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沖縄県立南風原高等支援学校 

 

住所：〒９０１－１１１７ 

   沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山１１４０番地 

電話番号：（０９８）８８９－４６１８・３６６８ 

（内線番号 68番  ※お問い合わせの際は、内線番号をお伝えください） 

ＦＡＸ番号：（０９８）８８９－３６６７ 

ＨＰｱﾄﾞﾚｽ:  http://www.haebaru-sh.open.ne.jp 



 

南風原高等支援学校入学志願者募集要項 
 

１ 一般入学  

(1)  出願資格 

軽度の知的障害を有し保護者とともに本県に在住している者又は、入学日までに県内に居住する

ことが確実な者で、ア及びイのいずれかを満たし、かつウ及びエを満たす者 

ア 特別支援学校の中学部若しくは中学校、中等教育学校の前期課程及び義務教育学校（以下「中

  学校等」という）を卒業又は修了（以下「卒業」という）した者、又は募集年度の 3月に卒業見 

込みの者  

   イ 学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号）第 95条各号のいずれかに該当する者 

ウ 原則、10 月末日までに志願前相談を受けた者 

エ 公共交通機関を利用した自力通学が可能な者  

※出願にあたっての留意事項 

志願者は出願するにあたり、教育課程の理解と適切な進路決定を促すため、学校が実施する教 

育相談や体験入学に原則として参加すること。 

 

(2)  募集定員 

 募集定員は、別に定める。 

 

(3) 出願期間 

   ア 入学志願書の受付日は、令和２年 11月 17日(火)、11月 18日(水) の 2日間とする。 

   ※志願者は、志願する高等特別支援学校において、10月末日までに志願前相談を受けるものとす

る。（志願変更及び第 2次募集についても同じ） 

   イ 受付日時は、11月 17日(火)は、午前 9時から午後 5時までとする。 

                   11月 18日(水)は、午前 9時から午後 4時までとする。 

 

(4) 入学志願書等の配付、請求    

ア 入学志願書等の配付は、本校での入学者選抜検査実施説明会において行う。 

〔令和２年 10月 13日(火)13：30受付〕 

イ 離島又は県外等で、上記の説明会に参加できない学校の願書請求は、返信用封筒を同封して、 

10月 13日(火)必着で、沖縄県立南風原高等支援学校長あて請求して下さい。 

 

     送付先：〒901-1117 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山 1140番地 

 南風原高等支援学校長  金城 毅 殿 

※返信用封筒は角形１形〈Ｂ４用紙が入る封筒〉に 250円切手を貼付し、宛名は自校の中学校長

名に殿と記入して送付先を記入する。 

 

(5) 出願手続 

  ア 志願者は、沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則（平成 22年 3月 31日沖縄県教育委

員会規則第 3号）により定められた通学区域の１校に出願することができる。 

  イ 出願者は、次の書類を在学している又は卒業した中学校等の校長（以下「出身中学校長」とい

う）に提出しなければならない。 

（ア）入学志願書（第 1号様式） 



 

（イ）住民票謄本（マイナンバーの掲載がなく、出願日前 3か月以内に発行されたものとする） 

（ウ）療育手帳の写し又は専門医の診断書（第３号様式） 

※専門医の診断書は、軽度の知的障害が証明可能なものとする。 

（エ）健康診断書（第２号様式） ただし、過年度卒業生に限る。 

（オ）確約及び証明書（第５号様式） 

（カ）個人調査書 （本校所定の様式、甲・乙） 

（キ）受検票 

（ク）出願書類受領書送付用の返信用封筒および合否通知用の返信用封筒（離島及び県外のみ） 

     ※ 角形 2号に切手を貼付し、宛名は自校の学校長名に殿と記入する。 

切手料金参照表 

受検生の人数 返信用封筒に貼付する切手の料金 

１人 １４０円 

２人 ２１０円 

３人 ２５０円 

４人～９人 ３９０円 

ウ 志願者が県外の学校等に在籍している場合は、次の手続きによる。 

    県外からの入学志願のための許可願（第 10号様式）を 11月 10日（火）までに教育長に提出し、 

許可を受けること。 

  

