Admissions Guideline for
Kindergarten, Elementary and Junior Programs

幼稚部・小学部・中学部
入学手続き案内

2020-2021

Admissions Procedures for
Kindergarten, Elementary and Junior Programs
Up to 45 students will be accepted. 15 transfer students will be accepted. The number may be adjusted according to the number of seats taken by other programs.
Applications to the Kindergarten and Elementary Program will be accepted during July 1 to 31. Any applications after this period will be processed individually.
Applications to the Junior Program will be accepted during October 1 to 31, and January 4 to January 31 in
the new year. Any applications after this period will be processed individually.

1. Fill out the application form and other required forms (if requested).
2. Attach one profile photo to the application form and enclose three extras. (Size 4cm x
4cm)
3. For the Kindergarten Program, enclose the student’s academic reports for the last year
or an attendance record (if attended).
For the Elementary & Junior Program, enclose the student’s academic reports for the
last three years.
4. If the applicant is currently attending, or has attended a school overseas, please enclose
any available reports.
5. Deposit the application fee of 25,000 yen into one of the listed accounts (choose one)
and attach the receipt to the application.
6. The above items should be mailed to the admissions office or submitted directly to Columbia
International School.
7. On receipt of the application form, the school will arrange a date for an interview(s)
with the applicant and parent(s).
8. After the interview, the applicant will be notified by mail of his/her admission status.
9. If the applicant accepts the offer from Columbia International School, the correct
amount of fees must be paid within one week by bank transfer to one of the following
accounts.

*Overseas applicants are responsible for all bank remittance fees.

幼稚部・小学部・中学部募集要項
募集人数

４月生：

１５名(幼稚園)
１５名(小学)
１５名(中学)

出願資格

帰国転編入生：

１５名

特待生（中学）：

若干名

４月生：

学校生活の営みに特別な補助や介助を必要としない者。

帰国転編入生：

上記に同じ

特待生（中学）： 上記の条件に加え、成績良好で出身学校長の推薦が受けられる者。

出願書類

書類

a) 入学願書（当校所定）
b) 過去１年間の通園記録（幼稚園）
過去３年間のレポートのコピー、もしくは通園の記録（小学）
過去３年間の通知表のコピー（中学）
c) 写真

計４枚（４ｃｍX４ｃｍ、裏面に氏名と生年月日を記入）

d) 入学検定料

￥２５，０００

（指定口座に振込。振込受領書を願書裏面に張り付ける）
期間：

出願

一次７月１日～３１日

一次１０月１日～３１日
出願方法および受付場所：

入学試験

二次１０月１日～３１日（幼稚園・小学）
二次

１月４日～３１日（中学）

当校事務局まで郵送または、連絡の上持参

試験日：

出願順に書類審査後、個別に指定の日時を連絡

場所：

当校校舎

試験内容：

面接 本人および保護者
英語 リスニング（幼稚園・小学）
※英語が母国語の場合は免除する場合があります。

エッセイ/作文

合否発表

当日題材発表（中学）

月日：

試験日の翌日（土日・祝日を除く）

方法/手続き：

保護者あてに郵送/発表後約１週間以内に学費を納入

検定料、及び学費のお振込は、別紙の口座にお願いします。
※振込手数料は出願者負担。海外からの送金の場合は、各銀行により手数料が異なりますので、
ご確認の上過不足なくお振込願います。

Kindergarten
Tuition & Fee

First Year
Entrance Fee
Tuition*2

After Second Year

210,000JPY*1

ー

1,612,500JPY

1,612,500JPY

(558,500JPY per term)

(558,500JPY per term)

Total
1,822,500JPY(1,885,500JPY *3)
1,612,500JPY(1,675,500JPY
*1- Waived for Kindergarten students with siblings attending the School.
*2- 10% discount for the 2nd child, 30% discount for the 3rd child.
Families already receiving a scholarship are not eligible.
*3- Payment option by term

Other Fees
Lunch Fee (Optional)

Kindergarten：108,000 JPY(36,000JPY/term)

Entrance Donation (Discretionary)

200,000JPY per set

PTSA Fee (per family)

12,000JPY per academic year

Fees explained above will not cover all costs students need for school life.

*3

)

幼稚部
学費
種類
入学金
授業料*2
合計

初年度

二年目以降

210,000円*1

ー

1,612,500円

1,612,500円

(558,500円学期払い)

(558,500円学期払い)

1,822,500円(1,885,500円 )*3

1,612,500円(1,675,500円 )*3

その他
種類

費用

給食費(選択制) 108,000円（36,000円/学期）
学校充実費
(任意)
PTSA年会費

一口200,000円
12,000円（1家族1学年間）

*1 幼稚園課程への兄弟姉妹同時入学・在学の場合は免除
*2 二人目の授業料１０％割引、三人目の授業料３０％割引。※奨学生の兄弟姉妹は対象外
*3 学期払いの場合の年額

上記学費は生徒の在学中すべての費用を充当するものではありません。

Elementary
Tuition & Fees

First Year

After Second Year

Entrance

210,000JPY

ー

Facility

420,000JPY*1

ー

1,650,000JPY

1,650,000JPY

(571,000JPY per term)

(571,000JPY per term)

150,000JPY

150,000JPY

(60,000JPY per term)

(60,000JPY per term)

Tuition*2

Maintenance

Textbook
Deposit
Total

20,000JPY
ー
(refundable upon withdrawal)
2,450,000JPY(2,543,000JPY

*3

)

1,800,000JPY(1,893,000JPY

*1- Waived if there is a siblings attending the School.
*2- 10% discount for the 2nd child, 30% discount for the 3rd child.
Families already receiving a scholarship are not eligible.
*3- Payment option by term

Other Fees
Lunch Fee (Optional)

117,000JPY(39,000JPY/term)

Entrance Donation (Discretionary)

200,000JPY per set

PTSA Fee (per family)

12,000JPY per academic year

Fees explained above will not cover all costs students need for school life.

