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学校概要

名　　　称：　 ホライゾン学園仙台小学校
区　　　分：　 学校教育法第一条に定められた義務教育の小学校

文部科学省により教育課程特例校（英語イマージョン教育、PYPの導入）
国際バカロレア機構によりPYP候補校

開　校　年：　 2016年4月1日
場　　　所：　 宮城県仙台市泉区高森4丁目2-540
規　　　模： 学級規模　 1学級24名

学級数 12学級（各学年2学級）
総定員 288名

学　　　期： 3学期制
1学期　4～7月
2学期　8～12月
3学期　1～3月

カリキュラム： 日本の教育法上で定められた義務教育課程および本校選定のカリキュラム
（英語，情報活動，その他）　

使用言語： 日本語および英語

登校時間： 8:15～8:30
授業時間： 8:30～15:30
下校時間： 15:30
登校日： 年間カレンダーによる

（土・日・祝日・学校休校日および春・夏・秋・冬休みを除く学校開校日）
制服： あり
スクールバス： あり（要申込／別料金）
給食： 給食（業者配達のお弁当）またはお弁当の選択制
デイケア： あり（要申込／別料金）

【開所時間】
授業日　　　　　 下校～18:00まで
授業日以外*　　 8:15～18:00
延長保育 18:00～18:30

*春・夏・秋・冬休み期間中の内、フルデイケアを実施する日のことを指しま
す。土日祝日および学校が指定する休校日等にはデイケアを実施していません。
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School Overview

School Name: Horizon Sendai Primary School
Type: Article 1 Primary School

English Immersion School
PYP (IB) Candidate School

Established Date: April 1, 2016
Location: 4-2-540 Takamori, Izumi-Ku, Sendai-Shi, Miyagi JAPAN
Capacity: Class 24 students/class

# of Classes 2 classes/grade
Overall Capacity 288 students

School Terms: 3 terms a year
Term 1 April - July
Term 2 August - December
Term 3 January - March

Curriculum: Compulsory education in Japan and other curriculum designated by school
(English, ICT, PYP, others)

Languages: Japanese and English

Arrival: 8:15-8:30
School Hours: 8:30-15:30
Dismissal Time: 15:30
School Days: As stated on the school calendar (Weekdays except Saturdays, Sundays,

Holidays, School closed days and spring/summer/fall/winter break)
Uniform: Mandatory
School Bus: Optional (Need school bus fee)
School Lunch: Lunch box by food company OR home lunch
Daycare: Optional (Need daycare fee)

【Open Hours】
On school days Dismissal-18:00
On Non-school days* 8:15-18:00
Extended Dayare 18:00-18:30

*”Non-school days” means the day when we have full-day daycare
service during long-term breaks. No daycare service available on
Saturdays, Sundays, Holidays and school closed days.
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入学基準

全般
● 集団生活に適応できること
● 諸活動及び学習に対する意欲があること
● 年齢相応の言語（日本語の聞く・話す）を理解・習得していること。（外国籍のお子様は，この限

りではありません。）
● 年齢相応の数的及び幾何的な理解・認識があること。
● 生活及び学習において個別あるいは特別な支援を必要としないこと。
● （優先）本校ELCの卒業生であること。
● （優先）本校小学校に兄弟姉妹が在籍しているもしくはしていたこと。

※本校では個別あるいは特別な支援を必要としているお子様のための学級や支援員の配置は行っており
ません。入学後にそのような状況が発生した場合は，専門機関などの受診等をお願いし，結果に基づいて
その後の対応について相談をすることがあります。

新1年生入学時に求める英語力
● アルファベットの大文字・小文字を認識できる（全ての文字またはほとんどの文字）
● 20までの数・数字を数えることができ、認識できる
● 基本図形を認識し、言うことができる
● 基本的な色の名前を認識し、言うことができる
● よく出てくる50の単語について、全てまたはほとんどの単語を読むことができる
● Fountas & Pinnell リーディングスケールにおいて、レベルB以上の読解力がある
● 英語での簡単な質問に答えたり、指示に従ったりすることができる

編入の場合
● 編入学年の定員に空きがあること。
● 編入学年相応の学力があること。
● 編入学年相応の学校生活及び学習に必要な英語力があること。
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Admission Criteria

General
● Is able to adapt to school life.
● Is motivated to join the activities and learn.
● Has age appropriate language skills (listening, speaking) in Japanese or mother tongue.
● Has age appropriate understandings of mathematical concepts such as numbers and

shapes.
● Does not require individual or special support for his/her school life and learning.
● Graduates of ELC and siblings of currently enrolled students are given priority in

enrolment.

