
諸般の事情により、日程・内容に変更が生じる場合があります。

必ず本校ホームページをご確認ください。
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入試区分

２０２３年３月中学校卒業見込みの者で、本校入学を第一志望とし中学校長が推薦する者。

詳細については、お問い合わせ下さい。（TEL03－3988－5511）

インフルエンザ等感染症に罹患された場合、追試験日を設定します。必ず本校までご連絡下さい。

・本学園卒業生の子女弟妹・孫・在校生の弟妹が受験する場合、校友会支援金等により入学検定料が免除されますので

 入学検定料を納入する必要はありません。但し、出願時に卒業証明書または在学証明書を必ず添付（郵送）して下さい。

・入学検定料支払い後の受験の取り消し、返金はできません。

・入学検定料の納入方法は、クレジットカード（即時支払完了）、ペイジー（入金後支払完了）、

　コンビニエンスストア（入金後支払完了）から選択していただけます。※別途手数料が発生します。

１.　推薦書・調査書の作成（対象：在籍中学校教員）

　　公立高校受験用の調査書様式または私学統一用紙で作成・厳封し、受験生・保護者に渡して下さい。

　　推薦書、調査書（私学統一用紙）は、本校ホームページからダウンロードしていただけます。

２.　受験生データ入力・入学検定料支払い（対象：受験生・保護者）

　　２０２２年１２月２０日（火）午前０時～２０２３年１月１７日（火）午後３時

　　本校ホームページ上のリンクから出願サイトにアクセスし、受験生データの入力と入学検定料の支払いをして下さい。

　　インターネット環境がない場合には、本校までお問い合わせ下さい。

３.　受験票・志願票と宛名ラベル出力、志願票・推薦書・調査書発送の準備（対象：受験生・保護者）

　　２０２３年１月１５日（日）午前０時～

　　本校ホームページ上のリンクから出願サイトにアクセスし、受験票・志願票と宛名ラベルをＡ４サイズで印刷して下さい。

　　受験票・志願票・宛名ラベルを切り離して下さい。（受験票は、試験当日忘れないようにお持ち下さい）

　　顔写真を貼付、またはデータ登録して下さい。（最近３ヶ月以内撮影、正面上半身脱帽、無背景、カラー、タテ：４㎝、ヨコ：３㎝）

　　印刷した宛名ラベルを角２封筒に貼り、志願票と在籍中学校から受け取った推薦書・調査書を封入して下さい。

４.　志願票・推薦書・調査書の郵送及び志願票・推薦書・調査書受領メールの受信（対象：受験生・保護者）

　　２０２３年１月１５日（日）～１月１９日（木）【必着】

　　３で作成した角２封筒（宛名ラベル貼付、志願票・推薦書・調査書封入）を上記期間内に、本校まで簡易書留にて郵送して下さい。

　　郵送された志願票・推薦書・調査書を確認後、出願の際に登録されたメールアドレス宛に受領メールを送信いたします。

・上記の１は在籍中学校教員が、２～４は受験生・保護者が行い、志願票・推薦書・調査書受領メールを受信した後、出願完了となります。

・２の受験生データ入力・入学検定料支払い完了後に、４の志願票・推薦書・調査書の郵送を行って下さい。

※大雪・地震等の広域自然災害で首都圏の交通機関が大幅に乱れ、入学試験開始時間を変更する場合は、

　本校ホームページと出願の際に登録されたメールアドレス宛の一斉メール等にてご案内いたします。（共に午前６時）

持 ち 物 ・受験票（各自で印刷（A４サイズで出力したものを切り取り線で切り取る））　・筆記用具　・昼食　・上履き

・本校ホームページのリンクから入学合格発表サイトへ移動し、受験番号と生年月日を入力して合否を確認して下さい。

入 学 金

・入学合格発表サイトから入学金決済サイトへと移動し、入学金を納入して下さい。

・入学金の納入方法は、クレジットカード（即時支払完了）、ペイジー（入金後支払完了）、コンビニエンスストア（入金後支払完了）

　から選択していただけます。※別途手数料が発生します。　一旦納入した入学金についてはお返しできませんのでご了承ください。

・入学金決済サイトからの入学金支払いをもって、入学手続完了となります。

　※期間内に手続きを完了しない場合は、合格取り消しとなります。

・入学手続の完了をもって入学の意思があるものとし、入学手続完了者用書類を郵送いたします。

・「合格通知書」は、入試合格サイトから印刷して下さい。

