平成３１年度 入学者募集要項

校章の由来
台縁を鏡で象ることにより、鏡の訓(かがみのおしえ)
<明るい心・清い心・真の心・人を愛する心>
を意味する。

沖縄県立 小禄高等学校
〒901-0151 沖縄県那覇市鏡原町２２番１号
TEL (098)857-0481
FAX (098)857-5456

入 学 者 選 抜 募 集 要 項
沖縄県教育委員会の定める「平成３１年度沖縄県立高等学校入学者選抜実施要項」に基づき、下記のとお
り生徒を募集する。

１．募集定員
課 程

全日制

学 科

普通科

コース
普通コース
（内１クラスは特進クラス）
情報ビジネスコース
芸術教養コース
合 計

クラス数

募集定員

７

２８０

１
１
９

４０
４０
３６０

※平成 31 年度より英語コースは募集停止となりました。

２．通学区域
（１） 本校通学区域は、沖縄県立高等学校の通学区域に関する規則第２条関係別表第１及び別表第２のと
おりとする。
（別表第１）
西原町 浦添市 那覇市 豊見城市
（別表第２）
伊平屋村 伊是名村 伊江村 本部町（水納中学校区域のみ） うるま市（津堅中学校区域のみ）
南城市（久高中学校区域のみ） 南大東村 北大東村 座間味村 渡嘉敷村 粟国村 渡名喜村
多良間村
竹富町
与那国町
（２） 上記通学区域以外から定員の１０％以内まで入学することが出来る（沖縄県立高等学校通学区域に
関する規則第３条２項）。
（３） 上記（２）にかかわらず、保護者の住所が入学の日までに上記（１）の学区に移転することが確実
であると認められる者は、本校に入学することができる（沖縄県立高等学校通学区域に関する規則第
４条１項）。この規定により入学しようとする者は、通学区域に関する規則第４条２項に従い、関係
書類を出身中学校長を経て本校校長に提出しなければならない。
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３．推薦入学
（１）出願資格
次のア．イ．及びウ．（ウは特別枠推薦のみ）に該当する者で、中学校長が推薦するもの。
ア．沖縄県内の中学校を平成３１年３月に卒業見込みの者
イ．入学希望コースに対する目的意識が明確であり、かつ、当該コースへの興味・関心及び適性を有
する者
ウ．本校の指定する部活動において、部活動活性化に努める意志が明確である者
（２）募集コース及び募集人員
募集コース：すべてのコース
募集人員：募集定員の２５％以内（通常推薦２０％以内、部活動活性化推薦＜特別枠＞５％以内）
（３）出願の要件
次のア．又はイ．の要件を満たし、かつウ．の要件を満たしている者とする。
ア．次に掲げる諸活動の実績等について自分を表現すること（以下「自己表現」という。）ができる
こと。なお、当該活動の実績については、証明する資料（賞状・認定証等）の写し〔Ａ４版：3
枚以内（3 種類以内、表面のみ）〕を提出すること。
（ア）文化活動
（イ）スポーツ活動
（ウ）社会活動
（エ）ボランティア活動
（オ）資格取得等の活動
イ．次に掲げる分野について表現すること（以下「個性表現」という。）ができること。個性表現は
推薦申請書に基づき実技を実施する。
（ア）音楽、美術、書道等の芸術分野
（イ）文芸、研究等の分野
（ウ）舞踊、創作ダンス、手話等の身体的活動を伴う分野
（エ）留学等の体験的分野
ウ．次の評定平均値を満たしている者とする。
コース
通常推薦枠
部活動活性化推薦（特別枠）
普通
評定平均値が 3.2 以上
評定平均値が 2.8 以上
情報ビジネス 評定平均値が 3. 2 以上
評定平均値が 2.8 以上
評定平均値が 3. 2 以上、かつ、
評定平均値が 2.8 以上、かつ、
専門科目（美術又は音楽）の評定平均 専門科目（美術又は音楽）の評定平均
芸術教養
値が 4.0 以上。書道を専攻する者は、評 値が 4.0 以上。書道を専攻する者は評定
定平均値が 3.2 以上。
平均値が 2.8 以上。
（４）部活動活性化推薦（特別枠）
部活動活性化推薦（特別枠）は、部活動を通じて学校の活性化に努める者に対する募集である。
ア．次に挙げる本校の部活動と同じ活動において具体的表現ができること。
男子バスケットボール部
女子バスケットボール部
女子バレーボール部
野球部
男子剣道部
女子剣道部
男子空手道部
女子空手道部
イ．自己表現または個性表現のどちらでも出願が可能である。
ウ．出願の要件は上記（３）による。
エ．志願者には実技審査を行う。
オ．出願の際、本校指定「小禄特別枠第１号様式」を志願者が自書の上提出し、推薦入学志願者名簿
に部活推薦（〇〇〇部）と明記すること。
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（５）出願期間
平成３１年 １月１５日（火）午前９時～午後５時
１月１６日（水）午前９時～午後５時
郵送の場合もこの期限までに必着のこと。
本校校長が特別の事情があると認めた場合はその限りではない。住民票抄本
（６）出願手続
中学校長は、被推薦者に係る次の書類等を出願期間内に一括して提出するものとする。
書類の作成は平成３１年度沖縄県立高等学校入学者選抜実施要項を参照の上作成する。
【推薦】出願書類
書類作成上の注意点
推薦入学志願書
（推薦第１号様式）

