
令和２年度　第３学年　学校取扱金内訳

【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

観劇費用 [劇団風」観劇費用。 ¥1,600

ＳＰＩ対策テスト 就職試験でよく出題される検査です。 ¥1,000

進路模試 進路決定の参考とします。 ¥1,350

生徒指導 自転車ステッカー 卒業後のステッカー隠し用 ¥20 ¥20

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

教育相談 クレペリン 生徒の心理状態・性格を把握し、適切な進路指導に役立てる。 ¥660 ¥660

卒業アルバム 3年間の生徒の成長の記録と生徒自身の記念品として。 ¥9,900

卒業記念品 学校への卒業記念品として。 ¥2,000

同窓会入会金 卒業時に入会する同窓会の入会金として。 ¥0

履歴書用写真撮影 進学・就職用履歴書添付用写真として。 ¥1,200

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

国語科 プライム常用国語 休業中の課題や授業での補助教材として使用します。 ¥616 ¥616

Baton Pass Type G1 授業での補助教材として使用します。 ¥377

UNITE 休業中の課題として使用します。 ¥660

ファイル代 年間を通じての授業プリントの保管 ¥65

機械製図検定検定料 製図の基礎知識をよく理解し、簡単な部品の製作図が確実に書けるかを検定する。 ¥900

製図用紙 製図の授業図面を書くために使用します。 ¥470

合計 ¥25,568 ¥25,568

【追加】

一括徴収金 団体費 合計金額

６月 ¥10,368 ¥5,500 ¥15,868

７月 ¥7,600 ¥5,500 ¥13,100

８月 ¥7,600 ¥5,500 ¥13,100

合計納入金額 ¥25,568

機械科

３学年 ¥14,100

¥1,370

機械科 １組 

保健 ¥1,950

特別活動 ¥3,400

進路指導 ¥2,350

英語科 ¥1,102



令和２年度　第３学年　学校取扱金内訳

【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

観劇費用 [劇団風」観劇費用。 ¥1,600

ＳＰＩ対策テスト 就職試験でよく出題される検査です。 ¥1,000

進路模試 進路決定の参考とします。 ¥1,350

生徒指導 日本スポーツ振興センター共済掛金 卒業後のステッカー隠し用 ¥20 ¥20

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

教育相談 クレペリン 生徒の心理状態・性格を把握し、適切な進路指導に役立てる。 ¥660 ¥660

卒業アルバム 3年間の生徒の成長の記録と生徒自身の記念品として。 ¥9,900

卒業記念品 学校への卒業記念品として。 ¥2,000

同窓会入会金 卒業時に入会する同窓会の入会金として。 ¥0

履歴書用写真撮影 進学・就職用履歴書添付用写真として。 ¥1,200

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

国語科 プライム常用国語 休業中の課題や授業での補助教材として使用します。 ¥616 ¥616

Baton Pass Type G1 授業での補助教材として使用します。 ¥377

UNITE 休業中の課題として使用します。 ¥660

ファイル代 年間を通じての授業プリントの保管 ¥65

合計 ¥24,198 ¥24,198

【追加】

一括徴収金 団体費 合計金額

６月 ¥9,998 ¥5,500 ¥15,498

７月 ¥7,100 ¥5,500 ¥12,600

８月 ¥7,100 ¥5,500 ¥12,600

合計納入金額 ¥24,198

英語科 ¥1,102

保健 ¥1,950

３学年 ¥14,100

電気科 ２組 

特別活動 ¥3,400

進路指導 ¥2,350



令和２年度　第３学年　学校取扱金内訳

【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

観劇費用 [劇団風」観劇費用。 ¥1,600

ＳＰＩ対策テスト 就職試験でよく出題される検査です。 ¥1,000

進路模試 進路決定の参考とします。 ¥1,350

生徒指導 日本スポーツ振興センター共済掛金 卒業後のステッカー隠し用 ¥20 ¥20

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

教育相談 クレペリン 生徒の心理状態・性格を把握し、適切な進路指導に役立てる。 ¥660 ¥660

卒業アルバム 3年間の生徒の成長の記録と生徒自身の記念品として。 ¥9,900

