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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小学校・中学校 

2022年度 第 2回 転・編入生募集要項 
 

【募集学年、人数、出願基準】 

◎：10名以上の募集 〇：9名以下の募集 ×：募集なし 

現 1年生 × - 

現 2年生 × - 

現 3年生 〇 2013年 4月 2日から 2014年 4月 1日に生まれたもの 

現 4年生 ◎ 2012年 4月 2日から 2013年 4月 1日に生まれたもの 

現 5年生 × - 

現 6年生 ◎ 2010年 4月 2日から 2011年 4月 1日に生まれたもの 

現 7年生 (中学 1年) * ◎ 2009年 4月 2日から 2010年 4月 1日に生まれたもの 

現 8年生 (中学 2年) * ◎ 2008年 4月 2日から 2009年 4月 1日に生まれたもの 

現 9年生 (中学 3年) × - 

 

 

*中学校においては、英語（英検準 2級～2級相当）と日本語（JLPT N3～N2相当）の両方の能力が必要となります。 

 

【試験日、試験概要】 

一次審査：書類選考  

二次審査：2022年 9月 1日 (木) ～ 2022年 9月 8日 (木) の間の連続した 2日間で試験実施。 

※オンラインでの受験は対応しておりません。 

 

一次選考通過者 8月 25日（木）に試験日程通知を発送いたします。 

1日目：体験入学 

2日目：親子面接・筆記試験（国語・英語・算数/数学）* 

＊筆記試験の言語は、国語は日本語、それ以外は英語 

 

 

【出願書類】 

1 願書（本校所定のもの） 
必要事項を記入し、最近 3 ヶ月以内に撮影したカラー証明写真（裏面に氏名

を記入）1枚を、願書の所定の位置に貼付 

1. 2 受験料入金の明細書（コピー可） 指定口座にお振込後、『振込明細』を願書 3ページに貼付 

2. 3 受験生の生年月日を証明する書類のコピー 保険証等、受験生の生年月日を証明する書類のコピーを願書 3ページに貼付 

3. 4 同意書（本校所定のもの） 内容を読み、必要事項を記入 

4. 5 健康調査書（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 

5. 6 学校履歴確認票（本校所定のもの） 必要事項を記入 

6. 7 7. 在学証明書 現在学籍を置いている学校より取得し、提出 

8. 8 
9. 直近 2 年分の成績証明書または直近 2 年分

の通知表の写し（小学 1年出願者を除く） 

成績証明書を通っている学校より取得。成績証明書が取得できない場合は、

通知表の写しも可 

9 
住所ラベルシール 2枚つづり 

（本校所定のもの） 

本校より日程通知および結果通知を郵送する際に使用。郵送先の住所を正確

に記入。日程通知と結果通知の郵送先が異なる場合は、ラベルシール左下に

「日程通知用」「結果通知用」と記入。 
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【受験料】 

1. 受験料：20,000円 

2. 納付期間： 

8月 2日（火）～8月 16日（火）の期間にお振込いただき、振込明細を願書の所定の位置に貼付の上ご提出ください。 

3. 納付方法： 

下記いずれかの口座へ、受験生のお名前でお振込ください。なお、振込に係る手数料は出願者にてご負担ください。 

 

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 

 

 

【出願受付期間、出願方法】 

1. 出願受付期間：8月 2日（火）～ 8月 16日（火）（当日消印有効） 

2. 出 願 方 法 ： 

出願書類を下記まで簡易郵送にてご郵送ください。 

 

出願先：〒904‐2205 沖縄県うるま市字栄野比 1212 番地 1 

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小学校・中学校 出願受付係 

 

 

【出願後の流れ】 

8月 2日（火）～ 8月 16日（火） 出願受付期間（当日消印有効） 

 一次審査：書類選考 

8月 25日（木） 
書類選考結果発送 

書類選考通過者には試験日程通知発送 

9月 1日（木）～ 9月 8日（木） 二次審査：試験（本校指定の2日間で実施） 

9月 16日（金）予定 合否結果通知発送 

合格発表後～ 9月 27日（火）予定 入学手続き期間 

2022年 10月 11日（火）～2022年 12月 23日（金） 登校開始 

 