(6) 不登校生徒等（年間 10日以上の欠席）は、前記(5)イの（カ）に、欠席の理由等を明記する。 

 

(7) 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、本校志願者が定員を超えた場合、出身中学校長及び本校校長が

適当と認めた者は、志願した沖縄県立南風原高等支援学校の変更（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。 

   （エ）志願者数と志願倍率は 11月 19日(木)に沖縄県教育庁県立学校教育課ホームページに掲載

する。また後日、本校ホームページにおいても掲載する。 

   （オ）取り下げ・再提出後の志願者数と志願倍率については、12月４日(金)に沖縄県教育庁県立

学校教育課ホームページに掲載する。また後日、本校ホームページにおいても掲載する。 

イ 志願変更の日程  

手続き 期 日 場 所 

志願変更申し出 11/25(水)・11/26(木):午前９時～午後５時まで 本 校 職 員 室 

志願書取り下げ・再提出 12/２(水)：午前９時～午後５時まで 

12/３(木)：午前９時～午後４時まで 

 

本 校 職 員 室 

ウ 志願変更する者は、志願変更願（第４号様式）に必要な事項を記入し、出身中学校長に提出す 

ること。 

 

 



 

（8）選抜の方法 

      選抜は、出願書類、学力検査等及び面接の結果を基にして選抜を行う。 

ア 学力検査は、国語、数学について実施する。 

イ 作業能力検査、行動・運動能力検査を実施する。 

ウ 面接は、本校所定の様式により実施する。 

 

(9) 入学者選抜検査の期日、検査会場及び日程 

ア 期  日  令和３年 1月 13日(水)、1月 14日(木)   

イ 検査会場    沖縄県立南風原高等支援学校（住所：沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山 1140番地） 

    ※出張検査会場  県立宮古特別支援学校、県立八重山特別支援学校、県立大平特別支援学校久米島分教室、 

その他県教育委員会が必要に応じて設置する出張検査場 

ウ 検査日程 

     第１日目【１月 13日(水)】 

   受     付 (30分)    ９：００～  ９：３０ 

全体集合（点呼及び諸注意）(10分)    ９：３０～  ９：４０ 

学力検査 
 国 語(50分) １０：００～１０：５０ 

 数 学(50分) １１：１０～１２：００ 

   昼      食 (50分) １２：００～１２：５０ 

集     合  (10分) １２：５０～１３：００ 

  受 付 ・ 説 明 (30分)   １３：００～１３：３０ 

面 接  検 査 (150分) １３：３０～１６：００ 

   終     了   １６：００ 

 
       第２日目【１月 14日(木)】 

  受     付 (30分) ９：００～９：３０ 

全体集合（点呼、諸注意）(10分) ９：３０～９：４０ 

作業能力検査/行動・運動能力検査(50分) ９：４０～１０：３０ 

移動及び着替え 等  （40分） １０：３０～１１：１０ 

作業能力検査/行動・運動能力検査(50分) １１：１０～１２：００ 

移動及び着替え    (20分) １２：００～１２：２０ 

 連絡事項 等 １２：２０～ 

※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、コンパス、はさみ（紙切り用）、スティックのりを携行すること。（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）  

※運動能力検査では体育館シューズ、出身中学校指定の体育着及びジャージを持参すること。 
    ※検査日は、保護者同伴の協力をお願いする。 
 
(10) 合格発表 

    令和３年 1月 20日(水) 午前 9時に本校内及び本校ホームページ（10時）において行う。 
   ※合格発表当日に、選抜結果の通知書を配布する。合否に関わらず、本校小会議室（地下事務室前）

にて受け取ること。 

 

 
 



