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スクール・モットー

A Community of Lifelong Learners

教育理念

グローバルな人材の育成
　「輝（かがやき）」の追求

教育目標

● 確かな学力を身につける
● 国際性を身につける
● 自分の良さを最大限に発揮する

特色

● 当校は英語イマージョン教育実践校です。
● 子どもたちの学校での生活言語は「英語」です。（日本語クラスを除く）
● カリキュラムは英国の幼稚園教育要領（Early Years Foundation Stage = EYFS）を基に考案し

た本校独自のものを使用しています。
● PYP（プライマリー・イヤーズ・プログラム）候補校として、活動の中に探究型学習を取り入れ

ています。
● PMPと呼ばれるユニークな知覚運動プログラムを取り入れています。
● 幼少期に大切な子どもたちの興味や好奇心を、「遊び」や「実体験」を通して育みます。
● 「Japanese（にほんご）」の活動も行い、日本の文化や四季折々の移ろいも学びます。
● 幼児期の内に様々な国出身の教職員と関わりを持つことで、世界が身近な存在であることを体験

的に学びます。
● 保護者の方への日英通訳・翻訳サービスを提供しています。
● 「幼児教育・保育の無償化制度」の対象施設（認可外保育施設）です。

参考 内閣府：幼児教育・保育の無償について
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/about/index.html

入学基準

● 年齢が適していること
● 定員に空きがあること
● 入学日までに日中のトイレトレーニングが終了していること
● 親から離れられること
● （優先）在校生および卒業生の兄弟姉妹であること
● （優先）卒業後にホライゾン学園仙台小学校への進学を希望していること

※当校では入学希望者および保護者の英語経験については問いません。ただし、保護者の方が、日本語
または英語で学校とコミュニケーションをとることができる必要があります。
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School Motto

A Community of Lifelong Learners

Mission

Our mission is to educate global citizens and develop each student to their maximum potential.

Educational Objectives

● Develop solid academic capabilities
● Develop international-mindedness
● Maximize individual’s potential

Features

● We offer international education in English.
● Students use English as their communication language at school. (Except in Japanese

class)
● We implement our original inquiry-based curriculum referring to the learning objectives

of Early Years Foundation Stage (U.K.).
● HJIS Sendai is a PYP Candidate school. Our Early Learning Center has been

implementing PYP standards and practices to strengthen the curriculum.
● We also offer a unique Physical Development program called PMP.
● Students develop their curiosity and interest through play and various fun hands-on

activities.
● We offer Japanese lessons twice a week to learn Japanese culture and the sense of four

seasons in Japan.
● Students develop multicultural awareness through interaction with teachers from

international backgrounds.
● We offer Japanese-English translation service to parents who cannot speak English.
● Our school is an unlicensed nursery and an eligible institution for a free early childhood

education and care system. (Reference: Learn about free early childhood education and
care https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/about/en/index.html)

Admission Criteria

● Age
● Availability of places
● Finish toilet training by the 1st day of school
● Being able to separate from parents
● Siblings
● Applicants of Horizon Sendai Primary School

English communication skill or experience is not required for both applicants and parents.
However, parents are required to communicate with school either in Japanese or English.
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学校概要

名　　　称：　 ホライゾンジャパンインターナショナルスクール仙台
区　　　分：　 認可外保育施設
事業開始日：　 2020年4月1日
無償化制度：　 対象（月額上限37,000円まで、給付金の申請に条件あり）
対象年齢：　　 満3歳（※）～就学前までの幼児

※満3歳の誕生日の翌月から3歳児クラスに空きがある場合のみ、入学可
定　　　員：　 144名
クラス編成：　 Preschool　 3歳児クラス　2クラス（1クラス定員24名）

Pre K 4歳児クラス　2クラス（1クラス定員24名）
Kinder 5歳児クラス　2クラス（1クラス定員24名）

入学要件： p2記載の通り

登校時間： 8:15～8:45
授業時間： 8:45～15:00
下校時間： 15:00

15:20（小学生の兄弟姉妹がいる生徒）
15:40（スクールバスで下校する生徒）

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（Tシャツ・ハーフパンツ・上履き・赤白帽子）
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。

「幼児教育・保育の無償化」制度について
認可外保育施設に所属する方が制度を利用するためには，入学前までに「保育の必要性の認定」を受
け、授業料を全額本校に収めた後に、お住まいの市町村に対して給付金の支給を申請する必要がありま
す。期日や手続き方法については、お住まいの自治体にお問い合わせください。また、現在、幼稚園や
認可保育所等に通学されている方で本校への入学を希望される方は、お住まいの自治体にて「認可外保
育施設に転園」する場合に必要な手続きをご確認ください。
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School Overview

Facility Name: Horizon Japan International School Sendai
Type: Ninka-gai Hoiku Shisetsu (Unlicensed Nursery)
Established Date: April 1, 2020
School Fee Subsidy: Eligible institution for free early childhood education and care system
Age: Age 3 – 6

*Applicants can join the school from the following month after turning 3
years old.