　※一度提出した願書の差し換えはできません。

　※学力調査試験結果は、クラス編成及び今後の教育活動の参考にいたします。

試 験 日
試 験 場

２０２３年度    昭和鉄道高等学校　生徒募集要項

Ａ推薦入試〈都内・都外生対象（単願）〉

募集人員

－　１　ー

学力調査試験
２０２３年３月１２日（日）　午前９時　本校　（英語・数学・国語　各４０分）

鉄　道　科　　　男　女　１００名

入試科目

合格発表
２０２３年１月２３日（月）　正午～　WEB

２４０，０００円　　　※２０２３年度予定

入学手続

２０２３年１月２３日（月）正午～１月２８日（土）正午

出願資格

２０２３年１月２２日（日）　午前９時　本校

入学検定料

イ.面接　ロ.適性検査（英語・数学・国語　各４０分）※出題範囲は２０２３年度東京・埼玉公立高校入試に準じる。

　２３，０００円　　　※２０２３年度予定

出願期間
出願方法



入試区分

２０２３年３月中学校卒業見込みの者で、本校入学を第一志望とし中学校長が推薦する者。

詳細については、お問い合わせ下さい。（TEL03－3988－5511）

インフルエンザ等感染症に罹患された場合、追試験日を設定します。必ず本校までご連絡下さい。

・本学園卒業生の子女弟妹・孫・在校生の弟妹が受験する場合、校友会支援金等により入学検定料が免除されますので

 入学検定料を納入する必要はありません。但し、出願時に卒業証明書または在学証明書を必ず添付（郵送）して下さい。

・入学検定料支払い後の受験の取り消し、返金はできません。

・入学検定料の納入方法は、クレジットカード（即時支払完了）、ペイジー（入金後支払完了）、

　コンビニエンスストア（入金後支払完了）から選択していただけます。※別途手数料が発生します。

１.　推薦書・調査書の作成（対象：在籍中学校教員）

　　公立高校受験用の調査書様式または私学統一用紙で作成・厳封し、受験生・保護者に渡して下さい。

　　推薦書、調査書（私学統一用紙）は、本校ホームページからダウンロードしていただけます。

２.　受験生データ入力・入学検定料支払い（対象：受験生・保護者）

　　２０２２年１２月２０日（火）午前０時～２０２３年１月１７日（火）午後３時

　　本校ホームページ上のリンクから出願サイトにアクセスし、受験生データの入力と入学検定料の支払いをして下さい。

　　インターネット環境がない場合には、本校までお問い合わせ下さい。

３.　受験票・志願票と宛名ラベル出力、志願票・推薦書・調査書発送の準備（対象：受験生・保護者）

　　２０２３年１月１５日（日）午前０時～

　　本校ホームページ上のリンクから出願サイトにアクセスし、受験票・志願票と宛名ラベルをＡ４サイズで印刷して下さい。

　　受験票・志願票・宛名ラベルを切り離して下さい。（受験票は、試験当日忘れないようにお持ち下さい）

　　顔写真を貼付、またはデータ登録して下さい。（最近３ヶ月以内撮影、正面上半身脱帽、無背景、カラー、タテ：４㎝、ヨコ：３㎝）

　　印刷した宛名ラベルを角２封筒に貼り、志願票と在籍中学校から受け取った推薦書・調査書を封入して下さい。

４.　志願票・推薦書・調査書の郵送及び志願票・推薦書・調査書受領メールの受信（対象：受験生・保護者）

　　２０２３年１月１５日（日）～１月１９日（木）【必着】

　　３で作成した角２封筒（宛名ラベル貼付、志願票・推薦書・調査書封入）を上記期間内に、本校まで簡易書留にて郵送して下さい。

　　郵送された志願票・推薦書・調査書を確認後、出願の際に登録されたメールアドレス宛に受領メールを送信いたします。

・上記の１は在籍中学校教員が、２～４は受験生・保護者が行い、志願票・推薦書・調査書受領メールを受信した後、出願完了となります。

・２の受験生データ入力・入学検定料支払い完了後に、４の志願票・推薦書・調査書の郵送を行って下さい。

※大雪・地震等の広域自然災害で首都圏の交通機関が大幅に乱れ、入学試験開始時間を変更する場合は、

　本校ホームページと出願の際に登録されたメールアドレス宛の一斉メール等にてご案内いたします。（共に午前６時）

持 ち 物 ・受験票（各自で印刷（A４サイズで出力したものを切り取り線で切り取る））　・筆記用具　・昼食　・上履き

・本校ホームページのリンクから入学合格発表サイトへ移動し、受験番号と生年月日を入力して合否を確認して下さい。