希望の課程・学科欄について「全日制」を選択し、「普通（科）」と記入、（
）内には第
１希望のコースを書く。第２希望は認めない。（ ）内の記入は、下記（表１）の記入方法で
記入する。記入例を参考にすること。

推薦申請書
（推薦第２号様式）
調査書
③
（第２号様式）

「⑤出欠の記録」の３年の欄は平成 30 年 12 月 28 日現在までのものとする。志望学科の欄は
下記（表１）の記入方法で記入する。

①

②

推薦入学志願者名簿
④
（推薦第３号様式）
⑤

住民票謄本
（マイナンバー掲載なし）

確約及び証明書
⑥
（第５号様式）

⑦

⑧

コース別・男女別にそれぞれ作成する。
芸術教養コースの場合、備考欄に専攻希望（音楽・美術・書道）を記入する。部活動活性化推
薦（特別枠）で入学を希望する場合は「部活推薦（○○部）」と明記する。特に備考がない場
合は斜線をひく。記入例参照。
沖縄本島、古宇利島、瀬底島、平安座島、宮城島、伊計島及び浜比嘉島に在住するもの。
住民票謄本は出願の日前３か月以内に発行されたものとする。
次のａ．及びｂ．の者のみ
ａ．通学区域に関する規則第２条第１項ただし書の規定により同規則別表第２に掲げる地域
から出願する者
ｂ．宮古島、伊良部島、石垣島又は久米島の各地域から出願する者
出願の日前６か月以内に撮影したものとし、カラー、白黒いずれも可とする。上半身、脱帽、

写真票（推薦第６号様式） 縦４．５ｃｍ×横３．５ｃｍ程度のものとし、裏面に氏名及び生年月日を記入する。

諸活動の実績を証明する
資料

出願の要件のア．（自己表現）で出願する者のみ
証明する資料（賞状、認定証等）の写し（Ａ４版）は、特に優れていると思われるもの３点以
内を提出すること。団体出場の大会については、大会申込み書等で出場メンバーであることを
証明できる書類を添付すること。ベスト８等、賞状が無い場合は、新聞のコピーなど実績が確
認できる書類を提出すること。

特別枠志願に係る書類
部活動活性化推薦（特別枠）に出願する者のみとする。志願者本人が自筆で記入すること。
（小禄特別枠第１号様式）
⑩ 入学考査料
一人２，２００円
⑨

