
Okinawa International School （小学部） 

- ２０２３年度一般入試要項 -

　第一回　 第二回

募集学年・人員
新一年生〜新五年生・各学年若干名

（定員人数に達した学年は、第二回の募集を致しません。

定員状況の確認をされたい方は、以下のお問い合わせ先にご連絡ください。）

出願資格

下記の項目全てを満たす者

新一年生

１）以下のいずれか

　①日本の保育園、幼稚園、こども園に在籍している者

　　・２０２３年４月１日時点で満６歳になっている者

　②外国籍もしくは、年度始まりが日本の公立学校と異なる保育園、幼稚園、こども園に在籍している者（注）
　　

２）２０２３年３月３１日で、日本または海外の保育園、幼稚園、こども園を卒園見込みである者

３）本スクールの教育理念に賛同できる者

４）園児及び保護者が本スクール小学部で学びたいという意欲が明確にある者　

５）児童及び保護者が日本語もしくは、英語でコミュニケーションが取れる者

新二年生〜新五年生

１）以下のいずれか

　①日本の公立学校もしくは私立学校に在籍している者

　　・新二年生（２０２３年４月１日時点で満７歳になっている者）

　　・新三年生（２０２３年４月１日時点で満８歳になっている者）

　　・新四年生（２０２３年４月１日時点で満９歳になっている者）

　　・新五年生（２０２３年４月１日時点で満１０歳になっている者）

　②外国籍もしくは、年度始まりが日本の公立学校と異なる学校に在籍している者

　　・新二年生〜新五年生（注）

２）本スクールの教育理念に賛同できる者

３）児童及び保護者が本スクール小学部で学びたいという意欲が明確にある者

４）児童及び保護者が日本語もしくは、英語でコミュニケーションが取れる者

５）以下のいずれか

　・国内在住者の場合

　（国内の小学校に籍を置き通っている者。もしくは、国内のインターナショナルスクールに通い、

　　学年相応の教育を受けている者。）

　・海外在住者の場合

　（現地校、日本人学校もしくはインターナショナルスクールなどの教育機関に籍を置き、学年相

　　応の教育を受けている者。また２０２２年３月３１日までに帰国または来日予定の者）

体験入学期間

２０２２年１１月２１日（月） ２０２３年１月２３日（月）



体験入学期間
＊体験入学は、希望者のみとなります。

＊体験入学をご希望の方は、上記日付までに体験入学をお済ませください。

＊体験入学は、大変混み合いますので、なるべくお早めのご予約をお願いします。

＊スクールやクラス、定員人数の都合上、お断りをすることもございます。

＊体験入学については、末尾記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

試

験

試験日 ２０２２年１１月２６日（土） ２０２３年１月２８日（土）

試験会場 オキナワインターナショナルスクール・南城キャンパス

集合時間 午前８時３０分

試験内容

１）英語・日本語・算数

　　新一年生（各教科約２０分）　新二年生〜新五年生（各教科約３５分）

２）グループ活動・運動（約４０分）

３）保護者同伴による面接（約１５分）

　　きょうだいが他の学部を受験する場合は、末尾記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

４）書類審査 

　　①過去の通知表（成績証明書）

　　＊コピー可（但し、出席状況：欠席、遅刻、早退等を明記のこと）

　　②調査書（本スクール指定）（現在在籍している学校が記入）

持ち物

１）筆記用具

２）飲み物

３）上履き（外ばきを入れるための袋もご持参ください。保護者含む。）

４）出願書類

出

願

手

続

願書出願期間
２０２２年１１月７日（月）午前９時 〜

２０２２年１１月２１日（月）午前９時

２０２３年１月１０日（火）午前９時〜

２０２３年１月２３日（月）午前９時



出

願

手

続

出願書類

１）入学願書

２）証明写真（上半身・脱帽・サングラス不可）

３）通知表（成績証明書）のコピー / 調査書

　①新一年生（以下のいずれか）

　　・幼稚園もしくは保育園の最新の過去一年の通知表（成績証明書）コピー（出欠状況が記載さ

　　　れていること）

　　・調査書（スクールのホームページよりダウンロードをしてください。また調査書の記入につ

　　　いてご質問等がある場合は、末尾のお問い合わせ先にご連絡ください。）

　②新二年生

　　・一年次の通知表（成績証明書）コピー（出欠状況が記載されていること）

　　・調査書（スクールのホームページよりダウンロードをしてください。また調査書の記入につ

　　　いてご質問等がある場合は、末尾のお問い合わせ先にご連絡ください。）

　③新三年生～新五年生

　　・最新の過去二年分の通知表（成績証明書）コピー

　　・調査書（スクールのホームページよりダウンロードをしてください。また調査書の記入につ

　　　いてご質問等がある場合は、末尾のお問い合わせ先にご連絡ください。）

出願方法
＊上記書類１）、２）は、WEBでの出願になります。

＊３）は、試験日当日に受付にてご提出ください。

検定料 16,500 円（税込）

検定料
振込先口座

願書出願期間内に以下の口座へ検定料をお振り込みください。

＊お振り込み名義は、志願者名で振り込みください。

＊一度振込まれた検定料は、返還できません。

みずほ銀行

　支店：那覇支店（店番号：693）

　口座番号（普通）：1869173

　口座名：株式会社オキナワインターナショナルスクール法人事業部

合格発表

２０２２年１２月２日（金） ２０２３年２月３日（金）

＊合格発表は、上記の日付にメールにて通知します。

＊入試結果に関するお問い合わせは、一切受け付けません。

入

学

手

続

入学手続

締切日
２０２２年１２月９日（金） ２０２３年２月１０日（金）

入学金
220,000 円（税込）

＊入学手続締切日までに納付が完了していない場合、入学資格を失います。

入学金

振込先口座

入学手続締切日までに以下の口座へ入学金をお振り込みください。

＊お振り込み名義は、合格者名で振り込みください。

