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高校合格！

沖縄県の高校入試は
「内申点＋入試点」の合計で決まります（どちらも 300 点満点に換算して合計する）。

／

内申点と入試点

内申点
通知表の「54321」の合計。
各学年の総合評価で計算されます。
技能教科は 1.5 倍されます。

英 数 国 理 社
「54321」を足す×3年

音 美 体 技
家

「54321」を足す×1.5×3 年

入試点
いわゆる「入学試験」の点数です。
各科目 60点満点
5教科合計で 300 点満点になります。

英 数 国 理 社
1 教科 60 点×5＝300 点満点

＋

面接
入試の 2日目に行われる面接。
差がつきにくく、面接で逆転合格というのは難しいかも？
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　高校入試には「内申点」「入試点」「面接」の 3つのステッ
プがあります。その合計点が高ければ高いほど合格へ近づき
ます。いわば 3段飛びのようなもの。一つひとつのステップ
を越えられるように準備していくことが大切です。
　時期によって人によって何に取り組むべきは異なります。
まずは自分の状況を確認しながら進めていきましょう。

高校入試は三段跳びだ。
入試トラノマキ
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　内申点は受験生を苦しめる悪魔か、はたまた受験生を救う救世主か。内申点次第で受験できる高校が変わってくるのが沖縄県の入試です。通知表の「評価」
を上げることは受験勉強の一環となってきます。ただし、受験生はすでに2学年分の「評価」が決まっていることには要注意。残るチャンスで「大幅な」な内
申点アップは難しいもの。まだまだ点数の伸ばせる「入試点」に力を注ぎながら、内申点アップについて考えていきましょう。

コ
ラ
ム

内申点って何？
内申点とは中 1〜中 3の通知表（総合）の「54321」の合計のことです。
技能教科は×1.5 して計算します。55点×3年＝165 点満点です。

内申点
入試点

内申メダルは
1枚が重い！

　165点の内申点と 300点の入試点では、入試点の方が大きいように
思いますがそれは間違い。実は入試での比率は 5：5。同じ大きさに計
算しなおされます。
　165点を 300点と同じ大きさにするには約 1.82 倍。通知表を 1上
げることは、入試点で 1.82 点アップすることになりお得です。定期テ
ストで点数をとることは入試に直結していきます。

内申メダルは入試メダルより重い。

165 枚
300 枚

165枚と 300 枚なのに
同じ重さになる…

　165点の内申点が 1.82 倍されて重みを増していますが、中でも技能
教科は特に重みをつけられています。技能教科は特にお得な科目なんで
す。英数国理社の評定（54321）はそのまま合計されますが、技能教科
は 1.5 倍して計算されます。すると、以下のようなことも起こり得ます。

技能メダルは特に重い。

数学で 3年間 4をとった→4＋4＋4＝12 点
音楽で 3年間 3をとった→3＋3＋3＝9×1.5＝13.5 点

入試トラノマキ

入試トラノマキ
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ベンガル高校
定員 200
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倍率って何？
受験の競争率を示すもの。「受験者数÷募集定員」で求められます。
1.0 倍をこえると定員オーバー、1.0 倍を切ると定員不足です。

　受験者数を募集定員で割った倍率はそのまま受験の競争率をあらわし
ます。1.0 倍をこえることは不合格者が出ることを意味します。
　倍率の高さは人気の高さでもあります。募集以上の人数が受験してく
るほど人気が高いということです。
　倍率は受験と家族を悩ませます。まだ受験まで半年以上ある今、倍率
をはね返せる学力と倍率にひるまないメンタルを備えることが大切です。
そのためには勉強あるのみ！

倍率は競争率。倍率は人気度。

受験生 240

合格

不合格

　この例の場合、240÷200＝1.2
となり、倍率は 1.2 倍。倍率が 1.0
倍をこえると確実に不合格者が出る
のが県立高校入試です。この場合、
40名の不合格者は 2次募集にすす
むことになります。
　2次募集は定員までまだ余裕があ
る高校が行います。倍率が 1.0 倍を
切っている高校が募集するのが通例
です。その年によって倍率は異なる
ので、どこが 2次募集を行うかは
状況次第です。

200

40

240÷200 で
倍率 1.2 倍

入試トラノマキ

入試情報局

人気校の倍率は安定している。
　倍率は基本的には毎年変わるものですが、1.0 倍を超える人気
高校は安定しています。時々大幅に上がることもありますが、人
気校を受験する場合は競争が激しいものと考えて準備してくださ
い。

具志川高校

コザ高校

前原高校

2021年度 2020年度 2019年度

1.16 1.18 1.21

1.23 1.25 1.15

1.281.08 1.06
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42、43、44、45、46、47
49、50、51、52、55、56
58、60、61、62、63、64
65、66、67、68、69、70

合格・不合格の決まり方
内申点と入試点の合計で合格者が選ばれます。定員ギリギリの順位の場合、
判定会議にかけられます。また定員内不合格のケースもあります。

　点数だけで合格が決まるのではありません。右の例の場合、定員 200
なので点数が 1位～200位までが合格すると思いますが、少しちがいま
す。1位～190位くらいまでを点数だけで自動的に決め、190位～210
位のメンバーは判定会議にかけられて審議されます。
　判定会議では学力検査以外の部分（部活の実績、検定、生徒会活動、
ボランティア、出席状況など）を含めて合否判定が行われます。面接で
の内容も判断材料となります。

入試は点数だけでは決まらない。 ベンガル高校
定員 200
受験生 240

不

不
不

不 不

不

不 不 不 不 不 不

不

ギリギリラインを
拡大してみると…

点数順で
きれいに別れず
逆転がある！

某高校の昨年度の合格者
の番号（イメージ）。
倍率 1.0 を切っていまし
たが、抜けているところ
があるのがわかります。

倍率が 1.0 以下でも落ちる。
　前ページで「倍率が 1.0 を切ると募集定員に足りていない」
ということがおわかり頂けたかと思います。「足りてないなら不
合格者がいないのでは？」と思いますが、そうではありません。
倍率が 1.0 以下でも不合格者が出るのが現実です。

入試情報局
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8 月〜12 月にかけて基礎力の養成。1月〜2月にかけて入試・模試での勉強。
模試は 12月と 1月が山場。1月の後半〜2月にかけて志望校を学校で提出します。

7 ヶ月の勉強の進め方

高
校
入
試

8～10月

基礎力養成シーズン（中 1・中 2総復習）

11月 12月 1月 2月

合格力養成（演習）

定期テスト 定期テスト

県模試 県模試 ×2

志望校決定

スケジュールのイメージ

中1・中 2の学習内容を
一問一答で即答できる
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　受験勉強をする上で考えなければならないのが定期テストの存在。定期テストがあるごとに勉強時間や塾での授業もそこに向けたものになります。　
　逆にいえば、定期テストがない時こそ受験勉強の大チャンス。しっかり取り組めるように心がけてください。11月の定期テストに向けての勉強も行いながらなの
で忙しくなりますが、その中でしか合格は確実なものにできません。　

定期テストがない時が大チャンス。
入試トラノマキ

初見の問題を時間内に
合格点がとれる
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