※表１ 希望コースの記入方法
推薦入学志願書（推薦第１号様式）・推薦入学志願者名簿（推薦第３号様式）・調査書（第２号様式）
希望コース（専攻）
記入方法
１．普通コース
普通
２．情報ビジネスコース
情ビ または 情報ビジネス
３．芸術教養コース（音楽専攻） 芸術（音） または 芸術教養（音楽）
４．芸術教養コース（美術専攻） 芸術（美） または 芸術教養（美術）
５．芸術教養コース（書道専攻） 芸術（書） または 芸術教養（書道）
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（８）選抜の方法
ア．以下に示す諸書類、面接の結果、諸実技・実演審査の結果等に基づき、総合的に判断し推薦入学
予定者を決定する。
〇中学校長から提出された推薦入学志願書（推薦第１号様式）、調査書（第２号様式）、推薦申請
書（推薦第２号様式）。
〇面接の結果
〇通常推薦枠の個性表現での実技・実演審査の結果、または部活動活性化推薦（特別枠）での自己
表現・個性表現それぞれの審査結果と実技審査の結果。
イ．面接の実施
面接は、提出された推薦申請書（推薦第２号様式）に記載された自己表現及び個性表現の申告
内容その他の事項について実施する。
（ア）期
日：平成３１年１月２１日（月）午後１時１５分集合 １時４５分開始
（イ）集合場所：体育館（２Ｆ）
（ウ）受検生は各中学校指定の制服を着用し、上着の左胸部に名札をつけること。
○ ○ 中学校
受 検 番 号
氏
名
※タテ５ｃｍ･横:８ｃｍ
ウ．個性表現での志願者は実技・実演審査を行う。
エ．部活動活性化推薦（特別枠）志願者は自己表現、個性表現それぞれの審査の後、更に実技審査を
行う。
オ．個性表現及び部活動活性化推薦（特別枠）の実技・実演に必要なものは各自で準備すること。場
所・時間に関しては面接集合時に連絡する。不明な点がありましたら、中学校を通して本校へ連
絡して下さい。
（９）選抜結果の通知及び入学の確約
ア．選抜の結果については、平成３１年１月２５日（金）までに推薦に基づく選抜結果の通知書（推
薦第４号様式）により中学校長を通じて本人に通知する。
イ．選抜の結果、合格が内定した者は、入学確約書（推薦第５号様式）を、中学校長を経由して、
平成３１年２月１日（金）までに提出しなければならない。期限内に入学確約書の提出がない者
は入学の意志がないものとして、合格内定を取り消すものとする。
ウ．入学確約書を提出した者は、県内外を問わず他の公立高等学校に出願してはならない。
（１０）合格発表
平成３１年２月１日（金）までに入学確約書の提出のあった者については、平成３１年３月１３日
（水）に合格者として発表（掲示）する。
（１１）不合格者の再出願
平成３１年度沖縄県立高等学校入学者選抜実施要項の「２ 推薦入学」の「（１１）不合格者の再出
願」に従う。
（１２）合格内定後の諸手続き
ア．推薦入学の合格内定者は、一般入学の学力検査を受検すること。
学力検査の点数は、入学後の進路指導、追跡調査、学級編成の資料として活用する。
学力検査は一般入学の受検生と同じ日程で行う。
イ．合格者オリエンテーションを平成３１年３月２６日（火）午前１０時から行う。対象者は合格者
（一般入試合格者・第 2 次募集合格者を含む）と保護者とする。
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４．一般入学
（１）出願資格
ア．中学校を平成３１年３月に卒業見込みの者
イ．中学校卒業者（以下「過年度卒業者」という。）
ウ．学校教育法施行規則第９５条各号のいずれかに該当する者
（２）出願期間
平成３１年２月 ６日（水）午前９時～午後５時
平成３１年２月 ７日（木）午前９時～午後４時
郵送の場合もこの期限までに必着のこと。
本校校長が特別の事情があると認めた場合はその限りではない。
（３）出願手続
出身中学校長は、志願者に係る次の書類等を出願期間内に一括して提出するものとする。
書類の作成は平成３１年度沖縄県立高等学校入学者選抜実施要項を参照の上作成する。
【一般】出願書類
書類作成上の注意点
第１希望と第２希望について、下記ア．に従うこと。
①

