
令和４年５月２３日 
保護者 様  

船橋市立二宮中学校 
校 長  入江 浩二  

                          口座振替による諸経費納入についてのお願い 
 

 新緑の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また、日ご

ろより、本校の教育活動にご理解、ご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。 
さて、標記の件につきまして下記のとおり、すでにお手続きいただいている千葉興業銀行から口座振替

にて引き落としをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

                                                記 

１ 引き落とし手数料は１回につき、１００円＋消費税がかかります。引き落とし日は、毎月８日（銀行

休業日の場合は翌営業日）です。 
２ 再引き落としは、毎月２５日(銀行休業日の場合は翌営業日)です。ここで引き落とせなかった場合は

学校の各口座に直接振り込んでいただくこととなり、都度、振込手数料が発生します。 

３ ＰＴＡ会費は世帯単位のため、兄弟姉妹が在学の場合は、下級学年の口座から引き落とします。 
４ 月別引き落とし額等一覧 

  費目 １年生 ２年生 ３年生 １年９組 ２年９組 ３年９組 

６月 

副教材 10,000 10,000 10,000 870 0 0 

全学年共通 1,010 1,010 1,010 860 860 860 

学年学級費 2,540 1,800 1,800 1,340 600 600 

９組学級活動写真 0 0 0 2,000 2,000 2,000 

９組実習費 0 0 0 5,000 5,000 5,000 

生徒会費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

校外学習積立 ０ 2,200 0 0 2,200 0 

６月集金合計 15,050円 16,510円 14,310円 11,570円 12,160円 9,960円 

７月 

副教材 10,278 4,380 5,085 0 0 0 

校外学習積立 5,000 0 0 5,000 0 0 

修学旅行積立 0 10,000 0 0 10,000 0 

ＰＴＡ会費 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 

進路対策費 0 0 1,500 0 0 0 

７月集金合計 
18,158円 

（15,278） 
17,260円 

（14,380） 
9,465円 

（6,585） 
7,880円 

（5,000） 
12,880円 

（10,000） 
2,880円 

(0) 

１０月 

卒業対策費 0 0 13,000 0 0 13,000 

修学旅行積立 12,000 11,500 0 12,000 11,500 0 

１０月集金合計 12,000円 11,500円 13,000円 12,000円 11,500円 13,000円 

１１月 
修学旅行積立 10,000 11,500 0 10,000 11,500 0 

１１月集金合計 10,000円 11,500円 0 10,000円 11,500円 0 

年間合計 
55,208円 
(52,328) 

56,770円 
(53,890) 

36,775円 
(33,895) 

41,450円 
(38,570) 

48,040円 
(45,160) 

25,840円 
(22,960) 

