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平成 17 年度授業料改定について 

先週1月8日に別紙にて各ご家庭に平成17年度授業料の改

定のご案内をお届けいたしました。 

平成14年度の値上げ以来3年間授業料を据え置いてまいり

ましたが、児童・生徒数の減少により授業料収入も毎年減少

傾向にあり、人件費の抑制、諸経費節減等の努力も限界に近

づいております。また、ここ数年見合わせておりましたデー

タベースを含めた事務局機器・備品の整備も、これ以上先送

りできない状況になっており、支出の増加が見込まれており

ます。このため、平成 16 年度決算は、10 万ドル程度の赤字

となる見込みです。 

理事会と致しましては、保護者の皆様の負担の増加を極力

抑えるべく、平成 17 年度も 10 万ドル程度の赤字予算を前提

に今回下記のような改定を実施させていただきます。 

今後も理事会ではよりよき補習校の運営と魅力ある補習校

作りを目指して活動する所存ですが、授業料改定につきまし

ては保護者の皆様のご理解を頂きたくよろしくお願いいたし

ます。 

記 

 学年 
平成 17 年度（改定後）

授業料（月額） 

現行授業料 

（月額） 

小 1・2 ＄ 110.00 ＄ 100.00

小 3～中 3 ＄  125.00 ＄  110.00

高 1・2 ＄  155.00 ＄  130.00

※上記授業料のほか、セキュリティ費と保護者会費が下記の

ようにこれまで通り徴収されます。 

ｾｷｭﾘﾃｨｰ費： 
一人につき年額＄27 

（4月と10月に半期分＄13.50ずつ徴収） 

保護者会費： 一人につき月額 ＄    3.00

なお、1 月 8 日のご案内に添えて新年度の自動振込手続き

に必要なForm Aを各ご家庭にすでに配布しております。Void

と書いた Checkを添付の上、事務局宛に1月 31 日必着でご送

付願います。 

送付先：SAN FRANCISCO  JAPANESE  LANGUAGE  CLASS,  INC. 