入学志願書（第１号様式） 希望コースの記入方法は下記（表１）を参照して下さい。

②

調査書（第２号様式）

③

入学志願者名簿
（第３号様式）

④

⑤

住民票謄本
（マイナンバー掲載なし）

確約及び証明書
（第５号様式）

入学考査料減免申請書
（第１１号様式）
⑦ 入学考査料
⑥

⑧

写真票（第１５号様式）

健康診断書
（第８号様式）
自己申告書
⑩
（第１３号様式）
学区外高等学校入学志願
⑪
書
県外からの入学志願のた
⑫
めの許可願 等
⑨

記入例参照。
「⑤出欠の記録」の３年の欄は平成 31 年 1 月 25 日現在までのものとする。志望学科の欄は
下記（表１）の記入方法で記入する。
コース別・男女別にそれぞれ作成する。
第一志望が芸術教養コースの場合、備考欄に専攻希望（音楽・美術・書道）を記入する。｢第
二志望（第２希望コース）｣の欄は第２希望コースがあれば記入する。第１希望と第２希望に
ついて、下記ア．に従うこと。希望がなければ斜線を引く。
記入例参照。
次のａ．及びｂ．の者のみとする。
ａ．沖縄本島、古宇利島、瀬底島、平安座島、宮城島、伊計島及び浜比嘉島に在住する者
ｂ．志願者が県外の中学校出身者で、保護者が県内に在住する者
住民票謄本は出願の日前３か月以内に発行されたものとする。
次のａ．及びｂ．の者のみとする。
ａ．通学区域に関する規則第２条第１項ただし書の規定により同規則別表第２に掲げる地域
から出願する者
ｂ．宮古島、伊良部島、石垣島又は久米島の各地域から出願する者
推薦入学の結果、不合格となった者のみ。
一人２，２００円。入学考査料減免申請書を提出したものはこれを免除する。
出願の日前６か月以内に撮影したものとし、カラー、白黒いずれも可とする。上半身、脱帽、
縦４．５ｃｍ×横３．５ｃｍ程度のものとし、裏面に氏名及び生年月日を記入する。
過年度卒業者のみ。募集年度の１月以降に発行されたもの。
欠席または出席扱いが多い等の理由を説明する必要があると認められるものは提出できる。
学区外に住所を有する保護者が入学の日までに確実に学区内へ移転する場合に提出する。
（沖縄県立高等学校の通学区域に関する規則第４条第１項）
下記 イ．に該当する場合提出する。

ア．入学志願書（第１号様式）の志望欄について
（ア）「第一志望」は「全日制」を選択し、「普通（科）」と記入する。第二志望は記入しない。
（イ）「第２希望」について
第２希望がある場合、次の a．または b．に従う。第２希望がなければ、斜線を引く。
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a．第１希望が普通コースであれば、第２希望として情報ビジネスコース、芸術教養コー
スのいずれかを認める。
b．第１希望が情報ビジネスコース、芸術教養コースのいずれかであれば、第２希望とし
て普通コースのみを認める。
第１希望
第２希望
情報ビジネスコース
普通コース
芸術教養コース
情報ビジネスコース
芸術教養コース

普通コース

※希望コースの記入方法は、下記＜表１＞に従って下さい。
イ．志願者が県外の中学校出身者で保護者が県外に居住している場合は、次の手続きによる。
（ア）保護者が志願者と共に沖縄県内に居住するときは、県外からの入学志願のための許可願（第
４号様式）を平成３１年１月２５日（金）までに教育長に提出し、許可を受けなければな
らない。
（イ）保護者が沖縄県内に居住しないときは、前記（ア）の許可願と共に県外からの入学志願の
ための許可願に関する身元引受書（誓約書）及び身元引受人の住民票を提出しなければな
らない。
（ウ）前記（ア）の許可願、入学志願書（第１号様式）、調査書（第２号様式）及び本校学校長
が必要と認める書類に入学考査料（２，２００円）を添えて本校校長に提出しなければな
らない。
ウ．学校教育法施行規則第９５条各号のいずれかに該当する志願者は、入学志願書（第１号様式）
と住民票謄本に入学考査料を添えて提出しなければならない。

エ．調査書の「志望学科」は、下記＜表１＞の記入方法に従ってください。
※表１ 希望コースの記入方法
入学志願書（第１号様式）・調査書（第２号様式）・入学志願者名簿（第３号様式）
希望コース（専攻）
記入方法
１．普通コース
普通
２．情報ビジネスコース
情ビ または 情報ビジネス
３．芸術教養コース（音楽専攻） 芸術（音） または 芸術教養（音楽）
４．芸術教養コース（美術専攻） 芸術（美） または 芸術教養（美術）
５．芸術教養コース（書道専攻） 芸術（書） または 芸術教養（書道）

