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オキナワインターナショナルスクール（OIS)へのご入学後検討ありがとうございます。
この募集要項をお手にされておられる皆様は、国際教育、インターナショナルスクールに興味をお持
ちで、将来のお子様の教育をより真剣に考えていらっしゃる方々です。
今日では英語教育も小学校から導入され、幼児を対象としたプリスクールも都市部だけでなく地方に
も広がりを見せています。
また、ICT を導入した教育も無線 LAN（WIFI）の環境が整い、クラウド化が急速に進む中で ICT を活
用した教育も進められています。
政府も 2020 年オリンピック前までに国民意識の国際化と掲げ、様々な施策を取ってきています。
OIS は 2011 年に国際バカロレア認定を沖縄で初めて取得して以来、グローバル教育の質の向上と ICT
を教育環境に積極的に導入してきました。
全てはお子様をグローバル教育環境の中で大きく育てたいというお父様、お母様の願いを叶えるため
に、そして、その一人ひとりが社会人となった時に国際的な視野の中で世界中で社会貢献が出来る人
材となるために。
私たちは国際バカロレア教育プログラムを軸に教師を育て、教育環境を育てながら
沖縄、日本、そしてアジア、世界の人材育成に寄与してまいります。

スクールの教育哲学
技術革新、情報化、そして国際化が急激に進む 21 世紀に OIS は常に挑戦し続けます。それらを実現する
ために OIS における教育（探究学習）は、個々の人間には無限の可能性と独特の考え方・文化・習慣があ
るという哲学に基づいています。子どもは、自己実現の能力を生まれながらに持っています。その能力は、
確実に国の変化や国際化といった社会的変化に適応することのできる素晴らしいものです。

ビジョン（構想）
OIS は、子ども達が自国の誇りと文化をもち、彼らが培った技量、適正能力や精神力で、さまざまな国の
文化の多様性やその価値、進化を尊重できる人材に成長することを真に願っています。このような力と志
を持った彼らは、それを受け入れてくれる世界の人たちとともに、豊かで正しく、情け深く、慈愛に満ち
た人間へと成長するでしょう。

私たちの役割
OIS は、子ども達が知的・社会的・情緒的・身体的全てにおいて成長するために必要不可欠な知識、さら
に人格形成全体としての教育を提供していくことを明言しています。スクールは子ども達に学ぶ環境を提
供します。それは国民として、また国際人として社会で生きるために必要な深い思考能力や問題解決能力
を身につける学びの環境でなくてはなりません。
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学年配置
OIS は 4 月始業、3 月修了のスクールです。OIS のカレンダーとは異なる学校や、日本国外からの
編入の場合も、生徒の年齢と誕生日を下表に照らし合わせて学年が決まります。編入元のスクールが
9 月始業により学年を修了せずに OIS に編入する場合は、OIS で再度その学年を修了後、次学年へ
進級します。OIS は新しく編入してきた生徒にとってその学年が相応しいかどうか数週間観察を続け、
最終的な判断をいたします。

Programmes
Pre-Kinder

Kindergarten
幼稚部

International
Baccalaureate
PYP
(Primary Years Programme)

国際バカロレア
初等教育課程
Elementary
小学部

International
Baccalaureate
MYP
( Middle Years Programme)

(Candidates Phase)
国際バカロレア
前期中等教育課程
(候補校)

Middle School
中等部

Class

Age

Cygnet

2 years
old

Owlet

3 years
old

Eaglet 1

4 years
old

Eaglet 2

5 years
old

Grade 1
(小学 1 年生)

6 years
old

Grade 2
(小学 2 年生)

7 years
old

Grade 3
(小学 3 年生)

8 years
old

Grade 4
(小学 4 年生)

9 years
old

Grade 5
(小学 5 年生)

10 years
old

Grade 6
(小学 6 年生)

11 years
old

Grade 7
(中学 1 年生)

12 years
old

Grade 8
(中学 2 年生)

13 years
old

Grade 9
(中学 3 年生)

