
令和２年６月１日 

保護者の皆様 

横浜市立もえぎ野中学校 

校 長  染谷 富美恵 

 令和２年度 副教材費・学校納入金についてのお知らせ 

 入梅の候、保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応でご不安なこと

と存じます。そのような中、日頃より本校の教育活動にご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうご

ざいます。 

 さて、表記の件につきまして、内容・方法についてお知らせいたします。あわせて「承諾書」のご提

出もよろしくお願いいたします。 

 

１． 副教材費・学校納入金の集金について  

 （１） 日 時      3 年生：令和２年６月１７日（水）１３：４０～ 

               １・2 年生：令和２年６月１8 日（木）１３：４０～ 

          ※教育課程説明会、学級懇談会【各教室】があります。 

 （２） 場 所 ： もえぎ野中学校  

        副教材（生徒昇降口）  校納金（各教室で担任に提出） 

 （３） 金 額 ： 詳細については左の「令和２年度 学校納入金一覧」でご確認ください。 

 １ 年 ２ 年 ３ 年 

副教材費 17,434 円 8,685 円  9,419 円 

校 納 金  7,490 円 6,935 円 11,885 円 

兄・姉の場合（4,100 円の減額）  3,390 円 2,835 円  7,785 円 

（４） 方 法 ： 現金での納入（※必ずおつりのないようにお願いいたします。） 

    ・配付する 2 種類の集金袋（副教材用、校納金用）にそれぞれ現金を入れ、保護者の方が 

学校でお支払いください。 

※ 当日、都合がつかない場合は、知り合いの方にお願いをしていただき、必ず大人の方

が、お支払いください。（※必ずおつりのないようにお願いいたします。） 

・副教材は、先日の配付日に配付したものに加え、今後授業の中で教科担任より配付するも

のがあります。左の「令和２年度 学校納入金一覧」でご確認ください。 

２．「承諾書」の提出について 

横浜市立学校では、校納金に関する学校と保護者の皆様との関係を明確にするために、次の「承

諾書」を提出していただくことになっております。このお知らせに記載された内容と金額について

確認していただき、６月８日(月)までに、各担任へご提出くださいますようお願いいたします。  

 

 

承 諾 書 

横浜市立もえぎ野中学校長 

「令和２年度 副教材費・学校納入金についてのお知らせ」に記載された学校教育活動に必要な経

費を納入することを承諾します。 

 

   年   組 生徒氏名                

 

保護者氏名                     ㊞ 

キリトリ 



令和２年度　横浜市立もえぎ野中学校学校納入金一覧

教科 １　年　（＊は３年間使用） 金額 (円） ２　年 金額 (円） ３　年　 金額 (円）

国 　語 学習漢字ノート 380 学習漢字ノート 380 学習漢字ノート 380

＊国語活用資料集 680 フラットファイル（A4紙製 ピンク） 50

＊すらすら基本文法 390

フラットファイル（A4PP製 黄） 130

社　会 市版 アドバンス中学地理 848 郷土地図「よこはま」学区 265 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ公民　県版 750

＊ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾜｲﾄﾞ歴史 730 フラットファイル（A4S紙製　ピンク）２冊 100 フラットファイル（A4S紙製　緑） 50

フラットファイル（A4S紙製　青）２冊 100

数　学 基礎からの問題集 612 基礎からの問題集　　 612 中学校数学実力アップ問題集　東書 591

フラットファイル（A4S紙製　緑） 50

理　科 ＊最新理科便覧　神奈川県版 690

　 学習整理＋基本と活用ブック 700 学習整理＋基本と活用ブック 700 学習整理＋基本と活用ブック 700

フラットファイル（A4PP製 グレー） 130 フラットファイル（A4PP製 グレー） 130 フラットファイル（A4PP製　グレー） 130

音　楽 フラットファイル（A4紙製　ピンク） 50

美　術 ＊美術資料　神奈川の美術　 790 木彫り工芸 1,050 サンドブラスト 760

＊レタリング字典 550 スクラッチ材料 390 石彫セット 860

＊デザインガッシュ 2,560 切り絵材料 120 CDジャケット 550

粘土 310

鉛筆セット 210

＊スケッチブック 670

保健体育 ＊中学体育実技　横浜市版 802 中学保健体育の学習 503 中学保健体育の学習 503

中学保健体育の学習　 503

技術家庭 ＊ＵＳＢメモリー 400 エネルギー変換実習費 2,900 情報実習費 3,000

技術 新しい技術・家庭　技術分野　学習ノート 652

材料と加工実習費 2,500

家庭 新しい技術・家庭　家庭分野　学習ノート 652

英　語 英語のパートナー 610 英語のパートナー 610 英語のパートナー 610

E-NAVI 400 フラットファイル（A4S PP製）ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ 130 フラットファイル（A4SPP製 ピンク） 130

フラットファイル（A4SPP製　ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ） 130 聞きトレ64　Ａパターン 460

道　徳 フラットファイル（A4紙製　紫） 50 フラットファイル（A4紙製　紫） 50 フラットファイル（A4紙製　ブルー） 50

総　合 フラットファイル（A4PP製　黄緑） 130 進路用ファイル（4色） 150

その他 連絡票用ファイル（緑） 155 連絡票用ファイル（赤） 155 連絡票用ファイル（青） 155

合　計

１　年 金額(円） ２　年 金額(円） ３　年　 金額(円）

ＰＴＡ会費 3,600 ＰＴＡ会費 3,600 ＰＴＡ会費 3,600

安全教育振興会費 500 安全教育振興会費 500 安全教育振興会費 500

学校賠償総合プラン 270 学校賠償総合プラン 270 学校賠償総合プラン 270

振興センター掛金 460 振興センター掛金 460 振興センター掛金 460

生徒会費 700 生徒会費 700 生徒会費 700

生徒手帳（カバー付　※３年間使用） 215 生徒手帳 195 生徒手帳 195

学級費 360 学級費 360 学級費 360

校章 315 卒業行事費 5,500

健康手帳 70

家庭科　実習費 1,000 家庭科　実習費 850 家庭科　実習費 300

⇩
副
教
材
費

1年納入額 17,434 ２年納入額 8,685 ２年納入額 9,419

１年納入額 7,490 ２年納入額 6,935 ３年納入額 11,885
兄・姉の場合 3,390 兄・姉の場合 2,835 兄・姉の場合 7,785

　　 4,100円の減額になります。

※　スポーツ振興センター掛金について、免除規定に該当した場合は後日返金になります。
※　行事等に対する特別集金・積立金については、集金前に配布される案内でご確認ください。

⇩ ⇩

校
納
金

※　６月の教育課程説明会の日に、業者が学校に来ます。副教材と校納金をそれぞれ指定の封筒に上記合計金額を入れて、現金にて納入して
　　 いただきますようお願いいたします。
※　本校に兄弟・姉妹で在籍している生徒の場合は、兄・姉についてはPTA会費および安全教育振興会費の納入は必要ありませんので、校納金は

２．学校納入金

共　通

学年ごと

7,490 6,935 11,885

１．副教材費

17,434 8,685 9,419
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