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２０１９年度が始まって４週間たちました。子どもたちも新しい担任、友達、授業の進み具合、宿題などに慣れてきたことと思いま
す。運動会の練習も始まり、友達や担任との関係が一層深められることでしょう。そうすると、三育に来るのが楽しみになり、一層勉
強に集中できると思います。充実した５月を過ごして、６月の夏休みを迎えてほしいものです。

学校カレンダー
今月は、
「子どもの反抗と逸脱行動」について考えてみたいと思います。
思春期は誰もが経験してきたはずなのに、大人になってしまえばあまりにも理解しがた
◆５月３日（金）
く、私たちは思春期の子どもの行動に振り回され、真剣に向き合えば向き合うほど悪循環
法政大学説明会
に陥り途方に暮れることになります。それまでは保護者の期待に応えてくれた子どもが、
にわかに保護者のいうことを聞かなくなるだけでなく、あからさまに反旗を翻すいわゆる
◆５月８日（水）
第二反抗期は、子どもたちにとって新たな発達段階である思春期に入ったことを象徴する
SAPIX 中・高・大入試説明会
出来事といえます。
◇５月１５日（水）・１６日（木）
思春期の子どもたちの扱いは難しいものですが、反抗的な態度そのものが異常なわけで
はありません。思春期の子どもたちが示す反抗的あるいは敵対的な行動や態度は、基本的
幼稚部保育参観
には状況依存的なものです。いつでも誰にでも同じように反抗的であったり、乱暴であっ
◇５月１６日（木）
たりするのではないからです。彼らの反抗の対象は、それまで彼らが頼っていた保護者や
夏期講座一般募集締切
教師など、もっとも身近なところで援助してきた大人たちです。そのような「反抗」であ
◆５月２７日（月）
る限り、それは発達的な成長を意味するものであり、必ずしも逸脱的なものとはいえませ
ん。最も典型的な形は親への反抗ですが、同じ家庭の中でも祖父母に対してはあからさま
メモリアルデーのため休校
な反抗を示さないことも多いものです。ましてや、家庭の外からは、親に対する激しい反
◆５月２８日（火）
抗が全く見えないことも少なくありません。
日程調整のため休校
これに対して、外から見える逸脱行為--典型的には人や物に対する攻撃性、社会的規範
に従わない行動（学校内においては教室内での授業妨害行為）など--は、思春期に目立つ
◇６月２日（日）
行動ではありますが、
「健全」なものではありません。予防も含め、適切な対応が求められ
運動会
ます。保護者への反抗と攻撃的・反社会的行動は、思春期の「問題行動」としてひとくく
◆６月１０日（月）
りに捉えられがちですが、発達心理学や精神病理学の視点から見れば、それらは全く異な
広尾学園中学・高校、
るものです。つまり、思春期の反抗が昂じて非行に至るのではなく、逸脱行為は「健全な
反抗」とは別物として理解し対処しなければなりません。
村田女子高校説明会
それでも、保護者や教師への反抗エネルギーが、思春期の攻撃的・反社会的行動や性的
◇６月１３日（木）
活動につながる不安は簡単に払拭できるものではありません。家庭内での保護者への反抗
１学期最終日
が強ければ強いほど、逸脱行動への懸念を強く抱くようになるのは自然です。思春期にお
ける反抗と逸脱行為はいずれも攻撃性を基盤に持つので、攻撃性の発達について知ること
◇６月３０日（日）
が重要です。
三育リユニオン
攻撃性とは：攻撃性とは一般的には、怒り、敵意、憎しみ、恨み、不満などに基づいて、
◇６月１４日（金） ～ ７月７日（日）
他人、自分、その他の対象に重大な傷害、苦痛、恐怖、敵意などをもたらす行動、すなわ
事務も休みとなります
ち攻撃行動を意味するものです。攻撃性が他者に向けられた場合には、破壊的行動、性的
暴行、けんか、盗み、嫉妬などとなります。自己に向けられる場合は、自傷、自殺、自己
◇７月 ８日（月） ～ ７月１２日（金）
嫌悪などとして現れます。このうち、他者の基本的人権（財産や所有権）や年齢相応の主
準備週
要な社会的規範や規則（学校に通うなど）を侵害するものは、一般的に反社会的行動と認
◇７月１５日（月）
識されますが、これらの行動も攻撃性の一つの形であり、このように思春期の逸脱行為は
攻撃性に関連するものが多いのです。
夏期講座：１学期後期前半開始
攻撃性の発達：子どもの反抗期といえば、思春期だけでなく、二～三歳にかけての第一反
◆７月２６日（金）
抗期もよく知られています。子どもの攻撃性についても、反抗期と同じように幼児期と思
大学進学セミナー
春期に高まるパターンが認められます。ただし、幼児期の攻撃性は、欲しいものをたとえ
◇７月２９日（月）
それが他児童の物であろうと強引に奪い取るという直接的な様式が特徴的です。このタイ
プの行動は社会性や言語能力の獲得とともに減少し、小学校低学年の頃までに頻度や強度
夏期講座：１学期後期後半開始
が低下するのが一般的です。それに対して、思春期の攻撃性は大人や権威に対する対立や
反社会的な行動が優勢となり、発達段階によって攻撃の形態は大きく変化します。
攻撃性の性差：典型的な攻撃性である暴力行為は女子よりも男子に目立つので、攻撃性は主として男子の問題と思われがちです。実際、
幼児期から小児期にかけての攻撃性は男児に優勢ですが、思春期に入ると女児の攻撃性も高まり、次第に性差は小さくなる傾向があり
ます。一時的に女児の体格が男児を上回る小学校高学年では、むしろ女児の方が攻撃性が高くなる場合もあります。思春期に入った女
児たちは直接的な暴力だけでなく、他児童を仲間はずれにしたり、わざと友達関係をやめたり、あるいは悪い噂を流したりなど、相手
と直面しない間接的な攻撃性を示すことも多くなります。このようなタイプの攻撃性は、女児集団のいじめと関連が強いといえるでし
ょう。また、リストカットや過剰服薬など、自己に向けた攻撃性は女児に多くなります。思春期以降の攻撃性については、男子の攻撃
性と質的な違いはあるものの、女子にとっても重大な問題であることを認識しておくことが重要だと思います。
校長 小谷 仁