 

【注意事項】 

A. 出願について 

(1) 願書の「受験生の氏名」欄には、住民票の氏名を正しくご記入ください。 

(2) 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。 

(3) 書類選考結果通知や試験日程通知（書類選考通過者のみ）が 8 月 29 日（月）までにお手元に届かない場合、発

送状況を確認いたしますので、本校担当までご連絡ください。 

(4) 今回不合格の場合は、2023年度第 2回転編入生募集から出願可能です（募集がある場合のみ）。 

(5) 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 

各受験生の試験日及び試験時間等については、8 月 25 日（木）発送の試験日程通知をご確認ください。万障お繰り

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。 

 

 

C. 合否結果について 

(1) 合否結果は、9月 16日（金）に文書にて通知予定です。 
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(2) 合否に係る理由や倍率などについての照会には応じられませんので、予めご了承ください。 

D. 入学手続き等について 

(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

22万円の納付を行ってください。詳細は合格発表時に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がない場合、入学を辞退されたものと判断し、別途所定の「入学辞退

届」をご提出いただくことになります。 

(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

校担当まで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、納入された受験料及び入学金は、一切返還いたしかねますので、予めご了承ください。 

(2) 転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) 試験中のケガ等については、学校の保険は適用されませんので、予めご了承ください。 

(4) 小学校は日本語が第二言語のお子さまは、本校基準に該当する場合のみ日本語学習のサポートが受けられます。 

(5) 小学校から中学校への内部進学については、学内資料に基づく校長推薦が条件となります。 

 

F：入学後の学費について 

(1) 「授業料」は通学開始月分より月額納付いただきます。 

(2) 「施設費」「厚生費」は半期分を月割りした額を納付いただきます。 

(3) 「教材費」は通学開始期分より半期分を全額納付いただきます。 

 

＜問合せ先＞対応時間：平日 9:30-15:30 

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小学校・中学校 

担当：永島、佐久川 〒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 

 

受験生および保護者の方へ 

【重要】二次審査当日の新型コロナウイルス感染対策について 

 

1 試験日前 2週間は海外渡航を自粛ください。海外在住の方は 2週間以上前に来日くださいますようお願いいたします。 

2 マスクを着用ください。清潔なハンカチを持参ください。予備のマスクとハンカチも持参ください。 

3 受験生および保護者と同居家族に、風邪や胃腸炎の症状や 37.5度以上の発熱がある方は受験いただけません。 

4 入構時に検温をさせていただきます。体温が 37.5 度以上の方は入構および受験いただけません。 

5 受験生および保護者と同居家族が、感染や感染の疑いがある、または濃厚接触者の場合は、受験を自粛ください。 

 

自己都合、及び上記の理由で受験いただけなかった場合、受験料の返金はございませんが、受験辞退の理由がコロナに起因

するものに限り、次の転編入試験にて振替可能な場合、受験を希望する方には受験の機会を提供します。なお、交通費等の

補償は致しかねます。予めご了承くださいますようお願いいたします。 

 

 

今後の新型コロナウイルスの影響次第では、実施に変更が生じる場合があります。ご了承のほどよろしくお願

いいたします。 
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Okinawa AMICUS International EL/JH 
Application Guidebook for 2nd Transfer Admission Examination in SY 2022 

 
 

【Recruiting grade/ Number of Children/ Application Criteria】 

 
◎: Recruiting 10 or more 〇: Recruiting of 9 or fewer ×: No recruitment 

Current 1st grade × - 

Current 2nd grade × - 

Current 3rd grade 〇 Born between April 2, 2013 and April 1, 2014 

Current 4th grade ◎ Born between April 2, 2012 and April 1, 2013 

Current 5th grade × - 

Current 6th grade ◎ Born between April 2, 2010 and April 1, 2011 

Current 7th grade * ◎ Born between April 2, 2009 and April 1, 2010 

Current 8th grade * ◎ Born between April 2, 2008 and April 1, 2009 

Current 9th grade × - 

 
*For applications to junior high school, students would need sufficient competency in both English (Eiken pre2 to 2 or equivalent) 
and Japanese (JLPT N3 to N2 or equivalent). 
 