＊一度振込まれた入学金は、返還できません。



入

学

手

続
入学金

振込先口座

みずほ銀行

　支店：那覇支店（店番号：693）

　口座番号（普通）：1869173

　口座名：株式会社オキナワインターナショナルスクール法人事業部

オリエン
テーション

日程 ２０２３年２月２４日（金）午後１時〜午後２時３０分

方法
オリエンテーションへの参加方法は追ってお知らせします。

※オリエンテーション資料は、入学手続の完了の確認が取れましたら郵送いたします。

お問い合わせ
オキナワインターナショナルスクール・南城キャンパス

事務所　TEL：０９８-９４８-７７１１　E-MAIL ：admission-center@ois-edu.com

（注）年度内において、一般入試を複数回にわたり、出願することはできません。

（注）「出願資格１）」については、お問い合わせ先にご連絡ください。



Okinawa International School （Elementary） 
SY 2023 Entrance Assessment Application Requirement

　First　 Second

Application per grade / 
The number of Applicants

Incoming Grade 1 - 5 / Limited number of students each grades as per grade requirement and feasility.

（If the class number reaches the maximum number, the second assesssment won't be held. Please contact us if 
you wish to know more details.) 

Requirement Criteria for 
Applicants

Those who meet all of the following criteria:
Incoming Grade 1

１）Those who meet one of the following : 

　①Age requirement 

　　・The applicants who are 6 years old as of April 1st, 2023.

　②Foreign citizens or those who belong in a school whose school year starts differently from the Japanese

　　nursely school or kindergarten which is April. (Note)
     

２）The applicants who are expected to graduate from preschool or kindergarten in Japan or other country

　　within March 31st, 2023.

３）Those who strongly agree with the school's philosophy. 

４）The applicants and their parents/guardians who have a strong desire to study in OIS.

５）The applicants and their parents/guardians who are able to communicate in Japanese or English.

Incoming Grade 2 - Incoming Grade 5

１）Those who meet one of the following:

　① Age requirement per grade level:

　　・Incoming Grade 2（Those who are 7 years old as of April 1st, 2023.）

　　・Incoming Grade 3（Those who are 8 years old as of April 1st, 2023.）

　　・Incoming Grade 4（Those who are 9 years old as of April 1st, 2023.）

　　・Incoming Grade 5（Those who are 10 years old as of April 1st, 2023.）

     ② Foreign citizens or those who belong in a school whose school year starts differently from the

　　Japanese public school which is April.

　　・Incoming Grades 2-5 (Note)

２）Those who strongly agree with the school's philosophy.　

３）The applicants and their parents/guardians who have a strong desire to study in OIS.

４）The applicants and their parents/guardians who are able to communicate in Japanese or English.

５）Those who meet one of the following requirement::

　・Resident of Japan

　（Those who belong to a local elementary school or an international school in Japan.）

　・Resident of other country outside Japan

　（Those who belong to a local school, an International school or a Japanese school outside of Japan. 

