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CATSはこんな学校です 

本カレッジの方針に関する校長と職員からメッセー

ジ－皆様のお役に立つために 

 

CATS カレッジ・カンタベリーでは、生徒に対する指導・支援に

関する方針が完全に整っております。方針の内容は毎年更新しており、英語のみではござい

ますが、カレッジのホームページでご覧いただけます（catscollege.com）。この文書では、

方針内容の概要および最重要点を日本語でお知らしております。さらに詳しい内容につきま

しては方針の全文をご覧ください。もしくは本カレッジにご連絡いただければ、内容につい

てご理解いただけるようお手伝いさせていただきます。 

生徒たちを支援する職員 
全ての生徒には担当のシニアチューター（上級指導員）が付きます。シニアチューターの役

割は、週一回生徒と会い在校期間を通して支援していくことです。生徒が希望すればシニア

チューターと毎日会うこともできます。シニアチューター以外にも、カレッジの福利厚生・

寄宿担当職員および上級職員がいつでもお手伝いいたします。また、24 時間体制の緊急連

絡用電話窓口もあり、必ず職員が待機しております。緊急連絡用電話番号は +44 7876 

684206になります。 
 

18 歳未満の生徒は全員、完全監視付きの宿舎に寄宿していただきます。寄宿舎にはハウス

ペアレント（寄宿舎付きの親代わり係）と呼ばれる職員も同じ宿舎に住み、常時生徒たちの

お世話をいたしております。18歳以上の生徒たちは 18歳以上の生徒だけが寄宿する宿舎に

居住します。そちらにもハウスペアレントは付きますが生徒たちは大人として扱われ、ハウ

スペアレントの役割は生徒たちが無事に過ごしているかの確認となります。 

 

カレッジ生活 
寄宿舎とカレッジにでは W-fi を利用することができますし、ヘルプライン（相談窓口）や

その他の電話番号は寄宿舎の至る所にわかりやすく掲示してあります。保護者からのご希望

があればお小遣いを生徒に渡すことも可能ですし、全ての生徒の部屋に金庫がありますので、

自分の暗証番号をセットすることができます。カレッジ内での所持品の紛失については本カ

レッジは責任を負いかねますので、所持品に保険をかけることをお薦めしております。 
 

カレッジでは 1 日 3 食健康的なきちんとした食事をお出ししています。昼食では 2 種類の

肉料理から選択でき、野菜料理が一皿、10 種類の野菜が並ぶサラダバー、果物、スープ、
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パンというメニューになり、夕食ではこれにデザートが付きます。自宅ではなく学校で食事

をすることに慣れるまでに時間がかかるかもしれませんし、食べたことのないものが出るこ

とも多いでしょう。このような食事の変化に生徒たちが順応するまでには時間がかかります

が、毎日健康な食事をすることと、英国で供される食べ物に慣れることは重要です。 
 

ニュー・ドーバー・ロード 56-60 番地にある建物には生徒たちが静かに過ごせるエリアが

あり、ゆったりとした椅子やテレビが置いてあります。祈祷室もございます。また、セン

ト・ローレンスにある建物には広いコンピューターエリアがあり、毎晩生徒たちに開放され

ています。カレッジでは毎晩何かしらの催しが行われており、生徒の目に付きやすいように

お知らせのポスターがカレッジ中に張られています。 

 

その他、カレッジのウェブサイト、イーメール、カレッジのフェイスブックでも定期的に情

報を提供しています。フェイスブックにログインすれば、保護者の方がたもカレッジの 1年

間の予定などを知ることができます。こちらのリンクをクリックして本カレッジのフェイス

ブックのページをフォローしてください（https://www.facebook.com/CATSCanterbury）。

生徒たちには、カレッジのウェブサイトとイーメールを毎日チェックすることが義務付けら

れています。 

 

本カレッジでは生徒たちの保護監督と支援を重視しておりますので、授業のある日は一時間

ごとに生徒たちの様子を確認いたします。夜間や週末にも定期的に確認いたします。カレッ

ジの職員は、生徒たちの所在を常に把握していなければならず、生徒たちも外出時には記

帳・署名するか、ハウスペアレントに常に所在を知らせておかなければなりません。 
 

生徒がカンタベリーのカレッジの外に出たい場合は、オンラインで Exeat（短期休暇許可）

の申請書に記入する必要があります。18 歳未満の生徒の場合は、保護者からの許可も必要

です。週末に外出・外泊したい場合は、水曜日の午後 4 時までに Exeat 申請書に記入し、

学校側が生徒たちが出かける日時を把握し外出期間中の生徒の安全を確認できるよう、十分

前もって休暇の計画を知らせておかなければなりません。出かける目的地や同行者を学校が

承認しない場合には、Exeat は与えられません。18 歳以下の生徒が出かける場合は、責任

ある大人の同行および保護者の許可が必要です。 

 

