期３人以内
後期３人以内

　②あけぼの学園高等学校
　（総合学科）

http://www.mie-c.ed.jp/hakebo/
前期２人以内
後期２人以内

　③南伊勢高等学校南勢校舎
　（普通科）

http://www.mie-c.ed.jp/hnanse/
前期１人以内
後期１人以内

　④鳥羽高等学校（総合学科） http://www.mie-c.ed.jp/htoba/
前期１人以内
後期２人以内

　⑤水産高等学校
　（海洋・機関科、水産資源科）

http://www.mie-c.ed.jp/hsuisa/
前期２人以内
後期２人以内

　⑥紀南高等学校（普通科） http://www.mie-c.ed.jp/hkinan/
前期１人以内
後期３人以内

ウ①白子高等学校
　（文化教養（吹奏楽）コース
　　《前期選抜のみの実施》）

http://www.shiroko-hs.ednet.jp/
アに示す募集人数
に含む

　②尾鷲高等学校
　（情報ビジネス科、
    システム工学科）

http://www.mie-c.ed.jp/howase/
アに示す募集人数
に含む

24 三重県 18

保護者が保証人を確保し、志願者が志願先高等学校の入学の期日までに、志願
先高等学校の属する学区又は当該学区に隣接する学区に転入することが確実な
者

保護者が保証人を確保し、志願者が志願先高等学校の入学の期日までに、志願
先高等学校の属する学区又は当該学区に隣接する学区に転入することが確実な
者

3 / 8



※ 一家転住等やむを得ない場合や県境隣接地域からの入学志願を除きます。
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公立高等学校入学者選抜における県外からの募集実施状況

25 滋賀県 1 信楽高等学校
http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/sogo/kakuka/ma01/shigaraki/in
dex.html

５名以内
他府県から志願する者で、信楽地域の伝統産業に関わるセラミック・デザイン
に強い興味・関心があり、将来に対する目的意識が明確な者

28 兵庫県 1 県立村岡高等学校 http://www.hyogo-c.ed.jp/~muraoka-hs/ 40名

・本校を第１志望とする者
・本校の特色ある教育を理解し、本校で学習する強い意欲を持っている者。
・中学校の学習活動や特別活動に意欲的に取り組み、人文・自然科学分野、
　スポーツ分野に強い興味・関心がある者。
・本校入学後、「地域アウトドアスポーツ類型」の学習に積極的に取り組み、
　深い学びを追求し、将来は、地域・社会の発展に貢献したいと考えている
  者。

ア（ア）①県立山辺高等学校 https://yamabehighschool.jimdo.com/
ア（ア）　指定する運動部に所属する。
　①馬術部、ライフル射撃部

　 ②県立御所実業高等学校 http://www.nps.ed.jp/gihs/ 　②ラグビー部

　 ③県立榛生昇陽高等学校 http://www.nps.ed.jp/sshs/ 　③自転車競技部

　 ④県立十津川高等学校 http://www.nps.ed.jp/totsukawa-hs/ 　④ボート部

　（イ）県立御所実業高等学校 http://www.nps.ed.jp/gihs/
　（イ）　学科（コース）を志願する。
　　　 ①薬品科学科

イ　　  県立十津川高等学校 http://www.nps.ed.jp/totsukawa-hs/
イ　寮生活をしながら十津川高校での学習を希望する。
　普通科（木工芸・美術コース、ふるさと共生コース）

大和高田市立高田商業高等学校 http://web1.kcn.jp/ichisho/
10名を上限とす
る。

ソフトテニス部に所属し、継続して活動する意欲がある者。

五條市立奈良県立五條高等学校
賀名生分校

http://gojo-agri.jp
募集人員を超えな
い限り上限はな
い。

果樹を中心に野菜・草花の生産技術などを、地元農家の協力のもと実習中心に
学び、農業の担い手として学習成果を地域に返す意欲のある生徒。

海南高等学校美里分校 http://www.taisei-h-b.wakayama-c.ed.jp/ ４名程度

有田中央高等学校清水分校 http://www.aridachuo-h-b.wakayama-c.ed.jp/ ４名程度

日高高等学校中津分校 http://www.hidaka-h-b.wakayama-c.ed.jp/ 12名程度

南部高等学校龍神分校 http://www.minabe-h-b.wakayama-c.ed.jp/ ４名程度

串本古座高等学校 http://www.kushimoto-h.wakayama-c.ed.jp/ 12名程度

岩美高等学校 ５人程度

・本校の教育活動を理解し、学習とともに部活動にも積極的に取り組む意欲が
　ある生徒。
・規範意識があり、夢に向かって頑張ることのできる強い意思を持った生徒。
・県外からの志願者については、バレーボール（女子）と硬式野球種目におい
　て優れた技術と運動能力を持ち、３年間継続して活動する強い意志を持った
　生徒。