【Examination Dates/ Content of Exams】   

First Screening: Conducted based upon application documents 
Secondary Screening: 2 consecutive days between September 1, 2022 (Thu) and Sep 8, 2022 (Thu). 
                   ※We do not conduct the test online. 

The test schedule notification will be sent to those who passed the first screening on August 25, 2022 
(Thu). 
Day 1: Trial classes 
Day 2: Parent-child interview, written test (Japanese, English, Mathematics) * 

*For written tests, Japanese test will be conducted in Japanese, all others in English. 
 
【Required Documents】 

1 Application Form (Designated Form) 
Please fill out the designated application form and attach a color photograph 
(with the child’s name on the back) taken within the last 3 months. 

10. 2 Proof of Payment (Receipt) of Application Fee 
Please attach the proof of payment (receipt) after the bank transfer to page 

3 of the application form. 

11. 3 
Copy of an ID to Verify Applicant’s Date of 
Birth 

Please attach a copy of the applicant’s ID where date of birth is shown to 
page 3 of the application form. 

12. 4 Letter of Agreement (Designated Form) Please read through and fill in the required fields. 

13. 5 Health Certificate (Designated Form) Please get a health examination and have a doctor fill out the required form. 

14. 6 Educational Record Form (Designated Form) Fill in the required form. 

15. 7 16. School registration certificate Please submit the registration certificate from the current school. 

17. 8 
18. Transcript of the last 2 years (not applicable 

to 1st graders) 
Please submit the transcript obtained from the school you attend. If you 
cannot obtain the transcript, you can also copy the progress report. 

9 
A Set of Two Label Stickers for Mailing 
Address (Designated Stickers) 

The labels will be used to send “Notice of Dates for Secondary Screening” 
and “Entrance Examination Result”.  Please write the accurate mailing 
address.  If destinations are different, please write “Notice of Dates” or 
“Entrance Examination Result” on the bottom left of the stickers. 

 
【Examination Fee】 

1. Examination Fee: 20,000 yen 

2. Payment Deadline: 
Payment must be made between Aug 2, 2022 (Tue) and Aug 16, 2022 (Tue). You will receive a proof of payment (receipt) 
after the bank transfer. Please attach it to the application form. 

3. Payment Method: 
Payment should be made to one of the following school bank accounts in the name of the applicant.  Please note that 
banking service fees may apply. 

 
Account 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 

 
 
【Documents and Deadline for submission】 

1. Application Acceptance Period: 
Aug 2, 2022 (Tue) thru Aug 16, 2022 (Tue)  
The date of the postmark is the date of application. 
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2. How to Submit Documents: 
Please send the required documents by registered mail. 
  
The mailing address is:    Okinawa AMICUS International 

Attn: Student Admission 
1212-1 Aza Enobi, Uruma City, 
Okinawa 904-2205, Japan 
 

【Application Procedures】 

August 2 (Tue) – August 16 (Tue) Accepting Applications 

 First Screening 

August 25 (Thu) 
Mailing Out the First Screening Result. 
Mailing Out the Notice of Dates for Secondary Screening. 

September 1 (Thu) – September 8 (Thu) Secondary Screening: Entrance Examination（2 days） 

September 16 (Fri) *subject to change Mailing Out the Examination Result 

Between the date of announcement of results and 
September 27 (Tue) *subject to change 

Enrollment Documents Deadline 

October 11, 2022 (Tue) – December 23, 2022 (Fri) School start date 

 
 

【Important Notes】  

A. Application 
(1) Please write the applicant’s name as shown on the resident certificate in the application form.  
(2) Please make sure that you have all the required and supporting documents before submitting an application. 