入 学 金

・入学合格発表サイトから入学金決済サイトへと移動し、入学金を納入して下さい。

・入学金の納入方法は、クレジットカード（即時支払完了）、ペイジー（入金後支払完了）、コンビニエンスストア（入金後支払完了）

　から選択していただけます。※別途手数料が発生します。　一旦納入した入学金についてはお返しできませんのでご了承ください。

・入学金決済サイトからの入学金支払いをもって、入学手続完了となります。

　※期間内に手続きを完了しない場合は、合格取り消しとなります。

・入学手続の完了をもって入学の意思があるものとし、入学手続完了者用書類を郵送いたします。

・「合格通知書」は、入試合格サイトから印刷して下さい。

　※一度提出した願書の差し換えはできません。

　※学力調査試験結果は、クラス編成及び今後の教育活動の参考にいたします。

出願資格

Ｃ推薦入試〈都内・都外生対象（単願）〉

募集人員 Ａ 推 薦 入 試 に 含 む

－　２　ー

学力調査試験
２０２３年３月１２日（日）　午前９時　本校　（英語・数学・国語　各４０分）

２０２３年１月２２日（日）　午前９時　本校

　２３，０００円　　　※２０２３年度予定

出願期間
出願方法

入試科目

合格発表
２０２３年１月２３日（月）　正午～　WEB

２４０，０００円　　　※２０２３年度予定

入学手続

２０２３年１月２３日（月）正午～１月２８日（土）正午

試 験 日
試 験 場

入学検定料

イ.面接　ロ.適性検査（英語・数学・国語　各４０分）※出題範囲は２０２３年度東京・埼玉公立高校入試に準じる。



入試区分

２０２３年３月中学校卒業見込みの者で、本校が示した基準を満たしている者。

詳細については、お問い合わせ下さい。（TEL03－3988－5511）

インフルエンザ等感染症に罹患された場合、追試験日を設定します。必ず本校までご連絡下さい。

・本学園卒業生の子女弟妹・孫・在校生の弟妹が受験する場合、校友会支援金等により入学検定料が免除されますので

 入学検定料を納入する必要はありません。但し、出願時に卒業証明書または在学証明書を必ず添付（郵送）して下さい。

・入学検定料支払い後の受験の取り消し、返金はできません。

・入学検定料の納入方法は、クレジットカード（即時支払完了）、ペイジー（入金後支払完了）、

　コンビニエンスストア（入金後支払完了）から選択していただけます。※別途手数料が発生します。

１.　調査書の作成（対象：在籍中学校教員）

　　公立高校受験用の調査書様式または私学統一用紙で作成・厳封し、受験生・保護者に渡して下さい。

　　調査書（私学統一用紙）は、本校ホームページからダウンロードしていただけます。

２.　受験生データ入力・入学検定料支払い（対象：受験生・保護者）

　　２０２２年１２月２０日（火）午前０時～２０２３年２月４日（土）正午

　　本校ホームページ上のリンクから出願サイトにアクセスし、受験生データの入力と入学検定料の支払いをして下さい。

　（都立高等学校推薦入試受験者は、合格した際、出願しなくても構いません。連絡不要）

　　インターネット環境がない場合には、本校までお問い合わせ下さい。

３.　受験票・志願票と宛名ラベル出力、志願票・調査書発送の準備（対象：受験生・保護者）

　　２０２３年１月２５日（水）午前０時～

　　本校ホームページ上のリンクから出願サイトにアクセスし、受験票・志願票と宛名ラベルをＡ４サイズで印刷して下さい。

　　受験票・志願票・宛名ラベルを切り離して下さい。（受験票は、試験当日忘れないようにお持ち下さい）

　　顔写真を貼付、またはデータ登録して下さい。（最近３ヶ月以内撮影、正面上半身脱帽、無背景、カラー、タテ：４㎝、ヨコ：３㎝）

　　印刷した宛名ラベルを角２封筒に貼り、志願票と在籍中学校から受け取った調査書を封入して下さい。

４.　志願票・調査書の郵送及び志願票・調査書受領メールの受信（対象：受験生・保護者）

　　２０２３年１月２５日（水）～２月６日（月）【必着】

　　３で作成した角２封筒（宛名ラベル貼付、志願票・調査書封入）を上記期間内に、本校まで簡易書留にて郵送して下さい。

　　郵送された志願票・調査書を確認後、出願の際に登録されたメールアドレス宛に受領メールを送信いたします。

・上記の１は在籍中学校教員が、２～４は受験生・保護者が行い、志願票・調査書受領メールを受信した後、出願完了となります。

