
 

初等部特待生制度の導入に関するお知らせ 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１７年１１月１７日 
 
 
ローラスの初等部は、来年度の一年生が順調に集まりつつあります。既に１８名の入学

が決まり、今後も増加が予想されます。当初１クラスに収めようとしましたが、２クラス
になる可能性もあります。次第にローラスの初等部も認識され始めています。特に昨年と
比較し、ローラスの在校生の出願が増えました。男女の比率も同じでバランスが取れてい
ます。 

 
このような状況で、来年度の初等部1年生から、特待生の制度を導入します。既に願書を

提出し、合格した生徒も含めて、特待生志願者のテストを2月に行います。首席の成績をお
さめた生徒は、入学金が免除され、授業料も半額となります。教材等その他の経費は、他
の生徒と同じです。特待生は毎年成績によって１名決めていきます。 

 
保護者様にとって、そろそろ小学校の入学先の選定も佳境に入ってきました。多くの生

徒に是非ローラスに応募していただきたいと思いますので、宜しくご検討ください。 
 
 
ローラス インターナショナルスクール オブ サイエンス 
理事長 
日置 清巳 
 

 
 

＜特待生の考査について＞ 
 
・定員：1名 

 
・日程：2018年2月17日（土）10:00-12:00 
 
・申し込み締切：2018年1月31日（水）23:59 

 
・対象：2018年4月に初等部1年生に入学する生徒 
※平成 23 年 （2011年） 4月2日から 平成 24 年 （2012年） 4月1日生まれまで 
 
・テスト内容：英語と算数の試験 
 
・結果発表：2018年2月23日（金） 
 
・特待期間：初等部1年次のみ1年間有効 
 
・特待内容：入学金の免除と授業料の半額　※教材等、その他経費については特待無し 
 

 
●ホームページよりお申込みください：http://www.laurus-school.com/topics/1704/ 
 
 

http://www.laurus-school.com/topics/1704/


 

Scholarship for a primary school student 
 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　November 17th, 2017 
 
At Laurus International School we are delighted to announce that our student body is               

growing steadily. At the time of writing we have 18 admissions and we expect the               
number to increase in the near future. At first we expected to open one class - however                 
due to the high number of applicants we are now exploring the possibility of opening a                
second class. We are also pleased with how our school, school philosophy and STEM              
education is becoming recognized  around the world. 
 
From this position we have decided to introduce a scholarship program from Grade 1               

from next academic year. Applicants for the scholarship will be tested in February, and              
the winner of the scholarship will receive free enrollment to the school and a 50%               
reduction in tuition fees. We will grant one scholarship every academic year. 
 
We are currently accepting applications for the academic year 2018 - 2019 and would               

encourage any parents who are interested in this to apply. 
 
Laurus International School of Science 
President 
Kiyomi Hioki 

 
<About the exam for scholarship> 

 
・1 student per year 

 

・Examination date: Saturday, February 17th 10:00-12:00 
 

・Examination date: Wednesday, January 31th 23:59 
 

・Designed for: 1st year primary students who will enter from April, 2018 
Japan’s school year runs from April to March. Children who were born between April 2, 2011 and 

April 1, 2012 are eligible to enroll as first graders in 2018. 
 

・Exam: English and Mathematics test 
 

・Test result announcement date: Friday, February 23th 
 

・Please note: The scholarship is for a period of 1 year. The scholarship consists of entrance fee                 
exemption and 50 % reduction in tuition fees. The cost of materials etc will be required as usual. 
 
●Apply from our website: http://www.laurus-school.com/en/topics/1704/ 

http://www.laurus-school.com/en/topics/1704/

