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KIUアカデミー 

〒610-0331 京都府京田辺市田辺勇田 63-1 

TEL: 0774-64-0804 

Email: kiu@kyotoiu.ac.jp 

Web: kiua.kyotoiu.ac.jp 



選出方法および出願手続き 

 新 1年生 2年生以上編入生（小中高） 

1. 出願期間 第 1日程 2022年7月 1日（金）～7月 31日（日） 

第 2日程 2022年 10月 1日（土）～11月 30日（水） 

※ 国内外問わず、できる限り第 1 日程に出願されるこ

とをおすすめいたします。 

※ 第 2日程も、どなたからも出願を受け付けております

が、主に帰国生や、海外のご家庭のお子様を対象とさ

せていただいております旨予めご了承ください。 

2022年7月 1日（金）以降随時受付 

※ 各学年の空き状況については 

学校事務局までお問い合わせ 

ください。 

※ 2022 年度編入生随時受付中。

詳細については学校事務局まで

お問い合わせください。 

2. 出願手続き 下記の必要書類を簡易書留で郵送ください 。 

1. 入学願書 ... 写真 （2.4cm x 3cm） を願書に添付 

2. 最終学校の卒業証書および成績表 （通知簿など） の写し 

（小学１年入学希望者は提出の必要はありません。） 

3. 検定試験の成績 （TOEFL 、英検など） の写し （所持者のみ） 

4. 申請料 \25,000 を下記の口座にお振込みください。 

京都銀行 大住支店 普通預金 3990171 

京都インターナショナルユニバーシティー 

入金確認後、出願書類受領の通知をいたします。 

（出願手続後、1 週間経っても出願書類受領メールが届かない場合はご連絡くだい。） 

3. 選考日程 第 1日程 2022年8月下旬 

第 2日程 2022年 11月下旬 

※ 来校いただく日時については個別に連絡いたします。 

学校事務局まで 

お問い合わせください。 

4. 選考方法 提出書類の内容及び個人面接（受験生のみ）及び保護者面接（保護者のみ）の結果で判定し

ます。選考結果に係わるお問い合わせには一切お答えできませんので予めご了承ください。 

5. プレースメント

テスト 

英語・日本語 英語・日本語・数学（算数） 

面接時にプレースメントテスト（筆記及び面接）を行います。 

プレースメントテストはお子様の英語力等を測定するためのもので、 

その結果に基づき入学後にお子様のクラスが決まります。 

6. 合否通知 第 1日程 2022年9月 16日（金）発送 

第 2日程 2022年 12月 23日（金）発送 

面接後、２週間以内に通知 

7. 入学手続き 入学金を期日までに指定口座にお振込みください。 

第 1日程 振込期日 2022年9月 30日（金） 

第 2日程 振込期日 2023年 1月 6日（金） 

合格通知後入学金を２週間以内に

指定口座にお振込みください。 

 

学年対応表 

KIUA１年＝小学１年 / KIUA2年＝小学 2年 / KIUA3年＝小学 3年 / KIUA4年＝小学 4年 / KIUA5年＝小学 5年 / KIUA6年＝小学 6年 

KIUA7年＝中学１年 / KIUA8年＝中学 2年 / KIUA9年＝中学 3年 / KIUA１0年＝高校１年 / KIUA１1年＝高校 2年 / KIUA12年＝高校 3年 



2023年度学納金 

 新 1年生 2年生以上編入生（小中高） 支払方法 請求 

入学金 \300,000 
入学時 

一括 

入学時のみ 

科目登録費 \50,000 

年度毎 
設備費 \150,000 \100,000 

授業料 \884,500 
分割可 

（年・学期・月） 

初年度合計 \1,384,500 \1,334,500   

 

 入学金  合否通知同封の入学金案内の期日にしたがってお支払いください。 

（「選出方法及び出願手続き」の 7をご確認ください。） 

 授業料 

 入学・ 

編入時期 
各回お支払い金額 

お支払い期日 

初回 2回目  3回目 

年払い 春 \884,500 2月 25日 - - 

学期払い 

（手数料 約5％） 

春 

\310,000 

2月 25日 7月 25日 11月 25日 

秋 7月 25日 11月 25日 - 

冬 11月 25日 - - 

月払い 

（手数料 約 10％） 

春 \81,000 2月 25日 

毎月 25日 秋 \92,000 7月 25日 

冬 \108,000 11月 25日 

 