人事異動
採用：宮城 実生
ビザの手続きが終了しました。５月初旬に着任予定です。学校通信４月号でお知ら
せしたとおり、小学部５年の担任となります。

図書室のスケジュール

学校をさらに良くするための
ご意見・ご提案を歓迎します。
お気軽に声をおかけくださ
い。メールでも構いません。

hkotani@saniku.org
校長 小谷仁
mchiba@saniku.org
教頭 千葉学

１学期前期末の図書室のスケジュールをお知らせします。
貸出終了日：
５月２３日（木）
最終返却日：
６月 ６日（木）
夏休み用貸出日： ６月１０日（月）～６月１３日（木）

図書管理ボランティア
図書管理ボランティア募集に多くの皆さんが応えてくださいました。ボランティアの皆さんに心から感謝いたします。皆さ
んの善意が無ければ、本校の図書室は維持ができません。神様からの労のねぎらいと祝福をお祈りいたします。これからも
ボランティアを希望される方は、事務にご連絡ください。

小・中学部オープンクラス
下記の日程でオープンクラスを行います。ご都合の良い時間に、クラスにおこしください。見学していただく時間は３０分
くらいを目処にお願いします。できるだけ見学がお帰りの時間に集中しないようにしていただけると、お帰りの時間に混雑
せず、普段の帰宅時に近い状態になるかと思います。お帰りに近い時間での見学は、お勤め帰りの方に譲っていただけるよ
う、ご配慮ください。
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注：オープンクラスの間も、駐車はいつものように、学校側や Marilla Avenue にお願いします。
オープンクラスの２週間中も、いつも通り宿題クラブを行います。
お子さんの多い方は、何度も学校に足を運ぶことになりますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

保育参観
下記の日程で幼稚部保育参観が予定されています。年に２度しかない機会です。ぜひ万障お繰り合わせの上ご出席ください。
日程：５月１５日（水）
・１６日（木）
時間：たんぽぽ組：午後４時４５分～午後５時３０分
ひまわり組：午後５時４５分～午後６時３０分

運動会
運動会の情報は下記の通りです。
◆日時：６月２日（日）午前１０時開始（雨天の場合は６月 9 日（日）に延期）
◆場所：三育学院運動場(Easterbrook Discovery School Field)
4835 Doyle Rd, San Jose, CA 95129

短期クラス変更に関して
ここ数年、所定の人数に達しているクラスが増えており、かつそれらのクラスにウエイティングで名前を載せている一般のお子さんや、在
園在校生として長期のクラス変更を待っているお子さんもいる状況となっています。一人の短期クラス変更で、それらの待っているお子
さんたちの学習機会が失われることを、本校は重く受け止めています。
そこで、今年度からは、「 短期クラス変更を希望する場合、元のクラスに戻れないことがあることを納得の上であるなら、クラス変更を許
可する場合がある」に変更します。戻れない場合には、クラス内のウエイティングリストで元のクラスに戻るのを待つことになります。