Capacity: 144 students
Classes: Preschool Age 3 Class 2 Classes (up to 24 students/class)

Pre-K Age 4 Class 2 Classes (up to 24 students/class)
Kinder Age 5 Class 2 Classes (up to 24 students/class)

Admission Criteria: As stated on Page 3

Arrival: 8:15-8:45
School Hours: 8:45-15:00
Dismissal Time: 15:00

15:20 (if sibling in primary)
15:40 (school bus departure time)

School Days: As stated on the school calendar (Weekdays except Saturdays, Sundays,
Holidays, School closed days and spring/summer/fall/winter break)

Uniform: T-Shirt, Half-length Pants, Inner Shoes, Red/White Cap
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.

About School Fee Subsidy
This will not apply automatically to unlicensed child care facility users, but parents need to apply
to their resident office to meet the criteria for childcare needed to receive financial support by
the government. Please contact your resident office for details and procedures. If you are
currently attending another Kindergarten or Licenced Childcare Centres, please contact your
resident office to check the procedures to transfer your child to our school.
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一日の過ごし方（例）

Preschool（3歳児クラス）

08:45 登校（バス8:20到着／自家送迎の場合8:15～8:45に登校）
09:00 朝の会
09:30 午前の活動／おやつ／プレイタイム
11:40 昼食／プレイタイム
12:30 お昼寝
13:50 午後の活動／プレイタイム／ストーリータイム
14:50 帰りの会・片付け
15:00 下校（自家送迎／徒歩通学）
　15:20　下校（小学校兄弟姉妹と同時下校の方）
　15:40　下校（スクールバス）
15:00　アフタースクールデイケア（～18:00）
18:00　延長保育（～18:30）

上記は3歳児クラスの場合の一例です。学齢によって一日の過ごし方が異なります。4・5歳児クラスに
はお昼寝がありません。

卒業後の進学先について

本校卒業生の多くが本校付属のホライゾン学園仙台小学校に進学しています。
ホライゾン学園仙台小学校への進学を希望する場合には、小学校への入学申込と検定の受験・保護者面
接が必要です。（卒業後にそのままホライゾン学園仙台小学校に進学する場合、小学校入学時の入学金
は不要です。）

入学から小学校卒業まで

ELC 主に使用する言語

3歳児（年少） 英語
↓
4歳児（年中） 英語
↓
5歳児（年長） 英語
↓
小学校入学申請（願書提出／検定料10,000円支払／保護者面接あり／入学金免除）
↓
ホライゾン学園仙台小学校（小１～小６） 英語と日本語
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School life (Sample Schedule)

Preschool - Age 3 Class

08:45 Arrival (School bus 8:20 am / with parents 8:15-8:45)
09:00 Morning Meeting
09:30 Morning Activities, Snack Time, Recess
11:40 Lunch Time, Recess
12:30 Nap Time
13:50 Afternoon Activities, Recess, Story Time
14:50 Afternoon Meeting, Clean up
15:00 Dismissal (Pick up time for non-daycare members and non-PM bus users)
　15:20　Dismissal (Pick up time for those who have siblings in primary)
　15:40　Dismissal (Departing time of school bus)
15:00　Afterschool Dayare（～18:00）
18:00　Extended Daycare（～18:30）

*The schedule of each class varies depending on the student age level. There is no naptime for
Age 4 and Age 5 classes.

School After Graduation from ELC

Most of the graduates of ELC continue their education at Horizon Sendai Primary School. To
enter Horizon Sendai Primary School, students need to submit an application form for primary
enrolment, have an assessment and parents need to have an interview with school.
(There will be no primary enrolment fee for ELC graduates if they enrol into the primary
school just after the graduation.)

From Age 3 to Grade 6

ELC Language Used

Age 3 Class (Age 3-4) English
↓
Age 4 Class (Age 4-5) English
↓
Age 5 Class (Age 5-6) English
↓
Submit a Primary Application Form (Application Fee: 10,000 yen, Parent Interview needed)
↓
Horizon Sendai Primary School (G1-G6) English and Japanese
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入学申し込み期間と行動観察・面接について

新年度4月1日からの入学の場合
● 例年秋に願書の受付と行動観察・面接を実施しています。
● 翌年度新入学生の募集日程については、秋の学校説明会にあわせてお知らせします。