14 years
old
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Remarks

Your child must be the
ages as of March 31.
お子様の年齢が 3 月 31 日
時点でそのクラスの年齢
に達していること。

入学条件
小学部
OIS へ入学する生徒の条件としてもっとも大切な事は、OIS で学びたいという強い意志です。特に小
学生からは、その意志の強さが英語力及びスクールへの順応性に影響します。

 1 年生
① 事前理解：生徒及び保護者様は、OIS の教育方針と国際バカロレアプログラムの基本を理解
していただくために、スクールパンフレット、ホームページ(以下、HP)、スクール訪問時の
面談等で確認して下さい。
② 心身ともに健康であることの証明として、医師による健康診断書(就学前健診と同等の内容)を
ご提出下さい。
③ 出身幼稚園からの報告書を出身幼稚園から直接郵送して下さい。
④ 母国語での読み、書き、さらに表現力が小学 1 年生レベルに達していることが必要です。
⑤ 入学前審査(面接／試験)の受験。
⑥ 審査結果は入学審査会議で判断され、1 週間を目安として保護者様へご報告いたします。
※入学審査に於いて学習障害・発達障害の疑いがあると判断された場合は、お子様に専門医の
診断を受けて頂き、診断書をご提出下さい。診断書の結果をもとに再度審査(面接)させて頂き
ます。
⑦ 入学後、保護者様がお子様の心身の成長ためスクールに協力出来る方。

 2 年生
① 事前理解：生徒及び保護者様は、OIS の教育方針と国際バカロレアプログラムの基本を理解
していただくために、スクールパンフレット、HP、スクール訪問時の面談等で確認して下さ
い。
② 心身ともに健康であることの証明として、医師による健康診断書等(就学前健診と同様の内容)
をご提出下さい。
③ 過去 1 年間の成績証明書(通知表原本)をご提出下さい。
④ 学ぶ姿勢がしっかり出来ていること。
⑤ 入学前審査(面接／試験)の受験。
⑥ 審査結果は入学審査会議で判断され、1 週間を目安として保護者様へご報告いたします。
※入学審査に於いて学習障害・発達障害の疑いがあると判断された場合は、お子様に専門医の
診断を受けて頂き、診断書をご提出下さい。診断書の結果をもとに再度審査(面接)させて頂き
ます。
⑦ 入学後、保護者様がお子様の心身の成長ためスクールに協力出来る方。

 3 年生、4 年生、5 年生
①

②
③
④
⑤
⑥

事前理解：生徒及び保護者様は、OIS の教育方針と国際バカロレアプログラムの基本を理解
していただくために、スクールパンフレット、HP、スクール訪問時の面談等で確認して下さ
い。
心身ともに健康であることの証明として、医師による健康診断書等(就学前健診と同様の内容)
をご提出下さい。
過去 2~3 年間の成績証明書(通知表原本)をご提出下さい。
英語環境で学ぶことの難しさ、楽しさを理解し、学ぶ姿勢がしっかり出来ていることが必要
です。
入学前審査(試験／面接)の受験。
審査結果は入学審査会議で判断され、1 週間を目安として保護者様へご報告いたします。
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※入学審査に於いて学習障害・発達障害の疑いがあると判断された場合は、お子様に専門医の
診断を受けて頂き、診断書をご提出下さい。診断書の結果をもとに再度審査(面接)させて頂き
ます。
⑦ 入学後、保護者様がお子様の心身の成長ためスクールに協力出来る方。

 6 年生
① 事前理解：生徒及び保護者様は、OIS の教育方針と国際バカロレアプログラムの基本を理解
していただくために、スクールパンフレット、HP、スクール訪問時の面談等で確認して下さ
い。
② 心身ともに健康であることの証明として、医師による健康診断書等(就学前健診と同様の内容)
をご提出下さい。
③ 過去 3 年間の成績証明書(通知表コピー可)をご提出下さい。
④ 中等部への進学を視野にいれて、高い目標を持って学ぶことが出来ること。
⑤ 入学前審査(試験／面接)の受験。
⑥ 審査結果は入学審査会議で判断され、1 週間を目安として保護者様へご報告いたします。
※入学審査に於いて学習障害・発達障害の疑いがあると判断された場合は、お子様に専門医の
診断を受けて頂き、診断書をご提出下さい。診断書の結果をもとに再度審査(面接)させて頂き
ます。
⑦ 入学後、保護者様がお子様の心身の成長ためスクールに協力出来る方。
※尚、6 年生に関しては後期から PYP エキシビジョンの準備が始まるため、基本、途中入学は
お受け出来かねます。但し、英語力とこれかでのスクールの成績等によっては審査対象となりま
すのでご相談下さい。

