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1: 編入学生募集要項 Transfer Admission Examination Information  

A: 募集クラス 

Classes Open to 

Transfer Students 

沖縄アミークスインターナショナルでは、下記の学年・コースで 2014年 4月か

ら入学する児童、生徒を若干名募集します。インターナショナルコースは、英語

を母語とする外国人の子どもたちや高い英語力を持った帰国子女などの日本

人の子どもたちが対象となります。イマージョンコースにおいては、小学 1 年生

入学時点では英語力を問いませんが、編入学については、在校生と同様に授

業を受けられる英語力（国語と社会以外の全ての授業が英語で行われます）

が求められるため、国語以外の試験は英語で実施いたします。 

 

●新小学 2年生 

   インターナショナルコース 

●新小学 3年生 

インターナショナルコース・イマージョンコース 

●新小学 4年生 

インターナショナルコース・イマージョンコース 

●新小学 5年生 

インターナショナルコース・イマージョンコース 

●新小学 6年生 

インターナショナルコース・イマージョンコース 

●新中学 1年生 

インターナショナルコース・イマージョンコース 

 

 We will accept a few applications for the following classes for the 

2014-2015 school year. The International Course is intended mainly for children 

who speak English as their first language and for children with high English 

proficiency such as returnees. English skills are not required for the first grade 

immersion course students. However, those who are applying for Transfer 

Admission are required to meet a certain standard of English. Thus, all 

tests will be administered in English, except for the Japanese test.  

 

 New Second Grade: International Course 

 New Third Grade: International Course /Immersion Course 

 New Fourth Grade: International Course/ Immersion Course 

 New fifth Grade: International Course/ Immersion Course 

 New Sixth Grade: International Course/ Immersion Course 

 New Seventh Grade: International Course/ Immersion Course 

 

B: 出願基準 

Criteria 

新小学 2年：2006年 4月 2日から 2007年 4月 1日までに生まれた者 

新小学 3年：2005年 4月 2日から 2006年 4月 1日までに生まれた者 

新小学 4年：2004年 4月 2日から 2005年 4月 1日までに生まれた者 

新小学 5年：2003年 4月 2日から 2004年 4月 1日までに生まれた者 

新小学 6年：2002年 4月 2日から 2003年 4月 1日までに生まれた者 
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新中学 1年：2001年 4月 2日から 2002年 4月 1日までに生まれ、英語を母

語とする者。もしくは英語圏での生活が 2 年以上にわたり、帰国後 6 か月以

内、且つ、在留国で現地校(日本人学校はこれに含まない)に通学していた者。

または国内外を問わず、英語で教育を行う学校に 4年以上在籍している者。 

＊同学年への出願は、1 度限りとさせていただきます。（次年度以降の出願は

可能です） 

New Second Graders: Born between April 2, 2006 and April 1, 2007 

New Third Graders: Born between April 2, 2005 and April 1, 2006 

New Fourth Graders: Born between April 2, 2004 and April 1, 2005 

New Fifth Graders: Born between April 2, 2003 and April 1, 2004 

New Sixth Graders: Born between April 2, 2002 to April 1, 2003 

New Seventh Graders: Born between April 2, 2001 to April 1, 2002, English native 

speakers, OR those who have lived in an English speaking country for two years or 

more, currently within 6 months of returning to Japan, and having attended a local 

school (excluding Japanese speaking schools) in that country, OR children who have 

attended an English-speaking school for at least 4 years (regardless of geographical 

location.) 

*A candidate is allowed to apply for the same grade only one time. (Please note, we 

will accept applications for the following school year) 

C: 試験概要

Content of 

Examination 

 試験内容：グループプロジェクト・筆記試験・親子面接 

*試験内容の詳細は 8ページ目をご参照ください。 

Examination contents: Group project/ Family interview / Written exams 

*For more details, please refer to the page 9.  

D: 出願書類 

Required 

Documents 

1．編入学試験受験願書（本校所定のもの） 

カラー証明写真(裏面に氏名を記入)1枚を、願書の所定の位置に貼付 

2．検定料入金の明細書（コピー可） 

指定口座にお振込み後、『振込証明書』を願書 3ページに貼付し願書と共に提出 

3. 受験者の生年月日を証明する書類のコピー 

   保険証等、受験者の生年月日を証明できる書類のコピーを願書 3ページに貼付し

願書とともに提出 

4. 受験票 （本校所定のもの） 

カラー写真を貼付し、必要事項を記入 

5. 健康調査票（本校所定のもの） 

   医療機関にて健康診断を受け、必要事項を記入の上、提出 

6. 受験票返信用封筒 （本校所定のもの） 

受験票返信用封筒に返信先の住所及び宛名を記入の上、提出 

7. 在学証明書 *新中学生 1年生応募者のみ 

英語による教育を受けた学校のもの 

1. Application Form (Designated Form) 

*Please fill out the designated application form and attach a colored photograph. 