年度途中の編入の場合
● 入学を希望する学年の定員に空きがある場合に限り、入学を希望する月の2か月前の1日から入

学の申し込みを受け付けます。（先着順）
● 2学期（8月下旬より学期開始）からの入学を希望する場合は、6月1日から入学の申込を受け付け

ます。
● 申込受付後、順次、行動観察・面接を実施します。（平日の午前中）

満3歳での入学の場合
● Preschool（3歳児クラス）の定員に空きがある場合に限り、満3歳の誕生日を迎える月の1か月前

の1日から入学の申し込みを受け付けます。
● 申込受付後、順次、行動観察・面接を実施します。（平日の午前中）

登校開始日について

デイケア会員以外の場合
学校カレンダーにて指定している各学期の始業日から登校します。

1学期（4～7月） ：　4月8日頃 ※年度により変わります
2学期（8～12月） ：　8月下旬頃 ※年度により変わります
3学期（1～3月） ：　1月8日頃 ※年度により変わります

デイケア会員の場合
各学期の登校開始日は以下の通りとなります。ただし、各月の1日が土日祝日・学校が指定する休校日
にあたる場合は、翌営業日が登校日となります。

1学期（4～7月） ：　4月1日
2学期（8～12月） ：　8月下旬以降　※学校夏季休業後からの入学となります。
3学期（1～3月） ：　1月7日頃 ※年度により変わります

※各学期の途中から入学する場合の登校開始日については、ご相談ください。
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Application Period / Observation and Interview

April Enrolment (from the beginning of new academic year)
● Every fall, we accept applications and have an observation and parent interview.
● Student recruitment schedule for next academic year will be announced at the open

house in autumn.

Enrolment during the academic year
● We accept applications from 2 month before your preferred enrolment month.

(i.e. if you want to send your child to school from October, we accept your applications
after August 1st.)

● Term 2 usually starts from late August. If you want to send your child to school from
Term 2, we’re happy to accept your applications from June 1st.

● After accepting applications, we make arrangements for observation and interview.
(Weekday, morning time)

Enrolment from the following month of Age 3 birth month
● We accept applications only when we have a place in Preschool. (Age 3 class) Your

application will be accepted 1 month before your child’s age 3 birth month.)
● After accepting applications, we make arrangements for observation and interview.

(Weekday, morning time)

1st Day of School

Non-daycare members
The 1st day of school will be as scheduled on our school calendar.

Term 1 (4～7) ：　Around April 8th ※Date can be changed every year.
Term 2（8～12） ：　Late August ※Date can be changed every year.
Term 3（1～3） ：　Around January 8th ※Date can be changed every year.

Daycare members
The 1st day of school will be as shown below. The 1st day can be moved to the next business
day if the 1st day of the month is Saturday, Sunday, Holiday or school closed day.

Term 1 (4～7) ：　April 1st
Term 2（8～12） ：　Late August ※After school closed week
Term 3（1～3） ：　Around January 7th ※Date can be changed every year.

*If you want to start your enrollment in the middle of each term, please consult with us
regarding the first day of school.
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入学までの流れ

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
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　５０１１９２６　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
WEB入学フォームに必要事項を記入し、送信してください。（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。

WEB入学フォーム：http://www.horizon.ac.jp/sendai/application.html

STEP 2 書類審査・観察・面接
Eメールにて観察・面接日時をお知らせしますので、指定日時にお越しください。
※ 応募者が定員を超えた場合は、観察・面接を行った結果により、入学の合否・補欠登録の順位を決定
します。

STEP 3 結果通知・入学金納入
Eメールにて結果を通知します。
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（3月上旬実施）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 ５０１１９２６ 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.

Web Application Form: http://www.horizon.ac.jp/sendai/en/application.html

STEP 2 Document screening, Observation and Interview
School will inform you of the date of student observation and parent interview by email.
※If we receive more application form than the capacity of class, we will decide the result based
on the result of the observation/interview.

STEP 3 Result Announcement / Make Payment for the Enrolment Fee
We will announce the result by email.
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 early 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*

● 入学金は、兄弟姉妹同時在籍（入学）の場合に2人目以降100,000円となります。（小学校に兄弟姉
妹が在籍している場合も対象です。）

● 姉妹校からの転入の場合、姉妹校割引を適用します。適用額は姉妹校により異なります。
● 入学金の割引は、兄弟割引または姉妹校割引のいずれか割引額が大きい方を適用します。
● 卒業後に別の小学校に入学することなくホライゾン学園仙台小学校に進学する場合、小学校入学

金が免除されます。

基本の学費（円＝JPY）※全て税込み
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 ￥270,000 ￥337,500 ￥202,500 ￥810,000
維持費 ￥20,000 ￥25,000 ￥15,000 ￥60,000
合計 ￥290,000 ￥362,500 ￥217,500 ￥870,000