八頭高等学校 ４人程度

・優れた能力と資質を持ち、将来、スポーツまたは健康に関する分野で活躍す
  るために、学習と部活動の両立に意欲的に努めることのできる人物であるこ
  と。
　なお、部活動については、受検する実技検査種目を３年間継続して活動する
  意志が強固であること。
・県外生徒は、ホッケー（男子・女子）、柔道（男子）、剣道（男子）の中か
  ら一つ選択する。

智頭農林高等学校 ４人程度
・目的意識を持って各教科の学びに取り組める者。
・学科に対する適性及び興味・関心を有する者。
・学科について十分に成業の見込みがある者。

倉吉農業高等学校 ２人程度

・将来、動物の飼育や植物の栽培で農業自営を目指している者、または、地域
  農業を支える意欲や関心を有している者。
・学科の特色を理解し、適性があり、実習に意欲的に取り組み、十分に成業の
  見込みがある者。
・学校生活、寮生活ともに規律ある生活ができ、進んで仲間作りができる者。

鳥取中央育英高等学校 ４人程度

・人物、学習成績ともに優れ、学習や部活動、生徒会活動等への意欲があり、
  目標に向かって積極的に挑戦できること。
・コースの特色を理解し、競技力において優れた能力を有していること。
　また、３年間部活動に取り組み、目標に向かって積極的に挑戦できること。

鳥取県31

8

５校の高等学校を志願する場合、出願時に証明書を提出。（当該校以外の公立
高等学校への非出願証明）

5和歌山県30

29 奈良県

学科（コース）ご
とに、募集人員の
10％を上限とす

る。

6

http://www.pref.tottori.lg.jp/258876.htm
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※ 一家転住等やむを得ない場合や県境隣接地域からの入学志願を除きます。

※ 内容は平成31年度のものですが、未定の場合は平成30年度の状況です。 平成30年9月現在

No. 都道府県 実施校数 学校名 参考ＵＲＬ 定員 出願要件等

公立高等学校入学者選抜における県外からの募集実施状況

境高等学校 ２人程度

・高等学校における目的意識が明確で、他の生徒の模範となり、かつ十分に成
  業が見込める者のうち、スポーツに優れた能力を有し、入学後は意欲的に運
  動部活動に取り組み、競技力の向上を目指して切磋琢磨し、努力を惜しまな
  い者。ただし、県外出身受検者は、陸上・ヨット・ハンドボール・サッカー
  及び硬式野球のいずれかとする。

境港総合技術高等学校 10人程度

・基本的生活習慣が身につき、人物及び学習態度が優れている者。
・志望する科に対する興味、関心、意欲を有し、志望動機・志望理由が適切、
　明確で、目的意識を有する者。
・学習成績の良好な者。
・運動部で優れた成績を残した者で、入学後も継続する意志のある者。

日野高等学校 ５人程度

・本校及び総合学科を志望する動機・理由が明確で、学習意欲が旺盛であり、
　出身中学校長の推薦を得た者とする。
・県外出願者は次の１、２の両方の要件を満たす者とする。
　１　ソフトテニスに優れた能力を有する、あるいは射撃、郷土芸能に積極的
  に取り組む意欲がある者。そして、入学後は３年間継続してソフトテニス
  部、射撃部、郷土芸能部に所属し、部活動に取り組む意志が強固である者。
　２　総合進学系列に進み、将来、大学等の上級学校への進学を目指す者。