英語力不足
入学審査において英語力が不十分と判断された場合、英語力を高めるためにサポートクラス(有料)
を受ける事を入学の条件とさせていただく場合があります。
学習障害、発達障害
入学審査において、お子様の学習面、発達面において何らかの気がかりが生じた場合は速やかに保護者様と
スクール側とのお話の場を設け、その場においてスクール側は入学審査の結果をお伝えするとともに、今後の
進め方をご提案いたします。ご提案内容はそれぞれのお子様の状態により異なります。これまでの例としては
次の通りです。
①入学審査の延長（1週間を目処に）
②専門家へのご相談
専門家からのアドバイスを元にお子様とって必要且つ価値ある教育環境を提供できるかどうかを検討させて
いたいただきご入学の可否を決定させていただきます。但し、条件付き入学許可となる場合があることをご
理解の程よろしくお願いします。入学審査に於いて学習障害・発達障害の疑いがあると判断された場合は、
お子様に専門医の診断を受けて頂き、診断書をご提出下さい。診断書の結果をもとに再度審査(面接)させ
て頂きます。
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入学手続き
1. ４月入学
① 毎年 9 月中に次年度の募集要項が発表され、募集が始まります。
② 入学希望者は直接スクールを訪問し、スクール見学及び説明を受け、1 日または半日体験入学
(1～3 日間)をお受け下さい。
③ 入学に必要な申込書と入学手引書を直接入手されるか、HP よりダウンロードし、必要事項を
ご記入の上、その他必要な書類とともにご提出下さい。
④ 9 月以降に次年度 4 月入学の為の入学前審査(面接／筆記試験)が行われます。
日程が決まりましたら保護者様同伴で来校し、入学前審査をお受け下さい。
⑤ 審査結果は入学審査会議で判断され、1 週間を目安として保護者様へご報告いたします。
詳しい日程は HP をご覧になるか、オフィスへ直接お問合わせ下さい。
⑥ 入学審査によって入学許可が下りた後は、1 週間以内に入学金をお支払い頂き、入学手続きを
完了して下さい。一度納められた入学金は、いかなる理由でもご返金されませんのでご了承
下さい。
⑦ 2 月に保護者様対象の新年度オリエンテーションを行ないます。
⑧ 授業料、及びその他費用はオリエンテーション当日までに納めて下さい。

2. 途中入学
各クラス定数に達しない場合、入学審査を経てその結果を以って途中入学が可能です。
① 入学希望者は直接スクールを訪問し、スクール見学及び説明を受け、1 日または半日体験入
学(1～3 日間)をお受け下さい。
② 入学に必要な申込書と入学手引書を直接入手されるか、HP よりダウンロードし、必要事項を
ご記入の上、その他必要書類とともにご提出下さい。
③ 入学前審査の日程が決まりましたら、保護者様同伴で入学審査をお受け下さい。
④ 審査結果は入学審査会議で判断され、1 週間を目安として保護者様へご報告いたします。
⑤ 入学許可が下りた生徒の保護者様は、1 週間以内に入学金および授業料その他費用をお支払い
頂き、入学準備へのオリエンテーションをお受け下さい。オリエンテーション終了次第入学
となります。(一度納められた入学金は、いかなる理由でもご返金されません。)

