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県立学校教育課

○内数字は募集学級数

辺土名① 北　山② 名　護⑥ 宜野座③ 石　川④ ( )内数字は定員4０未満

与　勝④　※ 具志川⑥ 読　谷⑧ 美　里⑤ コ　ザ⑨ 　　　　　　　　　の学科等

（24校） 北　谷⑦ 北中城⑦ 普天間⑨ 浦　添⑨ 那覇国際⑧
首　里⑨ 首里東⑥ 那　覇⑩ 那覇西⑥ 向　陽②
知　念⑧ 知 　 念 ⑨ 糸　満⑧ 宮　古④ 八重山⑥

前　原⑧ 宜野湾⑥ 西　原⑧ 小　禄⑨ 豊見城⑧ 墨塗はR4定員から

コース制 　文　理⑥ 　情報処理① 　健康科学① 　普　通⑦ 　特　進① 変更があった学科等

（７校19ｺｰｽ） 　英　語① 　ｽﾎﾟｰﾂ・健康① 　文　理⑤ 　芸術教養① 　普　通⑦
　総合ｽﾎﾟｰﾂ① 　普通④ 　特別進学② 　情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ①

普通科
(3４校) 豊見城南④ 南風原⑧

　普　通③ 　普通総合⑤
単位制（１校） 真和志④ 　特　進① 　郷土文化①

　普通③ 　教養ﾋﾞｼﾞﾈｽ②
　ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｱｰﾂ①

連携型（２校） 本　部② 久米島②
　進学・情報①　
　ｽﾎﾟｰﾂ･保育福祉①

全日制課程 北部農林⑤ 中部農林④ 南部農林⑤ 久米島① 宮古総合実業③ 八重山農林④
　熱帯農業① 　園芸科学① 　食料生産① 　園　芸① 　生物生産① 　アグリフード①

農業に関する学科 　園芸工学① 　造　園① 　生物資源① 　(連携型) 　食と環境① 　ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ①
（６校22学科） 　林業緑地① 　熱帯資源① 　食品加工① 　　ﾌｰﾄﾞｸﾘｴｲﾄコース(20) 　グリーンライフ①

　食品科学① 　食品科学① 　環境創造① 　　環境ｸﾘｴｲﾄコース(20) 　ライフスキル①
　生活科学① 　生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ① 　生活福祉①

名護商工② 美来工科⑥ 美里工業⑥ 浦添工業⑥ 那覇工業⑤
　工業技術① 　機械ｼｽﾃﾑ② 　機械② 　建築①　 　機　械①
　建築① 　自動車工学① 　電気② 　インテリア①　 　自動車①

　電子ｼｽﾃﾑ② 　建築① 　デザイン② 　電　気②
　土木工学① 　設備工業① 　情報技術② 　ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｰﾂ①

工業に関する学科
（10校3１学科）

沖縄工業⑦ 南部工業③ 宮古工業② 八重山商工② 首　里①
　電子機械② 　機械① 　自動車機械ｼｽﾃﾑ① 　機械電気① 　染織ﾃﾞｻﾞｲﾝ①

専門学科 　情報電子② 　電気① 　電気情報① 　　機械ｺｰｽ(20)

(31校) 　建　築① 　建築設備① 　　電気ｺｰｽ(20)

　土　木① 　　  建築デザインコース(20) 　情報技術①
　工業化学① 　　  設備工学コース(20)

名護商工② 具志川商業⑤ 中部商業⑥ 浦添商業⑦ 那覇商業⑧ 南部商業④
商業に関する学科 　商　業① 　ﾘｿﾞｰﾄ観光① 　総合ビジネス③ 　企業システム④ 　商　業⑤ 　流通ｸﾘｴｲﾄ①

（８校21学科） 　地域産業① 　ｵﾌｨｽﾋﾞｼﾞﾈｽ① 　情報ビジネス② 　ITビジネス① 　情報処理② 　ｵﾌｨｽｸﾘｴｲﾄ①
　情報ｼｽﾃﾑ② 　国際ビジネス① 　国際観光② 　国際経済① 　ﾃﾞｼﾞﾀﾙｸﾘｴｲﾄ①
　ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ① 　観光ｸﾘｴｲﾄ①

水産に関する学科 沖縄水産② 宮古総合実業① 宮古総合実業① 八重山商工②
県立高校 （２校３学科） 　海洋技術① 　海洋科学① 　商　業① 　商　業②

(５9校) 　海洋ｻｲｴﾝｽ① 　　会計ｼｽﾃﾑｺｰｽ(30)

　　情報ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ(30)

    観光ｺｰｽ(20)

家庭に関する学科 美里工業① 浦添工業① 那覇工業① 沖縄工業① 宮古工業①
（５校５学科） 　調　理① 　調　理① 　服飾ﾃﾞｻﾞｲﾝ① 　生活情報① 　生活情報①

情報に関する学科 美来工科② 名護商工①
（２校３学科） 　ＩＴｼｽﾃﾑ① 　総合情報①

　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾃﾞｻﾞｲﾝ①

福祉に関する学科 中部農林① 真和志① ※球陽の理数、開邦の学術探究には、
（２校２学科） 　福　祉① 　みらい福祉① 　併設中からの入学予定者も含む。（それぞれ約80人）

辺土名① 北　山① 名護② 球　陽⑦ 那覇国際① 開　邦⑥
　自然環境① 　理　数① 　フロンティア② 　理　数⑤　※ 　国　際① 　学術探究⑤　※

その他の専門学科 　国際英語② 　芸　術①
（10校14学科） 　　音楽ｺｰｽ(20)

那覇西③ 向　陽④ 宮　古② 中部商業① 　　美術ｺｰｽ(20)
　国際人文② 　理　数② 　文理探究② 　生涯ｽﾎﾟｰﾂ①
　体　育① 　国際文②

総合学科 陽　明⑥ 沖縄水産④
（３校） 　人文科学系列 　食品科学系列

泊④ 　自然科学系列 　情報通信系列
普通科 　午前部③ 　キャリアサポート系列 　生涯ｽﾎﾟｰﾂ系列

(１校２部) 　夜間部① 　特別進学系列 　服飾･調理系列
　流通ﾋﾞｼﾞﾈｽ系列

定時制課程 農業に関する学科 北部農林① 中部農林① 　福祉ｻｰﾋﾞｽ系列
(７校) （２校２学科） 　農業① 　農業①

専門学科
工業に関する学科 那覇工業②
（１校２学科） 　機　械①

　電　気①

商業に関する学科 那覇商業① コ　ザ① 八重山商工①
（３校３学科） 　商　業① 　商　業① 　商　業①

通信制課程 普通科 泊 宜野湾
(２校) (２校) （250人） （80人） 　通信制の（　）内数字は転編入を含む定員

(６校)

令和５年度　沖縄県立高等学校　募集学科等一覧

※与勝は、併設中から
の入学予定者も含む。
（約80人）

(58校)

嘉手納⑤　

芸術文化系列
スポーツ系列
保育系列
国際人文系列
福祉系列
情報ビジネス系列

ドリーム
デザイン
（185±）

キャリア
アップ
（15±）


