
生徒募集要項

学校法人　尚学学園

沖縄尚学高等学校附属中学校

2023（令和5）年度

Web出願

1　附属中学校開設コース

2　English Advanced Class（英語上級クラス）について　
　入学前に、※高い英語能力を身につけている生徒が、入学後、さらに英語の能力を高めるために
設置しているクラスです。このクラスの在籍者は、入学手続き後に実施する「コース編成テスト」時
に行うPlacement Testにより適性を確認し、決定します。尚学パイオニアコースと尚学チャレン
ジャーコースに１クラスずつ設置しています。詳細は右記のQRコードよりご確認ください。
※スピーキング及びライティングのレベルが英語を母国語としている外国人とほぼ同等のレベルで
ある生徒。

　本校では、小学校の学習内容の習熟度に応じて、尚学パイオニアコース（SPC）と尚学チャレンジャーコース（SCC）
の2コースを開設し、それぞれの生徒の状況に応じた効果的・効率的な指導を実現しています。※高2進級時には、両
コースの生徒たちが志望大学に応じて6グループに再編成され、受験準備に入ります。毎年、尚学パイオニアコース
（SPC）出身者はもちろん、尚学チャレンジャーコース（SCC）出身者も国公立大学や難関私大、そして旧帝大や国公立
大医学科へも進学しています。なお、どちらのコースも中学2年までに中学生課程を終了し、中学3年から高校生課程に
入ります。

※高2進級時には、各自の志望・意欲とコースの指定するやり切り教材への取り組み状況等により、目標を共有する6グ
ループ（難関大・国公立大医学科コース、難関コース、国公立〔私立〕文系コース、国公立〔私立〕理系コース、国際文化
科学コース、尚学パイオニアコースβ）に再編成します。各コースに定員は設定していません。志望・学力レベル・やり
切り教材など一定の条件を満たした生徒は、全員希望コースに所属することができます。

〒902-0075　沖縄県那覇市字国場747番地
電話 （098）832－1767　FAX （098）834－2037
[E-mail] query@okisho.ed.jp
[U R L] http://www.okisho.ed.jp
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WEB出願の手順について（願書提出・受験料の納入について）
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13,000 円　※再（々）受験の者は受験料を免除　　※東京会場（前期入試）は21,000円
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出願情報を入力
■ 受験生データ　■ 顔写真の登録　■ 通知表のアップロード（一般入試）
※推薦入試の場合、出願書類はすべて持参または郵送です（締切日必着）。推薦書は封筒表面に出願日を
　記載し、厳封のこと。

受験料支払い方法選択
■ クレジットカードを選択
（VISA・Master・JCB・AMEX・Diners）
※20 秒程度で決済が終了します。
※受験料とは別に事務手続料がかかります。

受験料支払い方法選択
■ コンビニ払いもしくは Pay-easyを選択
※払込票を印刷してください。
※受験料とは別に事務手続料がかかります。

印刷した受験票を持参してください。

試験当日

試験３日前に受験番号が付与されますので、
受付完了メールにあるURLをクリックし、受
験票を印刷してください。

受付完了メール（受験票ダウンロードの URL
が記されているもの）と決済受付メールが届き
ます（この時点でメールが 2通届きます）

コンビニエンスストアもしくは Pay-easy 対応
の ATMで支払い

決済完了メールが届きます。試験３日前に受験
番号が付与されますので、受付完了メールにあ
るURLをクリックし、受験票を印刷してくだ
さい。
決済完了メールが届くまで印刷はできません

校納金・学寮費 スクールバス運行表
参 考 2022年度

・推薦入試…………… 2022 年 11 月 15 日（火）午前 9時～ 11 月 21 日（月）午後 5時まで

・一般入試 
前期…… 2022 年 12 月 10 日（土）午前 9時～ 12 月 16 日（金）午後 5時まで
後期…… 2023 年 １ 月 25日（水）午前 9時～ １ 月 27日（金）午後 5時まで

JUNIOR HIGH SCHOOL



2023 年 3月に小学校卒業見込みの者
＊各小学校からの応募者数に制限はありません。
⑴学校推薦
　①人物・学業成績ともに優秀で他の模範となり、学校長が推薦できる者。
　②合格した場合、本校への入学を学校長・保護者の連署をもって確約できる者。
　③成績が優秀で、下記のイまたはロのいずれかに該当する者。対象は英語を除く 8教科。
　　イ．6年生 1学期（前期）の評定の合計が 22以上の者。
　　ロ．6年生 1学期（前期）の国語・算数・理科・社会の評定がそれぞれ 3で、8教科の合計が
　　　　21以上の者。
　　＊県外小学校出身者は別基準となり、事前に確認が必要です。お問い合わせください。
⑵自己推薦　学校推薦を認めていない小学校の生徒に限る
　人物・学業成績ともに優秀で他の模範となり、下記の①・②の要件を満たす者。
　①本校専願で、保護者の署名をもって合格後の入学を確約できる者。
　②学校推薦のイまたはロのいずれかに該当する者。
　　＊評定の表示が異なる場合、事前に確認が必要です。お問い合わせください。

①推薦書（厳封）　＊自己推薦の場合は通知表（全面）
②入学確約書
③検定等の認定証書・表彰状
【任意】④特殊技能推薦書・確約書
特殊技能（沖縄空手・柔道・なぎなた・テニス・暗算・書道）の要件は、本校ホームページ（右記
QRコード）にて確認してください。