・２の受験生データ入力・入学検定料支払い完了後に、４の志願票・調査書の郵送を行って下さい。

※大雪・地震等の広域自然災害で首都圏の交通機関が大幅に乱れ、入学試験開始時間を変更する場合は、

　本校ホームページと出願の際に登録されたメールアドレス宛の一斉メール等にてご案内いたします。（共に午前６時）

持 ち 物 ・受験票（各自で印刷（A４サイズで出力したものを切り取り線で切り取る））　・筆記用具　・昼食　・上履き

・本校ホームページのリンクから入学合格発表サイトへ移動し、受験番号と生年月日を入力して合否を確認して下さい。

入 学 金

東京都 神奈川県

埼玉県 千葉県

・入学合格発表サイトから入学金決済サイトへと移動し、入学金を納入して下さい。

・入学金の納入方法は、クレジットカード（即時支払完了）、ペイジー（入金後支払完了）、コンビニエンスストア（入金後支払完了）

　から選択していただけます。別途手数料が発生します。　一旦納入した入学金についてはお返しできませんのでご了承ください。

・入学金決済サイトからの入学金支払いをもって、入学手続完了となります。

　※期間内に手続きを完了しない場合は、合格取り消しとなります。

・入学手続の完了をもって入学の意思があるものとし、入学手続完了者用書類を郵送いたします。

・「合格通知書」は、入試合格サイトから印刷して下さい。

　※一度提出した願書の差し換えはできません。

　※学力調査試験結果は、クラス編成及び今後の教育活動の参考にいたします。

入試科目

２月併願優遇〈都内・都外生対象（併願）〉※公私立併願可

募集人員 一般入試に含む

出願資格

２０２３年２月１０日（金）　午前９時　本校

入学検定料

　２３，０００円　　　※２０２３年度予定

出願期間
出願方法

試 験 日
試 験 場

イ.面接　ロ.学力検査（英語・数学・国語　各５０分）※出題範囲は２０２３年度東京・埼玉公立高校入試に準じる。

－　３　ー

学力調査試験
２０２３年３月１２日（日）　午前９時　本校　（英語・数学・国語　各４０分）

合格発表
２０２３年２月１１日（祝・土）　正午～　WEB

２４０，０００円　　　※２０２３年度予定

入学手続

２０２３年２月１１日（祝・土）正午～公立高校一般入試（第一次・分割前期）合格発表日の翌日の正午まで

　２０２３年３月２日（木）正午まで 　２０２３年３月１日（水）正午まで

　２０２３年３月４日（土）正午まで 　２０２３年３月４日（土）正午まで
参考）



入試区分

２０２３年３月東京・神奈川を除く中学校卒業見込みの者。

詳細については、お問い合わせ下さい。（TEL03－3988－5511）

インフルエンザ等感染症に罹患された場合、追試験日を設定します。必ず本校までご連絡下さい。

・本学園卒業生の子女弟妹・孫・在校生の弟妹が受験する場合、校友会支援金等により入学検定料が免除されますので

 入学検定料を納入する必要はありません。但し、出願時に卒業証明書または在学証明書を必ず添付（郵送）して下さい。

・入学検定料支払い後の受験の取り消し、返金はできません。

・入学検定料の納入方法は、クレジットカード（即時支払完了）、ペイジー（入金後支払完了）、

　コンビニエンスストア（入金後支払完了）から選択していただけます。※別途手数料が発生します。

１.　調査書の作成（対象：在籍中学校教員）

　　公立高校受験用の調査書様式または私学統一用紙で作成・厳封し、受験生・保護者に渡して下さい。

　　調査書（私学統一用紙）は、本校ホームページからダウンロードしていただけます。

２.　受験生データ入力・入学検定料支払い（対象：受験生・保護者）

　　２０２２年１２月２０日（火）午前０時～２０２３年１月１７日（火）午後３時

　　本校ホームページ上のリンクから出願サイトにアクセスし、受験生データの入力と入学検定料の支払いをして下さい。

　　インターネット環境がない場合には、本校までお問い合わせ下さい。

３.　受験票・志願票と宛名ラベル出力、志願票・調査書発送の準備（対象：受験生・保護者）

　　２０２３年１月１５日（日）午前０時～

　　本校ホームページ上のリンクから出願サイトにアクセスし、受験票・志願票と宛名ラベルをＡ４サイズで印刷して下さい。

　　受験票・志願票・宛名ラベルを切り離して下さい。（受験票は、試験当日忘れないようにお持ち下さい）