幼稚部遊具
校舎内にある（４年生教室とフェンスの間にある）幼稚部園児用遊び場（以下「遊び場」
）のことでお願いがあります。これ
はあくまでも園児用ですので、小学部以上のお子さんは使用できません。各クラスの担任が児童・生徒に直接伝えています
が、ぜひご家庭でも話してくださいますようお願いいたします。
フェンス：春休み中にフェンスを設置しました。フェンスに上ったり、乗り越えたりすることはとても危険です。
本園園児が遊び場で遊んでいる場合には、本園園児以外の誰も、遊び場で遊ぶことはできません。ご理解の上ご協力をお願
いいたします。保護者の皆さんは弟妹さんを連れて、他の場所（図書室やフェンス外の遊具など）に移動をお願いします。
本園園児が遊び場で遊んでいない場合には、弟妹さん（園児と同年代のお子さん）が、遊び場で遊ぶのは構いませんが、保護
者の監督下で遊ばせてください。保護者が目を離すことがないようにお願いします。また、高いところから飛び降りたり、遊
具をゆすったりなどしないようにご指導ください。弟妹さんの事故に関しては、学校は責任を負えませんので、ご承知くだ
さい。

トイレ使用時の注意
プリスクールの園児たちがトイレを使用する時間帯について、お知らせとお願いがあります。
お知らせとお願い
プリスクールに関する州法に従い、園児たちがトイレを使用している時には、保護者の皆さんは、同じトイレを使用す
ることができません。
そこでプリスクール園児たちがトイレを使用しているとき（トイレドアに園児使用中の表示あり）
には、図書室内にあるトイレをご利用ください。
プリスクール園児とひまわり組以上の子供がトイレを使用する時間帯が重ならないように工夫し、さらに担任からの指
示を徹底し、子どもたちに規則を守ってもらう予定です。

お子さんのお迎え
本校では、お子さんの安全のために、
「保護者がクラスまでお子さんを迎えに来ること」を原則としています。駐車している
車の所までお子さんに来させるようなことはしないでください。ご協力をよろしくお願いします。

お迎え時の駐車について
すでにメールでお知らせしましたが、お子さんを迎えにいらしたときには
① 小さなお子さん（弟妹さんを含む）をお持ちの保護者の皆さんは、Eastus Drive の学校側道路ならびに駐車場に駐車し
てください。すでに一杯の場合には、Marilla Avenue 沿いに駐車してください。
② ①以外の保護者の皆さんは、Marilla Avenue 沿いに駐車してください。
詳細は、すでに配布している「駐車に関するお知らせ」をお読みください。ご協力をお願いいたします。

下校時間
本校の方針は、
「保育・授業後は速やかに静かに帰宅する」となっています。これは子供たちの安全と近隣の方々への配慮を
考えてのことです。宿題クラブなどで放課後残る場合も、終了後は速やかに帰宅されますよう、ご協力をお願いいたします。
またオフィスも午後７時１５分が終了時間ですので、事務に用事が有る場合には、終了時間までに済ませるようにお願いい
たします。
宿題クラブでお子さんを待つ間、弟妹さんをフェンス外の遊具で遊ばせている方がいらっしゃいます。遊ばせる時には、保
護者の管理下で監督をお願いします。お子さんが大きな声を出して、ご近所の静かな夕べを乱さないようにご指導ください。
お子さんが静かにできない場合には、お子さんと一緒に図書室でお待ちください。暗くなる時間は、怪我や見知らぬ侵入者
の危険性が高くなりますので、安全のため校舎内でお子さんを待つのを強くお勧めします。

近隣との良い関係を築くために
本校の協力依頼に対して、保護者の皆さん、そして子供たちが誠実に対応してくださっていることを心より感謝いたします。
今後も引き続きご協力をお願い致します。配偶者の方(日本文を読めない方には特にお願いします)、また送り迎えをしてく
ださる方にもお伝えくださいますようお願いします。
ご協力頂きたいこと
① 住宅地では、ゆっくりと安全に運転しましょう
② 駐車場内、道路の学校側に駐車しましょう
③ 保育・授業・宿題クラブ後は直ちに帰宅しましょう
④ 学校内・駐車場・近隣の道路などでは、（特に 6 時半以降は）静かにしましょう
⑤ 近隣の方々に良い印象を持っていただけるよう心がけましょう

