
【内訳】

分掌・教科 項目 集金目的・使途 金額 小計

高体連会費 高等学校のスポーツ活動を等して生徒の健全な発達を図るための連盟会費です。 ¥1,000
高文連会費 高校生の文化活動の向上充実に向けた活動を行っている連盟会費です。 ¥800
日本スポーツ振興センター共済掛金 学校管理下における不慮の災害に備え保護者の同意のもとに加入しています。 ¥1,930
中津市学校保健会納入金 生徒の健康増進及び学校保健の普及や進展を図る会の運営費です。 ¥20

教務 基礎力診断テスト 全国レベルでの基礎力（学力・一般常識）の測定（２回分） ¥4,230 ¥4,230
教育相談関係 hyper-QU 生徒の心理状態・性格を把握し、適切な生徒指導に役立てる。 ¥550 ¥550

マナトレ 基礎学力を充実させる為、「朝学習」で毎日使います。 ¥2,040
通信費 通知表等の成績・学年通信・クラス通信など連絡物の郵送費。 ¥1,000
「就職模擬試験」代金 進路決定にあたり参加する資料となります。 ¥1,350
「ＳＰＩ検査」対策問題集 就職試験でよく出題される検査の対策問題集です。 ¥680
インターンシップ保険 10月の2年インターンシップの際の保険 ¥340

国語科 パーフェクト演習 休業中の課題や授業での補助教材として使用します。 ¥570 ¥570
調理カード 授業で通年使用します。 ¥600
実験実習費 各分野の実習に使用する教材の購入費です。 ¥1,900
基礎製図検定検定料 製図の基礎知識をよく理解し、投影図が確実に書けるかを検定する。 ¥600
製図用紙 製図の授業図面を書くために使用します。 ¥211
高等学校工業基礎学力テスト受験料 1年・2年で学んだ機械設計、機械工作の学力をはかる。 ¥500

特別活動関係 観劇費用 １１／２０ 「劇団風」の観劇費用 ¥1,600 ¥1,600
リスニング英語検定料 １０月にリスニング英検を受験します。 ¥900
OASIS 1 改訂版 休業中の課題として使用します。 ¥680
ファイル代 年間を通じての授業プリントの保管 ¥55

数学科 プラスチックファイル 授業プリントの保管 ¥90 ¥90

合計 ¥21,646 ¥21,646

【追加】

一括徴収金 団体費 合計金額

６月 ¥7,046 ¥5,500 ¥12,546

７月 ¥7,300 ¥5,500 ¥12,800

８月 ¥7,300 ¥5,500 ¥12,800

合計納入金額 ¥21,646

進路指導関係 ¥2,370

¥1,635英語科

令和２年度　第２学年　学校取扱金内訳

家庭科

機械科

¥2,500

機械科 １組 

特別活動関係 ¥1,800

保健関係 ¥1,950

¥1,311

２学年 ¥3,040



【内訳】

分掌・教科 項目 集金目的・使途 金額 小計

高体連会費 高等学校のスポーツ活動を等して生徒の健全な発達を図るための連盟会費です。 ¥1,000
高文連会費 高校生の文化活動の向上充実に向けた活動を行っている連盟会費です。 ¥800
日本スポーツ振興センター共済掛金 学校管理下における不慮の災害に備え保護者の同意のもとに加入しています。 ¥1,930
中津市学校保健会納入金 生徒の健康増進及び学校保健の普及や進展を図る会の運営費です。 ¥20

教務 基礎力診断テスト 全国レベルでの基礎力（学力・一般常識）の測定（２回分） ¥4,230 ¥4,230
教育相談関係 hyper-QU 生徒の心理状態・性格を把握し、適切な生徒指導に役立てる。 ¥550 ¥550