　　顔写真を貼付、またはデータ登録して下さい。（最近３ヶ月以内撮影、正面上半身脱帽、無背景､カラー、タテ：４㎝、ヨコ：３㎝）

　　印刷した宛名ラベルを角２封筒に貼り、志願票と在籍中学校から受け取った調査書を封入して下さい。

４.　志願票・調査書の郵送及び志願票・調査書受領メールの受信（対象：受験生・保護者）

　　２０２３年１月１５日（日）～１月１９日（木）【必着】

　　３で作成した角２封筒（宛名ラベル貼付、志願票・調査書封入）を上記期間内に、本校まで簡易書留にて郵送して下さい。

　　郵送された志願票・調査書を確認後、出願の際に登録されたメールアドレス宛に受領メールを送信いたします。

・上記の１は在籍中学校教員が、２～４は受験生・保護者が行い、志願票・調査書受領メールを受信した後、出願完了となります。

・２の受験生データ入力・入学検定料支払い完了後に、４の志願票・調査書の郵送を行って下さい。

※大雪・地震等の広域自然災害で首都圏の交通機関が大幅に乱れ、入学試験開始時間を変更する場合は、

　本校ホームページと出願の際に登録されたメールアドレス宛の一斉メール等にてご案内いたします。（共に午前６時）

持 ち 物 ・受験票（各自で印刷（A４サイズで出力したものを切り取り線で切り取る））　・筆記用具　・昼食　・上履き

・本校ホームページのリンクから入学合格発表サイトへ移動し、受験番号と生年月日を入力して合否を確認して下さい。

入 学 金

参考） 埼玉県 千葉県

・入学合格発表サイトから入学金決済サイトへと移動し、入学金を納入して下さい。

・入学金の納入方法は、クレジットカード（即時支払完了）、ペイジー（入金後支払完了）、コンビニエンスストア（入金後支払完了）

　から選択していただけます。※別途手数料が発生します。　一旦納入した入学金についてはお返しできませんのでご了承ください。

・入学金決済サイトからの入学金支払いをもって、入学手続完了となります。

　※期間内に手続きを完了しない場合は、合格取り消しとなります。

・入学手続の完了をもって入学の意思があるものとし、入学手続完了者用書類を郵送いたします。

・「合格通知書」は、入試合格サイトから印刷して下さい。

　※一度提出した願書の差し換えはできません。

　※学力調査試験結果は、クラス編成及び今後の教育活動の参考にいたします。

入試科目

Ｂ併願入試〈都外生対象※神奈川を除く（併願）〉※公私立併願可

募集人員 Ａ 推 薦 入 試 に 含 む

出願資格

２０２３年１月２２日（日）　午前９時　本校

入学検定料

　２３，０００円　　　※２０２３年度予定

出願期間
出願方法

試 験 日
試 験 場

イ.面接　ロ.適性検査（英語・数学・国語　各４０分）※出題範囲は２０２３年度東京・埼玉公立高校入試に準じる。

－　４　ー

学力調査試験
２０２３年３月１２日（日）　午前９時　本校　（英語・数学・国語　各４０分）

合格発表
２０２３年１月２３日（月）　正午～　WEB

２４０，０００円　　　※２０２３年度予定

入学手続

２０２３年１月２３日（月）正午～公立高校一般入試合格発表日の翌日の正午まで

　２０２３年３月４日（土）正午まで 　２０２３年３月４日（土）正午まで



入試区分

出願資格 ２０２３年３月中学校卒業見込みの者。または中学校卒業の者

インフルエンザ等感染症に罹患された場合、追試験日を設定します。必ず本校までご連絡下さい。

・本学園卒業生の子女弟妹・孫・在校生の弟妹が受験する場合、校友会支援金等により入学検定料が免除されますので

 入学検定料を納入する必要はありません。但し、出願時に卒業証明書または在学証明書を必ず添付（郵送）して下さい。

・Ｃ推薦入試で、不合格になった受験生が、再度一般入試を受験する場合、入学検定料は免除します。

・入学検定料支払い後の受験の取り消し、返金はできません。

・入学検定料の納入方法は、クレジットカード（即時支払完了）、ペイジー（入金後支払完了）、

　コンビニエンスストア（入金後支払完了）から選択していただけます。※別途手数料が発生します。

１.　調査書の作成（対象：在籍中学校教員）

　　公立高校受験用の調査書様式または私学統一用紙で作成・厳封し、受験生・保護者に渡して下さい。

　　調査書（私学統一用紙）は、本校ホームページからダウンロードしていただけます。

