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令和５年度 沖縄県立中部農林高等支援学校入学志願者募集要項 

 

１ 方 針 

 沖縄県立特別支援学校（以下「特別支援学校」という。）高等部（高等支援学校等を含む。）入学者の

選抜は、高等学校（高等部）及び中学校（中学部）教育の正常な充実を期し、障害の種類や程度に応じ

て、公正かつ妥当な方法で、各特別支援学校における教育が必要な者又は各学科等の教育を受けるに足

る能力と適性、状態等を備えた者を選抜するために、次の方針に基づいて実施する。 

（１）選抜は、入学志願先の特別支援学校長（以下「志願先特別支援学校長」という。）が学校教育法施

行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）第 135 条第５項において準用する第 90 条第１項から第３項

の規定により行う。 

（２）選抜は、入学志願者（以下「志願者」という。）が募集定員を超過すると否とにかかわらず行う。 

（３）知的の教育課程履修予定者に対して実施する県立特別支援学校高等部入学者選抜学力検査問題で

は、中学校等における国語、数学、技術（職業）分野、体育の４教科等について、一般入学志願者

に対して行う。 

（４）学校独自の計画に基づき、第２次募集において学力検査を一部付加し実施することができる。 

 

２ 一般入学 

（１）出願資格 

   学校教育法施行令第 22 条の３の規定に該当する者で、次のアからウのいずれかに該当しかつエ

を満たす者 

 ア 特別支援学校の中学部、中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程（以下 

「中学校等」という。）を募集年度の３月に卒業又は修了（以下「卒業」という。）見込みの者 

  イ 中学校等を卒業した者（以下「過年度卒業者」という。） 

  ウ 学校教育法施行規則第 95号各号のいずれかに該当する者 

  エ 11 月末日までに本校の志願前相談を受けた者 

  オ 知的障害の程度が軽度で、公共交通機関等を利用した自力通学及び自主行動が可能な者 

    ※出願にあたっての留意事項 

     志願者は、教育課程の理解と適切な進路決定を行うため、本校が実施する体験入学等に原則

として参加するものとする。 

（２）募集定員 

   県教育委員会の決定により 10 名とする。 

（３）出願期間 

   令和５年２月８日（水）午前９時～午後５時 

       ２月９日（木）午前９時～午後４時 

（４）出願手続 

  ア 本校の学区は、沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則により県全域とする。 

  イ 出身中学校長等は志願者に係る次の書類をとりまとめ、本校長へ一括して提出する。 
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   (ｱ)入学志願書（第１号様式） 

(ｲ) 調査書（第２号様式または第２号－２様式） 

(ｳ)実態調査書（本校様式） 

(ｴ)入学志願者名簿（第３号様式） 

(ｵ)住民票謄本（マイナンバー掲載なし） ※沖縄県在住の者は提出しなくてよい 

(ｶ)健康診断書（第８号様式） ※過年度卒業者のみ 

(ｷ)療育手帳の写し又は専門医の診断書（第 11 号様式） 

    ※1 願書受付時に更新期限が超過している療育手帳は無効。 

    ※2 療育手帳未取得者は、軽度の知的障害が証明可能な専門医の診断書（第 11号様式）を提 

出。（今年度発行されたものに限る） 

     ※3 療育手帳以外の手帳も所持している者は、その写しも提出。 

(ｸ)確約及び証明書（第５号様式） ※沖縄県在住の者は提出しなくてよい 

(ｹ)写真票（第 15 号様式） 

写真は出願の日前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。裏面に氏名及び生年月日を記入し貼り付ける。 

(ｺ) 保護者確認書（本校様式） ※両面印刷にする 

  ウ 学校教育法施行規則第 95 号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）

及び本校長が必要と認める書類を本校長に提出する。 

  エ 志願者が県外の中学校等に在学している場合は、県外からの入学志願のための許可願（第４号

様式）を募集年度の１月 25 日（その日が土曜日・日曜日に当たる場合は、その日の直前の土曜

日・日曜日ではない日）までに教育長に提出し、許可を受けなければならない。 

（５）志願変更及び手続 

  ア 志願変更 

   (ｱ)入学志願締め切りの結果、志願者が定員を超えた場合、出身中学校長等及び本校長が適当と

認めた者は、志願先の変更（以下「志願変更」という。）を行うことができる。 

      (ｲ)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。 

      (ｳ)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

ることができる。 

  イ 志願変更の日程 

    令和５年２月 15日（水）、16 日（木）午前９時～午後５時 

  ウ 入学志願書取り下げ及び再出願期間 

    令和５年２月 21日（火）、22 日（水）午前９時～午後４時 

エ 志願変更する者は志願変更届（第６号様式）に必要事項を記入し、出身中学校に提出する。 

  オ 出身中学校長等は、前記エの願い出が適当であると認める場合は、所定の期間内に本校長に志 

願変更する者の志願変更願（第６号様式）を提出し、本校において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。（郵送は原則不可） 