マナトレ 基礎学力を充実させる為、「朝学習」で毎日使います。 ¥2,040
通信費 通知表等の成績・学年通信・クラス通信など連絡物の郵送費。 ¥1,000
「就職模擬試験」代金 進路決定にあたり参加する資料となります。 ¥1,350
「ＳＰＩ検査」対策問題集 就職試験でよく出題される検査の対策問題集です。 ¥680
インターンシップ保険 10月の2年インターンシップの際の保険 ¥340

国語科 パーフェクト演習 休業中の課題や授業での補助教材として使用します。 ¥570 ¥570
調理カード 授業で通年使用します。 ¥600

実験実習費 各分野の実習に使用する教材の購入費です。 ¥1,900

電気科 高等学校工業基礎学力テスト受験料 ２月にテストを受験します。 ¥500 ¥500

特別活動関係 観劇費用 １１／２０ 「劇団風」の観劇費用 ¥1,600 ¥1,600

OASIS 1 改訂版 休業中の課題として使用します。 ¥680

ファイル代 年間を通じての授業プリントの保管 ¥55

数学科 プラスチックファイル 授業プリントの保管 ¥90 ¥90

合計 ¥19,935 ¥19,935

【追加】

一括徴収金 団体費 合計金額

６月 ¥6,535 ¥5,500 ¥12,035

７月 ¥6,700 ¥5,500 ¥12,200

８月 ¥6,700 ¥5,500 ¥12,200

合計納入金額 ¥19,935

¥735英語科

進路指導関係 ¥2,370

令和２年度　第２学年　学校取扱金内訳

家庭科 ¥2,500

電気科 ２組 

特別活動関係 ¥1,800

保健関係 ¥1,950

２学年 ¥3,040



【内訳】

分掌・教科 項目 集金目的・使途 金額 小計

高体連会費 高等学校のスポーツ活動を等して生徒の健全な発達を図るための連盟会費です。 ¥1,000
高文連会費 高校生の文化活動の向上充実に向けた活動を行っている連盟会費です。 ¥800
日本スポーツ振興センター共済掛金 学校管理下における不慮の災害に備え保護者の同意のもとに加入しています。 ¥1,930
中津市学校保健会納入金 生徒の健康増進及び学校保健の普及や進展を図る会の運営費です。 ¥20

教務 基礎力診断テスト 全国レベルでの基礎力（学力・一般常識）の測定（２回分） ¥4,230 ¥4,230
教育相談関係 hyper-QU 生徒の心理状態・性格を把握し、適切な生徒指導に役立てる。 ¥550 ¥550

マナトレ 基礎学力を充実させる為、「朝学習」で毎日使います。 ¥2,040
通信費 通知表等の成績・学年通信・クラス通信など連絡物の郵送費。 ¥1,000
「就職模擬試験」代金 進路決定にあたり参加する資料となります。 ¥1,350
「ＳＰＩ検査」対策問題集 就職試験でよく出題される検査の対策問題集です。 ¥680
インターンシップ保険 10月の2年インターンシップの際の保険 ¥340

