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平成２９年度推薦入学の募集定員
平成２９年度沖縄県立高等学校入学者選抜実施要項に基づき、本校の入学者選抜について次の
ように定める。
課 学
コース
推薦募集人員
程 科
全 普 普通総合コース…募集定員の 20 ％以内
４０
日 通 郷土文化コース…募集定員の 25 ％以内 （＋特別枠 5 ％含む）
１０
制 科 教養ビジネスコース…募集定員の 20 ％以内
１６
合計
６６
平成２９年度推薦入学の合否基準
普通科普通総合コース・教養ビジネスコース
１．個性・適性項目
（ア）文化活動（弁論大会、図画、作文、書道等）で全国・九州大会で入賞した者、県代表（全
国・九州）、県大会で入賞した者や県大会に出場した者
（イ）スポ－ツ選手として全国・九州大会で入賞した者、県代表（全国・九州）、県大会で団体
・個人で入賞した者や出場した者
（ウ）優れた社会活動を行った者（表彰された者）
（エ）ボランティア活動を継続的に行った者
（オ）英検４級以上、数検 4 級以上、漢検 4 級以上、珠算４級以上、歴検４級以上、三線・舞踊
・空手・古武道などの資格及び受賞、その他
（カ）生徒会役員（正副会長、書記、会計）、部活動正副部長
（キ）各学年で皆勤がある者
２．選抜の方法 志願書、調査書、推薦申請書、面接の結果に基づき選抜する。
普通科郷土文化コース
１．本校の推薦基準
『郷土の音楽、琉球舞踊、空手、古武術のいずれかに意欲、興味・関心及び適正を有する者』
２．個性・適性項目
（ア）文化活動（弁論大会、図画、作文、書道等）で全国・九州大会で入賞した者、県代表（全
国・九州）、県大会で入賞した者や県大会に出場した者
（イ）スポ－ツ選手として全国・九州大会で入賞した者、県代表（全国・九州）、県大会で団体
・個人で入賞した者や出場した者
（ウ）優れた社会活動を行った者（表彰された者）
（エ）ボランティア活動を継続的に行った者
（オ）英検４級以上、数検 4 級以上、漢検 4 級以上、珠算４級以上、歴検４級以上、三線・舞踊
・空手・古武道などの資格及び受賞、その他
（カ）生徒会役員（正副会長、書記、会計）、部活動正副部長
（キ）個性表現（琉球楽器、空手・古武道、琉球舞踊、郷土に関すること）
（ク）各学年で皆勤がある者
３．実技テスト（面接終了後実施）
琉球楽器、空手・古武道、琉球舞踊、郷土に関する事から１種目選択
４．選抜の方法 志願書、調査書、推薦申請書、面接、実技テストの結果に基づき選抜する。
○全コース（普通総合、郷土文化、教養ビジネス）共通推薦入学審議対象項目
次の項目に該当する場合は審議対象とする。
（ア）全学年を通して評定に『１』のある者
（イ）遅刻、欠課、欠席（病欠も含む）がそれぞれ学年で 10 回以上の者、３年間で 30 回以上
の者
（ウ）問題行動、及びこれに類する行為のある者
（エ）面接評価がＣの者
（オ）全学年を通して評定平均３．０未満の者
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平成 2 ９年度一般入学の合否基準
全コース（普通総合、郷土文化、教養ビジネス）共通

１．審議対象項目
次の項目に該当する場合は審議対象とする。
（ア）全学年を通して評定に『１』のある者
（イ）遅刻、欠課、欠席（病欠も含む）がそれぞれ学年で２０回以上の者、３年間で４０回以上
の者
（ウ）学力検査の点数が１科目でも１０点以下のある者
（エ）問題行動、及びこれに類する行為のある者
（オ）面接評価がＣの者
２．個性・適性項目
（ア）文化活動（弁論大会、図画、作文、書道等）で県大会に出場した者や県大会で入賞した者
（イ）スポーツ選手として県代表（全国・九州）、県大会に団体・個人で出場した者
（ウ）優れた社会活動を行った者（表彰された者）
（エ）ボランティア活動を継続的に行った者
（オ）英検４級以上、数検４級以上、漢検４級以上、珠算４級以上、歴検４級以上、
三線・舞踊・空手・古武道などの資格及び受賞、その他
（カ）生徒会役員（正副会長、書記、会計）、部活動正副部長
（キ）各学年で皆勤がある者
３．選抜の方法 調査書、学力検査の成績、面接の結果に基づき選抜する。
平成 2 ９年度２次募集の合否基準
全コース（普通総合、郷土文化、教養ビジネス）共通