At Horizon Sendai Primary School, we do not offer any special class or support teacher for
those who require individual or special support. In case such a need is observed after enrolment,
we may kindly ask the parents to have their child go through special screening at a designated
institute and consult the future plan with parents based on the result.

English language skills upon enrolment in April as a new Grade 1 student (Non-native)
● Recognize upper and lower cases of all or most of 26 alphabets.
● Can count numbers up to 20 and recognize them.
● Can recognize shapes and label them.
● Can recognize basic colors and label them.
● Can recognize 50 sights words and read all or most of them
● Have above level B reading skill based on the Fountas & Pinnell reading scale.
● Can answer questions and follow instructions in English.

In Case of Transferring from Other School
● Availability of places
● Having academic skills at the corresponding grade level.
● Having English skills for daily school life and learning subjects in English.
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応募方法

STEP 0 事前準備
入学申し込みにあたっては以下のものが必要となりますので、事前にご準備ください。

1. Gmail アカウント
2. お子様の顔写真のデータ（jpg, pngなど画像形式のもの）
3. 入学希望者の名前を確認できる健康保険証のコピー（jpg, pngなど画像形式のもの）
4. 入学検定料（￥10,000／返金不可）振込済み証明書

＜検定料振込先＞
七十七銀行　高森支店　普通　９０８０４７３　学校法人ホライゾン学園
※ お振込みの際はお子様のお名前を振込人に指定してください。

※以下の資料の提出は任意です。
5. 最近のポートフォリオ（作品集）、前に在籍した学校の成績表等のコピー（提出できるものがあれ

ば）

STEP 1 入学申込み
入学申込受付期間中にWEB入学フォームに必要事項を記入し、送信してください。転入学の場合は随
時，新1年生4月入学の場合は受付期間の指定があります。（記入所要時間目安：20分程度）
以下のページからフォームを開こうとすると、Gmailアカウントでのログインを求められます。
Gmailアカウントをお持ちでない方は、事前にアカウントを作成してください。

http://www.horizon.ac.jp/sendai/application.html

STEP 2 入学検定・面接
募集期間終了後、Eメールにて入学検定・面接日時をお知らせします。
指定日時に本校までお越しください。
教育方針や学校規則等の確認を行います。

STEP 3 結果通知・入学金納入
合格発表日に結果を発送します。合格者の方は、指定の期日までに入学金を納入してください。
※指定の期日までに入学金のお支払いがない場合、合格は取り消しとなります。
※入学金支払い後に入学をキャンセルした場合、入学金の返金はありません。

STEP 4 入学手続き
入学書類を学校事務局に提出してください。

STEP 5 保護者オリエンテーション
新入生保護者オリエンテーション（2月下旬～3月上旬頃に実施）にご参加ください。
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How to Apply

STEP 0 Preparation
Please prepare the followings before starting filling out the form.

1. Gmail account
2. Student’s face photo (image files: jpg, png, etc.)
3. A copy of the student’s insurance card
4. Bank receipt of the non-refundable application fee of 10,000 JPY

<Bank Information for the payment of Application Fee>
The 77 Bank, Ltd. Takamori Branch Ordinary ９０８０４７３ HORIZON GAKUEN
*Please write the applicant's (student’s) name as a sender.

※Following document is optional
5. Copy of previous school records, i.e. report cards, teacher comments, student portfolios,

and the like (if available)

STEP 1 Submit WEB Application Form
Please fill out the form and submit it with documents attached (It may take about 20 minutes to
fill out the form). When you try to open the WEB application from the page shown below, you’ll
be asked to login to Google with your gmail account. If you don’t have one with you, please
create a gmail account first.
http://www.horizon.ac.jp/sendai/en/application.html

STEP 2 Entrance Exam and Interview
School will inform you of the date of entrance exam and parent interview by email.

STEP 3 Result Announcement / Make Payment for the Enrolment Fee
We will announce the result by mail.
Please make payment for enrolment fee by the payment due date.
※In case we cannot confirm your payment by the due date, your application will be cancelled.
※Enrolment fee is non-refundable after payment.

STEP 4 Enrolment Procedures
Please submit enrolment documents to the school office.