   カ 志願変更する者は、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、「２ 一般

入学」の「（４）出願手続」に準じて入学志願書類を志願変更先特別支援学校長に提出する。   
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（６）選抜の方法 

   選抜は、所定の出願書類、学力検査等の成績及び面接の結果を基にして行う。 

（７）学力検査等の実施 

 ア 期 日 

    令和５年３月７日（火）、８日（水） 

  イ 場 所 

    原則として沖縄県立中部農林高等学校・高等支援学校とする。 

  ウ 検査日程 

   第１日目【３月７日（火）】 

受付（25分） ９：００ ～  ９：２５ 

全体集合（出席点呼、諸注意）(15 分) ９：２５ ～  ９：４０ 

学力検査 国語（50 分） １０：００ ～ １０：５０ 

学力検査 数学（50 分） １１：１５ ～ １２：０５ 

昼食（55分） １２：０５ ～ １３：００ 

全体集合（出席点呼、諸注意）（15分） １３：００ ～ １３：１５ 

面接検査 １３：１５ ～ （検査後下校） 

第２日目【３月８日（水）】 

受付（25分)  ９：００ ～  ９：２５ 

全体集合（出席点呼、諸注意）(15 分)  ９：２５ ～  ９：４０ 

学力検査 技術（職業）（50 分） １０：００ ～ １０：５０ 

学力検査 体育（50 分） １１：１５ ～ １２：０５（検査後下校） 

エ 持ち物 

  不織布マスク、水筒、体育館シューズ、健康状態申告書 

   名札（たて５cm×よこ９cm程度 ＜例＞を参照） 

   筆記用具（シャープペンシルを含む。鉛筆は、和歌・格言等が 

印刷されているものは不可。） 

   定規（三角定規は可。分度器及び分度器機能付き定規・コンパス、三角スケールは不可。） 

   コンパス、はさみ（紙切り用）、スティックのり 

中学校指定ジャージの上着（防寒用として。着用する場合はジャージの上から名札を付ける） 

※検査中、机の上に置くことができるもの 

時計（ただし、辞書、電卓、端末等の機能があるものは不可。） 

  ティッシュペーパー（袋又は箱から中身だけを取り出したもの）、無地のタオル 

オ 検査当日の確認 

   (ｱ)１日目は制服、２日目は中学校指定の体育着及びジャージ着用で登校する。 

   (ｲ)同じ日時で中部農林高等支援学校と中部農林高等学校の検査が行われるので、受付場所や検査

会場を間違えないように気を付ける。 

  (ｳ)健康状態を確認し、体調に異変のある受検生は受付で申し出る。 

     (ｴ)保護者は緊急時に備え、電話連絡が可能な状態で待機する。 

＜例＞ 1 番 

おきなわ中学校 

中農 花子 
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（８）合格発表 

   令和５年３月 15日（水）午前９時に校内掲示及び本校ホームページで発表する。 

中学校の担当教諭は来校し、選抜結果の通知書と各種書類を受け取る（名札着用）。 

 