Eastus Drive の駐車場や、学校側の道路に駐車してください。

お子さんの安全に関して
お子さんの安全を守る上でお知らせしたいことがあります。保育・授業前と後でのお子さんと弟妹さんの安全は、保護者の
責任となりますが、警備員や教師が最近見かけた光景は、保護者同士で話をしているときに、
➢ 子供が、木に登っているのを許している
➢ 子供が、正面ゲートや校舎横ゲートから出ていくのに気が付いていない
➢ 子供が、幼稚部遊具の遊具やフェンスを揺らす、登る
などです。お子さんの安全を確保するために、お子さんを保護者の管理下に置いてくださるようにお願いします。

安全性を高めるために
ここ数年、Zuca と呼ばれる四輪付きの頑丈なバッグで本校に通うお子さんが増えてきました。四輪が付いているので、お子
さんがそれに乗ったり、引っ張って走ったりして教室に向かう姿を見かけていましたが、小さなお子さんにぶつかりそうに
なる事態が発生していたようです。教師たちは、
「危険なのでしないように」と、すでに子どもたちに伝えました。保護者の
皆さんにも、お子さんが Zuca に乗ったり、引っ張って走ったりしないように、ご指導をお願いします。

２０１９年度国際ユース作文コンテスト
主催：公益財団法人 海外子女教育振興財団
後援(申請中)： 文部科学省 外務省 日本放送協会
協賛(申請中)： (公財)ＪＦＥ21 世紀財団 東京海上日動火災保険(株) 日販アイ･ピー･エス(株)
(一財)日本児童教育振興財団 (株)読売新聞東京本社 クラーク記念国際高等学校

テーマ：「優しさがあふれる社会をつくる」
応募規定：
１. ワープロ可。鉛筆で手書きをする場合は、B または 2B で濃く書くこと。
２. 文字数は１６００字以内。
（文字数は本文のみ）
３. 参加希望者は応募用紙と詳細を担任から受け取って下さい。
学校締切: ２０１９年５月３０日（木）

リトルリーグに関して
リトルリーグはゲーム、引き続きプレイオフ、トーナメントと、６月まで様々な試合が予定されています。時折、ゲームの２
面の他に、練習のため他のフィールドを使うチームもあるようです。お帰りの時間には、Eastus Drive 沿いは駐車している
車で一杯だと思います。

日本の三育（幼・小・中）での体験入学
日本にも三育の教育機関があります。夏休みを利用して一時帰国される際に、日本の三育で体験入学をしてみませんか。興
味のある方は、お気軽に教頭や校長にご相談ください。
お勧めできる学校
幼稚園
札幌三育幼稚園、函館幼稚園、東京三育幼稚園、横浜三育幼稚園、
広島三育学院幼稚園、鹿児島三育幼稚園
小学校
札幌三育小学校、函館三育小学校、久慈川三育小学校、光風台三育小学校、東京三育小学校
横浜三育小学校、広島三育学院小学校、大和三育小学校、鹿児島三育小学校、
沖縄三育小学校
中学校
北浦三育中学校、広島三育中学校、沖縄三育中学校
高校
広島三育高校

校舎内での販売
現地校では、
「子供たちや保護者達がファンドレイジングのために、学校内で様々な物を販売している」ことを承知していま
すが、本校ではそれを禁止していますので、ご協力をお願いいたします。

三育校舎購入基金
本校が１９８２年７月にマウンテンビュー日本人教会で設立されて今年で３７年となります。これまで幾つかの学校区の校
舎を借りて運営を行ってきましたが、そろそろ自前の校舎が必要な時期に至ったのではないかと考えています。本校理事会
はすでに三育校舎購入基金を設けており、ご寄付等を積み立ててきました。
「企業からの募金」や「募金を喜んでしてくださ
る方々」に関して情報がありましたら、ぜひお知らせください。ご協力をよろしくお願いいたします。

三育クワイア
三育の関係者を対象に、第２・４火曜日にクワイア（合唱隊）の練習を行っています。
（ただし、この４月は１６日と３０日
となります。
）
時間:10:30am-12:30pm
場所:Campbell Seventh-Day Adventist Church ( Campbell Ave と San Tomas Expy の角)
また、４月から新しい指導者を迎え新曲に取り組んでいますので、歌に興味のある方はこの機会に参加してみませんか？(経
験は問いません)みんなで 楽しく練習しています。見学ご希望の方は sanikufamilychoir@gmail.com までご連絡下さい。