２.　受験生データ入力・入学検定料支払い（対象：受験生・保護者）

　　２０２２年１２月２０日（火）午前０時～２０２３年２月４日（土）正午

　　　※推薦受験者は、１月２３日(月)の合否結果を確認してから一般入試に出願して下さい。

　　単願（第一志望）　：　本校を第一志望とする者 　　併願（第二志望）　：　他校を第一志望とする者

　　本校ホームページ上のリンクから出願サイトにアクセスし、受験生データの入力と入学検定料の支払いをして下さい。

　　インターネット環境がない場合には、本校までお問い合わせ下さい。

３.　受験票・志願票と宛名ラベル出力、志願票・調査書発送の準備（対象：受験生・保護者）

　　２０２３年１月２５日（水）午前０時～

　　本校ホームページ上のリンクから出願サイトにアクセスし、受験票・志願票と宛名ラベルをＡ４サイズで印刷して下さい。

　　受験票・志願票・宛名ラベルを切り離して下さい。（受験票は、試験当日忘れないようにお持ち下さい）

　　顔写真を貼付、またはデータ登録して下さい。（最近３ヶ月以内撮影、正面上半身脱帽、無背景、カラー、タテ：４㎝、ヨコ：３㎝）

　　印刷した宛名ラベルを角２封筒に貼り、志願票と在籍中学校から受け取った調査書を封入して下さい。

４.　志願票・調査書の郵送及び志願票・調査書受領メールの受信（対象：受験生・保護者）

　　２０２３年１月２５日（水）～２月６日（月）【必着】

　　３で作成した角２封筒（宛名ラベル貼付、志願票・調査書封入）を上記期間内に、本校まで簡易書留にて郵送して下さい。

　　郵送された志願票・調査書を確認後、出願の際に登録されたメールアドレス宛に受領メールを送信いたします。

・上記の１は在籍中学校教員が、２～４は受験生・保護者が行い、志願票・調査書受領メールを受信した後、出願完了となります。

・２の受験生データ入力・入学検定料支払い完了後に、４の志願票・調査書の郵送を行って下さい。

・Ｃ推薦入試で、不合格になった受験生が、再度一般入試を受験する場合、

 調査書の作成、入学検定料の支払いは不要です。志願票と一緒にＣ推薦入試の受験票を郵送して下さい。

※大雪・地震等の広域自然災害で首都圏の交通機関が大幅に乱れ、入学試験開始時間を変更する場合は、

　本校ホームページと出願の際に登録されたメールアドレス宛の一斉メール等にてご案内いたします。（共に午前６時）

持 ち 物 ・受験票（各自で印刷（A４サイズで出力したものを切り取り線で切り取る））　・筆記用具　・昼食　・上履き

・本校ホームページのリンクから入学合格発表サイトへ移動し、受験番号と生年月日を入力して合否を確認して下さい。

入 学 金

・併願（第二志望者）で、他校を第一志望とする受験生は、出願時に入学手続延納の手続をした場合、

 公立高校一般入試（第一次・分割前期）合格発表日の翌日の正午まで延納を認めます。

東京都 神奈川県

埼玉県 千葉県

・入学合格発表サイトから入学金決済サイトへと移動し、入学金を納入して下さい。

・入学金の納入方法は、クレジットカード（即時支払完了）、ペイジー（入金後支払完了）、コンビニエンスストア（入金後支払完了）

　から選択していただけます。※別途手数料が発生します。　一旦納入した入学金についてはお返しできませんのでご了承ください。

・入学金決済サイトからの入学金支払いをもって、入学手続完了となります。

　※期間内に手続きを完了しない場合は、合格取り消しとなります。

・入学手続の完了をもって入学の意思があるものとし、入学手続完了者用書類を郵送いたします。

・「合格通知書」は、入試合格サイトから印刷して下さい。

　※一度提出した願書の差し換えはできません。

　※学力調査試験結果は、クラス編成及び今後の教育活動の参考にいたします。

　２０２３年３月４日（土）正午まで 　２０２３年３月４日（土）正午まで

一般入試〈都内・都外生対象（単願・併願）〉※（併願）は公私立併願可

募集人員

試 験 日
試 験 場

鉄　道　科　　　男　女　１００名

２０２３年２月１０日（金）　午前９時　本校

－　５　ー

学力調査試験
２０２３年３月１２日（日）　午前９時　本校　（英語・数学・国語　各４０分）

　２３，０００円　　　※２０２３年度予定

出願期間
出願方法

入試科目

入学検定料

参考）

イ.面接　ロ.学力検査（英語・数学・国語　各５０分）※出題範囲は２０２３年度東京・埼玉公立高校入試に準じる。