安来高等学校 http://www.yasugi-hs.ed.jp/

情報科学高等学校 http://johokoko.ed.jp/

大東高等学校 http://www.daito-h.ed.jp/

横田高等学校 http://www.yokota.ed.jp/

三刀屋高等学校 http://www.mitoya-hs.ed.jp/

飯南高等学校 http://iinan.ed.jp/

邇摩高等学校 http://www.nima.ed.jp/

島根中央高等学校 http://www.shimane-chuo.ed.jp/

矢上高等学校 http://www.yakami.ed.jp/

江津高等学校 http://www.gohtsu.ed.jp/

江津工業高等学校 http://www.gotsu-th.ed.jp/

浜田商業高等学校 http://www.shimanet.ed.jp/hamasho/

浜田水産高等学校 http://www.shimanet.ed.jp/hamasui/

益田翔陽高等学校 http://masudashoyo.jp/

吉賀高等学校 http://yoshika.ed.jp/

津和野高等学校 http://tsuwano.ed.jp/

隠岐高等学校 http://www.oki-hs.ed.jp/

隠岐島前高等学校 http://dozen.ed.jp/

隠岐水産高等学校 http://www.shimanet.ed.jp/okisui/

笠岡工業高等学校 http://www.kasako.okayama-c.ed.jp/

井原高等学校 http://www.ibara.okayama-c.ed.jp/

新見高等学校 http://www.niimi.okayama-c.ed.jp/

勝山高等学校蒜山校地 http://www.hiruzen.okayama-c.ed.jp/

真庭高等学校（看護科） http://www.maniwa.okayama-c.ed.jp/

林野高等学校 http://www.hayasino.okayama-c.ed.jp/

和気閑谷高等学校 http://www.wakesizu.okayama-c.ed.jp/zennkokubosyuu.html

加計高等学校（加計高等学校芸北分校を含む）

大柿高等学校

佐伯高等学校

大崎海星高等学校

上下高等学校

西城紫水高等学校

鳥取県
（続き）

31

33 岡山県 7

科の第1学年募集定
員の５％以内。学
区を持つ普通科に
ついては、学区外
からの５％に含め
る。
なお、募集人員の
５％に当たる人数
が１人となる科に
ついては、募集人
員を２人とするこ
とができる。

・志願者及び保護者が県外に居住していること。
・当該科に対して高い目的意識を持つこと。
・平成31年４月７日までに、県内に保護者に代わる身元引受人が居住している
　こと。ただし、県外に居住する保護者の下から通学する場合又は保護者の
　一人が志願者とともに県内に転住する場合は、身元引受人は不要である。

広島県 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/30kengai.html6 若干名 県内の志願者と同じ

各学校で定める
（左記以外は
４名以内）。

島根県内に居住する確かな身元引受人（原則として、志願者の親族である祖父
母、おじ、おば等）が必要。身元引受人がこれ以外の場合、当該高等学校長は
身元引受人を認めて出願を許可する。

32 島根県 19

34
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※ 一家転住等やむを得ない場合や県境隣接地域からの入学志願を除きます。

※ 内容は平成31年度のものですが、未定の場合は平成30年度の状況です。 平成30年9月現在

No. 都道府県 実施校数 学校名 参考ＵＲＬ 定員 出願要件等

公立高等学校入学者選抜における県外からの募集実施状況

35 山口県 1 周防大島高校 http://www.suo-oshima-h.ysn21.jp
入学定員の10％以
内

県外から入学させることができる人数は、原則として普通科、地域創生科とも
に入学定員の10％に相当する人数以内とする。
出願に当たっては、事前に山口県立高等学校入学志願承認申請手続が必要。

①鳴門渦潮高等学校（体育科） http://narutouzushio-hs.tokushima-ec.ed.jp/
　名西高等学校（芸術科） http://myozai-hs.tokushima-ec.ed.jp/
②那賀高等学校 http://naka-hs.tokushima-ec.ed.jp/
　海部高等学校 http://kaifu-hs.tokushima-ec.ed.jp/
　池田高等学校 http://ikeda-hs.tokushima-ec.ed.jp/
③吉野川高等学校 http://yoshinogawa-hs.tokushima-ec.ed.jp/
　穴吹高等学校 http://anabuki-hs.tokushima-ec.ed.jp/
　つるぎ高等学校 http://tsurugi-hs.tokushima-ec.ed.jp/
　城西高等学校神山校 http://joseikamiyama-hs.tokushima-ec.ed.jp/
　小松島西高等学校勝浦校 http://komatsushimanishi-katsuura.tokushima-ec.ed.jp/
　池田高等学校三好校 https://ikeda-miyoshi.tokushima-ec.ed.jp/
④城東高等学校 http://joto-hs.tokushima-ec.ed.jp/
　徳島市立高等学校 http://www.tokushima-m-hs.ed.jp/
　徳島商業高等学校 http://tokusho.tokushima-ec.ed.jp/
　小松島高等学校 http://komatsushima-hs.tokushima-ec.ed.jp/
　富岡東高等学校 http://tomiokahigashi-hs.tokushima-ec.ed.jp/
　鳴門渦潮高等学校（総合学科） http://narutouzushio-hs.tokushima-ec.ed.jp/
　脇町高等学校 http://wakimachi-hs.tokushima-ec.ed.jp/
　池田高等学校辻校 http://ikeda-tsuji.tokushima-ec.ed.jp/
今治北高等学校大三島分校 https://ohmishima-h.esnet.ed.jp/ 募集人員の15％以内