● 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。

● 学年費（年間10,000円程度）や遠足代・行事費・卒業記念品・卒業アルバム代等は別に集金しま
す。

● 「幼児教育・保育の無償化」制度を利用することによる給付金の対象となるのは、上記表中の
「授業料」にあたる部分です。

● 「幼児教育・保育の無償化」制度を利用するためには、お住まいの市町村にて「保育の必要性の
認定」を受ける必要があります。

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。

その他の費用
制服： 約5,500円（Tシャツ・ハーフパンツ1枚ずつの場合）
上履き： 約2,500円
赤白帽子： 570円（時価）
防災頭巾： 約1,500円（時価）
SafeBox： 2,750円（時価）　※災害用備蓄品です。卒業時に自宅に持ち帰ります。
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School Fees

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

● We have sibling discounts for the enrolment fee of siblings if more than one child is
enrolled at school at the same time.

● There is also a sister school discount for those who transfer from sister schools.
● Either sibling discount or sister school discount will be applied if applicants meet criteria.
● Graduates are exempted from the enrollment fee of Horizon Sendai Primary School if

they proceed just after graduation.

Basic School Fees（JPY / tax included）
Term 1

APR～JUL
Term 2

AUG～DEC
Term 3

JAN～MAR
Annual Total

Due (M/D) 3/12 8/12 12/12
Tuition ￥270,000 ￥337,500 ￥202,500 ￥810,000
Maintenance Fee ￥20,000 ￥25,000 ￥15,000 ￥60,000
Total ￥290,000 ￥362,500 ￥217,500 ￥870,000

● School charges school fees by term. (3 times in a year in March, August and December)
A 77 bank account is required for automatic withdrawal. No monthly payment is
accepted.

● School will collect money for school supplies, field trip fees and other event related fees
including graduation memorial items and graduation books, etc.

● In order to be eligible for the exemption, you must apply at your local municipal office
and your "Need for childcare" must be approved. In this case, proof of employment or
other requirements must be met.

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.

Other Fees
School Uniform： about 5,500 yen for 1 T-shirt and 1 half-length pants
Inner Shoes： about 2,500 yen
Red/White Cap： 570 yen (as of 2020 August)
Safety Hood： about 1,500 yen (as of 2020 August)
SafeBox： 2,750 yen（as of 2020 August)

*This is an emergency item.
Students will bring this item home when they graduate.
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減免制度について

本校には下記のような減免制度があります。

入学金：
1. 兄弟姉妹割引：兄弟姉妹がELCまたは小学校に同時在籍・入学する場合、2人目以降のお子様の

入学金が50%オフになります。
2. 姉妹校割引：本校指定の姉妹校から転入学の場合、姉妹校割引があります。割引率については、

転入元の学校によります。

※入学金の割引は、上記1. 2.のうち、いずれか割引率が高いものが自動的に適用されます。

授業料：
「幼児教育・保育の無償化」制度による給付金の申請要件を満たしておらず、給付金による授業料の補
助（月額上限37,000円まで）を受けられない方のために授業料の特別減免制度を設けています。概要は以
下の通りです。

【申請方法】 入学書類提出時および、各年度の開始前に、本校所定の書式により申請。
【適用内容】　授業料の年額810,000円を年額600,000円に減額
【適用期間】　最小単位：各学期ごと
【注意事項】

● 減免が適用されている期間中の学費については、給付金申請のために必要な様式による領収書を
発行いたしません。

● 減免の適用期間の最小単位は各学期ごととなります。学期期間中に給付金を受け取るための認定
期間が終了したとしても、月ごとの減免はありません。

給付金の申請要件詳細については、内閣府：「幼児教育・保育の無償化（
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html）」または、住民票の登録がある
自治体の窓口にてお問い合わせください。
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Discounts

We offer the following discounts.

Enrollment Fee:
1. Siblings Discount：50% Off for siblings when 2 or more students from the same family are

enrolling at school at the same time.
2. Sister School Discount: If a student transferred from our sister school, he or she can

have a discount on his or her enrollment fee. Discount amount is valid depending on the
school.

*Either of the above options applied automatically.

Tuition:
We have a special discount for tuition for the family who do not meet the criteria to request
financial support money by the government.

【How to apply】
Submit a request form upon enrollment or before the beginning of each academic year.

【Tuition after applied discount】
660,000JPY/year

【Period】　
Minimum period: by term

【Notes】
● We will not issue a special type of receipt that is required to request financial support for

discounted tuition.
● There will be no monthly tuition discount even when you lose the right to request

financial support in the middle of each term.

For the details of financial support by the government, please refer to the following page.
Learn about free early childhood education and care:
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/about/en/index.html
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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
Horizon Academy Sendai Campus

〒981-3203　宮城県仙台市泉区高森4丁目2-540
電話： 022-739-9622　Email：sendai@horizon.ac.jp　WEB：www.horizon.ac.jp/sendai/
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