760 Market  St.,  # 816,  San Francisco, CA  94102 

銀行口座自動引き落とし同意書(Form A)記入時の注意 

１． ご指定の銀行口座について、チェッキング又はセービン

グアカウントであるかを明瞭に記入下さい。 

２． 口座番号及びWire用（送金用）のABA ナンバーを正確に

ご記入下さい。Wire用のABAナンバーは金融機関コード

番号のことですので、口座をお持ちの支店へお問い合わ

せ下さい。 

３． Signature(署名)をお忘れなく。 

そのほかの注意事項 

１．  一日でも在籍がある場合は当該月の授業料は徴収いた

します。 

２． 銀行または口座番号等に変更があった場合は、早急に事

務局の会計担当にご連絡ください。 

３． 転学する場合は、早急に事務局に連絡の上、所定の転学

用紙に記入し、事務局まで提出してください。書類提出

のない場合は、翌月も差し引かれ、返却されませんので

ご注意下さい。 

※ ご不明な点がございましたら、事務局(415) 989-4535ま

でお問い合わせ下さい。 

小学部児童・中高部生徒の送迎について 

頭記の件に関し、学校長より 2004 年 12 月 18 日付で中高部

各保護者に、また、2005 年 1 月 8日付で小学部保護者に、確

認とお願いが配布されております。 

今年度中高部において、保護者の迎えを待つため長時間校

地外に生徒が一人でいた等の事例があり、生徒の安全に関わ

り、かねてより保護者の皆様方による登下校の送迎徹底を、

学校長ならびに理事会よりお願いいたしておりました（「や

まなみ」第 6 号などご参照）。 

残念ながら、生徒のみによる登下校の事実が依然として確

認されたこと、また、12 月 11 日には登校の際、生徒 3名が 1

時間以上に渡り所在不明になるという事故が発生したことを

うけて、再度学校長より出されたものです。 

幸い、小学部児童の送迎については大きな事故がおきてい

ませんが、無届の欠席・遅刻、下校時教室前で児童の迎えが

ない、カープールの相手を児童が良く把握していない、など

の懸念すべき事例が見受けられます。 

送迎についての安全確保は学校と保護者の皆様の信頼と約

束関係の上で成立しております。保護者の皆様には送迎につ

いての下記の約束事を再度確認していただき、登下校時の安

全確保へのご協力を、理事会からも再度お願いいたします。 

１．本校は保護者による送迎が登下校の原則です。

○中高部生徒のみによる公共交通機関等を利用しての登下校

は認めておりません。近隣にお住まいで、徒歩通学が可能な

場合もゲートまでは保護者の方が同伴し生徒がゲートを通過

することを見届けてください。 

○保護者同士で確認がとれている場合のカープールは認めて

おります。小学部児童の場合、迎えに来る方のお名前を事前

に連絡帳等にて担任にお知らせください。 

２．欠席・遅刻・早退の届出を確実にお願いします。 

本校所定の用紙（学校便覧に記載）を授業日前の金曜日午

後 4 時までに必ず担任または事務局へ提出してください。上

記の届出が間に合わない場合でも、授業日の朝 8：30～9：00

までに学校の携帯電話（土曜日のみの電話）に必ず連絡をお

願いします。 

○中高部生徒の遅刻・早退時の送迎は職員室で生徒の受け渡

しをし、職員室で確認の署名をしてください。遅刻時は必ず

職員室まで保護者の方が同伴してください。早退時も職員室

で待ち合わせをして下校していただくことになっています。 

○小学部の遅刻・早退時の送迎は教室前において保護者の方

の顔を確認してから行います。 



人事異動 

退職 小 SF ミッチェル靖子 （12 月 4日付） 

採用 小 SF 大重朋子 （12 月 11 日付） 

選挙委員交代のお知らせ 

1 月 13 日付で、長谷川清理事、浅尾一郎理事が選挙委員を

退任し、反田隆理事、早川由浩理事が選挙委員に就任しまし

た。また、田附富雄理事が選挙委員長に就任しました。 

平成 17 年度理事選挙告示（速報） 

2005 年 1 月 20 日 

当委員会告示第 1 号（2004 年 12 月 4 日）により告示した

平成 17 年度理事選挙につき、同年 12 月 15 日から立候補者の

届出の受付けを開始していたところ、当委員会は 10 名の方の

の立候補の届出を受付ました。 

現在、受付を締め切り、当委員会において届出のあった方

の候補者としての資格を審査しております。審査終了後、立

候補を受理された方の氏名・プロフィールを選挙委員会告示

にてお知らせいたします。 

選挙委員会 

委員長 田附富雄 

委員 反田隆、高岡穀、中村べス、早川由浩 

キッコーマン・インターナショナルより本校に寄付 

キッコーマン・インターナショナル様より、本校の教育活

動に役立ててほしいとのご趣旨で、昨年末に 1000 ドルのご寄

付をいただきました。本校の基金に組み入れ財源拡充と運用

益の確保を図ります。謹んで御礼申し上げます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

事務局よりお知らせ 

1 月・2 月の主な行事予定
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月 日 行事予定 

１ 15 小学部入学説明会（SF 校） 

１ 22 小学部入学説明会（SJ 校） 

１ 29 小学部就学児童面接（SF 校・SJ 校）／中学部入

学説明会（SJ 校） 

２ ５ 小学部就学児童面接（SJ 校）／中学部入学説明

会（SF 校） 

２ 19 教育講演会（SJ 地区） 

２ 26 教育講演会（SF 地区） 

小学部新１年生入学受付 

サンフランシスコ日本語補習校では、平成 17 年 4月から小

学部第１学年に入学を希望する児童の申し込みを受け付けて

います。入学を申し込まれる方は、本校事務局（☎415－

989-4535）までご連絡ください。 

【出願資格】 

保護者が当地での職務に派遣されている者、または、理事

会が承認する者で、将来日本の学校に入学、または、編入し

ようとする計画を持っている満 6 歳以上 7 歳未満の者。 な

お、平成 17 年度の小学部第１年生は平成 10 年（1998 年）4

月 2日から平成 11 年（1999 年）4月 1日までに出生した児童

に限ります。   

【学校説明会】 

入学希望児童及び保護者を対象として、学校説明会と新入

生面接を次のとおり実施いたします。 

○小学部サンフランシスコ校 

学校説明会 1 月 15 日(土) 

新入生面接 1 月 29 日(土) 

○小学部サンノゼ校 

学校説明会 1 月 22 日（土） 

新入生面接 1 月 29 日(土)2 月 5日(土） 

【入学申し込み方法】 

 入学申込書と出生を証明するものの写し（パスポートのコ

ピー等） を同封の上、本校事務局までご送付ください。なお、

説明会と個人面談の案内につきましては、入学を申し込まれ

た方に郵送にてご案内します。     

中学部入学説明会 

平成 17 年度中学部入学説明会を、下記のとおり開催します。 

○中学部サンフランシスコ校 

日時： 平成 17 年 2月 5日（土） 

午前 9時 15 分～10 時 

場所： A.P. Giannini Middle School カフェテリア 

○中学部サンノゼ校 

日時： 平成 17 年 1月 29 日（土） 

午前 9時 30 分～10 時 15 分 

場所： Cupertino Middle School マルチユースルーム 

高等部入学生募集 

説明会は昨年すでに終了しておりますが、参加できなかっ

た方で配布資料をご希望の方は事務局までご連絡ください。 

事務局の環境整備を進めています！ 

 

昨年末に事務局の事務機器・書類等の整理、スペース効率

の改善を目指しレイアウトの変更を行いました。 

これにより、今年度新たに加わった高等部管理職の 2 名の

先生方と岩田事務局員の席を確保し、見通しの良いレイアウ

トが実現できました。 

入口正面に掲示板を設置し訪問者にも配慮しました。 

事務局も新たな気持ちで新年をスタートしました。 
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