卒業記念品 学校への卒業記念品として。 ¥2,000

同窓会入会金 卒業時に入会する同窓会の入会金として。 ¥0

履歴書用写真撮影 進学・就職用履歴書添付用写真として。 ¥1,200

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

国語科 プライム常用国語 休業中の課題や授業での補助教材として使用します。 ¥616 ¥616

Baton Pass Type G1 授業での補助教材として使用します。 ¥377

UNITE 休業中の課題として使用します。 ¥660

ファイル代 年間を通じての授業プリントの保管 ¥65

合計 ¥24,198 ¥24,198

【追加】

一括徴収金 団体費 合計金額

６月 ¥9,998 ¥5,500 ¥15,498

７月 ¥7,100 ¥5,500 ¥12,600

８月 ¥7,100 ¥5,500 ¥12,600

合計納入金額 ¥24,198

英語科 ¥1,102

３学年 ¥14,100

土木科 ３組 

特別活動 ¥3,400

進路指導 ¥2,350

保健 ¥1,950



令和２年度　第３学年　学校取扱金内訳

【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

観劇費用 [劇団風」観劇費用。 ¥1,600

ＳＰＩ対策テスト 就職試験でよく出題される検査です。 ¥1,000

進路模試 進路決定の参考とします。 ¥1,350

生徒指導 日本スポーツ振興センター共済掛金 卒業後のステッカー隠し用 ¥20 ¥20

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

教育相談 クレペリン 生徒の心理状態・性格を把握し、適切な進路指導に役立てる。 ¥660 ¥660

卒業アルバム 3年間の生徒の成長の記録と生徒自身の記念品として。 ¥9,900

卒業記念品 学校への卒業記念品として。 ¥2,000

同窓会入会金 卒業時に入会する同窓会の入会金として。 ¥0

履歴書用写真撮影 進学・就職用履歴書添付用写真として。 ¥1,200

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

国語科 プライム常用国語 休業中の課題や授業での補助教材として使用します。 ¥616 ¥616

Baton Pass Type G1 授業での補助教材として使用します。 ¥377

UNITE 休業中の課題として使用します。 ¥660

ファイル代 年間を通じての授業プリントの保管 ¥65

合計 ¥24,198 ¥24,198

【追加】

一括徴収金 団体費 合計金額

６月 ¥9,998 ¥5,500 ¥15,498

７月 ¥7,100 ¥5,500 ¥12,600

８月 ¥7,100 ¥5,500 ¥12,600

合計納入金額 ¥24,198

英語科 ¥1,102

３学年 ¥14,100

生産システム科 ４組 

特別活動 ¥3,400

進路指導 ¥2,350

保健 ¥1,950



令和２年度　第３学年　学校取扱金内訳 ビジネス会計科 ５組 
【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

観劇費用 [劇団風」観劇費用。 ¥1,600

ＳＰＩ対策テスト 就職試験でよく出題される検査です。 ¥1,000

進路模試 進路決定の参考とします。 ¥1,350

生徒指導 自転車ステッカー 卒業後のステッカー隠し用 ¥20 ¥20

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

教育相談 クレペリン 生徒の心理状態・性格を把握し、適切な進路指導に役立てる。 ¥660 ¥660

卒業アルバム 3年間の生徒の成長の記録と生徒自身の記念品として。 ¥9,900

卒業記念品 学校への卒業記念品として。 ¥2,000

同窓会入会金 卒業時に入会する同窓会の入会金として。 ¥0

履歴書用写真撮影 進学・就職用履歴書添付用写真として。 ¥1,200

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

国語科 プライム常用国語 休業中の課題や授業での補助教材として使用します。 ¥616 ¥616

Baton Pass Type G1 授業での補助教材として使用します。 ¥377

UNITE 休業中の課題として使用します。 ¥660

ファイル代 年間を通じての授業プリントの保管 ¥120

印鑑 総合実践の授業で必要な書類への押印に使用します。 ¥550

全商商業経済検定模擬試験問題集（経済活動と法） 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。 ¥644