（４）志願変更及び手続き
ア．志願変更
（ア）入学志願締切りの結果、志願者が定員を超えたコースに出願した者のうちで、出身中学校
長及び本校校長が適当と認めた者は、志願変更を行うことができる。
（イ）本校におけるコースの変更も志願変更手続きに準じて行うものとする。
（ウ）志願変更の可能な人員は、志願者数が入学定員を下回らない範囲内とする。
（エ）志願変更希望者が、志願変更可能な人員を上回る場合は、公正な抽選によって志願変更を
認める。
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イ．志願変更の日程
志願変更申し出

平成３１年２月１３日（水）
２月１４日（木）

午前９時～午後５時
午前９時～午後５時

取下げ・再出願受付

平成３１年２月２０日（水）
２月２１日（木）

午前９時～午後５時
午前９時～午後４時

ウ．志願変更する者は、志願変更願（第６号様式）に必要な事項を記入し、出身中学校長を経て所定
の期間内に提出すること。
エ．出身中学校長は、志願変更を認められた者の入学志願書類の返却を受けるものとする。この場合、
入学考査料は返却しない。なお、郵送による志願変更の受付及び入学志願書類の返却は、原則と
して行わない。
オ．志願変更をする者は、返却された入学志願書に変更すべき事項（※印の欄）を記入し、出身中学
校長を経て提出する。
カ．第２希望のみの変更については、本校校長に志願変更願（第６号様式）で申し出るだけでよい。
（５）選抜の方法
平成３１年度沖縄県立高等学校入学者選抜実施要項の「３ 一般入学（６）選抜の方法」及び本校
の定める選抜規程による。
（６）学力検査・面接
ア．学力検査の場所
沖縄県立小禄高等学校、委託検査場及び出張検査場
イ．学力検査の期日及び時間割等
時 限
集合時間・場所
月 日
第１日目
９：００
３月 ６日（水） 体育館（２Ｆ）
第２日目
９：３０
３月 ７日（木）
各検査場
※本校独自の付加問題はない。

第１時限
10:00～10:50
（５０分）

第２時限
11:15～12:05
（５０分）

国 語

理 科

社 会

数 学

昼
食
５５分

第３時限
13:10～14:00
（５０分）
英 語
１３:００～
面 接

ウ．受検に際しての注意事項は、出願時に「受検生心得」として配布する。
（７）合格発表
ア．平成３１年３月１３日（水）の午前９時に本校において受検番号のみ発表（掲示）する。
イ．合格者に対し、その者が入学志願書を提出した中学校長を通じて合格したことを通知する。
（８）合格者オリエンテーション
合格者オリエンテーションを平成３１年３月２６日（火）午前１０時から行う。対象者は合格者（推
薦入試合格者・第 2 次募集合格者を含む）と保護者とする。
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５．第２次募集

合格者が募集定員に満たないコースにおいて、第２次募集を行う。

（１）出願資格
学力検査を受検し、県立高等学校に合格しなかった者。
（２）出願期間
平成３１年３月１４日（木）午前９時～午後５時
３月１５日（金）午前９時～午後４時
郵送の場合もこの期限までに必着のこと。
本校校長が特別の事情があると認めた場合はその限りでない。
（３）出願手続
出身中学校長は、志願者に係る次の書類に入学考査料（一人１，１００円）を添えて本校校長に出
願期間内に一括して提出するものとする。
【二次】出願書類
書類作成上の注意点
第２次募集入学志願書
①
「第一志望」の欄の記入については、「４ 一般入学」の書類作成上の注意点を参照。
（第９号様式）
②

調査書（第２号様式）

③

第２次募集入学志願者名簿
（第１０号様式）

④

確約及び証明書
（第５号様式）

⑤

入学考査料減免申請書
（第１１号様式）

内容は一般入学で提出したものと同じもの。
志望学科の欄の記入については、「４ 一般入学」の書類作成上の注意点を参照。
コース別・男女別にそれぞれ作成する。
芸術教養コースの場合、備考欄に専攻希望（音楽・美術・書道）を記入する。備考が
特になければ斜線を引く。
次のａ．及びｂ．の者のみとする。
ａ．通学区域に関する規則第２条第１項ただし書の規定により同規則別表第２に掲げ
る地域から出願する者
ｂ．宮古島、伊良部島、石垣島又は久米島の各地域から出願する者
領収書を添付する必要はない。

