
令 和 ２ 年 ４ 月 ７ 日 

 

保護者の皆様 

 

横浜市立下瀬谷中学校 

校 長    相原   裕 

 

副教材費及び学校納入金納入方法のお知らせ 

 

 うららかな春日和が続いております。保護者の皆様方には、ますますご健勝のこととお喜び申し上

げます。 

 また、日頃より本校の教育活動に対しまして、ご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、副教材費及び学校納入金の納入方法を次のようにさせていただきます。ご理解とご協力の

程、よろしくお願いいたします。 

 

納  入  方  法  

 

１ 副教材費（販売業者に現金納入） 

  ワークブック等の副教材費については、現金で納める形とさせていただきます。 

 

（１） 日時・場所 

４月１４日（火）から４月１６日（木） の教育相談で登校した際に、昇降口で行います。 

 

（２） 納入方法 

配布させていただきました「集金袋」に副教材費を入れて、教育相談で登校する際にお子様

に持たせてください。昇降口で職員が受け取ります。 

 

（３） 教材内容・金額等 

裏面でご確認ください。昨年度と変更になっている場合もございます。 

 

２ 学年諸費等（ゆうちょ銀行で口座振替） 

 

（１） すでに準備していただきました「ゆうちょ銀行の口座」からの引き落としとなります。 

 

 

（２） ６月１０日に口座振替を行います。口座に入金していただき、振替の準備をお願いいたし

ます。新 2 年生、新 3 年生は、事前に通帳の確認をお願いいたします。 

※新２年生、新３年生で、まだ口座振替登録をされてないご家庭は、口座振替申込書等を

お渡ししますので学校にご連絡ください。 

 

 

                                          問い合わせ 

                                           副校長 平岡 仁樹 

        ＴＥＬ  ３０１－４５０８ 

 



 副教材 1年 ２年 ３年
名称 取扱業者 出版社 金額 名称 取扱業者 出版社 金額 名称 取扱業者 出版社 金額

国語 級別漢字レッスン 神教販 浜島書店 490 よくわかる国語の学習２ 神教販 明治図書 620 よくわかる国語の学習３ 神教販 明治図書 620
よくわかる国語の学習１ 神教販 明治図書 620 A4フラットファイル（黄） 神教販 サクラ 50

社会 アクティブ地理総合（白地図付） 神教販 浜島書店 830 A4フラットファイル（水色） 神教販 サクラ 50 新しい公民（神奈川県版） 神教販 浜島書店 690
アドバンス中学歴史資料 シマザキ 帝国書院 713

数学 わかる数学 神教販 学宝社 590 わかる数学 神教販 学宝社 590 わかる数学 神教販 学宝社 590
A4フラットファイル（青）1冊 神教販 サクラ 50 A4フラットファイル（青）1冊 神教販 サクラ 50

理科 理科の完全学習（ノート付） シマザキ 正進社 640 理科の完全学習（ノート付） シマザキ 正進社 640 理科の完全学習 シマザキ 正進社 580
A4フラットファイル（緑） 神教販 サクラ 50 A4フラットファイル（緑） 神教販 サクラ 50

音楽 A4フラットファイル（グレー） 神教販 サクラ 50

美術 美術資料 シマザキ 秀学社 790 木彫ペン皿 高野工芸 510 篆刻セット（3.5×3.5×8） アートクリエイション 440
ターナーポスターカラー、筆セット 高野工芸 2,250 画用紙八つ切 高野工芸 45 ケントボードB4 アートクリエイション 190
焼き物 高野工芸 1,020 ケント紙八つ切 高野工芸 65 ライトスクラッチ アートクリエイション 750
プッシュステンドA4 高野工芸 430 推朱キーホルダー 高野工芸 970
金屏風四曲 高野工芸 600 軽量粘土 高野工芸 460
ホワイトウッズパズル 高野工芸 830 シルバースクラッチ 高野工芸 290

保体 体育実技 シマザキ あかつき 820
A4フラットファイル（オレンジ） 神教販 50 A4フラットファイル（未定） 神教販 50 A4フラットファイル（未定） 神教販 50

技術 ミニトマト 相場教材 800 エコキューブラジオ 相場教材 3,800 USBメモリー 神教販 800
ものづくり材料（パイン材） 相場教材 2,230 テーブルタップ 相場教材 200
A4フラットファイル（緑） 神教販 サクラ 50 A4フラットファイル（赤） 神教販 サクラ 50 A4フラットファイル（青） 神教販 サクラ 50

家庭 マイ箸袋 相場教材 490 私たちの食生活 神教販 新学社 290 ２WAYバック 相場教材 770
技術・家庭ノート　家庭分野 シマザキ 正進社 620 私たちの成長と家族・地域 神教販 新学社 230 調理実習費 相場教材 300

調理実習費 相場教材 400 身近な消費生活と環境 神教販 地域教材 290
フェルトセット 相場教材 450

英語
ニュー・エンジョイワーク１

神教販 教育同人社 620
ニュー・エンジョイワーク２

（弱点克服文法ドリル付き） 神教販 教育同人社 740
ニュー・エンジョイワーク３

神教販 教育同人社 620

A4フラットファイル（むらさき） 神教販 サクラ 50 A4フラットファイル（むらさき） 神教販 サクラ 50
道徳 A4フラットファイル（クリーム） 神教販 サクラ 50
非常食 災害時非常食 テクノ教材 570 　

小計 16,253 小計 10,550 小計 6,890

1年 金額 ２年 金額 ３年 金額
学年諸費 学級費 300 学級費 300 学級費 300

スポーツ振興センター 460 スポーツ振興センター 460 スポーツ振興センター 460
健康手帳 70 生徒手帳 170 生徒手帳 170
校章 500
生徒手帳 200
小計 1,530 小計 930 小計 930

文化祭 文化祭　鑑賞費 1,000 文化祭　鑑賞費 1,000 文化祭　鑑賞費 1,000
生徒会 生徒会費 450 生徒会費 450 生徒会費 250
PTA PTA会費 3,600 PTA会費 3,600 PTA会費 3,600
賠償保険 賠償保険 270 賠償保険 270 賠償保険 270
振替 振替手数料 10 振替手数料 10 振替手数料 10
合計 合計 6,860 合計 6,260 合計 6,060

令和２年度　教材費一覧