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

総合実践　紙ファイル代 帳票・帳簿類の綴じ込みや営業日誌保管のため。 ¥65

経済活動と法　紙ファイル代 プリント等の保管のため ¥65

高校就職　一般常識対策ドリル 就職対策のための問題集 ¥715

合計（Ａ） ¥27,592 ¥27,592

選択科目 項目 集金目的・使途 金額 小計

秘書検定３級 １１月に秘書検定３級を受験します（検定料です）。 ¥2,800

秘書検定パーフェクトマスター３級問題集 検定対策用として。 ¥1,208

全商商業経済検定（ビジネス経済A） 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（ビジネス経済A） 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。 ¥644

会計応用B 日商簿記検定模擬試験問題集２級 日商簿記検定を受験するための問題集 ¥1,100

合格テキスト　日商２級商簿 授業「会計応用B」のテキストとして使用(振込手数料込）

合格トレーニング　日商２級商簿 授業「会計応用B」のテキストとして使用(振込手数料込）

会計科計（Ｂ） ¥9,876 ¥9,876

総合計（Ａ＋Ｂ） ¥37,468

【追加】

一括徴収金 団体費 合計金額

６月 ¥14,468 ¥5,500 ¥19,968

７月 ¥11,500 ¥5,500 ¥17,000

８月 ¥11,500 ¥5,500 ¥17,000

合計納入金額 ¥37,468

¥3,339

英語科 ¥1,157

３学年 ¥14,100

会計科共通

特別活動 ¥3,400

進路指導 ¥2,350

保健 ¥1,950

※全員、選択科目の最大合計金額で集め、後日精算します。

ビジネス経済

¥4,008

¥1,944

ビジネス実務

¥2,824
¥3,924



令和２年度　第３学年　学校取扱金内訳 ビジネス情報科 6組 
【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

観劇費用 [劇団風」観劇費用。 ¥1,600

ＳＰＩ対策テスト 就職試験でよく出題される検査です。 ¥1,000

進路模試 進路決定の参考とします。 ¥1,350

生徒指導 自転車ステッカー 卒業後のステッカー隠し用 ¥20 ¥20

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

教育相談 クレペリン 生徒の心理状態・性格を把握し、適切な進路指導に役立てる。 ¥660 ¥660

卒業アルバム 3年間の生徒の成長の記録と生徒自身の記念品として。 ¥9,900

卒業記念品 学校への卒業記念品として。 ¥2,000

同窓会入会金 卒業時に入会する同窓会の入会金として。 ¥0

履歴書用写真撮影 進学・就職用履歴書添付用写真として。 ¥1,200

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

国語科 プライム常用国語 休業中の課題や授業での補助教材として使用します。 ¥616 ¥616

Baton Pass Type G1 授業での補助教材として使用します。 ¥377

UNITE 休業中の課題として使用します。 ¥660

ファイル代 年間を通じての授業プリントの保管 ¥120

印鑑 総合実践の授業で必要な書類への押印に使用します。 ¥550

総合実践　紙ファイル代 帳票・帳簿類の綴じ込みや営業日誌保管のため。 ¥65

高校就職　一般常識対策ドリル 就職対策のための問題集 ¥715 ¥715

合計（Ａ） ¥25,583 ¥25,583

選択科目 項目 集金目的・使途 金額 小計

秘書検定３級 １１月に秘書検定３級を受験します（検定料です）。 ¥2,800

秘書検定パーフェクトマスター３級問題集 検定対策用として。 ¥1,208

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

全商商業経済検定 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（ビジネス経済Ａ） 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。 ¥644

情報科計（Ｂ） ¥8,038 ¥8,038

総合計（Ａ＋Ｂ） ¥33,621

【追加】

一括徴収金 団体費 合計金額

６月 ¥13,021 ¥5,500 ¥18,521

７月 ¥10,300 ¥5,500 ¥15,800

８月 ¥10,300 ¥5,500 ¥15,800

合計納入金額 ¥33,621

特別活動 ¥3,400

進路指導 ¥2,350

保健 ¥1,950

※全員、選択科目（ビジネス実務・財務会計Ⅰ）の合計金額に合わせて集め、後日精算します。

¥615

３学年 ¥14,100

英語科 ¥1,157

ビジネス実務 ¥4,008

¥2,086財務会計Ⅰ

ビジネス経済 ¥1,944

情報科共通