 

(11) 入学手続 

    合格者については、中学校ごと選抜結果の通知書（第６号様式）及び入学確約書（第７号様
式）等を本校にて受け取ること。 
令和３年 1月 22日(金)午後５時までに南風原高等支援学校へ学校毎にまとめて入学確約書（第７
号様式）を提出する。離島又は県外等で直接提出できない場合は、当日までに必着するよう書留郵
便など確実な方法で送付すること。 
なお、所定の期日に入学確約書の提出がない場合は、入学の意志がないものと見なし、合格を取

り消すことになるため、十分留意すること。 
また、合格通知とともに、その他の提出書類についても、令和３年２月２日(火)までに学校毎

にまとめて提出すること。 
※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、特別支援学校高等部に出願は 
してはならない。 

 
 (12) 合格者オリエンテーション 
   令和３年３月 26日（金）：南風原高校・南風原高等支援学校 合同合格者オリエンテーション 

午前 9時から本校視聴覚室（集合） 午前 10時から体育館へ移動 
   ※必ず、保護者同伴で参加すること。詳細は、合格発表において掲示する。 
 
２ 第２次募集 

  合格者が募集定員に満たない場合において第２次募集を行う。 
(1)  出願資格 

出願できる者は、前記１(1)に該当する者で沖縄県立高等特別支援学校における学力検査等を受
検し、合格しなかったものとする。ただし、同一の高等特別支援学校に再度出願することはできな
い。また、本校において 10月末日までに志願前相談を受けた者に限る。 
 

(2) 出願期間 

  ア 出願期間は、令和３年１月 25日(月)及び１月 26日(火)の２日間とする。 
郵送の場合もこの期限までに必着のこと。 

  イ 受付時間は、１月 25日(月) 午前９時から午後５時までとする。 
          １月 26日(火) 午前９時から午後４時までとする。 
 

(3) 出願手続 

ア 出身中学校長は、志願者に係る次の書類を出願期間内に一括して提出するものとする。 

   (ア) 第２次募集入学志願書（第８号様式） 
   (イ) 個人調査書（本校所定の様式、甲・乙） 
   (ウ) 確約及び証明書（第５号様式）  
   (エ) 出願書類受領書送付用の返信用封筒および合否通知用の返信用封筒（離島又は県外のみ）

   前記１(5)の（キ）と同様。 
 

イ 本校校長は、志願者が学力検査等を受検した高等特別支援学校の校長に次の書類提出を求める。 
   (ア) 学力検査等成績証明書（第９号様式） 
   (イ) 療育手帳の写し又は専門医の診断書（第３号様式） 
   (ウ) 健康診断書（一般入学で提出のあった場合に限る） 

   (エ) 受検票  
   (オ) 住民票謄本 
    

(4) 選抜の方法  
    選抜は、学力検査等成績証明書(第９号様式)、調査書、面接の結果等を資料として行う。 
 

(5) 第２次募集面接等の期日、会場 

ア 期  日  令和３年１月 27日(水)  

 



 

イ 検査会場    沖縄県立南風原高等支援学校 

                  沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山１１４０番地 

 
 
 
(6) 合格発表 

    令和３年１月 29日(金)午前９時頃に本校内及び本校ホームページにおいて行う。 
   ※合格発表当日に、選抜結果の通知書を配布する。合否に関わらず、職員室(２階)にて 

受け取ること。 
 

(7) 入学手続 
    合格者については、在学又は出身学校長宛に選抜結果の通知書（第６号様式）及び入学確約書 

（第７号様式）等を本校にて受け取ること。 
令和３年２月２日(火)までに本校校長へ学校毎にまとめて入学確約書（第７号様式）等を提出す
ること。離島又は県外等で直接提出できない場合は、当日必着するよう書留郵便など確実な方法
で送付すること。 
※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、特別支援学校高等部に出願し
てはならない。 

 
 

   
 