　　Those who are planning to come to Japan within March 31st 2023.）

The Period of the Trial class

November 21th (Monday), 2022 January 23th (Monday), 2023



The Period of the Trial class
＊Trial class is optional.

＊If you wish to take the trial class, please take it within the period.

＊The trial gets booked very fast, so please make an early reservation.

＊Due to school, class capacity or any unpredictable circumstance, the trial might be declined.

＊Please contact us for inquiries about the trial. The inquiry is mentioned at the bottom of this paper.

Assessment

Date November 26th (Saturday), 2022 January 28th (Saturday), 2023

Place Okinawa International School: Nanjo Campus

Assembly Time 8:30 A.M.

Contents

１）English / Japanese / Math 

　　Incoming Grade 1  (About 20 min each subjects)　Incoming Grade 2 - 5 (About 35 min each subjects)

２）Group Activities / Exercises (About 40 min)

３）Interview with parents/guardians (About 15 min)

　　If the applicant's sibling takes other department assessment, please contact us for inquiries.

４）Documents required for screening

 　　①Academic report cards/transcripts of past academic years

　　　＊Photocopies are acceptable (However, please clearly indicate attendance status: absences, 

　　　　tardiness, early departures, etc.)

　　 ②Student reference form (To be completed by the applicant's current school).

Things to bring

１）Stationaries

２）Drink 

３）Indoor shoes（Please bring a bag to put your and parents outside shoes in. ）

４）Application documents

Application 
Procedure

Period
November 7th (Monday), 2022 at 9:00 am -
November 21th (Monday), 2022 at 9:00 am

January 10th (Tuesday), 2023 at 9:00 am -
January 23th (Monday), 2023 at 9:00 am

Documents

 

１）Application form  

２）Identification Photo (upper body without any cap or sunglasses)  

３）The copy of the school records 

　①Incoming Grade 1 (Those who meet one of the following)

　　・The copy of the school records from preschool or kindergarten attended for the past one year. 

　　・Reference Form  (Please download from the school's website. If you have any questions about the

　　　reference form, please contact us at the address below.)

　②Incoming Grade 2 

　　・The copy of the school record from previous school for grade 1. 

　　・Reference Form  (Please download from the school's website. If you have any questions about the

　　　reference form, please contact us at the address below.)

　③Incoming Grade 3 - 5

　　・The copy of the school records from previous school's attended for the past two years. 

　　・Reference Form  (Please download from the school's website. If you have any questions about the

　　　reference form, please contact us at the address below.)



Application 
Procedure

How to Apply
＊The document 1), 2) will be applied through our website.

＊Please submit 3) at the reception on the assessment day.

Assessment 
Fee

16,500 yen (with tax)

Bank Account

Pay the fee to the specified bank account name/number using  1 bank account below, within the deadline. 

＊Pay under the name of the applicant.

＊Note that the fee is not refundable.

Mizuho bank
　Branch：Naha（code：693）

　Account number（Ordinary Deposit）：1869173

　Account name：OKINAWA INTERNATIONAL SCHOOL CORPORATE SALES DEPARTMENT

Announcement of the 
Assessment Result

December 2nd (Friday), 2022 February 3rd (Friday), 2023

＊The result of the assessment will be announced by December 2nd (Friday), 2022 and February 3rd (Friday), 
2023 through email.

＊Inquiry about the result of the assessment will not be accepted.

The Procedure 
of the Entrance

Deadline December 9th (Friday), 2022 February 10th (Friday), 2023

Entrance Fee
220,000 yen (with tax)

＊If the procedure is not completed within the deadline, it will not be honored/accepted.

Bank Account

 
Pay the fee to the specified bank account name/number using  1 bank account below, within the deadline. 

＊Pay under the name of the successful applicant. 

＊Note that the fee is not refundable. 

Mizuho bank
　Branch：Naha（code：693）

　Account number（Ordinary Deposit）：1869173

　Account name：OKINAWA INTERNATIONAL SCHOOL CORPORATE SALES DEPARTMENT

Orientation

Date February 24th (Friday), 2023 at 1:00 P.M. - 2:30 P.M.

How
Instructions on how to participate in the orientation will be announced later.
*Orientation documents will be send by snail mail after confirmation of completion of the entrance procedure.

Contact
Okinawa International School / Nanjo Campus

Office　TEL：０９８-９４８-７７１１　E-MAIL ：admission-center@ois-edu.com

（Note）It is not possible to apply for the entrance assessment more than once within the year.

（Note）Please contact us for inquiries about the requirement criteria for applicants 1). 