医療 
生徒の医療上の状況、これまでに受けた治療や予防接種について学校側が把握していること

は非常に大切です。それについては既に用紙にご記入いただいてある筈ですので、緊急の事

態にはそれに基づいて対処いたします。医療上の個人情報は保護されており、必要のある人

物以外はアクセスすることができません。生徒自身の個人情報の取り扱いにも注意いたしま

すが、生徒の安全上の問題などやむを得ない事情により情報を公開する必要がある場合もご

ざいます。また入学時にはカレッジが用意した医療上の質問票にも記入していただきます。 
 

本カレッジでは全ての生徒の文化的・宗教的な立場を尊重いたします。 

https://www.facebook.com/CATSCanterbury
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生徒が薬品を服用している場合は、薬品の種類、服用量、服用頻度、服用方法、考えられる

副作用について学校側が把握している必要があります。医師により処方されている薬品の場

合は、生徒の病状および処方された薬品の予想服用期間についての詳しい書状が必要になり

ます。 
 

本カレッジは地元のヘルスセンターと私費診療の医師を利用し、カレッジには保健室の看護

士および医療担当職員がおります。本カレッジで 6ヶ月以上勉強する生徒は全員、入学時に

地元のヘルスセンターに登録されます。早急に医師の診療を受けたい場合や看護士では納得

がいかない場合は自費診療となります。英国ではほとんどの人が国民健康保険の医療機関で

満足しており、自費診療の医療はあまり使いません。しかし生徒が希望する場合は、自費診

療の医師の診療が受けられるよう手配することも可能です。 
 

生徒の体調がよくない場合は、ニュー・ドーバー・ロード 50-60 番地にある建物に保健室

がありますので、そちらの看護士に生徒自身が連絡することになっております。17 歳以下

の生の場合は、看護士に病状を判断してもらう必要があるため寄宿舎に残ることはできませ

ん。必要があれば日中は保健室で休み、適宜処置をしてもらうようになっています。高熱が

あり動かすことができない場合は、救急車を呼ぶか職員が寄宿舎で付き添うこともあります。

カレッジ内の保健室では看護もできますし、医師に連絡を取ることもできます。日中は軽食

や飲み物も提供されます。18 歳以上の生徒は、保健室に電話をすれば看護士がアドバイス

をします。18 歳以上の生徒でも、医師の診断を受けるようにカレッジが申し渡す場合があ

ります。 
 

6 ヶ月以上滞在する生徒は全員ヘルスセンターに登録するか、もしくは私費診療の費用を払

う能力がある必要があります。 

生徒の安全のために 
本カレッジには明確な安全保護対策があります。全ての職員は安全保護の研修を受けており、

確実に生徒たちの安全が護られるようになっております。本カレッジは、生徒たちを危害、

差別、侮蔑的な取り扱いから護り、生徒たちの権利を尊重するために全てのしかるべき手段

を取ります。 
 

生徒たちには安心してもらい、何か心配ごとや気にかかることがあれば遠慮なく学校側に言

ってもらうように促しています。生徒たちの話を聞き、必要な支援を与える大人が常にいる

ようになっております。 
 

寄宿・福利厚生の責任者であるケリー・コッソンは、安全保護オフィサーでもあります。副

安全保護オフィサーはアナ・ブルゾゾウスカです。二人とも児童保護に関する特別の訓練を

受けています。 
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職員、ボランティア、本校関連の仕事に従事している人は、全員が犯罪記録管理局による綿

密な調査を受けており、子供たちのいる職場で働いても安全だと認められています。 
 

子供たちが重大な危険に晒されていると考えられる場合は、必要があれば地方行政当局、社

会福祉事務所、警察に連絡を取ります。 
 

本カレッジにとって最も大切なことは生徒たちの幸せです。生徒たちは年齢、文化、障害の

有無、性別、母国語、人種、宗教的な信仰、あるいは性同一性の有無に関わらず、虐待、保

護の欠如、搾取、差別などから護られる権利があります。 
 

カレッジを訪問する大人は必ず受付かハウスペアレントのいる場所で署名していただき、必

ず職員が付き添います。保護者を含む大人は全て、監視者付きでなければ生徒の居住棟に入

ることはできません。 

 