弓削高等学校 https://ehm-yuge-h.esnet.ed.jp/ 募集人員の30％以内

上浮穴高等学校（森林環境科） https://kamiukena-h.esnet.ed.jp/ 募集人員の30％以内

小田高等学校 https://oda-h.esnet.ed.jp/cms/ 募集人員の15％以内

長浜高等学校 https://ehm-nagahama-h.esnet.ed.jp/ 募集人員の30％以内

三崎高等学校 https://ehm-misaki-h.esnet.ed.jp/ 募集人員の30％以内

野村高等学校 https://nomura-h.esnet.ed.jp/

普通科は募集人員の
10％以内
農業科 （畜産科）は
募集人員の20％以内

津島高等学校 https://ehm-tsushima-h.esnet.ed.jp/ 募集人員の30％以内

室戸高等学校 http://www.kochinet.ed.jp/muroto-h/
嶺北高等学校 http://www.kochinet.ed.jp/reihoku-h/mt/

高知追手前高等学校吾北分校 http://www.kochinet.ed.jp/gohoku-h/mt/

高知海洋高等学校 http://www.kochinet.ed.jp/kaiyo-h/

須崎総合高等学校（機械系学科造船専
攻のみ）

http://www.kochinet.ed.jp/susakikogyo-h/
（須崎工業高等学校ウェブサイト）

檮原高等学校 http://www.kochinet.ed.jp/yusuhara-h/
四万十高等学校 http://www.kochinet.ed.jp/shimanto-h/mt/
中村高等学校西土佐分校 http://www.kochinet.ed.jp/nishitosa-h/

40 福岡県 1 三井中央高等学校 http://www.miichuo.jp/ 無 組合立高等学校において実施。

④２人以内

8
親戚など身元引受人がいれば、「他の都道府県からの高知県公立高等学校入学
志願者承認」を受けたうえで受検できる身元引受人制度を設けている。

無高知県39

36 徳島県 17

①募集定員の
20％以内

志願者のみが徳島県内に転住を予定している場合（ただし、徳島県内に居住す
る保証人〔保証人は、独立の生計を営む成年者で、保護者に代わって生徒を指
導できる者とする。〕が必要。）

【徳島県公立高等学校・県立中学校入学者選抜情報サイト】
http://nyuushi.tokushima-ec.ed.jp/

③５人以内

②人数制限なし

38 愛媛県 8

入学願書、受検票に「愛媛県県立高等学校入学志願理由書」を添えて志願先高
等学校長に提出する。

【全国募集に関する愛媛県教育委員会のホームページ】
https://koukoukyouiku.esnet.ed.jp/nc/htdocs/
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※ 一家転住等やむを得ない場合や県境隣接地域からの入学志願を除きます。

※ 内容は平成31年度のものですが、未定の場合は平成30年度の状況です。 平成30年9月現在

No. 都道府県 実施校数 学校名 参考ＵＲＬ 定員 出願要件等

公立高等学校入学者選抜における県外からの募集実施状況

対馬高等学校（国際文化交流科） 40名

壱岐高等学校（東アジア歴史・中国語コース） 20名程度

五島高等学校（スポーツコース） 20名程度

五島南高等学校（夢トライコース） 20名程度

奈留高等学校（Ｅ－アイランド・スクール） 10名程度

宇久高等学校 2名以内

島原高等学校 12名以内

猶興館高等学校 8名以内

松浦高等学校 12名以内

豊玉高等学校 8名以内

上対馬高等学校 8名以内

西彼杵高等学校 8名以内

国見高等学校 24名以内

小浜高等学校 8名以内

口加高等学校 6名以内

波佐見高等学校 6名以内

北松西高等学校 4名以内

上五島高等学校 8名以内

中五島高等学校 4名以内

島原農業高等学校 8名以内

北松農業高等学校 12名以内

西彼農業高等学校 4名以内

長崎工業高等学校 若干名

大村工業高等学校 若干名

島原商業高等学校 5名以内

諫早商業高等学校 若干名

壱岐商業高等学校 6名以内

長崎鶴洋高等学校 10名以内

長崎明誠高等学校 8名以内

平戸高等学校 4名以内

島原翔南高等学校 4名以内

菊池農業高校（畜産科学科） http://sh.higo.ed.jp/kikuno/
球磨工業高校（建築科伝統建築コース） http://sh.higo.ed.jp/kuma-ths/