国語科 パーフェクト演習 休業中の課題や授業での補助教材として使用します。 ¥570 ¥570
調理カード 授業で通年使用します。 ¥600

実験実習費 各分野の実習に使用する教材の購入費です。 ¥1,900

特別活動関係 観劇費用 １１／２０ 「劇団風」の観劇費用 ¥1,600 ¥1,600

OASIS 1 改訂版 休業中の課題として使用します。 ¥680

ファイル代 年間を通じての授業プリントの保管 ¥55

数学科 プラスチックファイル 授業プリントの保管 ¥90 ¥90

合計 ¥19,435 ¥19,435
【追加】

一括徴収金 団体費 合計金額

６月 ¥6,435 ¥5,500 ¥11,935

７月 ¥6,500 ¥5,500 ¥12,000

８月 ¥6,500 ¥5,500 ¥12,000

合計納入金額 ¥19,435

２学年 ¥3,040

令和２年度　第２学年　学校取扱金内訳

土木科 ３組 

特別活動関係 ¥1,800

保健関係 ¥1,950

家庭科 ¥2,500

¥2,370進路指導関係

¥735英語科



【内訳】

分掌・教科 項目 集金目的・使途 金額 小計

高体連会費 高等学校のスポーツ活動を等して生徒の健全な発達を図るための連盟会費です。 ¥1,000

高文連会費 高校生の文化活動の向上充実に向けた活動を行っている連盟会費です。 ¥800

日本スポーツ振興センター共済掛金 学校管理下における不慮の災害に備え保護者の同意のもとに加入しています。 ¥1,930

中津市学校保健会納入金 生徒の健康増進及び学校保健の普及や進展を図る会の運営費です。 ¥20

教務 基礎力診断テスト 全国レベルでの基礎力（学力・一般常識）の測定（２回分） ¥4,230 ¥4,230

教育相談関係 hyper-QU 生徒の心理状態・性格を把握し、適切な生徒指導に役立てる。 ¥550 ¥550

マナトレ 基礎学力を充実させる為、「朝学習」で毎日使います。 ¥2,040

通信費 通知表等の成績・学年通信・クラス通信など連絡物の郵送費。 ¥1,000

「就職模擬試験」代金 進路決定にあたり参加する資料となります。 ¥1,350

「ＳＰＩ検査」対策問題集 就職試験でよく出題される検査の対策問題集です。 ¥680

インターンシップ保険 10月の2年インターンシップの際の保険 ¥340

国語科 パーフェクト演習 休業中の課題や授業での補助教材として使用します。 ¥570 ¥570

調理カード 授業で通年使用します。 ¥600

実験実習費 各分野の実習に使用する教材の購入費です。 ¥1,900

特別活動関係 観劇費用 １１／２０ 「劇団風」の観劇費用 ¥1,600 ¥1,600

OASIS 1 改訂版 休業中の課題として使用します。 ¥680

ファイル代 年間を通じての授業プリントの保管 ¥55

数学科 プラスチックファイル 授業プリントの保管 ¥90 ¥90

合計 ¥19,435 ¥19,435

【追加】

一括徴収金 団体費 合計金額

６月 ¥6,435 ¥5,500 ¥11,935

７月 ¥6,500 ¥5,500 ¥12,000

８月 ¥6,500 ¥5,500 ¥12,000

合計納入金額 ¥19,435

２学年 ¥3,040

令和２年度　第２学年　学校取扱金内訳

生産システム科 4組 

特別活動関係 ¥1,800

保健関係 ¥1,950

家庭科 ¥2,500

¥2,370進路指導関係

¥735英語科



【内訳】