１．審議対象項目
次の項目に該当する場合は審議対象とする。
（ア）全学年を通して評定に『１』のある者
（イ）遅刻、欠課、欠席（病欠も含む）がそれぞれ学年で２０回以上の者、３年間で４０回以上
の者
（ウ）学力検査の点数が１科目でも１０点以下のある者
（エ）問題行動、及びこれに類する行為のある者
（オ）面接評価がＣの者
２．個性・適性項目
（ア）文化活動（弁論大会、図画、作文、書道等）で県大会に出場した者や県大会で入賞した者
（イ）スポーツ選手として県代表（全国・九州）、県大会に団体・個人で出場した者
（ウ）優れた社会活動を行った者（表彰された者）
（エ）ボランティア活動を継続的に行った者
（オ）英検４級以上、数検４級以上、漢検４級以上、珠算４級以上、歴検４級以上、
三線・舞踊・空手・古武道などの資格及び受賞、その他
（カ）生徒会役員（正副会長、書記、会計）、部活動正副部長
（キ）各学年で皆勤がある者
３．選抜方法 、調査書、学力検査成績証明書、面接の結果に基づき選抜する。
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沖縄県立 南風原高校
［自己表現］

H29 推薦入試ランク表（全コース共通）

文化活動

○全国・九州入賞

スポーツ活動

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・社会活動

資格取得等

○全国・九州入賞

○海外・県外派遣
○全国表彰

○Ａランクより上位資格

○上記同等と思われる
活動実績
○県大会 金賞・最優
Ａ 秀・優秀賞
○郷土芸能 新聞社主
催新人賞
○その他県代表

○上記同等と思われる
活動実績
○県大会代表（九州・
全国出場）
○中体連・準ずる団体
主催、通信陸上競技大
会で団体ベスト４以上
・個人６位以上
○県代表として各競技
団体が推薦する県選抜
選手、強化選手

○上記同等と思われる
活動実績
○３年間を通して活動し
た者で、県レベルの表
彰を受けた者
○全県的活動

○上記同等と思われる
資格
○英検・漢検・数検準２
級
○歴検３級
○珠算段位
○武道・剣道・柔道・空
手・古武道 段位
○ワープロ・書写２級

○上記同等と思われる
活動実績
○県大会 銀賞・優良
Ｂ賞
○郷土芸能 新聞社以
外最高賞

○上記同等と思われる
活動実績
○県大会 団体ベスト
8 以上、個人 16 位以内
○中体連・準ずる団体
主催、通信陸上競技大
会で団体ベスト 8 以上
・個人 16 位以内

○上記同等と思われる
活動実績
○３年間を通して活動し
た者で、市町村、地域
団体の表彰を受けた者
○生徒会会長、副会長
○ジュニアリーダー

○上記同等と思われる
資格
○英検・漢検・数検３級
○歴検準３級
○珠算３級以上
○剣道・柔道 ２級以上
○ワープロ・書写３級

○上記同等と思われる
活動実績
○県大会 佳作
Ｃ ○郷土芸能 新聞社以
外優秀賞
○地区大会金賞
○部活動 正副部長

○上記同等と思われる
活動実績
○県大会レギュラー出
場（団体・個人）
○地区大会団体ベスト
４以上、個人８位以内
○部活動 正副部長
○地区表彰、選抜選手

○上記同等と思われる
活動実績
○ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・社会活動を
継続的に活動している者
○島尻少年の翼正副リー
ダー
○生徒会書記・会計

○上記同等と思われる
資格
○英検・漢検・数検・歴
検４級
○珠算・ワープロ４級

特
Ａ

○上記同等と思われる ○上記同等と思われる ○上記同等と思われる ○上記同等と思われる
活動実績
活動実績
活動実績
資格
※上記以外の実績については、それぞれのランクに照らして決定する。
［個性表現］
○個性表現のランクについては実技・実演の後、複数の面接担当者が上記ランク表と比較し、
同等と判断するランクとする。
※ランク表にない項目の個性表現については複数の面接担当者がランク付けを行い、職員会議で
審議・決定する。
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