八代農業高校泉分校（グリーンライフ科） http://sh.higo.ed.jp/yatuizu/
募集人員の
10％以内

44 大分県 1 三重総合高校久住校(９月校名決定予定) 30% 県外から入学させることができる人数は、入学定員の30％を上限とする。

45 宮崎県 1 飯野高等学校（普通科、生活文化科）
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kokokyoiku/kurashi/kyoiku/h31n
yushi.html

各学科の募集定員
の20％以内

(1)該当学科に対する目的意識が明確であること。
(2)入学日までに、宮崎県内に身元引受人がいること。

①種子島高校

　種子島中央高校

　屋久島高校

　大島高校

　奄美高校

　大島北高校

　古仁屋高校

　喜界高校

　徳之島高校

　沖永良部高校

　与論高校

②鹿児島東高校

　指宿高校

　頴娃高校

　川辺高校

42 長崎県 31
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-

bunka/shochuko/koko-nyushi/

①保護者等の住所が本県にある者
②入学時に保護者等が本県に居住する見込みの者
③保護者等が志願学区内に転住できない場合、保証人を確保できている者

無

①離島にある高校

「県外公立高等学校志願についての証明書」を志願先高等学校長に出願時に提
出すること。

無

②１学年３学級以下の普通科

「県外公立高等学校志願についての証明書」を志願先高等学校長に出願時に提
出すること。

鹿児島県46

3

募集人員の
20％以内

県内の志願者と同じ熊本県43

離島留学特別選抜実施校の各学校が独自に定める要件に該当する者
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※ 一家転住等やむを得ない場合や県境隣接地域からの入学志願を除きます。

※ 内容は平成31年度のものですが、未定の場合は平成30年度の状況です。 平成30年9月現在

No. 都道府県 実施校数 学校名 参考ＵＲＬ 定員 出願要件等

公立高等学校入学者選抜における県外からの募集実施状況

　串木野高校

　大口高校

　蒲生高校

　福山高校

　垂水高校

　楠隼高校

③錦江湾高校・理数

  明桜館高校

　武岡台高校・情報科学

　松陽高校・音楽/美術

　鹿児島工業高校

　鹿児島南高校・商業/情報処理/体育

　山川高校

　頴娃高校・機械電気

　枕崎高校

　鹿児島水産高校

　加世田常潤高校

　薩南工業高校

　吹上高校

　市来農芸高校

　川内商工高校

　川薩清修館高校
　薩摩中央高校・生物生産/農業工学/福祉

　鶴翔高校

　野田女子高校

　出水工業高校

　伊佐農林高校

　霧島高校

　蒲生高校・情報処理

　加治木工業高校

　隼人工業高校

　国分高校・理数

　福山高校・商業
　曽於高校・文理/畜産食農/機械電子/商業

　串良商業高校

　鹿屋農業高校

　鹿屋工業高校

　垂水高校・生活デザイン

　南大隅高校

　鹿児島商業高校

　鹿児島女子高校

　指宿商業高校

　出水商業高校
　国分中央高校
　鹿屋女子高校・情報ビジネス/生活科学
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https://www.pref.kagoshima.jp/ba05/kyoiku-
bunka/school/koukou/nyushi/30/h30nyuusiyoukou.html
（平成30年度鹿児島県公立高等学校入学者選抜実施要綱）

https://www.pref.kagoshima.jp/ba05/25tuugaku2.html
（「鹿児島県立高等学校通学区域に関する規則」の一部改正（熊
毛学区及び大島学区の高校と1学年3学級以下の高校の普通科
の取扱いの変更）について）

無

③全ての専門学科

「県外公立高等学校志願についての証明書」を志願先高等学校長に出願時に提
出すること。

鹿児島県
（続き）
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