3. 入学審査に必要な書類(入学審査 1 週間前までに提出)
・入学申込書
・写真 1 枚(顔写真、縦 5cm×横 4cm)、*裏面に氏名をご記入後、申込書に添付して下さい。
・入学審査費用 小学部 10,000 円 (10,800 円 税率 8%込)
・現在通われている小学校の過去 3 年間の成績証明書
※1 年生の場合は、通っていた幼稚園から報告書を送って頂きます(OIS が幼稚園への質問書を
作成)。2 年生以上は 1 年生時、または 2～3 年間の過去の成績証明書(通知表原本可)

4. 入学時に必要な書類
・同意書(STUDENT HANDBOOK に添付)
・入学金
・授業料及びその他費用銀行引き落とし手続き書
・緊急連絡カード
・健康診断書
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各費用、及び支払いについて
1. 各費用
各費用の詳細については 9～10 ページをご覧下さい。
① 入学審査費用(アセスメント) 小学部 10,000 円 (10,800 円 税率 8%込)
入学審査申込時にお支払い下さい。審査結果に係わらずご返金されません。
② 入学金
入学決定後、スクールから指定された期日までにお支払い下さい。
一度ご入金頂いた入学金はいかなる理由でもご返金されません。
振込先：琉球銀行(0187) 古波蔵支店(319) 普通預金
名義 ：株式会社オキナワインターナショナルスクール

口座番号：290024

※幼稚部から小学部、小学部から中等部へ進学される場合も入学金が必要となります。
③ 授業料
お支払い方法は年払い(4 月)、学期払い(4 月/10 月)、毎月払いの 3 通りです。
年払いは 2％の割引、学期払いは 1％の割引が適用されます。
④ 学習環境整備費
お子様が学ぶ教育環境全般(施設・教具・備品等)に使われる費用です。
学習環境整備費は授業料の支払い方法にかかわらず、学期払い(4 月/10 月)です。学期の途中
で入学された場合でも割引はございません。また、学期の途中で退学された場合でも、学期
途中でのご精算・ご返金はされませんのでご了承下さい。
⑤ スクールイベント費用
年間を通してスポーツフェスティバル(運動会)、スクールプレイ(学芸会)及びスクールトリッ
プ(遠足や修学旅行)等様々なイベントが開催されます。これらのイベントは場所や使用設備な
どによって経費が変わりますので、費用は別途お支払い頂きます。
⑥ YEARBOOK(イヤーブック)
Yearbook とは、卒業・終業アルバムのことです。毎年全学部全クラスを１冊に納めた
Yearbook(イヤーブック)を作成し、販売いたします。
⑦ 通学バス費
月極です。毎月(1 日～30 日/31 日)の授業日数分を、毎月の口座振替の際に他の費用と一緒
にご請求させていただきます。変更やキャンセル等は、毎月 20 日までにご連絡下さい。
・基本料金 180 円(3km 以内)
※2015 年 9 月現在料金
3km を超える料金は 20 円/1km が加算されます。
距離につきましては、沖縄路線バス地図に基づいて計算しています。

※通学バスをご希望の場合はバス利用申請書にご記入の上、オフィスへご提出下さい。
ご住所がバスルートから離れている場合や、バスレーンなどの影響がある場所でのお迎えは、
ご希望に添えない場合もありますのでご了承下さい。
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※ 当日病気や家庭の事情による急なお休みや諸事情で直接保護者様が送迎をされた場合でも、
スクールバス代金の返金はされません。
⑧ 昼食費
昼食はお弁当持参かケータリング注文のいずれかをお選び下さい。
当スクールは社会福祉施設へ専門的に給食を提供しているケータリング会社と提携し、昼食
を提供しています。
毎月月末で精算し、他の費用と一緒に毎月の口座振替の際にご請求させていただきます。
1.
2.

