
沖縄アミークスインターナショナル 

幼稚園・小学校・中学校 

2015 年度 転・編入生募集要項 

 
【募集人員】 幼稚園・小学校・中学校全ての学年・イマージョン/インターナショナル両コースにて若干名募集 

幼稚園：2009年 4月 2日から 2010年 4月 1日までに生まれた者 

小学 1年生：2008年 4月 2日から 2009年 4月 1日までに生まれた者 

小学 2年生：2007年 4月 2日から 2008年 4月 1日までに生まれた者 

小学 3年生：2006年 4月 2日から 2007年 4月 1日までに生まれた者 

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

小学 5年生：2004年 4月 2日から 2005年 4月 1日までに生まれた者 

小学 6年生：2003年 4月 2日から 2004年 4月 1日までに生まれた者 

中学 1年生：2002年 4月 2日から 2003年 4月 1日までに生まれた者 

中学 2年生：2001年 4月 2日から 2002年 4月 1日までに生まれた者 

（中学 3年生は 2016年度開設のため、現在は学年がありません） 

【出願基準】 

幼稚園 英語力の基準なし（幼稚園ではコース設定はありません） 

小学校・中学校インターナショナルコース 

英語を第一言語もしくは第二言語とし、日常的に用いている者。もしくは英語圏での生活が2年以上にわたり、帰国後1年以

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（インターナショナルスクールの中学校・小学校・幼稚園・保育園）に 2年以上在籍している者。また 2年以上在籍した期間

から 1年以内の者。 

小学校・中学校イマージョンコース：下記の英語力基準に達している者 

小学校 1年生 英語力の基準なし 

小学校 2～4年生 英検 5級もしくはそれと同等の英語力 

小学校 5～6年生 英検 4級もしくはそれと同等の英語力 

中学 1～2年生 英検 3級もしくはそれと同等の英語力 

＊同学年への出願は、1度限りとします。（次年度以降の出願は可能です） 

【試験概要】 3日間体験入学、および親子面接、筆記試験（中学校のみ） 

【試験日程および出願期間】 随時受付 

【受験料】  15,000円(3日間の体験入学授業料含む) 

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。 

なお、振込手数料は出願者に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  

注意事項：定員を満たした学年は、

募集を終了いたします。 

あらかじめご了承ください。 



【注意事項】 

A: ご出願について 

(1) 必要な書類が全て揃っていることを十分ご確認の上、簡易書留による郵送か直接ご持参ください。 

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)出願受付後、本校より出願者の皆さまへ受験票、試験日程通知を発送いたします。 

(3)受験票は試験当日必ずご持参ください。 

(4)受験票は合格後も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） 

(6)現在の在籍校へ本校より問い合わせる場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

B: 試験日について 

(1)試験実施日(3日間体験入学)については、ご出願の受付後に本校事務局入試係よりご連絡します。 

(2)当日は午前 8時 30分までに本校へお越しください。終了時間など詳細については、学年により異なるため試験日程通知

をご確認ください。 

(3)体験入学期間中は、お弁当・水筒および軽食をご持参ください。 

 

C:  合否結果について 

(1)合否結果は、試験日から 10日ほどで文書にて通知する予定です。 

(2)合否判定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。  

 

D:  入学手続等について 

(1)転・編入試験に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。入学手続期間は、合格通知より 2週間程度です。 

(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いたします。

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、入学を辞退される場合、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、本校入試係

にお電話等にてご連絡の上、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、納入された受験料及び入学金は、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)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。 

(3)体験入学中の安全については、学校は責任を負いません。 

 

＜出願先・問い合わせ先＞ 

学校法人アミークス国際学園 

沖縄アミークスインターナショナル幼稚園/小学校/中学校 

入試係：富田・永島 

〒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受付対応時間：平日 8:15-17:00  



Okinawa AMICUS International 
Kindergarten, Elementary School,  

and Junior High School 
Application Guidebook for Transfer Admission Examination  

in the 2015-2016 school year 
【Classes open for transfer】We will accept a few applications for the following classes 

Kindergarteners: Born between April 2, 2009 and April 1, 2010 

1st Graders: Born between April 2, 2008 and April 1, 2009 

2nd Graders: Born between April 2, 2007 and April 1, 2008 

3rd Graders: Born between April 2, 2006 and April 1, 2007 

4th Graders: Born between April 2, 2005 and April 1, 2006 

5th Graders: Born between April 2, 2004 and April 1, 2005 

6th Graders: Born between April 2, 2003 to April 1, 2004 

7th Graders: Born between April 2, 2002 to April 1, 2003 

    8th Graders: Born between April 2, 2001 and April 1, 2002 

    (There are no 9th graders in AMICUS since it will be established in 2016) 

【Qualification】 

(Kindergarten) No qualification required (No course setting for Kindergarten).  