３ 第２次募集 

本校において合格者が募集定員に満たない場合、第２次募集を行うものとする。 

（１）出願資格 

   前記２（１）に該当し、かつ県立高等学校または県立高等支援学校等を受検し合格しなかった者 

とする。なお、本校に合格しなかった者は再出願できない。 

出願は本校において 11月末日までに志願前相談を受けた者に限る。 

（２）出願期間 

   令和５年３月 16日（木）午前９時～午後５時 

       ３月 17日（金）午前９時～午後４時 

（３）志願変更期間 

   令和５年３月 20日（月）午前９時～午後４時 

（４）出願手続 

  ア 一般入学の学力検査を受検した者は次の手続きによる。 

   (ｱ)県立高等学校における学力検査を受検した者 

    志願者は、第２次募集を実施する高等学校の１校、１学科、１コースに出願できる。さらに、

高等支援学校等または特別支援学校高等部の１校・１学科・１コースに併願できる。 

     (ｲ)県立高等支援学校等における学力検査を受検した者 

    志願者は、第２次募集を実施する高等支援学校等の１校・１学科・１コースに出願できる。さ

らに、特別支援学校高等部、高等学校定時制に併願できる。  

※出願に関する詳細は、県教委の入学者選抜実施要項 p85 参照  

  イ 出身中学校長等は志願者に係る次の書類をとりまとめ、本校長へ一括して提出する。 

   (ｱ)第２次募集入学志願書（第９号様式） 

     (ｲ)調査書（一般入学で提出したものと内容は同じもの） 

     (ｳ)第２次募集志願者名簿（第 10号様式） 

     (ｴ)確約及び証明書（第５号様式） ※沖縄県在住の者は提出しなくてよい。 

 (ｵ)療育手帳の写し又は専門医の診断書（第 11号様式） 

    ※1 願書受付時に更新期限が超過している療育手帳は無効。 

    ※2 療育手帳未取得者は、軽度の知的障害が証明可能な専門医の診断書（第 11号様式）を提 

出。（今年度発行されたものに限る） 

     ※3 療育手帳以外の手帳も所持している者は、その写しも提出。 

 ウ 本校長は、志願者が学力検査を受検した学校長に次の書類の提供を求める。 

   (ｱ)学力検査成績証明書（第 14 号様式） 

     (ｲ)健康診断書（一般入学で提出のあった者） 

     (ｳ)写真票（第 15号様式） ※県立高等学校を受検した者はその様式でよい。 
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  （５）選抜の方法 

    選抜は、学力検査成績証明書（第 14 号様式）、学校作成の付加問題（国語・数学）の成績、調 

査書、面接の結果等を資料として行う。 

 （６）検査日程 

    令和５年３月 27日（月）に行う。詳細については、出願受付時に通知する。 

 （７）合格発表 

    令和５年３月 29日（水）午前９時に校内掲示及び本校ホームページで発表する。 

中学校の担当教諭は来校し、選抜結果の通知書と各種書類を受け取る（名札着用）。 

 

４ 追検査 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、学力検査の全部又は一部を受けることができなかった者は、 

追検査を受検することができる。また、追検査で不合格となった者は追検査第２次募集に出願できる。 

 追検査の期日は令和５年３月 22日（水）、23日（木）とし、追検査第２次募集の期日は令和５年３月 

28 日（火）とする。 

 追検査の合格発表は、令和５年３月 27 日（月）とし、追検査第２次募集の合格発表は、令和５年３月 

29 日（水）とする。その他詳細については、県教育委員会が別に定める。 

 

５ 不登校生徒等入学者選抜に係る取扱い 

 志願者のうち、欠席又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者は、「自己申 

告書」（第 13 号様式）を、中学校長等を経て本校長に提出できる。厳封して提出してもよいが、封筒の 

表に中学校等名と受検生名を必ず記入すること。自己申告書の記入は直筆とする。 

 

６ 学力検査等に際して配慮が必要な生徒の入学者選抜に係る取扱い 

受検の配慮については、「学力検査等に際しての配慮願い書」（第 16号様式）に必要事項を記入し、障

害・疾病等にかかる診断書等を添えて、県立学校教育課へ提出することができる。その場合は、県によ

る審査の上、配慮することができる。 

 

７ 口頭開示について 

 令和５年３月 30日（木）～４月 27 日（木）の期間に開示請求ができる。請求は原則として志願者 

本人が行う。学力検査（国・数・技・体）の得点を口頭で伝えるものとし、写しの交付は行わない。 

 

８ 合格者に関する書類の提出について 

 本校長は、合格者の出身学校長に次の書類の提供を求める。 

（１）提出書類 

①指導要録の抄本または写し 

②児童生徒健康診断票 

③児童生徒健康診断票（歯・口腔） 

④キャリアパスポート 

⑤生徒実態調査書（本校様式） 

⑥個別の教育支援計画（中学校の様式でよい） 
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（２）提出しめきり 

一般入学での合格者  令和５年３月 24 日（金）まで 

追検査及び２次募集の合格者 令和５年３月 31 日（金）まで 

 

***************************************************************************************** 

 

＜令和５年度 入学者選抜検査に係るスケジュール＞ 

志願前相談 11 月末日まで 

一般入学 願書受付 ２月８日（水）９日（木） 

志願変更申し出 ２月 15 日（水）16日（木） 

願書取り下げ・再出願 ２月 21 日（火）22日（水） 

一般入学 学力検査 ３月７日（火）８日（水） 

一般入学 合格発表 ３月 15 日（水） 

２次募集 願書受付 ３月 16 日（木）17日（金） 

２次募集 志願変更・再出願 ３月 20 日（月） 

２次募集 書類交換 ３月 22 日（水） 

一般入学 追検査 ３月 22 日（水）23日（木） 

一般入学 追検査合格発表 ３月 27 日（月） 

２次募集 面接及び学力検査 ３月 27 日（月） 

追検査２次募集 出願・面接 ３月 28 日（火） 

２次募集 合格発表 ３月 29 日（水） 

追検査２次募集 合格発表 ３月 29 日（水） 

口頭開示 ３月 30 日（木）～４月 27 日（木） 

中学校による合格者関係書類の提出 一般入学     ３月 24 日（金）まで 

 ２次募集・追検査 ３月 31 日（金）まで 

合格者オリエンテーション ３月 30 日（木） 

※入試に関する新しい情報は、本校ホームページに掲載します。 

こまめにご確認ください。 