STEP 5 Parent Orientations
The parent orientation will be held for families in March.
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学校納付金について

入学時一時金
入学検定料： 10,000円
入学金： 200,000円

基本の学費（円＝JPY）
1学期
（4～7月）

2学期
（8～12月）

3学期
（1～3月） 年間合計

支払期日 3/12 8/12 12/12
授業料 ￥220,000 ￥275,000 ￥165,000 ￥660,000
維持費 ￥28,000 ￥35,000 ￥21,000 ￥84,000
合計 ￥248,000 ￥310,000 ￥186,000 ￥744,000

● 学費のお支払いは年3回（3月・8月・12月）です。各学期の学費を、各支払い期日までに口座振替
にてお支払い頂きます。（取り扱い金融機関は「七十七銀行」のみ。）月払いはできません。

● 在学期間中に変更があった場合は、新たに定められた金額を納入して頂きます。

割引制度について
ホライゾン学園仙台小学校では以下の割引制度を設けています

入学金
● ELC卒業生が継続して小学校に進学する場合、入学金は免除されます。
● 兄弟姉妹が小学校・ELCに同時入学・在籍する場合，2人目以降の入学金は半額になります。
● 本校の姉妹校から転入・編入する場合、姉妹校割引が適用されます。割引額は各学校との協

定によります。

授業料
兄弟姉妹が小学校に同時入学・在籍する場合、2人目以降の授業料に兄弟姉妹割引が適用されます。
2人目：授業料の10%、3人目以降：授業料の20%
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利用に応じて発生する費用
スクールバス利用料、デイケア利用料、スクールランチ代など。
詳細は別紙をご参照ください。

入学準備費用等（参考）
制服（男子） 約15,000円（冬服上下・ベスト　各1着ずつの場合）
制服（女子） 約18,000円（冬服上下・ベスト　各1着ずつの場合）
体育着 約6,000円（半袖・ハーフパンツ　各1着ずつの場合）
上履き 約2,500円
赤白帽子 570円（時価）
Safebox 2,750円（時価）
入学時購入学用品類 約18,000円～

入学後に発生する費用（参考）
教材・材料費（年間） 約15,000円
学年費・厚生費（年間）約9,000円
プール使用料（年間） 約4,000円（外部の施設を利用）

※年間で発生する費用は、当該年度の活動内容により毎年見直します。

その他
● 課外学習費、外部施設使用料、等
● 国内・海外旅行・合宿などにかかる諸費用
● 卒業記念品、卒業アルバム代、等
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School Fees

One-Time Payment
Application Fee: ￥10,000
Enrolment Fee: ￥200,000

Basic School Fees
Term 1

APR～JUL
Term 2

AUG～DEC
Term 3

JAN～MAR Annual Total
Due (M/D) 3/12 8/12 12/12
Tuition ￥220,000 ￥275,000 ￥165,000 ￥660,000
Maintenance Fee ￥28,000 ￥35,000 ￥21,000 ￥84,000
Total ￥248,000 ￥310,000 ￥186,000 ￥744,000

● School charges school fees by term. A 77 bank account is required for bank registration.
No monthly payment is accepted.

● New school fees will be applied if they are changed during enrollment.

DISCOUNTS
Enrollment Fee

● ELC graduates are exempted from Primary School enrolment fee.
● Sibling Discount: 50% discount for the enrollment fee(s) of 2nd or younger siblings in

case 2 or more siblings enroll in Primary school or ELC together.
● Sister School Discount: In case new student transfers from our sister schools, he/she

can get a discount on his/her enrolment fee. The amount of discount varies depending
on the school.

Tuition
In case 2 or more siblings are enrolled in primary school together, the following discount will
be applied.
2nd child: 10% of tuition 3rd child or younger children: 20% of tuition
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Optional Fees
School Bus fee, Day Care fee and School Lunch fee will be charged depending on your usage.
Please refer to the service guide for details.

Fees upon Enrollment (Reference)
School Uniform (Boys) about 15,000 yen long-sleeve polo-shirt, pants, vest
School Uniform (Girls) about 18,000 yen long-sleeve polo-shirt, culotte, vest
P.E. Uniform about 6,000 yen short-sleeve shirt, half-length pants
Inner Shoes about 2,500 yen
Red and White Cap 570 yen
SafeBox (Emergency kit) 2,750 yen
Enrollment Items about 18,000 yen

Fees after Enrollment (Reference)
School Supplies about 15,000 yen / year
Healthcare Fee about 9,000 yen / year
Swimming Pool Admission Fee about 4,000 yen /year

*Annual school fees after enrollment are subject to change every year depending on the
activities.

Others
● Excursion fee and other fees will be collected as needed.
● School trips, camps and other activity fees will be collected as needed.
● Memorial items for graduation, graduation book, and other school event related fees will

be collected as needed.
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お問い合わせ先 Contact Information

学校法人ホライゾン学園／仙台校
〒981-3203　宮城県仙台市泉区高森4丁目2-540

Horizon Academy Sendai Campus
4-2-540 Takamori, Izumi-Ku, Sendai-Shi, Miyagi 981-3203

Tel. 022-739-9622　Email. sendai@horizon.ac.jp　WEB www.horizon.ac.jp/sendai/
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