2. Receipt of Examination Fee 

*You will receive a receipt after you pay the examination fee into our bank account.  
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Please attach the receipt on the application form.  

3. Copy of the Certificate of Applicant’s Date of Birth 

*Please attach the copy of the applicant’s birth certification on the application form. 

4. Examination Slip (Designated Slip)  

*Please attach the colored photo on the slip and fill out the required fields. 

5. Health Certificate (Designated Form) 

*Please take a health exam and fill out the required fields.  

6. Return-mail Envelope (Designated Envelope) 

*Please write your name and mailing address, so that we can send your examination 

slip as registered express mail.   

 

E: 検定料 

Examination Fee 

A:検定料: 10,000円 

ただし、インターナショナルコースとイマージョンコースを併願の場合、入学検 

定料は、20,000円となります。 

B:検定料納付について 

下記いずれかの口座へ、受験されるお子さまのお名前でお振込下さい。 

振込みの方法は、銀行窓口・ATM・インターネットバンキングをご利用いただく 

ことができます。なお、振込に係る手数料は出願者によりご負担いただきます

ので、ご了承ください。 

口座名義： 学校法人アミークス国際学園 

琉球銀行 具志川支店 普通 654786 

沖縄銀行 安慶名支店 普通 1747773 

沖縄海邦銀行 安慶名支店 普通 0622995 

C:検定料納付期限について 

12月 9日（月）までにお振込いただき、振込証明書を願書の所定の位置に 

貼付の上、ご提出ください。 

 

A: Examination Fee 

  The examination fee is 10,000 yen. The examination fee will be 20,000 yen if you  

would like to apply for both the international course and the immersion course.  

B: About Payment 

  Please pay the examination fee with the applicant’s name to one of the following  

bank accounts. You can pay the fee at a bank, an ATM, or by Internet banking. Note  

that each bank might assess a service charge.      

Account Holder’s Name: GAKKOHOUJIN AMICUS KOKUSAIGAKUEN 

Bank of the Ryukyus, Gushikawa Branch: Savings Account 654786 

Okinawa Bank, Agena Branch: Savings Account 1747773 

Okinawa Kaiho Bank, Agena Branch: Savings Account 0622995  

C: Payment Due 

   Payment for the examination fee is due on December 9. 2013. You will  

receive a receipt after you pay the examination fee into our bank account. Please  

attach the receipt on the application form.  
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2: 出願の流れ Admission Procedure 

日程 (Date) イベント (Event) 

11月 25日 

November 25th      

募集要項配布・ 

願書配布開始 

Distribution of Admission Information/ 

 Distribution of Application Slip 

      

12月 9日 

December 9th    

願書提出締切 

（当日 17時必着） 
Applications are due by 17:00. 

      

12月 13日 

December 13th  
受験票発送日 Send Out Examination Slip 

      

平成 26年 1月 18日 

January 18th, 2014  
編入学試験 Entrance Examinations 

      

1月下旬 

Late January 
合格発表 Announcement of Test Results 

 

F: 出願方法及び 

募集期間 

How to submit 

and Deadline 

 

A:出願方法 

出願書類を下記までご持参またはご郵送ください。郵送の場合は、必ず簡易

書留を利用してください。願書をご持参される方は、月曜日から金曜日（祝祭日

を除く）の 9:00 から 17:00 の間にご持参下さい。なお、ＦＡＸや電子メールによ

る必要書類のご提出はお受けできません。 

〒904-2205 

沖縄県うるま市字栄野比 1212番地 1 

沖縄アミークスインターナショナル 入学試験係 

B:締切日 

12月 9日（月）17時必着 

 

A: How to submit 

We will accept your application in person or by regular mail. If you use regular mail  

service, please send the application form by registered mail. If you bring your  

application form in person, please note that our business hours are Monday  

through Friday, except national holidays, from 9:00 to 17:00.  

