
                               平成２９年５月１１日 

保護者 様 

船橋市立高根中学校  

校 長 齊 藤  守 

 

学校諸経費（校納金）納入についてのお知らせ 

  

新緑の候、保護者の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、平成２９年度の学校諸経費の納入につきまして下記のとおり決定しましたのでお知ら

せいたします。 

 副教材費及び諸経費は、お子様の学校生活を充実させるために必要なものですので、ご理解

とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 つきましては、学校諸経費は銀行口座より、自動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。また、引き落としには銀行手数料として１０８円かかりますので、あ

わせてご承知くださるようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 引 落 日 

   １回目： ６月１２日（月） ・再引き落とし日（ ６月２６日（月）） 

２回目： ９月１１日（月） ・再引き落とし日（ ９月２５日（月）） 

３回目：１２月１１日（月） ・再引き落とし日（１２月２５日（月）） 

   （千葉興業銀行 高根支店の口座より、引き落としさせていただきます。） 

 

 ※ 上記の３回の期日に引き落としができますよう、下記の金額をご確認いただき、残高  

不足にならないようにお願いいたします。 

  

※ 引き落としができない場合には、生徒を通じて、未納通知をお渡しいたします。 

  その際には、文書内容を確認していただき、２回目の引き落とし日の前日までに残高の確

認をお願いいたします。                 

  

※ 「父母と教師の会」会費も学校諸経費として６月１２日に引き落させていただきます。

尚、本校に兄弟が在籍しているご家庭は、一人分が銀行引き落としとなります。 

 