集金合計の下段（ ）はＰＴＡ会費を除いた額。単位円。  



１　年 ２　年 ３　年

教科 副教材名 価格（税込） 副教材名 価格（税込） 副教材名 価格（税込）

国語 よくわかる国語の学習1 ¥670 よくわかる国語の学習2 ¥620 よくわかる国語の学習３ ¥620
国語 単元別漢字1 ¥400 単元別漢字2 ¥400 単元別漢字3 ¥400
国語 楽しく学ぼう!すらすら基本文法 ¥390 コクヨ　フラットファイルA4S ¥90 千葉県入試対策問題　４回分 ¥310
国語 コクヨ　フラットファイルA4S ¥90 書き初めセット(用紙･手本) ¥330 コクヨ　フラットファイルA4S ¥90
国語 書き初めセット(用紙･手本) ¥330 板目表紙B5 ¥20 板目表紙A4 ¥30
国語 板目表紙A4 ¥30 習熟度テスト ¥280 習熟度テスト ¥280
国語 習熟度テスト ¥280 実力テスト（５回分） ¥900
社会 コクヨ　フラットファイルＢ５Ｓ（黄） ¥80 コクヨ　フラットファイルＢ５Ｓ（黄） ¥80 コクヨ　フラットファイルＢ５Ｓ（黄） ¥80
社会 浜島書店　中学歴史資料集学びを考える歴史 ¥710 新学社　社会の自主学習歴史２・３年　自主ノート付き ¥550 習熟度テスト ¥280
社会 新学社　社会の自主学習地理１　自主学習ノート付き ¥490 新学社　社会の自主学習地理２年　自主ノート付き ¥500 実力テスト（５回分） ¥900
社会 新学社　社会の自主学習歴史１　自主学習ノート付き ¥430 習熟度テスト ¥280
社会 習熟度テスト ¥280
数学 数学の問題ノート ¥620 数学の問題ノート ¥620 数学の問題ノート ¥620
数学 コクヨ　フラットファイルB5S　ピンク ¥80 コクヨ　フラットファイルB5S　ピンク ¥80 コクヨ　フラットファイルB5S　ピンク ¥80
数学 板目表紙　A4 ¥30 板目表紙　A4 ¥30 千葉県入試対策問題　E:４回分 ¥310
数学 習熟度テスト ¥280 習熟度テスト ¥280 板目表紙　A4 ¥30
数学 習熟度テスト ¥280
数学 実力テスト（５回分） ¥900
理科 理科の完全学習（１年） ¥650 理科の完全学習（２年） ¥650 理科の完全学習（３年） ¥650
理科 実験費 ¥120 実験費 ¥120 令和４年度用　千葉県理科　リハーサル　１２回（１２B） ¥500
理科 習熟度テスト ¥280 習熟度テスト ¥280 実力テスト（５回分） ¥900
理科 実験費 ¥120
理科 習熟度テスト ¥280
英語 New Hello Notebook ¥190 Let's Enjoy BINGO2 ¥450 JOYFUL WORKBOOK3（A） ¥650
英語 Let's Enjoy BINGO1 ¥450 JOYFUL WORKBOOK2（B） ¥700 入試リスニング ¥360
英語 JOYFUL WORKBOOK1（A） ¥650 クリアポケット ¥11 千葉県リハーサル直前対策４回 ¥310
英語 クリアポケット ¥11 フラットファイルA4S（紫） ¥90 クリアポケット ¥11
英語 フラットファイルA4S（紫） ¥90 習熟度テスト ¥280 フラットファイルA4S（紫） ¥90
英語 習熟度テスト ¥280 習熟度テスト ¥280
英語 実力テスト（５回分） ¥900
音楽 ３０ポケットクリアブック（縦入れ）赤 ¥180 ３０ポケットクリアブック（縦入れ）赤 ¥180 音楽のハーモニー　２・３下 ¥440
音楽 My Song ¥860
美術 アクリル絵の具セット ¥2,079 絵画材料 ¥800 絵画セット ¥1,012
美術 絵画セット ¥1,551 工芸材料 ¥1,300 木彫セット ¥748
美術 木彫セット ¥572
保体 新体力テスト ¥224 新体力テスト ¥224 新体力テスト ¥224
保体 フラットファイルPP(透明)A4　ピンク ¥150
技術 引き出し付本立て ¥2,850 ダイナモウッディラジオ ¥4,100 アルミリングペン立て ¥900
技術 板目表紙（B4　みの判） ¥35 板目表紙（B4　みの判） ¥35
技術 技術・家庭総合ノート　技術分野 ¥640
家庭 Ａ４版キャンパスノート（４０枚） ¥360 調理実習費 ¥400
家庭 被服実習費 ¥100
家庭 カラーコーディネートのリバーシブルバッグ・テープ型 ¥1,100
家庭 ミシン糸 ¥176
家庭 ボビン ¥20

キャリア キャリアパスポート ¥150 中学生活と進路 ¥600 中学生活と進路 ¥600
特活 中学生活と進路 ¥600
ＰＣ ＰＣ袋 ¥720

小計① １年　副教材合計 ¥20,278 ２年　副教材合計 ¥14,380 ３年　副教材合計 ¥15,085
学年費等 学年費（年） ¥1,200 学年費（年） ¥1,200 学年費（年） ¥1,200
学年費等 進路対策費 ¥1,500
小計② 学年費等合計 ¥1,200 学年費等合計 ¥1,200 学年費等合計 ¥2,700