ケータリングの昼食は１食 365 円 *2015 年 9 月現在料金
ケータリングのご注文は月単位です。但し、お申し込みやキャンセル等の変更は、毎月
24 日までにご連絡下さい。

⑨ 延長保育費
・時間単位で延長を利用された場合はお迎えの際にお支払い下さい。(当日精算:550 円/1 時間)
・当日のお迎えに遅れた場合も延長料金が発生いたしますのでご注意下さい。
⑩ サマースクール費
7 月最終週より 3 週間にわたり、毎週異なるテーマでサマースクールが開催されます。
OIS 以外の生徒も参加出来るプログラムで、費用は年間授業料に含まれておりませんので、
別途お支払いが必要となります。
⑪ 修学旅行費
小学部 5 年生、または 6 年生時に修学旅行があります。旅行先は国内外のいずれかで、費用
は毎月の口座振替で定額積み立てをしていただきます。

2. お支払い方法
お支払いは口座振替（毎月 10 日振替）になります。入学手続時にお配りする口座振替依頼書に必
要事項をご記入の上ご提出下さい。ご提出１ヶ月後よりお振り替えさせて頂きます。口座振替の
際に振替手数料 75 円が別途加算されますのでご了承下さい。
1.

口座振替手続きについて
Ⅰ 利用可能な金融機関
・琉球銀行
・ 沖縄銀行
・コザ信用金庫
・ 沖縄労働金庫

・ 沖縄海邦銀行
・ ゆうちょ銀行

・ 沖縄県農協（JA)

Ⅱ 口座振替登録の流れ：
ⅰ 配布された口座振替依頼書にご記入(3 枚複写)
ⅱ 取引金融機関に定時し、受付をする（印鑑照合）
ⅲ スクールへ提出（2 枚）
※注意：ゆうちょ銀行を利用する場合は、そのまま 3 枚ともスクールへ提出して下さい。
2.

支払期限と延滞料について
Ⅰ 口座振替毎月 10 日（10 日が土日祝祭日の場合は、翌営業日が口座振替日となります。
振替日の前日までに、ご登録済みの金融機関の口座へ入金をお願いいたします。
）
Ⅱ 口座振替が 10 日にできなかった場合は、「納付書」を発行しますので金融機関窓口で毎月
25 日までにお支払い下さい。
（その際、銀行手数料 108 円、印紙代（3 万円以上）200 円、
振込依頼書発行代 10 円合計 318 円が別途加算されます。
）
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Ⅲ 指定日の 25 日を過ぎた場合は、延滞料（1,000 円）が加算されます。延滞料の加算につい
ては、次の授業料またはその他経費のお支払い時に「○○月分延滞料と記載して別途ご請求
させて頂きます。
Ⅳ 指定日の 25 日までにお振込みが確認できないと、翌月の授業が受けられなくなる場合がご
ざいますのでご注意下さい。

3. 各割引について
兄弟・姉妹がご入学される場合、入学金と授業料に対して割引制度が適用されます。
学習環境整備費、通学バス、昼食ケータリング、延長料は割引の対象ではありません。詳しくは
9～10 ページの費用一覧表をご参照下さい。
① 入学金
・2 人目以降のお子様に対して、50％の割引をいたします。
・幼稚部から小学部、小学部から中等部へ継続される場合、在校生は入学金の 50％を割引いた
します。
② 授業料
・2 人目のお子様がご入学された場合、授業料の 35％を割引いたします。
・3 人目以降のお子様の場合は、授業料の 50％を割引いたします。

途中退学、長期休学について
1. 途中入学
途中退学は緊急な場合を除き、遅くとも１ヶ月前に担任またはオフィスへご連絡下さい。
退学申込書の退学に関する退学規約(キャンセレーションポリシー)をご確認いただき、必要事
項にご記入、署名、捺印(サイン)の上ご提出下さい。



キャンセルに伴うご返金について
① 入学金：お支払い後、いかなる理由でもご返金されません。
② 授業料：途中退学の場合、年払い、学期払い、月払いにかかわらず、退学の翌月以降の授業
料をご返金いたします。
③ 学習環境整備費：学習環境整備費は学期払いです。学期の途中で退学された場合でも、その
学期でのご精算・ご返金はされません。
④ 延長料金：月極の延長費用のご返金はされません。