２ 各回の銀行引き落とし金額   

学年・月日 ６月１２日 ９月１１日 １２月１１日 合計金額 

１学年 ２６,８０６円 
（修学旅行積立金を除く金額） 

15,000円 15,000円 ５６,８０６円 

２学年 ２０,１３１円 
（修学旅行積立金を除く金額） 

15,000円 13,000円 ４８,１３１円 

３学年 2３,34６円 
（卒業アルバム代金を除く金額） 

５,０００円 4,６００円 ３２,９４６円 

＜裏面、学校諸経費詳細内容掲載＞ 



教科 教材 単価 取り扱い業者 教科 教材 単価 取り扱い業者 教科 教材 単価 取り扱い業者

道徳 新しい道１年 566 本陣 道徳 中学生の新しい道 566 本陣 道徳 新しい道３年 566 本陣

学級 中学生活と進路 566 本陣 学級 中学生活と進路 566 本陣 学級 中学生活と進路 566 本陣

国語 国語便覧 680 学習社 国語 紙ファイルB5紫 80 ﾀﾞｲｲﾁｻﾌﾟﾗｲ 国語 紙ファイルＡ４紫 90 ﾀﾞｲｲﾁｻﾌﾟﾗｲ

国語 紙ファイルＡ４紫 90 ダイイチサプライ 国語 単元別漢字学習2 400 総武教育 国語 単元別漢字３ 400 総武教育

国語 単元別漢字学習 400 総武教育 国語 書き初め手本 100 本陣 国語 問一問題集 400 学習社

国語 書き初め手本 100 本陣 国語 書き初め用紙 180 本陣 国語 国語の学習3 640 学習社

国語 書き初め用紙 180 本陣

国語 国語の学習1 640 学習社

社会 最新地理資料集 780 学習社 社会 良く分かる社会の学習(地理２） 440 学習社 社会 良く分かる社会の学習(公民） 490 学習社

社会 学び考える歴史 710 学習社 社会 良く分かる社会の学習(歴史２・３） 470 学習社

社会 良く分かる社会の学習(地理） 410 学習社

社会 良く分かる社会の学習(歴史） 330 学習社

数学 よくわかる数学の学習１ 550 学習社 数学 あかねこ数学スキル 530 学習社 数学 よくわかる数学の学習３ 550 学習社

　 　 　 数学 千葉県リハーサル直前対策４回 310 学習社

理科 理科の完全学習1年 570 総武教育 理科 理科の自主学習２年 690 総武教育 理科 理科の完全学習3年 570 総武教育

理科 グラフィック理科資料集 730 総武教育 理科 実験費 100 教科主任 理科 セレクト理科 470 学習社

理科 実験費 100 教科主任 理科 実験費 100 教科主任

音楽 マイソング 800 伊藤楽器 音楽 Ａ４ノート 260 ダイイチサプライ

音楽 A4　ノート 340 ﾀﾞｲｲﾁｻﾌﾟﾗｲ

美術 絵画材料 1,000 和光 美術 絵画材料 310 和光 美術 染め物材料 480 和光

美術 ボックスアート 900 和光 美術 陶芸材料 600 野田陶芸センター 美術 木彫印箱材料 1,000 エターナル

美術 版画材料 730 和光

保健体育 新体力テスト 200 学習社 保健体育 新体力テスト 200 学習社 保健体育 新体力テスト 200 学習社

保健体育 保健学習ノート 650 総武教育 保健体育 はちまき 110 ﾀﾞｲｲﾁｻﾌﾟﾗｲ 保健体育 はちまき 110 ﾀﾞｲｲﾁｻﾌﾟﾗｲ

保健体育 A4　キャンパスノート(４０枚） 340 ﾀﾞｲｲﾁｻﾌﾟﾗｲ

保健体育 はちまき 110 ﾀﾞｲｲﾁｻﾌﾟﾗｲ

家庭 技家総合ノート家庭分野 620 明治図書 技術 LEDスタンド 3,500 エターナル 技術 植物育成スタンド 1,000 エターナル

家庭 実習費 600 家庭 基礎縫いペンケース 630 クロッサム 家庭 基礎縫いエチケットポケット 900 クロッサム

技術 多目的台 3,000 エターナル 家庭 実習費 200 家庭 実習費 180

英語 英語のパートナー１ 660 総武教育 英語 絶対評価プリント 500 総武教育 英語 英語のパートナー３ 660 総武教育

英語 英語ワークノート 270 総武教育 英語 ニューエンジョイワーク 670 総武教育 英語 絶対評価プリント 500 総武教育

英語 絶対評価プリント英語１ 500 総武教育 英語 NEW-TYPE READING 280 総武教育

英語 プラスチックファイルA4 110 ダイイチサプライ 　

身分証明写真 324 ビックベル 身分証明写真 324 ビックベル 身分証明写真 324 ビックベル

生徒手帳 300 学習社 生徒手帳 300 学習社 生徒手帳 300 学習社

名札（２個） 500 マルトミ 習熟度確認テスト 1,350 総進図書 タイムくん 350 学習社

タイムくん 350 学習社 職業体験保険料 250 公益財団法人産業 ストッカーボックス 160 ダイイチサプライ

ストッカーボックス 160 ダイイチサプライ PPファイルA4オレンジ 175 学習社 掲示用クリアファイルA4 100 ダイイチサプライ

紙ファイルA4 90 ダイイチサプライ 生活ノートあゆみ 500 学習社 紙フャイルA4(テスト用みどり） 90 ﾀﾞｲｲﾁｻﾌﾟﾗｲ

プラスチックファイルA4 110 ダイイチサプライ 紙フャイルB5ピンク 80 ﾀﾞｲｲﾁｻﾌﾟﾗｲ クリアブック青A4 150 ﾀﾞｲｲﾁｻﾌﾟﾗｲ

ニュー連絡袋 310 ダイイチサプライ 紙フャイルB5水色 80 ﾀﾞｲｲﾁｻﾌﾟﾗｲ クリアブック赤A4 150 ﾀﾞｲｲﾁｻﾌﾟﾗｲ

プラホック付クリアファイルA4 150 ダイイチサプライ 総合的学習費 100 学年主任 実力テスト 3,400 総進図書

ポケットファイル 180 ダイイチサプライ          (850×４回分)

習熟度確認テスト 1,350 総進図書

総合学習費 80 学年主任

１０８円×３回 ＝ 324円 １０８円×３回 ＝ 324円 １０８円×３回 ＝ 324円
　振替手数料につきましては、下記の通りですのでよろしくお願いします。

１学年 ２学年 ３学年

合計（①＋②＋③） 56,806 合計（①＋②＋③） 48,131 合計（①＋②＋③） 32,946
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小　計　③ 3,904 小　計　③ 3,159 小　計　③ 5,024
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小　計　② 17,502 小　計　② 11,572 小　計　②

進路対策費 2,200

小計① 35,400 小計① 33,400 小計① 17,200

　 　

学級費 600 学級費 600 卒業アルバム 9,600

1,800
修学旅行積立費 30,000 修学旅行積立費 28,000 学級費 600

父母と教師の会　会費 3,000
生徒会費 1,800 生徒会費 1,800 生徒会費

平成２9年度　船橋市立高根中学校　諸経費一覧
1学年(１01名） ２学年(１15名） ３学年(１00名）

父母と教師の会　会費 3,000 父母と教師の会　会費 3,000