合格発表
２０２３年２月１１日（祝・土）　正午～　WEB

２４０，０００円　　　※２０２３年度予定

入学手続

２０２３年２月１１日（祝・土）正午～２月１７日（金）午後４時

　２０２３年３月２日（木）正午まで 　２０２３年３月１日（水）正午まで



　　　＜入学金＞

入学手続時に納入する額　※２０２３年度〈予定〉

　　　＜学費・諸経費＞

入学後４月以降納入額　※２０２３年度〈予定〉

　　　＜１年次納入総額＞　※２０２３年度〈予定〉

・　上記の金額は、２０２３年度の入学金及び学費等の金額(予定)です。〈２０２３年度は、一部変更の場合があります〉

・　上記の金額のほかに、一年次は研修旅行積立金・校外オリエンテーション費・学友会（クラブ）費・生徒会費・

　　父母と教員の会費・教材費・行事費等（２０２３年度は年額２１万程度）が必要です。

・　学費には消費税は課税されません。

・　一旦納入した金額については一切返還いたしません。

　　　＜奨学金＞　※２０２３年度〈予定〉

学　内 ①　特待奨学金制度　人物・成績ともに優秀な生徒を対象に奨学金（返済不要）を給付。

　　単願・併願ともに適用。人数制限なし。

　　　　　　　２年生以降は所定の審査の上、決定します。詳細については、お問い合わせ下さい。

　　　　　　　給付内容は１年次相当額の金額となります。　Ｃ特待：２４万円

②　豊昭学園奨学生規定　

　　入学後、家計状況もしくは家計（経済）急変により、修学困難になった者に対する奨学金制度があります。

学　外 〇　東京都奨学給付金、東京都育英資金、交通遺児育英会、その他

　　　＜併願受験者の入学手続き締め切り日について＞　（参考）

公立高校一般入試（第一次・分割前期）の合格発表の翌日正午まで

東京都 　２０２３年３月２日（木）正午まで 神奈川県  　２０２３年３月１日（水）正午まで

埼玉県 　２０２３年３月４日（土）正午まで 千葉県 　２０２３年３月４日（土）正午まで

　　　＜入試内容に関するお問い合わせ＞

昭和鉄道高等学校

〒170－0011　東京都豊島区池袋本町2－10－1       TEL：03－3988－5511（代）

　平日　９：００～１７：００　／　土曜日　９：００～１４：００

　〔出願期間中〕日曜・祝祭日及び１２月２９日～１月４日、1月14日(土)を除く

　　　＜システム・操作に関するお問い合わせ＞

miraicompass（ミライコンパス）サポートセンター（運用委託会社：三菱総研DＣＳ株式会社）

出願サイト（miraicompass）「お問合せ先」をご参照下さい。

（２２２２）昭和鉄道高等学校

お問合せ対象の「（コード）学校名」と「お名前」をお伝えください。

 　なお、営業時間外の受付につきましては、ご質問内容によりご回答が翌営業日になることがあります。

※miraicompass（ミライコンパス）サポートセンターでは、入試内容・出願内容に関するご質問にはお答え

 　できませんので、直接､昭和鉄道高等学校へお問い合わせ下さい。

Ｃ　特　待 入　学　金　相　当　額　給　付

－　６　ー

　　入学金／学費・諸経費　合計
　　８７８，８００円

上記の金額から次頁金額が差し引かれます。

種　別 給　付　内　容

合　　　　  　計 　　６３８，８００円

※営業日 ： 月～金（祝祭日、年末年始（１２／２６～１／５）除く）　営業時間 ： ９：００～１７：００

入　学　金 　　２４０，０００円

　　 　年　　額　　　　　　（月　　額） 備考

授　 　業   　料
　　４４４，０００円　　(３７，０００円）

口座自動振替にて１１回分割納入(予定)

上記の金額から次頁金額が差し引かれます。

教 育 充 実 費 　　１０８，０００円　　(　９，０００円）

実　 　習　 　費 　　　１６，８００円　　(　１，４００円）

施 設 設 備 費 　　　７０，０００円



１．就学支援金制度【国の助成】・・・私立高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、国の法律に基づく全国一律の制度として、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「高等学校等就学支援金」を学校に交付し、家庭の教育費負担を軽減しています。（返還不要）