（４）志願変更及び手続き
ア．志願者は入学志願締め切りの後、志願した高等学校、学科又はコースを変更することが出来る。
イ．入学志願書取り下げ及び再出願の受付は、平成３１年３月１８日（月）の午前９時から午後４時
までとする。
ウ．第２次募集志願変更をする者は、第２次募集志願変更願（第１２号様式）に必要事項を記入し出
身中学校長に提出すること。
エ．出身中学校長は所定の期間内に本校校長に第２次募集志願変更願（第１２号様式）を提出し、入
学志願書類の返却を受けるものとする。この場合、入学考査料は返却しない。
なお、郵送による第２次募集志願変更の受付及び入学志願書類の返却は、原則として行わない。
オ．第２次募集志願変更をする者は、返却された第２次募集入学志願書に変更すべき事項（※印の欄）
を記入し、「５ 第２次募集」の「（３）出願手続き」に準じて入学志願書類を所定の期間内に
志願変更先高等学校長に提出すること。ただし、第二志望の変更については、本校校長に第２次
募集志願変更願（１２号様式）で申し出るだけでよい。
（５）選抜の方法
ア． 選抜は、学力検査成績証明書（第１４号様式）、調査書（第２号様式）、面接の結果等を資料
として行う。
イ．面接の実施
（ア）期
日：平成３１年３月２０日（水）９：４５集合、１０：００開始
（イ）集合場所：本校小会議室
（ウ）受検生は各中学校指定の制服を着用し、上着の左胸部に名札をつけること。
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（６）合格発表
ア．平成３１年３月２５日（月）午前９時に本校において発表（掲示）する。
イ．合格者に対し、その者が入学志願書を提出した中学校長を通じて合格したことを通知する。
（７）合格者オリエンテーション
合格者オリエンテーションを平成３１年３月２６日（火）午前１０時から行う。対象者は合格者（推
薦合格者・一般合格者を含む）と保護者とする。
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補足 希望調査票の提出について
【１】次の２つの項目について、希望調査を行います。
（１）選択科目（理科・芸術）

（２）普通コースの特進クラス

【２】調査票の配布・提出
配布

提出

推薦入試

願書出願時（平成３１年１月１５・１６ 推薦入試日（平成３１年１月２１日）
日）受検生の心得に添付します
面接時に試験官に提出して下さい。

一般入試

願書出願時（平成３１年２月 ６・ ７日） 学力検査２日目（平成３１年３月７日）
受検生の心得に添付します
面接時に試験官に提出して下さい

【３】希望調査の概要について
（１）選択科目（理科・芸術）
１年生で選択する科目の希望調査です。※詳しい説明は受検生の心得に添付します。
理科

普通コース

情報ビジネス
芸術教養
コース

芸術

「物理基礎」
「生物基礎」から 1 科目、
「化学基礎」
「地学基礎」から１科目、
合わせて２科目選択します。
※２年生において、まだ選択していな
い１科目を選択し、合計３つの基礎
科目を学習します。
「物理基礎」
「化学基礎」
「生物基礎」
「地学基礎」から１科目選択します。
※２・３年においてもそれぞれ１科目
ずつを選択し、合計３つの基礎科目
を学習します。

「音楽」「美術」「書道」から１つ選択
します。
※進級後も同じ専攻を継続して学習しま
す。
※芸術教養コースは、出願時に希望した
専攻と同じものを記入して下さい。

（２）普通コースの特進クラス
定員

特徴

選抜
普通クラス
との異動
諸経費
奨学金

４０名（１クラス）
・単独での早朝講座必修（朝７：３０～、国語・数学・英語中心）
・夏期講座必修
・１年生琉大オープンキャンパス参加
・全国模試等の対外模試の全員受験
・大学入学共通テスト（高３の１月）全員受験
学力検査の得点や内申点などを総合的に判断して決定する。
希望しても特進クラスに入れない場合や、希望しなくても特進クラスを勧められ
ることもあります。
進級時に、普通クラスへの異動、普通クラスからの異動を本人の希望や学習状
況・出席状況などを参考に行います。
学校校納金のほかに「進路活動費」を徴収します（模試代金、早朝講座資料代等）。
１・２年：年額約２万円、３年：年額約 1 万 6 千円 +（大学入学共通テスト受験
料）
本校後援会より、成績優秀者（各学年１０名）に奨学金を付与します。
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