2. 長期休学（１ヶ月以上）
小学部以上は長期休暇に伴う割引はなく、授業料及びその他費用のご返金はされません。
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Lists of Tuition and Fees＜費用一覧表＞
※（ ）内は消費税 8％とした場合の料金です。消費税率が改訂後は、改定後の消費税率が適用されます。

Assessment fee/アセスメント費：10,000 円 (10,800 円 税込み)
Entrance fee/入学金：80,000 円(86,400 円 税込み) ※OIS 幼稚部からの進学者：50％割引
Class

Tuition

Education Facilities
and Activities Fee

TOTAL

クラス

授業料

学習環境整備費

合計

792,000

170,500

962,500

(855,360)

(184,140)

(1,019,520)

Grades 1-6
1 年生～6 年生

W/O Tax
税抜
W/ Tax
税込

< お支払い方法 >
Annual Payment / 年払い
授業料
Tuition
(2% discount)

学習環境整備費
（前期）
Education Facilities and
Activities Fee

学習環境整備費
（後期）
Education Facilities and
Activities Fee

合計
Total

W/O Tax
税抜

776,160

85,250

85,250

946,660

W/ Tax
税込

(838,252)

(92,070)

(92,070)

(1,022,392)

Class

G1-G6
1～6 年生

Semester Payment / 学期払い
前期授業料

Class

1st Sem. Tuition
(1% discount)

G1-G6
1～6 年生

学習環境整備費
（前期）
Education Facilities
and Activities Fee

2nd Sem. Tuition

後期授業料
(1% discount)

学習環境整備費
（後期）
Education
Facilities and
Activities Fee

合計
Total

W/O Tax
税抜

356,400

85,250

427,680

85,250

954,580

W/ Tax
税込

(384,912)

(92,070)

(461,894)

(92,070)

(1,030,946)
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Monthly Payment / 月払い

Class

G1-G6
1～6 年生

月額授業料
Monthly

学習環境整備費
（前期）
Education Facilities and
Activities Fee

学習環境整備費
（後期）
Education Facilities and
Activities Fee

年額合計
Total

72,000

85,250

85,250

962,500

(77,760)

(92,070)

(92,070)

(1,019,520)

W/O Tax
税抜
W/ Tax
税込

※学習環境整備費に含まれるもの、含まれないもの

含まれるもの

含まれないもの

その他(含まれない経費)

・
・
・
・

施設費、教材費、消耗品費、校外学習スクールバス費用、学習情報施設費用
クラス単位でのイベント、校外学習に必要な費用
ICT プロジェクトによるパソコン及び iPad 使用費用、アプリ費用等
その他

・ 入学前購入の個人教材、教具、年度途中での個人使用の文具
・ スクールユニフォーム(制服、体育着等)
・ スポーツフェスティバル(運動会)、スクールトリップ(修学旅行)、スクールプレイ(学習発表
会)の費用
・ ケータリング(昼食)費用
・ 延長費用
・ スクールバス通学費用
・ IELL：特別英語トレーニング費
・ 二重国籍・外国人籍生徒、那覇市・浦添市以外の学区生徒の教科書費用用
・ 二重国籍および外国人籍生徒の健康診断費用
・
・
・
・
・
・
・

サマースクール
YearBook(年次スクールアルバム)
英検
ISA(インターナショナル国際学力テスト)
Exhibition 国際バカロレア初等教育学習発表会 ￥ 5,000 (G6)
卒業年度(G6) 卒業式協力金 ￥5,000 円
その他学力テスト、検定試験費用

Extended Care Fee / 延長保育
Elementary(G1-G6)
小学校 1～6 年生

550／1 時間(1 Hour)

Sibling Discounts of Tuition / 兄弟割引率
Class

2 人目割引率
Discount Rate
(2nd sibling)

3 人以降割引率
Discount Rate
(3rd sibling plus)

Cygnet ～Elementary(G1–G9)
2 歳児 ～中学生

35％

50％

募集要項の改訂は、毎年スクール内における検討会議を経て行なわれます。
※ オキナワインターナショナルスクールは、必要に応じてこのハンドブックを修正する場合があり
ます。修正された場合は保護者様へご連絡いたします。
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