INCOMPLETE APPLICATIONS WILL NOT BE ACCEPTED. 
(3) If you do not receive the First Screening Result and Notice of Dates for Secondary Screening by August 29 (Mon), please 

contact the office for the delivery status. 
(4) If an applicant fails this entrance exam, they may thereafter apply from the second transfer exam in 2023 (only if there 

are openings). 
(5) We may contact your child’s current school. 

 
 

B. Examination Dates 
Please check the examination date and time on the letter that will be sent out on August 25 (Thu). 

 
 

C. Examination Results 
(1) All applicants will be notified of the results by mail on September 16 (Fri). Subject to change.  
(2) We will NOT answer any inquiries regarding the result, acceptance rate, etc. 

 
 

D. Enrollment Procedures 
(1) Successful applicants who wish to be enrolled in Okinawa AMICUS International must submit the required 

documents and pay the entrance fee of 220,000 yen. The details will be notified along with the acceptance letter. 
(2) Failing to submit the required documents or pay the entrance fees by the deadline may result in withdrawal. In 

that case, submission of “Enrollment Withdrawal Form” is required. 
(3) If you wish to withdraw from enrollment after receiving the acceptance letter, please contact the administration office 

and submit the “Enrollment Withdrawal Form”. 
 
 

E. Others 
(1) Application fees and submitted documents will not be returned under any circumstances. 
(2) No supplementary English lessons will be provided for transfer students. 
(3) School insurance will not cover injuries occurring during the examination period. 
(4) At Elementary level JSL (Japanese as the Second Language) is available for those who meet our requirements. 
(5) Permission for proceeding to AMICUS Junior High from AMICUS Elementary will be granted following a Principal’s 

recommendation based on documents prepared by AMICUS Elementary. 
 
 

F. Tuition and Fees after the Enrollment 
(1) “Monthly Tuition” needs to be paid from the month the student starts attending AMICUS. 
(2) “Facility Expense” and “Welfare Fee” will be calculated per month in the semester that a student starts. 
(3) “Material and Activity Fee” needs to be paid for the semester when the student starts attending AMICUS. 
 

 
   Admission Coordinator: Nagashima (Ms.), Sakugawa (Ms.) 

Okinawa AMICUS International 
1212-1 Aza Enobi, Uruma City, Okinawa 904-2205 JAPAN 

TEL: 098-979-4711 / FAX: 098-979-4712 / E-mail: info@amicus.ed.jp 
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Admission Business Hours: Weekdays 9:30 – 15:30 
 

 
 

For examinees and parents 

[Important] Countermeasures against COVID-19 infection on the day of the secondary 

examination 

 

1 Please refrain from traveling abroad for 2 weeks before the test date. If you live overseas, please come to Japan at least 

2 weeks in advance. 

2 Please wear a mask and bring a clean handkerchief. Please bring a spare mask and handkerchief. 

3 If you or family members in the same house have a cold, gastroenteritis, or fever of 37.5 degrees or higher, you cannot 

participate in the test. 

4 We will measure your temperature when you come to school. Those with a body temperature of 37.5 degrees or higher 

cannot enter and cannot participate in the test. 

5 If you or family members in the same household are infected, suspected of being infected, or have had close contact 

with someone who is, please refrain from participating in the test. 

 

If you cannot take the test for the above reasons or other personal reasons, the test fee will not be refunded. However, you 

will be offered the opportunity to take the test at the next available transfer session if the reasons for the withdrawal is 

related to Corona virus countermeasures. In addition, we cannot cover expenses such as transportation expenses. Thank you 

for your understanding. 

 

 
 

The contents are subject to change owing to Covid-19. 

 