英語による無料バイブルスタディー
英語による無料バイブルスタディー
本校は、保護者向け無料「英語によるバイブルスタディー」クラスを行っています。肩の凝らない楽しい勉強です
ので、英語を使う機会を増やしたい方、聖書に興味のある方はどなたでも、どうぞ気軽にご参加ください。本校の
保護者でなくても参加できますので、お友達をお誘いください。
Bible Study in English (講師：Filipe Ferreira)
毎週月曜日
4:00pm～ 5:00pm
English through the Bible(一時中止中)
毎週火曜日
3:45pm～ 4:45pm
Bible Study in English (講師：鈴木晋平)
毎週木曜日
6:15pm～ 7:15pm
ご希望の方は前もって事務にご連絡ください。
クラスの無い日もありますので、参加ご希望の方、またご質問のある方は事務までお問い合わせください。
心の港（日本語による「聖書の学び」
）
毎月一度 『愛のある子育て、悩み、相談教室
一緒にもっといいママになれるための研究
簡単で、美味しく健康な料理の情報交換の会』へご案内します。
主催者土屋光子さんの言葉：エレン・ジー・ホワイト夫人の言葉はいつでも私の心にひびいています。
『天国の最も美しい型-家庭を家庭という言葉が意味するとおりのものにしなければならない。家庭は地上にある
小さな天国、愛情をつとめておさえるところでなく、育てるところでなければならない。私たちの幸福は、お互い
に対するこの愛と同情と真の礼儀を育てることにかかっている。
』
『家庭の雰囲気の重要性-父親と母親の心を包んでいる雰囲気は、家庭全体に行き渡り、家庭のすべての部門にお
いて感じとられる。家庭の雰囲気は、ほとんど両親が作り出すものである。だから父親と母親が不和であれば、子

供たちも同じような気持ちを持つ。優しい心遣いを示して、家庭のふんいきを楽しいものにしよう。
』
電話をお待ちしています。
日時
：10:00am～12:00pm 5/6（月）
昼食・交流の時間 ：12:00pm～ 2:00pm ランチとお喋りの会
場所
：1542 Frontere Ave. Los Altos(Dr.土屋宅) Phone:（650)948-2716

ワオナサマーキャンプ
ヨセミテにあるキャンプ場で、健康的なサマーキャンプ・プログラムを計画しています。ぜひご参加ください。
http://www.campwawona.org/summer-camp/registration
新聞記事より
勉強以外に様々な活動をしている子は、生活スキルが高い傾向
自然の中での遊びや地域行事への参加など、勉強以外に様々な体験活動をしている子どもほど、コミュニケーションの力や
マナー、課題解決力などの「生活スキル（技能）
」が高い傾向にあることが、国立青少年教育振興機構が公表した調査結果で
わかった。
調査は２０１２年９～１０月に行い、全国の小学４～６年生とその保護者、中学２年、高校２年の生徒計約２万５０００人
が回答した。児童生徒には学校や家庭での生活、保護者には子どもとの接し方などを聞き、友人との関係づくりや規則正し
い生活、目標達成に向けて努力するなどの「生活スキル」がどの程度身に付いているかを分析した。
その結果、保護者が勉強以外の様々な体験を重視しているほど、生活スキルは高い傾向にあった。普段から地域行事に参加
している小中高校生の場合、コミュニケーション力が高いとされた子は約４割を占め、参加していない場合は約２割にとど
まった。山や川など自然の中での遊びをしている小中高生のうち、約３割は健康管理や基本的な家事などのスキルが高いと
されたが、こうした遊びをしていない子では２割未満だった。
ワオナサマーキャンプは楽しいだけではなく、様々なスキルが身に付く良い機会だと思います。どうぞふるってご参加くだ
さい。

三育リユニオン
６月３０日（日）東京原宿にあるＳＤＡ東京中央教会で、第８回 Reunion（三育同窓
会）が計画されています。三育学院サンタクララ校に関わりのある皆さんと旧交を温
め、つながりを保っていくことが主な目的です。日本に既に帰国された方で、現在も
連絡を取り合っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ Reunion のことをお知らせく
ださい。また、夏に一時帰国を計画して、６月３０日前後に東京近郊にいらっしゃる
方も、ぜひお友達をさそってお集まりください。お待ちしています。
◆
◆
◆
◆
◆