　◎　就学支援金は、授業料月額等（減免されている場合は、「減免後の額」）が上限です。

　◎　就学支援金の支給は令和３年度の住民税課税標準額等に基づき４月～６月が、又令和４年度の住民税課税標準額等に基づき７月～翌３月分がそれぞれ支給されます。

　◎　第１学年の７月～３月の期間に係る支給が認められた場合、その支給は第２学年の４月～６月分の支給に原則として継続されます（この継続は手続不要です）。

　【　令和４年４月～令和４年６月　】　※「令和３年度の課税標準額等」を使用。※住民税の課税地が政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じる。

　【　令和４年７月～令和５年３月　】　※「令和４年度の課税標準額等」を使用。※住民税の課税地が政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じる。

参考・・・【　令和４年４月～令和５年３月　】　

　　※ 申請方法などの詳しい内容は、入学時に東京都私学就学支援金センターから各学校を通じてお知らせする予定です。

２．授業料軽減助成金制度【都の助成】・・・（公財）東京都私学財団が実施する制度です。私立高等学校等に通う生徒と保護者が２０２２年５月１日から申請時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　まで引き続き東京都内に居住している場合に支給されます。（返還不要）

【授業料負担軽減合計額（年額）】

　※　年収の目安は、給与収入のみの４人世帯（夫婦と子ども２人）をモデルとした場合です。

　※　上記年収は目安であり、審査は、住民税課税標準額（年額）等に基づき行います。

　※  申請方法などの詳しい内容は、６月頃に東京都及び（公財）東京都私学財団から各学校を通じてお知らせする予定です。

３．昭和鉄道高等学校（令和４（2022）年度）

【授業料負担金額】

年額　授業料 444,000円（月額　37,000円）

※【就学支援金】と【授業料軽減助成金】の支給総額（最大軽減額）は、444,000円の範囲内で保護者が負担する授業料が上限となります。

ー　７　ー

約　９１０万円　以上 （所得制限額） 444,000 37,000 444,000 37,000

　約　５９０万円　未満 0 0 48,000 4,000

約５９０万円以上　～　約９１０万円未満 0 0 325,200 27,100

0

世帯年収の目安
（世帯年収により負担額が異なります）

都　内　在　住 都　外　在　住

年　額 月　額 年　額 月　額

【都内在住】　４４４，０００（年額授業料）−上記表中（ア）の金額 【都外在住】　４４４，０００（年額授業料）−上記表中（イ）の金額

約　９１０万円　以上 （所得制限額） 0 0 0

　約　５９０万円　未満 396,000 73,000 469,000 396,000

約５９０万円以上　～　約９１０万円未満 118,800 350,200 469,000 118,800

世帯年収の目安
（世帯年収により軽減額が異なります）

東京都　私立高校生

就学支援金【国】 授業料軽減助成金【都】 都内在住　（ア） 都外在住　（イ）

B　＋　E 　約５９０万円以上　～　約９１０万円未満 118,800

C　＋　F 　約　９１０万円　以上 （　所得制限額　） 対象外（支給なし）

就学支援金 対象世帯区分　基準税額等 世帯年収の目安（保護者全員の合計額） 支給年額（１２ヶ月分）

A　＋　D 　　約　５９０　万円　未満 396,000

Ｅ　区市町村民税の課税標準額×６％−区市町村民税の調整控除の額が304,200円未満の世帯 　約５９０万円以上　～　約９１０万円未満 89,100

Ｆ　区市町村民税の課税標準額×６％−区市町村民税の調整控除の額が304,200円以上の世帯 　約　９１０万円　以上 （　所得制限額　） 対象外（支給なし）

就学支援金 対象世帯区分　基準税額等 世帯年収の目安（保護者全員の合計額） 支給額（９ヶ月分）

Ｄ　区市町村民税の課税標準額×６％−区市町村民税の調整控除の額が154,500円未満の世帯 　　約　５９０　万円　未満 297,000

B　区市町村民税の課税標準額×６％−区市町村民税の調整控除の額が304,200円未満の世帯 　約５９０万円以上　～　約９１０万円未満 29,700

C　区市町村民税の課税標準額×６％−区市町村民税の調整控除の額が304,200円以上の世帯 　約　９１０万円　以上 （　所得制限額　） 対象外（支給なし）

昭和鉄道高等学校　～　令和４（２０２２）年４月入学生　授業料負担軽減制度の概要　～

就学支援金 対象世帯区分　基準税額等 世帯年収の目安（保護者全員の合計額） 支給額（３ヶ月分）

A　区市町村民税の課税標準額×６％−区市町村民税の調整控除の額が154,500円未満の世帯 　　約　５９０　万円　未満 99,000
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