全学年共通 あゆみファイル（赤） ¥150 あゆみファイル（緑） ¥150 あゆみファイル（青） ¥150
全学年共通 生徒手帳一式 ¥250 生徒手帳一式 ¥250 生徒手帳一式 ¥250
全学年共通 生徒手帳シール ¥40 生徒手帳シール ¥40 生徒手帳シール ¥40
全学年共通 個人写真 ¥170 個人写真 ¥170 個人写真 ¥170
全学年共通 クラス写真 ¥400 クラス写真 ¥400 クラス写真 ¥400

小計③ 全学年共通合計 ¥1,010 全学年共通合計 ¥1,010 全学年共通合計 ¥1,010
学級費 学級費（年） ¥600 学級費（年） ¥600 学級費（年） ¥600

新入生名札 名札 ¥740
ＰＴＡ会費 ＰＴＡ会費（年） ¥2,880 ＰＴＡ会費（年） ¥2,880 ＰＴＡ会費（年） ¥2,880
生徒会費 生徒会費（年） ¥1,500 生徒会費（年） ¥1,500 生徒会費（年） ¥1,500
旅行積立 ３年修学旅行費積立 ¥22,000 ３年修学旅行費積立 ¥33,000 卒業対策費 ¥13,000

２年校外学習費積立 ¥5,000 ２年校外学習 ¥2,200
小計④ 学級･PTA･生徒会･積立等合計 ¥32,720 学級･PTA･生徒会･積立等合計 ¥40,180 学級･PTA･生徒会･積立等合計 ¥17,980

１年生合計（小計①～④） ¥55,208 ２年生合計（小計①～④） ¥56,770 ３年生合計（小計①～④） ¥36,775

令和４年度　副教材一覧



１　年 ２　年 ３　年

ＰＣ ＰＣ袋 ¥720

キャリア キャリアパスポート ¥150

小計① １年　副教材合計 ¥870 ２年　副教材合計 ¥0 ３年　副教材合計 ¥0

全学年共通 生徒手帳一式 ¥250 生徒手帳一式 ¥250 生徒手帳一式 ¥250

全学年共通 生徒手帳シール ¥40 生徒手帳シール ¥40 生徒手帳シール ¥40

全学年共通 個人写真 ¥170 個人写真 ¥170 個人写真 ¥170

全学年共通 クラス写真 ¥400 クラス写真 ¥400 クラス写真 ¥400

小計① 全学年共通合計 ¥860 全学年共通合計 ¥860 全学年共通合計 ¥860

学級費 学級費（年） ¥600 学級費（年） ¥600 学級費（年） ¥600

新入生名札 名札 ¥740

ＰＴＡ会費 ＰＴＡ会費（年） ¥2,880 ＰＴＡ会費（年） ¥2,880 ＰＴＡ会費（年） ¥2,880

生徒会費 生徒会費（年） ¥1,500 生徒会費（年） ¥1,500 生徒会費（年） ¥1,500

旅行積立 ３年修学旅行費積立 ¥22,000 ３年修学旅行費積立 ¥33,000 卒業対策費 ¥13,000

２年校外学習費積立 ¥5,000 ２年校外学習 ¥2,200

小計② 学級･PTA･生徒会･積立等合計 ¥32,720 学級･PTA･生徒会･積立等合計 ¥40,180 学級･PTA･生徒会･積立等合計 ¥17,980

実習費 ¥5,000 実習費 ¥5,000 実習費 ¥5,000

学級活動写真 ¥2,000 学級活動写真 ¥2,000 学級活動写真 ¥2,000

小計③ ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000

１年生合計（小計①～③） ¥41,450 ２年生合計（小計①～④） ¥48,040 ３年生合計（小計①～④） ¥25,840

令和４年度　９組副教材一覧


