
2023年度　推薦入学者選抜試験（専願）実施要項

出願資格

学習塾推薦書の
添付について

推薦の種類 （１）学校推薦　　　（２）自己推薦

募集人員
（高校からの入学生）

難関大・国公立大医学科コース 10 名
尚学パイオニアコースα　　　 ｝ 20 名尚学チャレンジャーコース
国際文化科学コース 15 名

・中学校卒業または2023 年３月に卒業見込みの者
・海外から帰国した者（2008 年４月１日以前に生まれ、2023 年３月末までに９年課程修了
または見込みの者）

（1） 学校推薦
　心身ともに健康で、下記のイ～ニの要件を満たす者
イ. 本校専願の者で、合格後に入学を確約できる者
ロ. 学習意欲が旺盛で、中学校 3年間の平均評定（９教科、5段階）が優秀な者
○難関大・国公立大医学科コース･･･4.5 以上
○尚学パイオニアコースα/尚学チャレンジャーコース/国際文化科学コース･･･4.0 以上
○尚学パイオニアコースβ（旧体育コース）･･･3.0 以上
※県外中学校出身者は別基準（尚学パイオニアコースβは県内・県外とも同基
準）となり、事前に確認が必要です。お問い合わせください。

ハ . 生活態度・勤怠状況において他の模範となる者
ニ . 下記の項目a～gの中から１つ、もしくは複数を満たしている者
a. 学業成績が優秀で、本校の教育方針に従い、大学現役合格をめざして学友
と切磋琢磨できる

b. 音楽・絵画・書道・珠算・舞踊・作文など様 な々芸術活動の発表・コンクール・ 
競技を通し、社会的に評価を得ている（地区大会以上の表彰）

c. 外国語能力や数理的能力等に優れている（例：数検、英検など）
d. ボランティア活動やその他の社会活動に顕著な実績を残している（例：各種
団体の表彰など）

e. 部活動に熱心に取り組み、県内外で顕著な成績を収めた（地区大会以上の
成績）

f. 生徒会、学級活動等に熱心に取り組み、顕著な成果を挙げた
g. その他、自分をアピールできる特技・活動がある（例：留学経験など）

（2） 自己推薦（尚学パイオニアコースβは対象外）
　人物・学業ともに優秀、かつ心身ともに健康で、下記のイからハの要件を満たす者
イ. 本校専願の者で、合格後に入学を確約できる者
ロ.学習意欲が旺盛で、中学 3年生 1学期の平均評定（主要 5教科）が4.0 以上の者
ハ. 上記（学校推薦）の項目「ニ．a～ g」の中から１つ、もしくは複数を満たして
いる者

学習塾推薦の資格（提出は任意。尚学パイオニアコースβは該当しません。）
　上記の出願資格に該当する者で、下記の要件を満たしている場合には在籍している学習塾の塾
長（教室長）が作成した学習塾推薦書を添付することができます。志願者は在籍
している学習塾の塾長（教室長）と相談してください。推薦書は、原則として学習
塾から直接、本校にご提出ください。
◯本校の教育方針に従い、大学現役合格を目指して学友と切磋琢磨できる
者で、本校が指定する模擬試験（右記QRコード）において優秀な成績をおさめ
た者。

※2022年度および過年度における本校（高校）への入学実績を基に、沖縄県内の学習塾数校に
対して、「学習塾指定校」として入学候補者の推薦を依頼します。なお、来年度（2024年度）以
降の学習塾指定校については、2023年度入試の結果等を基に選定します。

特殊技能
（暗算・書道）
推薦書の
添付について

特殊技能（暗算・書道）推薦の資格（提出は任意）
　１ページの出願資格に該当する者で、下記の要件イ～ハを満たしている場合には、各教
室が作成した推薦書を添付することができます。「特殊技能推薦書」、「特殊技能推薦・確
約書」は、志願者が他の出願書類と一緒に提出してください（「厳封」扱いのこと）。
イ．人物が優秀で他の模範となる者　　ロ．下記の特殊技能を有している者
◯暗算…全国珠算教育連盟認定暗算5段以上の者。8段以上の者には奨学金制度があります。
◯書道…全県レベルの各種大会（個人）において顕著な成績をおさめた者。

ハ．入学後、指定種目の部活動に入部し、指定された大会に出場できる者

出願期間

日時：2022年12月３日（土）　入室：午前８時30分　試験開始：午前９時
会場：本校

2022年12月７日（水）に通知書を発送。沖縄県内は翌日までに本人に配達される予定です。
※合否は直接本人および出身中学校へ文書で通知します。

2022年12月7日午後1時～12月13日（火）
期限内に310,840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。国際文化科学コースの生徒は、国際バカロレア費60,000円と
併せて370,840円（銀行振込のみ）を納入してください。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。

国語（60分）・英語（60分）・数学（60分）・面接（１人 10分程度／保護者同伴）
※書類審査（調査書、自己申告書など）、筆記試験、面接を総合的に判断して合否を決定します。
※時間割は受験票をご確認ください。

出願書類
（郵送または本校に持参）

試験日時
試験会場

試験科目

合格発表

受 験 料

入学手続期間

入
学
試
験

13,000円
※推薦入試を受験した者で、一般入試（2023年１月８日）を再受験する場合は、受験料を免除します。

①入学確約書
②調査書　県内外問わず、公立用と同一様式のもの（厳封）
③推薦自己申告書
出願資格の項目「ニ．ａ～ｇ」の中から１つ、もしくは複数を選び、選んだ項目ご
とにまとめてください。また、それらを証明する書類（賞状・合格証明書など）
の写し（Ａ4サイズ）を添付してください。

【任意】
④学習塾推薦書、特殊技能推薦書・特殊技能推薦確約書（厳封）
学習塾推薦書は、原則として、学習塾より直接ご提出ください。本校が指定する
模擬試験を受験している場合は成績表の写しを同封してください。

＊①・③・④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。
＊出願書類は上記の出願期間内に提出してください（休業日 11/20（日）は受付不可。
ただし、11/19（土）は午後１時まで可）。郵送の場合、締切日必着。出願書類に
不備がある場合、11/25（金）までに連絡します。

2022年11月15日（火）午前９時～11月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。

尚学パイオニアコースβ（旧体育コース）　30名
※国際文化科学コースを受験する生徒
は、英検準２級を取得していること
を出願の条件とします。
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