(International Courses from 1st to 8th Grade) At least one of the following qualifications needs to be applied. 

- Using English daily as the first or second language. 

- Having lived in an English speaking country for two years or more, currently within 1 year of returning to Japan, and 

having attended a local school (excluding Japanese speaking schools) in that country 

- Having attended an English-speaking school for at least two years (regardless of geographical location) and currently 

within one year after the attended period. 

(Immersion Courses from 1st to 8th Grade) A child whose English ability reaches the standard as follows. 

 
 

 

 

 

*Only one application will be accepted in one school year (applying the following school year will be accepted). 

【Content of Examination】 Three day trial enrollment and family interview. Written exams will be added for junior 

high school grades (7th to 8th). 

【Application Period】 Open at any time 

【Examination Fee】15,000 yen (The fee includes the three day trial enrollment)  

Please pay the examination fee with the applicant’s name to one of the following bank accounts. Please note a service 

charge may be assessed.       

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 

1st Grader  No set standard 

2nd – 4th Grader Eiken Grade 5 or the ability equivalent to the grade  

5th – 6th Grader Eiken Grade 4 or the ability equivalent to the grade 

7th – 8th Grader    Eiken Grade 3 or the ability equivalent to the grade 

Please note that accepting 

applications will be closed 

for the grade if its capacity 

is filled. 



【Important Notes】 

A: Application Procedures 

(1) Please check each required document thoroughly, and send them to the contact address below by registered mail 

or bring them to the office. Only completed applications will be accepted.  

(2) We will send applicants an examination slip with the dates and time.  

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

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

sure you have it with you. 

(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) 

(6) We may contact your child’s current school. 

B: Examination Date 

  (1) The test date (three day trail enrollment) will be provided from the office after receiving the application. 

(2) Please come to Amicus by 8:30 AM on the examination day. The pick-up time will be different for each grade so 

please check the letter from school. 

(3) Please have your child bring lunch, water bottle, and snack (fruits, rice-balls…) during the trial enrollment. 

C: Test Results 

(1) We will notify applicants about their test results within 10 days.  

(2) Please note that the results of the exams are final.  

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, it will be understood that applicants have declined their 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,” to submit the form.  

E: Other 

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

(2) No supplementary English lessons will be provided for transfer students. 

(3) We are not liable for any accidents that your child might endure during the trial days. 

 

[Contact]  Anri Tomita/ Naoko Nagashima(Admission Coordinators) 

AMICUS International School Educational Foundation 

Okinawa AMICUS International Kindergarten/Elementary School/Junior High School 

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

TEL: 098-979-4711  FAX: 098-979-4712, E-mail:info@amicus.ed.jp, Hours: Mon-Fri 8:15 – 17:00 

 

 

 

 



スクールバスご利用について 

2015年度のスクールバスは、5月現在で各コース定員をほぼ満たしている状況となっております。 

転・編入学生におかれましては、転・編入学時にスクールバスをご利用いただけない可能性がございます。スクールバス利

用をご検討されている方は、予めご了承の上、ご出願くださいますようお願い申し上げます。 

For prospective school bus riders: 

This year we are operating 13 buses, and each bus almost meets its capacity. Due to this situation, please note that 

transfer students might not be able to use the school bus service after their admission.  

 

キッズクラブ、ジュニアクラブご利用について 

本校では、小学 1 年生以上を対象に課外活動（キッズクラブ、ジュニアクラブ）を行っておりますが、5 月現在で各クラブ

定員をほぼ満たしている状況となっております。 

転・編入学生におかれましては、転・編入学時にご希望のクラブをご利用いただけない可能性がございます。クラブ利用を

ご検討されている方は、予めご了承の上、ご出願くださいますようお願い申し上げます。 

About Kids Club:  

Kids clubs/Junior clubs are available for first through 8th grade students. However, transfer students may not be able to 

join their desired kid’s club since each kids club meets its capacity.   

 

預かり保育・学童クラブ（ASCP）ご利用について 

本校の ASCP では、全学年を対象にお子さまをお預かりしておりますが、5 月現在で定員をほぼ満たしている状況となって

おります。 

転・編入学生におかれましては、転・編入学時に ASCPをご利用いただけない可能性がございます。ASCP利用をご検討され

ている方は、予めご了承の上、ご出願くださいますようお願い申し上げます。 

About ASCP (After School Care Program):  

ASCP is available for the students of all grades. However, it has reached its capacity as of  

May, 2015. Please note that transfer students might not be able to use the ASCP after their admission.   

 

Thank you very much for your understanding. 

 

沖縄アミークスインターナショナル幼稚園・小学校・中学校 

Okinawa AMICUS International Kindergarten, Elementary School, and Junior High School 

 

 