分掌・教科 項目 集金目的・使途 金額 小計

高体連会費 高等学校のスポーツ活動を等して生徒の健全な発達を図るための連盟会費です。 ¥1,000

高文連会費 高校生の文化活動の向上充実に向けた活動を行っている連盟会費です。 ¥800

日本スポーツ振興センター共済掛金 学校管理下における不慮の災害に備え保護者の同意のもとに加入しています。 ¥1,930

中津市学校保健会納入金 生徒の健康増進及び学校保健の普及や進展を図る会の運営費です。 ¥20

教務 基礎力診断テスト 全国レベルでの基礎力（学力・一般常識）の測定（２回分） ¥4,230 ¥4,230

教育相談関係 hyper-QU 生徒の心理状態・性格を把握し、適切な生徒指導に役立てる。 ¥550 ¥550

マナトレ 基礎学力を充実させる為、「朝学習」で毎日使います。 ¥2,040

通信費 通知表等の成績・学年通信・クラス通信など連絡物の郵送費。 ¥1,000

「就職模擬試験」代金 進路決定にあたり参加する資料となります。 ¥1,350

「ＳＰＩ検査」対策問題集 就職試験でよく出題される検査の対策問題集です。 ¥680

インターンシップ保険 10月の2年インターンシップの際の保険 ¥340

国語科 パーフェクト演習 休業中の課題や授業での補助教材として使用します。 ¥570 ¥570

調理カード 授業で通年使用します。 ¥600

実験実習費 各分野の実習に使用する教材の購入費です。 ¥1,900

全商簿記検定１級原価計算 １月に簿記検定１級「原価計算」を受験します（検定料です） ¥1,300

全商簿記実務検定模擬試験問題集
　１級原価計算（はぎとり）　【実教出版】

簿記検定１級を受験するための問題集として使用します ¥426

全商簿記実務検定模擬試験問題集
　１級原価計算（はぎとり）【東京法令出版】

簿記検定１級を受験するための問題集として使用します ¥360

全商簿記検定１級会計 １月に簿記検定１級「会計」を受験します（検定料です） ¥1,300

全商簿記実務検定模擬試験問題集
　１級会計（はぎとり）　【実教出版】

簿記検定１級を受験するための問題集として使用します ¥426

全商簿記実務検定模擬試験問題集
　１級会計（はぎとり）【東京法令出版】

簿記検定１級を受験するための問題集として使用します ¥360

特別活動関係 観劇費用 １１／２０ 「劇団風」の観劇費用 ¥1,600 ¥1,600

OASIS 1 改訂版 休業中の課題として使用します。 ¥680

ファイル代 年間を通じての授業プリントの保管 ¥55

数学科 プラスチックファイル 授業プリントの保管 ¥90 ¥90

合計 ¥23,607 ¥23,607

選択科目 項目 集金目的・使途 金額 小計

ビジネス情報 全商情報処理検定　ビジネス情報１級 １月に情報処理検定１級を受験します（検定料です） ¥1,800 ¥1,800

情報処理 全商ビジネス文書検定３級 １１月にビジネス文書検定を受験します（検定料です） ¥1,700 ¥1,700

全商商業経済検定２級 ２月に商業経済検定を受験します（検定料です） ¥1,300

全商商業経済検定模擬試験問題集
マーケティング

商業経済検定を受験するための問題集として使用します ¥634

合格テキスト　日商簿記２級工業簿記 授業「会計応用Ａ」でテキストとして使用します(振込手数料込み)

合格トレーニング　日商簿記２級工業簿記 授業「会計応用Ａ」でテキストとして使用します(振込手数料込み)