 科目登録費  授業料の初回請求時に、一括でお支払いいただきます。 

・設備費  授業料請求のタイミングについては上掲の表をご確認ください。 

 

 その他の費用  サマープログラム参加費（参加任意）、クラブ活動費（参加任意）、学用品 他 

 

※ 上記の学費は在学中に改定されることがあります。 

※ 申請料及び入学金は返金できませんのでご了承下さい。 

※ 2023年度新 1年生生徒の設備費は次年度以降も 15万

円を基本とし、毎年見直しを行うこととします。 

※ 授業料の年払いは春からの入学・編入の場合のみご利用

いただけます。秋・冬の入学・編入の場合、次年度まで学

期払いまたは月払いをご利用いただくことになります。 

※ 月払いの各回お支払金額は、各学期共通の授業料を、そ

れぞれの学期期間に含まれる月数で割った値になります。 

これにより入学・編入時期により毎月のお支払金額が異な

りますのでご了承ください。 

※ ご兄弟、ご姉妹での入学・編入の場合、授業料の一部を

免除いたします。（年払いの場合１人目１０万円、２人目２０

万円を免除。分割払いの場合はお問い合わせください。） 

※ 10 年生～12 年生（高校１～３年相当）は、国籍要件に関

係なく国の就学支援金制度の対象となります。 

※ 向学心ある生徒の経済的状況を援助するために、奨学金

制度を実施しております。詳細については入学担当者に

お問い合わせください。（申請には入学願書・必要資料の

提出および入学申請料のお支払が必要です。） 



KIUアカデミーアドミッションポリシー 

（保護者生徒ハンドブック抜粋） 

 

手続き 

入学に関心のある方は、入試担当課に連絡し、詳細情報と入学

願書を入手してください。面接とクラス分けテストが実施されま

す（詳細は志願者の学年によって異なる）。面接とテストの結果

は、成績証明書と入学願書と合わせ、本校によって考慮されます。

入試担当課が合否を決定し、志願者に連絡がされます。 

 

一般的な規則と条件 

ＫＩＵアカデミーは、人種、生物学的性別、国や民族の出身、宗教、

肌の色、障害の有無に基づいて、生徒や保護者を差別すること

はありません。本校では様々な背景を持つ生徒を受け入れてい

ますが、原則として生徒は日本語、または英語のどちらかに堪能

でなければならず、また平均的な知的能力を有していることを示

していなければなりません。学習障害を抱える生徒の場合には、

専門家によってその障害を特定し、本校がどのように生徒を支

援するべきなのかに関する推薦事項を記載した書類が提出され

なければなりません。ＫＩＵアカデミーへの入学と在学の継続には、

それまでの学校での記録と既知の学習障害に関し、完全に開示

することが基本として求められています。身体的な障害のある生

徒、また学業と言動に課題のある生徒は、仮入学となることがあ

ります。 

 

年齢条件 

１年生に入学するためには、入学年度の４月１日の時点で６歳に

なっていなければなりません。校長の判断によって例外が認めら

れることもあります。１年生より上の学年への入学に関しては、志

願者の年齢、学習能力、成熟度、それまでの学校在籍歴に基づ

き考慮されます。 

 

学資援助 

学費の支払いが困難なご家庭のために学資援助が提供される

ことがあります。援助を受けるためには、個人の財政報告の提出

が求められます。詳細は入試担当課にお問い合わせください。 

 

授業料の返還 

学期の始業日から６週間前までに保護者が事務局へ正式な退

学届を提出した場合、授業料は返還されます。６週間を過ぎた届

出の場合、その学期の授業料の返還はありません。申請料、入

学金、科目登録費、設備費の返還はありません。前払いされた

授業料のみが返還の対象となります。金融機関の送金手数料に

加えて、国内の返還手続きは5,000円、海外への返還手続きは

10,000円の事務手数料がかかります。 

※ 一括で納入された学費は、経過学期分を学期払いの授業料

（5％増）で精算し直して返還されます。  

 

学費納入滞納 

学費の納入が滞納された場合、本校のポリシーにより、成績、成

績証明書、推薦状、卒業証書の発行が差し止められることになり

ます。学費の滞納が３０日を越える場合、その生徒は期末試験の

受験の差し止めと（または）停学処分になることがあります。滞納

が６０日を越える場合、その生徒は生徒名簿から除外されること

があります。 

 

 

年間カレンダー 

リンク先は 2022年度のカレンダーです。2023年度のカレンダーは確定後お知らせいたします。 

 

 

 

 