Send to: 

Okinawa AMICUS International 

Attn: Admission for the School Year 2014-2015  

1212-1 Enobi, Uruma City, Okinawa 904-2205  Japan 

B: Deadline 

    No later than 17:00 on December 9, 2013 
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3:注意事項   
A: ご出願について 

(1)出願にあたっては必要な書類が全て揃っていることを十分ご確認の上ご提出ください。 

書類に不備があった場合受験が認められないことがありますのでご注意ください。 

(2)願書提出締切後、本校より 12月 13日(金)に出願者の皆さまへ受験票を発送いたしま 

す。12月 17日(火)までに受験票が手元に届かない場合、発送状況などを確認いたし 

ますので本校事務局児童募集係までお電話にてご連絡ください。 

(3)受験票は試験当日必ずご持参ください。 

(4)受験票は合格後のオリエンテーションや入学手続き等において必要となりますので、入 

学されるまで大切に保管下さい。 

(5)同学年への出願は、1度限りとさせていただきます。（次年度以降の出願は可能です） 

 

B: 試験日について 

(1)受験者多数により受験者ごとに集合時間が異なる場合があります。各受験者の試験日及

び試験時間等については、受験票発送の際に通知いたします。万障お操り合わせの上、ご

出席くださいますようお願い申し上げます。 

(2)試験を実施するにあたり、待ち時間が生じます。 

 

C:  合否結果について 

(1)合否結果は、1月下旬に文書にて通知する予定です。 

(2)入学選抜に係る理由や入学倍率などについての照会には応じられませんので、ご了承 

ください。  

 

D:  入学手続き等について 

(1) 本校へ合格された方で入学を希望される場合、入学手続期間中に入学手続きに係る書類

のご提出と入学金の納付を行ってください。入学手続き期間については、後日お知らせ

いたします。 

(2) 合格後、入学手続期間中に入学金のお振込などの手続きがなされない場合、入学を辞退

されたものと判断させていただきます。その際必ず所定の「入学辞退届」をご提出くだ

さい。 

(3) 合格後、入学を希望されない場合、所定の「入学辞退届」のご提出が必要となります。

入学を辞退される場合、本校児童募集係にお電話等でご連絡をいただき、辞退届をご提

出ください。 

 

E:  その他 

(1)一度提出された書類、納入された検定料及び入学金は、理由の如何を問わず返還いた 

しません。予めご了承ください。 

(2)試験において本校の授業を受けられる英語力があると判断された者に合格判定が出され

ますので、編入生に対して特別に英語の補習授業などは行われません。 
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3: Important Notes 
A: Your Application  

(1) Please check each required document thoroughly. We accept only completed applications.  

(2) We will send applicants an examination slip on December 13th. If you do not receive your  

examination slip by December 17th, please contact the Office so that we can confirm the  

delivery status.  

(3) Please bring the examination slip on the examination day.  

(4) You will need the examination slip throughout the entire admission procedure, including orientations.  

Therefore, please secure it for safekeeping.  

(5) A candidate is allowed to apply for the same grade only one time. (Please note, we will accept 

applications for the following school year) 

 

B: Examination Date 

(1) Due to the number of applicants, the meeting time will be different depending on the 

candidates. We will send the details of your examination date with your examination slip.   

(2) During the test, parents may have to wait for an extended time. 

 

C: Test Results 

(1) We will notify applicants about their test results in late January.  

(2) Please note that it is impossible for us to make any comment about the test results once 

you have received them.  

 

D: Enrollment Procedures  

(1) For those who pass the exam and wish to enroll in Okinawa AMICUS International, please submit the  

required enrollment documents and pay the enrollment fee during the assigned periods. We will  

send out notification soon regarding the payment periods. 

(2) If applicants do not submit the required documents or pay the necessary enrollment fees during the  

assigned period, we will understand that you have withdrawn your application. Please note that you  

must submit an “Enrollment Withdrawal Form” to confirm your withdrawal. 

(3) If you do not wish to enroll in Okinawa AMICUS International after receiving an acceptance letter,  

please contact the Office to get an “Enrollment Withdrawal Form,” and then submit the form.  

 

E: Other 

(1) Please note that we will not return submitted documents or payments for any reason.   

(2) We will not provide any remedial English lessons for transfer students, as we will only accept those 

students with the English proficiency required to keep up with our current students in classes instructed 

in English. 
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4. お問い合わせ  

沖縄アミークスインターナショナル 

児童募集担当：富田・永島・上原 

 

〒904-2205 

沖縄県うるま市字栄野比 1212番地 1 

TEL: 098-979-4711  FAX: 098-979-4712 

E-mail:info@amicus.ed.jp 

 

 

4. Inquires 

Anri Tomita/ Naoko Nagashima/ Kazuharu Uehara 

Admission Coordinators 

 

Okinawa AMICUS International 

1212-1 Enobi, Uruma City, Okinawa 904-2205  JAPAN 

TEL: 098-979-4711  FAX: 098-979-4712 

E-mail:info@amicus.ed.jp 

 

 

 

 