*3

)

小学部
学費
種類

初年度

二年目以降

入学金

210,000円

ー

施設費

420,000円*1

ー

1,650,000円

1,650,000円

(571,000円学期払い)

(571,000円学期払い)

150,000円

150,000円

(60,000円 学期払い)

(60,000円 学期払い)

授業料*2

メンテナンス費
教科書

20,000円

保証金

(卒業、中途退学時に返金)

合計

２,450,000円(2,543,000円

ー
*3

)

1,800,000円(1,893,000円

その他
種類

費用

給食費(選択制) 117,000円（39,000円/学期）
学校充実費
(任意)
PTSA年会費

一口200,000円
12,000円（1家族1学年間）

*1 兄弟姉妹同時入学・在学の場合は免除
*2 二人目の授業料１０％割引、三人目の授業料３０％割引※奨学生の兄弟姉妹は対象外
*3 学期払いの場合の年額

上記学費は生徒の在学中すべての費用を充当するものではありません。

*3

)

Junior
Tuition & Fees

First Year

After Second Year

Entrance

210,000JPY

ー

Facility

420,000JPY*1

ー

1,725,000JPY

1,725,000JPY

(596,000JPY per term)

(596,000JPY per term)

150,000JPY

150,000JPY

(60,000JPY per term)

(60,000JPY per term)

Tuition*2

Maintenance

Textbook
Deposit
Total

20,000JPY
ー
(refundable upon withdrawal)
2,525,000JPY(2,618,000JPY

*3

)

1,875,000JPY(1,968,000JPY

*1- Waived if there is a siblings attending the School.
*2- 10% discount for the 2nd child, 30% discount for the 3rd child.
Families already receiving a scholarship are not eligible.
*3- Payment option by term

Other Fees
Lunch Fee

117,000JPY(39,000JPY/term)

Entrance Donation (Discretionary)

200,000JPY per set

PTSA Fee (per family)

12,000JPY per academic year

Fees explained above will not cover all costs students need for school life.

*3

)

中学部
学費
種類

初年度

二年目以降

入学金

210,000円

ー

施設費

420,000円*1

ー

1,725,000円

1,725,000円

(596,000円学期払い)

(596,000円学期払い)

150,000円

150,000円

(60,000円 学期払い)

(60,000円 学期払い)

授業料*2

メンテナンス費
教科書

20,000円

保証金

(卒業、中途退学時に返金)

合計

２,525,000円(2,618,000円

ー
*3

)

1,875,000円(1,968,000円

その他
種類
給食費
学校充実費
(任意)
PTSA年会費

費用
117,000円（39,000円/学期）
一口200,000円
12,000円（1家族1学年間）

*1 兄弟姉妹同時入学・在学の場合は免除
*2 二人目の授業料１０％割引、三人目の授業料３０％割引※奨学生の兄弟姉妹は対象外
*3 学期払いの場合の年額

上記学費は生徒の在学中すべての費用を充当するものではありません。

*3

)

Columbia International School
Kindergarten to Grade 9
Bank Account Options
Option 1

Saitama Resona Banking Corporation(0017)
Tokorozawa Branch(484)

SWIFT Code

SAIBJPJT

Ordinary account4684821
Columbia International School
コロンビアインターナショナルスクール

Option 2

Sumitomo Mitsui Banking Corporation(0009)
Tokorozaw Branch(345)

SWIFT Code

SMBCJPJT

Ordinary account7109419
Columbia International School
コロンビアインターナショナルスクール

Option 3

Towa Banking Corporation(0516)
Tokorozawa Branch(049)

SWIFT Code

TOWAJPJT

Ordinary account3094149
Columbia International School
コロンビアインターナショナルスクール

Option 4

The Musashino Bank, Ltd.(0133)
Higashitokorozawa Branch(080)

SWIFT Code

Ordinary account1079484
Columbia International School
コロンビアインターナショナルスクール

MUBKJPJT

コロンビアインターナショナルスクール
幼稚部・小学部・中等部
振込先銀行口座一覧
振込先口座１

埼玉りそな銀行(0017)
所沢支店(484)
普通口座4684821
コロンビアインターナショナルスクール

振込先口座２

三井住友銀行(0009)
所沢支店(345)
普通口座7109419
コロンビアインターナショナルスクール

振込先口座３

東和銀行(0516)
所沢支店(049)
普通口座3094149
コロンビアインターナショナルスクール

振込先口座４

武蔵野銀行(0133)
東所沢支店(080)
普通口座1079484
コロンビアインターナショナルスクール