日商簿記検定模擬試験問題集３級 日商簿記検定を受験するための問題集 ¥880

合計 ¥8,656 ¥8,656

総合計（Ａ＋Ｂ） ¥32,263

【追加】

一括徴収金 団体費 合計金額

６月 ¥10,663 ¥5,500 ¥16,163
７月 ¥10,800 ¥5,500 ¥16,300
８月 ¥10,800 ¥5,500 ¥16,300

合計納入金額 ¥32,263

保健関係 ¥1,950

家庭科 ¥2,500

２学年 ¥3,040

¥2,370進路指導関係

令和２年度　第２学年　学校取扱金内訳
ビジネス会計科 ５組 

特別活動関係 ¥1,800

原価計算

¥4,172

マーケティング ¥1,934

¥2,342

財務会計Ⅰ

¥735英語科

会計応用Ａ ¥3,222



【内訳】
分掌・教科 項目 集金目的・使途 金額 小計

高体連会費 高等学校のスポーツ活動を等して生徒の健全な発達を図るための連盟会費です。 ¥1,000

高文連会費 高校生の文化活動の向上充実に向けた活動を行っている連盟会費です。 ¥800

日本スポーツ振興センター共済掛金 学校管理下における不慮の災害に備え保護者の同意のもとに加入しています。 ¥1,930

中津市学校保健会納入金 生徒の健康増進及び学校保健の普及や進展を図る会の運営費です。 ¥20

教務 基礎力診断テスト 全国レベルでの基礎力（学力・一般常識）の測定（２回分） ¥4,230 ¥4,230

教育相談関係 hyper-QU 生徒の心理状態・性格を把握し、適切な生徒指導に役立てる。 ¥550 ¥550

マナトレ 基礎学力を充実させる為、「朝学習」で毎日使います。 ¥2,040

通信費 通知表等の成績・学年通信・クラス通信など連絡物の郵送費。 ¥1,000

「就職模擬試験」代金 進路決定にあたり参加する資料となります。 ¥1,350

「ＳＰＩ検査」対策問題集 就職試験でよく出題される検査の対策問題集です。 ¥680

インターンシップ保険 10月の2年インターンシップの際の保険 ¥340

国語科 パーフェクト演習 休業中の課題や授業での補助教材として使用します。 ¥570 ¥570

調理カード 授業で通年使用します。 ¥600

実験実習費 各分野の実習に使用する教材の購入費です。 ¥1,900

全商情報処理検定　プログラミング１級 １月に情報処理検定を受験します（検定料です） ¥1,800

全商情報処理検定模擬試験問題集
プログラミング１級

１月に情報処理検定を受験するための問題集として使用します ¥836

全商情報処理検定　プログラミング２級 １月に情報処理検定を受験します（検定料です） ¥1,500

全商情報処理検定模擬試験問題集
プログラミング２級

１月に情報処理検定を受験するための問題集として使用します ¥944

全商簿記検定２級 １月に簿記検定２級を受験します（検定料です） ¥1,300

全商簿記検定模擬問題集2級（はぎとり）【実教出版】 簿記検定２級を受験するための問題集として使用します ¥418

全商簿記検定模擬問題集2級（はぎとり）【東京法令出版】 簿記検定２級を受験するための問題集として使用します ¥360

特別活動関係 観劇費用 １１／２０ 「劇団風」の観劇費用 ¥1,600 ¥1,600

英語科 OASIS 1 改訂版 休業中の課題として使用します。 ¥680 ¥735

ファイル代 年間を通じての授業プリントの保管 ¥55

数学科 プラスチックファイル 授業プリントの保管 ¥90 ¥90

合計 ¥26,593 ¥26,593

選択科目 項目 集金目的・使途 金額 小計

情報処理 全商ビジネス文書検定３級 １１月にビジネス文書検定を受験します（検定料です） ¥1,700 ¥1,700

栢木先生のＩＴパスポート教室 授業「情報応用Ａ」「ＥＵＣ」でテキストとして使用します

ＩＴパスポート教室準拠書き込み式ドリル 授業「情報応用Ａ」「ＥＵＣ］で問題集として使用します

全商簿記検定１級原価計算 １月に簿記検定１級を受験します（検定料です） ¥1,300

全商簿記実務検定模擬試験問題集
　１級原価計算（はぎとり）【実教出版】

簿記検定１級を受験するための問題集として使用します ¥418

全商簿記実務検定模擬試験問題集
　１級原価計算（はぎとり）【東京法令出版】

簿記検定１級を受験するための問題集として使用します ¥360

全商商業経済検定２級 ２月に商業経済検定を受験します（検定料です） ¥1,300

全商商業経済検定模擬試験問題集
マーケティング

商業経済検定を受験するための問題集として使用します ¥634

合計 ¥8,712 ¥8,712

総合計（Ａ＋Ｂ） ¥35,305

【追加】

一括徴収金 団体費 合計金額

６月 ¥11,705 ¥5,500 ¥17,205
７月 ¥11,800 ¥5,500 ¥17,300
８月 ¥11,800 ¥5,500 ¥17,300

合計納入金額 ¥35,305

¥2,078

¥1,934

家庭科 ¥2,500

原価計算

マーケティング

簿記

情報応用Ａ ¥3,000

¥7,158

プログラミング

令和２年度　第２学年　学校取扱金内訳

¥3,000

ビジネス情報科 ６組 

特別活動関係 ¥1,800

保健関係 ¥1,950

２学年 ¥3,040

進路指導関係 ¥2,370