Reunion 当日の時間など詳しい情報は、決まり次第本校のウェブサイトにアップ
デートしていく予定ですので、参考になさってください。
受付開始：午後２時３０分
開始時間：午後３時、５時終了予定
参加費 ：一人１０００円（小学生未満無料）
出席教師：千葉学、前川英樹、涌井敏道

三育学院サンタクララ校ホームページ
本校は、大切な情報をホームページに出来るだけ早く載せるように心がけています。定期的に本校ホームページをご覧いた
だけると、様々な事務手続きの締め切り、本校の重要情報などを見逃すことがないと思います。どうぞご利用ください。ホー
ムページのアドレスは www.saniku.org です。

三育学院サンタクララ校フェイスブック
幼稚部・小中学部のクラスや遊んでいる様子などを載せていますので、ぜひご覧ください。本校のホームページからフェイ
スブックに行くことができます。本校フェイスブックのフォロワーになっていただきたいと思います。
現在（２０１９年４月２５日）フォロワー数は６７０人です。
https://www.facebook.com/SanikuSantaClara/

啓明学園（東京）
啓明学園は歴史の長い帰国子女受け入れ校であり、本校が自信を持ってお勧めできる学校です。本校の児童・生徒を特別に
優遇してくれることになっています。興味のある方は、ぜひ進学担当前川、教頭千葉に声を掛けてください。

名古屋国際中学校・高等学校
本校の推薦で、名古屋国際中学校・高等学校に入学できるシステムがあります。興味のある方は、ぜひ進学担当前川、教頭
千葉に声を掛けてください。

法政大学：英語学位コース IGESS
法政大学には、英語のみの授業で学位を出すプログラム IGESS があります。
（詳細はインターネットで検索してください）本
校の中学部卒業生で、現地校（高校）を卒業した学生に関しては、本校が法政大学に推薦できるようになりました。興味のあ
る方は、ぜひ校長までお尋ねください。
５月３日（金）の午前１０時より法政大学の関係者が本校を訪問し、保護者の皆さんにプログラムを紹介します。興味のあ
る方はぜひご参加ください。

SAPIX 講演会
５月８日（水）に、サピックスの受験対策用講演会がメディアセンターで行われます。興味のある方はご参加ください。どな
たでも参加できます。https://kokusai.sapix.co.jp/で申し込んでください。
場所：メディアセンター
中学受験： 9:30am～10:30am
高校受験：10:50am～12:10pm
大学受験：12:30pm～13:30pm

広尾学園中学・高等学校、教育連帯校村田女子高等学校：説明会
６月１０日（月）に、広尾学園と村田女子高校の学校説明会が行われます。興味のある方はご参加ください。どなたでも参加
できます。
場所：メディアセンター
時間：10:00am～11:30am

外務省「海外安全アプリ」
外務省は海外在留邦人の安全を守るために、スマートフォンにダウンロードできるアプリを開発し、それを使って旅行（３
ヶ月以内）や在留（３ヶ月以上）の届けをするようにと勧めています。アプリで滞在先半径１００ｋｍの危険情報を入手する
こともできます。ぜひダウンロードして、ご活用ください。アプリの名前は「外務省 海外安全アプリ」です。

領事出張サービス
領事出張サービスでは、パスポート、各種証明、在外選挙登録申請などの受付・交付等を行います。
２０１９年４－１２月の領事出張サービスは以下のとおりです。
是非、ご利用ください。
（現時点の予定であり、今後変更が生じる可能性があります。事前に必ず領事館ホームページをご確認ください。
）
◇カリフォルニア州サンノゼ市
申請のみ ： ２０１９年 ９月２６日（木）
交付のみ ： ２０１９年 ６月 ３日（月）
、１１月１３日（水）
時間
： 午前１０時３０分～午後３時あるいは４時（web でご確認ください）
※各出張サービスの詳細については、会場等が確定次第、ホームページ及びフェイスブックに掲載致します。
※出張サービスでは、例えば現金及び小切手は使用不可、マネーオーダーのみのお支払いとなるなど取り扱いが異
なりますので、必ず詳細は web ページをご覧ください。
※「申請日」と「交付日」が分かれております。申請日に交付、交付日に申請を行うことはできません。
※「サンノゼ会場で旅券申請を受け付ける場合、サンフランシスコ総領事館での交付は最短で 2 週間後となりま
す。
※在留届をまだ出されていない方や住所変更などがある場合は、事前に在留届の手続きをするようお願い致しま
す。
（インターネットからの届出が便利です。
）
●問い合わせ先
(415)780-6000（内線 6097〜6099）
ホームページ： http://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

