
（単位：円）

                        納　　期
  費　　目

第1期
(4月20日)

第2期
(7月20日)

第3期
(10月20日)

計

日本スポーツ振興センター
共済掛金 550      550      

ＰＴＡ会費 3,000      3,000      

給食費 18,000      18,000      17,000      53,000      

児童会費 200      200      

学年費 *1 3,000      3,000      

行事費 *2 6,000      6,000      

合　計 27,750      21,000      17,000      65,750      

*1 学年費の内訳

項　　　目 金　　　額　（円）

新入生用物品 200      ファイル、フォルダー等

生活科教材費 1,900      園芸･調理実習費・ファイル･買い物学習等

認知学習教材費 300      文具類・ノート・ファイル等

図画工作科教材費 600      クレパス・はさみ・のり・絵の具・画用紙等

計 3,000      

*2 行事費の内訳
項　　　目 金　　　額　（円）

遠足費用 1,500      

マナー学習費用 1,500      

校外学習費用 1,500      

芸術鑑賞費用 500      鑑賞費代等

アルバム・写真代 1,000      

計 6,000      

令和３年度 小学部１年 学校納付金明細書

飲食代等

交通費・入場料等

現像代・アルバム用台紙

摘　　　　　　　要

摘　　　　　　　要

入場料等



（単位：円）

                        納　　期
  費　　目

第1期
(4月20日)

第2期
(7月20日)

第3期
(10月20日)

計

日本スポーツ振興センター
共済掛金 550      550      

PTA会費 3,000      3,000      

給食費 18,000      18,000      17,000      53,000      

児童会費 200      200      

学年費 *1 3,500      3,500      

行事費 *2 5,500      5,500      

計 27,750      21,000      17,000      65,750      

*1 学年費の内訳

項　　　目 金　　　額　（円）

生活科教材費 2,500      園芸･調理実習費・ファイル･買い物学習等

認知学習教材費 300      文具類・ノート・ファイル等

図画工作科教材費 700      クレパス・のり・絵の具・画用紙等

計 3,500      

*2 行事費の内訳
項　　　目 金　　　額　（円）

遠足費用 1,500      

マナー学習費用 1,500      

校外学習費用 1,500      

芸術鑑賞費用 500      鑑賞費代等

アルバム・写真代 500      

計 5,500      

令和３年度 小学部２年 学校納付金明細書

飲食代等

現像代・アルバム用台紙

交通費・入場料等

摘　　　　　　　要

摘　　　　　　　要

入場料等



（単位：円）

                        納　　期
  費　　目

第1期
(4月20日)

第2期
(7月20日)

第3期
(10月20日)

計

日本スポーツ振興センター
共済掛金 550      550      

PTA会費 3,000      3,000      

給食費 18,000      18,000      17,000      53,000      

児童会費 200      200      

学年費 *1 3,500      3,500      

行事費 *2 5,500      5,500      

計 27,750      21,000      17,000      65,750      

*1 学年費の内訳

項　　　目 金　　　額　（円）

生活科教材費 2,500      園芸･調理実習費・ファイル･買い物学習等

認知学習教材費 300      文具類・ノート・ファイル等

図画工作科教材費 700      クレパス・のり・絵の具・画用紙等

計 3,500      

*2 行事費の内訳
項　　　目 金　　　額　（円）

遠足費用 1,500      

マナー学習費用 1,500      

校外学習費用 1,500      

芸術鑑賞費用 500      鑑賞費代等

アルバム・写真代 500      

計 5,500      

令和３年度 小学部３年 学校納付金明細書

交通費・入場料等

現像代・アルバム用台紙

摘　　　　　　　要

摘　　　　　　　要
入場料等

飲食代等



（単位：円）

                        納　　期
  費　　目

第1期
(4月20日)

第2期
(7月20日)

第3期
(10月20日)

計

日本スポーツ振興センター
共済掛金 550      550      

PTA会費 3,000      3,000      

給食費 19,000      19,000      19,000      57,000      

児童会費 200      200      

学年費 *1 4,000      4,000      

行事費 *2 9,000      9,000      18,000      

計 32,750      31,000      19,000      82,750      

*1 学年費の内訳

項　　　目 金　　　額　（円）

生活科教材費 3,000      園芸･調理実習費・ファイル･買い物学習等

認知学習教材費 200      文具類・ノート・ファイル等

図画工作科教材費 700      クレパス・のり・絵の具・画用紙等

自立活動教材費 100      

計 4,000      

*2 行事費の内訳
項　　　目 金　　　額　（円）

宿泊学習費用 6,000      

校外学習費用 1,200      

マナー学習費用 1,300      

芸術鑑賞費用 500      鑑賞費代等

アルバム・写真代 1,000      

積立金 8,000      

計 18,000      

令和３年度 小学部４年 学校納付金明細書

交通費・入場料等

飲食費等

現像代・アルバム用台紙

摘　　　　　　　要

自立活動学習用教材

摘　　　　　　　要

施設利用料・飲食費

修学旅行費



（単位：円）

                        納　　期
  費　　目

第1期
(4月20日)

第2期
(7月20日)

第3期
(10月20日)

計

日本スポーツ振興センター
共済掛金 550      550      

PTA会費 3,000      3,000      

給食費 19,000      19,000      19,000      57,000      

児童会費 200      200      

学年費 *1 4,000      4,000      

行事費 *2 9,000      9,000      18,000      

計 32,750      31,000      19,000      82,750      

*1 学年費の内訳

項　　　目 金　　　額　（円）

生活科教材費 3,000      園芸･調理実習費・ファイル･買い物学習等

認知学習教材費 200      文具類・ノート・ファイル等

図画工作科教材費 700      クレパス・のり・絵の具・画用紙等

自立活動教材費 100      

計 4,000      

*2 行事費の内訳
項　　　目 金　　　額　（円）

宿泊学習費用 6,000      

校外学習費用 1,200      

マナー学習費用 1,300      

芸術鑑賞費用 500      鑑賞費代等

アルバム・写真代 1,000      

積立金 8,000      

計 18,000      

令和３年度 小学部５年 学校納付金明細書

交通費・入場料等

飲食費等

現像代・アルバム用台紙

摘　　　　　　　要

自立活動学習用教材

摘　　　　　　　要

施設利用料・飲食費

修学旅行費



（単位：円）

                        納　　期
  費　　目

第1期
(4月20日)

第2期
(7月20日)

第3期
(10月20日)

計

日本スポーツ振興センター
共済掛金 550      550      

PTA会費 3,000      3,000      

給食費 18,000      18,000      18,000      54,000      

児童会費 200      200      

学年費 *1 4,000      4,000      

行事費 *2 8,100      8,100      16,200      

計 30,850      29,100      18,000      77,950      

*1 学年費の内訳

項　　　目 金　　　額　（円）

生活科教材費 3,000      園芸･調理実習費・ファイル･買い物学習等

認知学習教材費 200      文具類・ノート・ファイル等

図画工作科教材費 700      クレパス・のり・絵の具・画用紙等

自立活動教材費 100      

計 4,000      

*2 行事費の内訳
項　　　目 金　　　額　（円）

校外学習費用 6,000      

マナー学習費用 1,500      

芸術鑑賞費用 500      鑑賞費代等

修学旅行 7,000      

卒業関連 1,200      

計 16,200      

令和３年度 小学部６年 学校納付金明細書

飲食費等

宿泊費・交通費・飲食費(４・５年次よりの積立金も使用）

摘　　　　　　　要

自立活動用学習教材

摘　　　　　　　要

交通費・入場料等

卒業アルバム・卒業記念制作等


