
平成２９年度　第１学年（普通科一般・環境科学コース）納入金内訳
県納入金

入学料
学校納入金
区分 　　　　説　　　　　　明

普通科一般 環境科学コース

毎 ＰＴＡ会費 800 800 ＰＴＡ活動費（毎月）
月 空調費 600 600 ＰＴＡ設置空調年間維持・保守費（毎月）
納 校納金 校友会費等 1,300 1,300 校友会（生徒会）費、後援会費（毎月）
入 修学旅行積立金 5,600   ※5,600 修学旅行等に要する経費の積立（毎月）
額 同窓会費 500 500 在校生全員会費（毎月）
　 8,800   ※8,800
入 ＰＴＡ入会金 1,000 1,000 父母教師会費（入学時）
学 進路指導費等 47,870 47,870
時 校納金 家庭科実習費等 7,040 7,040 下記内訳のとおり
納 一学年費 15,290 15,290
入
金

71,200 71,200
80,000 80,000

入学時納入金内訳
金額 小計 　　　　　　　　説　　　　　　明

3,000 進路に関する経費。資料、通信費他
22,100 課外に要する経費、運営費

校外模試監督料 1,400 下記試験監督料
校外模試費 校外テスト代 20,430 模擬試験、小論文試験他

進路適性検査代 940 進路選択の資料収集に要する経費
3,600 家庭科実習材料費他
3,440 柏陵祭、体育大会に要する経費
1,650 学校管理下災害給付掛金年会費

830 上記給付の追加給付
150 高等学校保健会運営費年会費
750 体育系部活動連盟会費年会費
500 文化系部活動連盟会費年会費
137 生徒手帳購入費
106 氏名ゴム印作成費
665 新入生入学時テスト代
210 基礎体力分析に要する経費
600 生徒証明用写真代
500 学級写真代
420 新入生案内用しおり
640 学級学年、氏名表示用

情報処理費 380 生徒のデータ処理費用
1,030 学習記録ノート
6,000 学校行事に係る経費

722 予備調整費
学校行事（大学訪問等）
予備費

新体力テスト
個人写真
クラス写真
新入生のしおり
ネームプレート(２個)・学年組章

学習手帳

一
　
学
　
年
　
費

日本スポーツ振興センター会費

15,290

安全振興会費
学校保健費
高体連会費
高文連会費
生徒手帳
氏名ゴム印
合格者テスト（国・英・数）

　　　　　　　合　　　　　　　計

　　　　　　　　　　　会　計　名
　　　進路指導費

47,870
　　　特別指導費（年間分）

家庭科実習費
7,040

文化体育事業費

県歳入金 5,550

　　　　　　費　　　　目 　　　　金　　　額

　　　　　　　　　計

　　　　　　　　　計

※環境科学コースの生徒は5月分から修学旅行積立金が毎月10,800円
となり、毎月の徴収額が14,000円となっています。



平成２９年度　　第２学年納入内訳

普通科一般 環境科学コース

800 800 ＰＴＡ活動費（毎月）
900 900 生徒会費
600 600 ＰＴＡ設置空調年間維持・保守費（毎月）
500 500 在校生全員会費（毎月）
400 400 後援会活動費（毎月）

5,000 6,900 修学旅行等積立金（毎月）
5,200 5,200 内訳下記のとおり　5,200×12月

13,400 15,300

進路指導に要する経費、資料、通信費他
模擬試験、小論文試験他

校外実力模試監督料 上記試験監督料
課外等に要する経費
柏陵祭、体育大会に要する経費

日本スポーツ振興センター会費 学校管理下災害給付掛金年会費
安全振興会費 上記給付の追加給付
学校保健費 高等学校保健会運営費年会費
高体連会費 体育系部活動連盟会費年会費
高文連会費 文化系部活動連盟会費年会費
個人写真 生徒証明用写真代
クラス写真 学級写真代
生徒手帳 生徒手帳購入費
新体力テスト 基礎体力分析に要する経費
芸術鑑賞 芸術鑑賞教室実施に要する経費
情報処理費 380 生徒のデータ処理費用
学習手帳 1,030 学習記録ノート
学校行事（大学訪問等） 4,000 学校行事に係る経費
予備費 予備調整費

※４月～３月の合計が62,400円ですので、
　62,400円÷１２月＝5,200円になります。

5,000

1,293
　　　　　その他小計 62,400

二
　
学
　
年
　
費

1,650
830
150
750
500
600
500
137
210

　　　　　校外実力模試代 19,030
1,900

　　　　　特別指導費 18,000
　　　　　文化体育事業費 3,440

積立金
その他
毎月の納入額

上記その他の内訳 金　　　　　額
　　　　　進路指導費 3,000

ＰＴＡ会費
校友会費
空調費
同窓会費
後援会費



平成２９年度　　第３学年納入内訳（普通科一般・環境科学コース）

800 ＰＴＡ活動費（毎月）
生徒会費
ＰＴＡ設置空調年間維持・保守費（毎月）
在校生全員会費（毎月）
後援会活動費（毎月）
内訳下記のとおり　7,500円×6月

進路指導に要する経費、資料、通信費他
模擬試験、小論文試験他

校外実力模試監督料 上記試験監督料
課外等に要する経費
柏陵祭、体育大会に要する経費

日本スポーツ振興センター会費 学校管理下災害給付掛金年会費
安全振興会費 上記給付の追加給付
学校保健費 高等学校保健会運営費年会費
高体連会費 体育系部活動連盟会費年会費
高文連会費 文化系部活動連盟会費年会費
個人写真 生徒証明用写真代
クラス写真 学級写真代
生徒手帳 生徒手帳購入費
新体力テスト 基礎体力分析に要する経費
情報処理費 380 生徒のデータ処理費用
学習手帳 1,030 学習記録ノート
ファイル 100 研究ノート
学校行事（大学訪問等） 4,000 学校行事に係る経費
予備費 予備調整費

※４月～９月の合計額が45,000円ですので、
　45,000円÷６月＝7,500円（月額）となります。

ＰＴＡ会費
校友会費
空調費
同窓会費
後援会費
その他
毎月の納入額

上記その他の内訳

1,650

前期分（４月～９月）

　　　　　校外実力模試代 6,380

三
　
学
　
年
　
費

　　　　　進路指導費

　　　　　文化体育事業費

3,000

3,440

500
600

830
150

　　　　　その他小計

800

1,243
45,000

137

　　　　　特別指導費 19,300

750

210

500

前期分（４月～９月）

900

7,500
10,700

600
500
400



平成２９年度　　第３学年納入内訳（普通科一般・環境科学コース）

800 ＰＴＡ活動費（毎月）
生徒会費
ＰＴＡ設置空調年間維持・保守費（毎月）
在校生全員会費（毎月）
後援会活動費（毎月）
課外等に要する経費

※課外を受講しない場合の毎月納入額

後期分（１０月～３月）
ＰＴＡ会費
校　友　会 900
空　調　費 600
同窓会費 500
後援会費 400
特別指導費 3,800
毎月の納入額 7,000

　3,200円