出願書類は、上記の出願期間内に提出してください（郵送の場合、締切日必着）。本校事務局へ持参する場合、
平日は午前9時～午後5時、11月19日（土）は午後1時まで。11月20日（日）は提出不可。推薦書は封筒表面に
出願日を記載し、厳封してください。出願書類に不備がある場合、11月25日（金）までに連絡します。

推薦入試 一般入試（前期）

専  願 ・ 併  願

155 名程度

2022 年 12 月 10日（土）午前 9時～ 16日（金）午後 5時

2023 年 3月に小学校卒業見込みの者

① 直近の通知表
② 入学確約書（専願の者のみ、提出方法は下記参照）
　 ＊推薦入試受験時に②を提出した生徒は不要

① 通知表は、出願時に全面をアップロードしてください。
② 入学確約書は、下記の期間内に提出してください（郵送の場合は締切日必着）。本校事務局へ持参する場合、平日は午前9時～
　 午後5時、12月17日（土）・1月28日（土）は午後1時まで。12月28日（日）・1月29日（日）は提出不可。
　 前期  12月10日（土）～12月19日（月）　　後期  1月25日（水）～1月30日（月）

国語（100点）・算数（100点）・理科（50点）・社会（50点）・面接　＊再（々）受験の者は、面接不要

＊東京会場では専願の者のみ面接を実施

合否は本人へ郵送します。沖縄県内は翌日までに本人宅へ配達される予定です。

本  校 東  京

13,000 円 21,000 円
＊再（々）受験の者は、受験料を免除します。

2023年1月8日（日）

2023年1月12日（木）発送

本  校

一般入試（後期）

専  願

25 名程度

2023 年 1月 25日（水）午前 9時～ 27日（金）午後 5時

① 直近の通知表
② 入学確約書（提出方法は下記参照）
　 ＊推薦または前期入試受験時に②を提出
　　 した生徒は不要

2023年2月7日（火）午後1時～2月14日（火）

13,000 円

2023年2月4日（土）

2023年2月7日（火）発送

本  校ハートンホテル東品川
東京都品川区東品川4-13-27　03-5495-0810

専  願

100 名程度
専願とは、合格すれば必ず本校に入学することを約束する受験方法です（他校を受験しても構いません）。  「入学確約書」を提出してください。

尚学パイオニアコースの定員 80名のうち、40名程度を合格発表時に決定します（推薦入試約 20名、前期入試約 20名）。その他の生徒については、入学試験及び入学手続き後に実施するコース編成テストの成績によって決定します。
コース編成テストの結果（受験生全体の成績）によっては、尚学パイオニアコースの生徒数を増やすことがあります。

2022 年 11 月 15日（火）午前 9時～ 21日（月）午後 5時
＊受験票の受験番号は試験日の 3日前に付与されます。受験番号が記載されていることを確認し、プリントアウトしてください。

＊出願書類に事実と異なる点がある場合は、合格を取り消すことがあります。

13,000 円

2022年12月3日（土） 午前8時30分集合

本  校

国語（100点）・算数（100点）・面接

2022年12月7日（水）発送
合否は本人及び出身小学校長へ郵送します（自己推薦は本人のみ）。

沖縄県内は翌日までに本人宅へ配達される予定です。

上記の期限までに301,580円（入学金＋校納金1期分）を銀行振込またはクレジットカード決済にて納入してください。期限内に手続きを完了しない場合は、入学資格が取り消されます。

推薦書、入学確約書、特殊技能推薦書・確約書は本校ホームページよりダウンロードし、ご利用ください。　　トップページ > 受験する > 募集要項・校納金等 > 募集要項

志願種別

募集人員
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入学
試験

入学手続

出願資格

出願期間

受験料

出願書類

試験日

試験会場

科目・配点

合格発表

2023年1月12日（木）午後1時～　専願  1月17日（火）　　併願  1月19日（木）午後3時

①受験：前期・後期のどちらか良い方の成績で
　合否を決定します。
②前期スライド：後期は受験せずに前期の成績で
　合否を決定します。

＊受験方法を以下より選択してください。

郵送または本校に持参

再（々）受験の場合は、窓口出願となります。下記の期日に、前回の受験で使用した受験票を本校事務局に持参し、新たな受験番号の
交付を受けてください。上記の書類の提出は必要ありません。
 前期  12月17日（土）・19日（月）　　後期  1月28日（土）・30日（月）　平日は午前9時～午後5時、土曜日は午後1時まで

2022年12月7日（水）午後１時～12月13日（火）

特待生の選考について
　前期試験（4 教科）は特待生の選考試験を兼ねます。推薦入試合格者が選考（前
期試験の受験）を希望する場合は、下記の再受験受付期間に、推薦入試で使用した
受験票を本校事務局へ持参し、新たな受験番号の交付を受けてください。特待生に
選考された場合、文書によって通知します（前期合格者は合格証に同封、推薦合格
者は通知文書を郵送）。

採用人数：５名程度（専願・併願を問わない）
給付内容：入学金・授業料の全額を給付します。施設費は一期あたり 20,000 円を

三期にわたり（年額 90,000 円のうち 60,000 円）給付します。
給付期間：１年ごとに更新審査を行います。学年進級時に採用枠の拡充を予定して

います。
選考方法：前期試験（4教科）の成績、通知表の写し（推薦合格者は推薦書）


