
令和３年５月７日  
第２学年保護者の皆様へ 

神奈川県立茅ケ崎高等学校長  

令和３年度全日制諸会費等の納入について 

風が心地よく，新緑の鮮やかな季節となりました。皆様方におかれましては益々ご健勝の

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ご理解とご支援をいただき，

誠にありがとうございます。 

さて，今年度の学年費及び諸会費等の納入金額が次のとおりとなりましたのでお知らせいた

します。選択科目によって金額が異なりますのでご注意ください。 

つきましては，６月３日（木）に届出済の指定口座より引き落とされますので，期日まで

にご準備いただきますようお願いいたします。 

 

 
項  目 

音楽Ⅱ 

選択者 

美術Ⅱ 

選択者 

書道Ⅱ 

選択者 

数学考察Ⅰ/ 

英語語法理解Ⅰ/ 

集団スポーツ 

人とくらし 

（１） 学年費 14,100円 13,100円 13,344円 10,600円 11,400円 

（２） ＰＴＡ会費 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 

（３） 教育振興費 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円 

（４） 環境整備費 1,800円 1,800円 1,800円 1,800円 1,800円 

（５） 図書費 2,400円 2,400円 2,400円 2,400円 2,400円 

（６） 生徒会費 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 

（７） 振替手数料 88円 88円 88円 88円 88円 

 合計 31,288円 30,288円 30,532円 27,788円 28,588円 

 

（学年費の内訳） 

（１） 生徒手帳 104 円 

（２） クラス写真 （昨年度分繰越のため徴収なし） 0 円 

（３） 安全振興会 1,200 円 

（４） 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,935 円 

（５） 全国高Ｐ連賠償責任補償制度掛金 400 円 

（６） 高体連及び高文連加盟金 340 円 

（７） 実力テスト（年２回） 5,820 円 

（８） 新体力テスト集計代 （昨年度分繰越のため徴収なし） 0 円 

（９） 進路の手引き代 150 円 

（10） 家庭科実習費 300 円 

（11） 外靴用袋 270 円 

（12） 予備費 81 円 

学年費小計 10,600 円 

選択科目別費用 

音楽Ⅱ 3,500 円 

美術Ⅱ 2,500 円 

書道Ⅱ 2,744 円 

人とくらし 800 円 

口座振替日：令和３年６月３日（木） 

◆ 口座の確認をお願いします。 

◆ 口座振替は今回限りです。ご注意ください。 

重要なお知らせです。 

問合せ先 

 72期学年会計担当 

      小夏・水木 

 電話  0467(52)4932 



 
令和３年５月７日 

第２学年連携入学生保護者の皆様へ 

神奈川県立茅ケ崎高等学校長  

令和３年度全日制諸会費等の納入について 

風が心地よく，新緑の鮮やかな季節となりました。皆様方におかれましては益々ご健勝の

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ご理解とご支援をいただき，

誠にありがとうございます。 

さて，今年度の学年費及び諸会費等の納入金額が次のとおりとなりましたのでお知らせいた

します。選択科目によって金額が異なりますのでご注意ください。 

つきましては，６月３日（木）に届出済の指定口座より引き落とされますので，期日まで

にご準備いただきますようお願いいたします。 

 

 
項  目 

音楽Ⅱ・ 

人とくらし 

美術Ⅱ・ 

人とくらし 

書道Ⅱ・ 

人とくらし 

集団ｽﾎﾟｰﾂ・ 

人とくらし 

（１） 学年費 14,900円 13,900円 14,144円 11,400円 

（２） ＰＴＡ会費 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 

（３） 教育振興費 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円 

（４） 環境整備費 1,800円 1,800円 1,800円 1,800円 

（５） 図書費 2,400円 2,400円 2,400円 2,400円 

（６） 生徒会費 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 

（７） 振替手数料 88円 88円 88円 88円 

 合計 32,088円 31,088円 31,332円 28,588円 

 

（学年費の内訳） 

（１） 生徒手帳 104 円 

（２） クラス写真（昨年度分繰越のため徴収なし） 0 円 

（３） 安全振興会 1,200 円 

（４） 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,935 円 

（５） 全国高Ｐ連賠償責任補償制度掛金 400 円 

（６） 高体連及び高文連加盟金 340 円 

（７） 実力テスト（年２回） 5,820 円 

（８） 新体力テスト集計代（昨年度分繰越のため徴収なし） 0 円 

（９） 進路の手引き代 150 円 

（10） 家庭科実習費 300 円 

（11） 外靴用袋 270 円 

（12） 予備費 81 円 

学年費小計 10,600 円 

選択科目別費用 

音楽Ⅱ 3,500 円 

美術Ⅱ 2,500 円 

書道Ⅱ 2,744 円 

人とくらし 800 円 

口座振替日：令和３年６月３日（木） 

◆ 口座の確認をお願いします。 

◆ 口座振替は今回限りです。ご注意ください。 

 

重要なお知らせです。 

問合せ先 

 72期学年会計担当 

      小夏・水木 

 電話  0467(52)4932 