生徒が職員に連絡を取る方法はイーメールもしくはカレッジ内の電話に限られており、フェ

イスブックやその他のソーシャルネットワークで、職員を「友達」として加えることは許さ

れておりません。 
 

生徒の同意なしに生徒の写真を撮ることはできません。全ての生徒が学校で集合写真を撮る

ことには同意していますが、生徒が他の生徒の同意なしにその生徒の写真や映像の撮影をす

ることはできません。 
 

安全保護オフィサーに虐待の疑いがある場合は、生徒は校長に報告しなければなりません。

校長に対する疑いは、ケンブリッジ市のステーションロードに所在するケットハウス内のケ

ンブリッジ教育グループの最高責任者に報告する必要があります。 
 

保護者と生徒の個人情報は保護され、必要な場合にのみ他者に知らされます。 

 

職員が生徒からいじめに関する情報を得た場合は、職員はそれを秘密にしておくことは許さ

れておりません。その場合はその問題に対処する訓練を受けている職員に報告しなければな

りません。 

法律により、疑われている生徒や教員が告訴されるまでは、当人の身元が確認できるような

資料を公開することは禁じられています。 

いじめ 
本カレッジは、いかなる形態のいじめも許しません。いじめとは他者を傷つける意図のある

攻撃のことを指します。いじめには以下のような種類があります。 

 

感情的 

身体的 

人種的 

性的 
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同性愛者/性同一障害者/性転換者を対象としたもの 

言語的 

インターネット上の 

携帯電話を使ったもの 

宗教的 

学習障害関連 

障害関連 
 

本カレッジ内でいじめを行った疑いのある者には厳しく対処し、懲戒処分を適用します。

  

 

薬物乱用 
本カレッジでは、薬物の乱用に関する明確な方針があります。薬物はアルコール類、麻薬、

合法の薬物が含まれます。カレッジ内および寄宿舎では喫煙は禁止されておりますが、16

歳以上の生徒に限り所定の喫煙場所で喫煙することができます。しかしできれば喫煙は控え

てください。 
 

本カレッジは薬物を乱用した生徒を直ちに退学させる権利を有します。その場合には残って

いる授業料その他は返金できません。また、本カレッジは違法または禁止されている物質の

検査をする権利も有します。これには、麻薬やアルコール類が入っていると疑われるカレッ

ジ宛の荷物の検査も含まれます。本カレッジはアルコール類もしくは麻薬の使用に関する無

作為な検査をする権利、ならびにいかなる生徒をも検査する権利を有します。違法な薬物の

使用が発見された場合は、警察に通報いたします。 

 

インターネットと情報通信技術 
生徒がカレッジのインターネットを使用できるのは教育目的に限られています。生徒が ID

番号やパスワードを第三者に教えることは固く禁止されています。生徒は大学入学システム

のためのパスワードを他者に知らせてはいけません。 

 

生徒はインターネット上で、人種差別、人に不快感を与える、わいせつ、違法といった性質

のあるコメントやメッセージを投稿したり読んだりしてはいけません。それにはソーシャル

ネットワークもしくはその他のインターネット上のサイトにメッセージをを投稿することも

含まれます。許可を受けていないソフトウェアをカレッジのコンピューターにダウンロード

やインストールすることもできません。また、いかなるサービスであっても、その通常の利

用を攻撃、オーバーロード、拒否するような試みを故意に行ってはいけません。 

 

生徒はできるだけカレッジから承認を受けたイーメールアカウントのみを使うように奨励さ

れています。 
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カレッジでの生活態度 
.生徒には品行方正な態度が望まれますし、そのような態度は表彰されます。生徒は幅広い

種類のリーダーシップ賞を目指すこともできますし、良い行いに与えられる認定証も定期的

に授与されています。本カレッジではできる限り生徒たちに賞を授与して激励しており、公

の場で良い行いや学習成果を称えることもよくあります。 

 

本カレッジでは、問題が起こった場合には 5段階の懲罰制度で対処しています。生徒が正式

に懲罰の警告を受けると、警告状がその生徒、保護者、代理業者に送られます。生徒は自分

の懲罰記録をオンラインで確認することができ、保護者に届いていない手紙がある場合はオ

ンラインで見せることができます。生徒が犯した規律違反の程度によって、懲罰システムの

どの段階に処せられるかが決まります。出席率が低下した生徒にも懲罰の警告は発せられま

す。懲罰システムの最終段階はカレッジからの退学処分となります。学校側もそうならない

ように最大の努力をすると共に、態度を改善して学校生活がうまくいくようにするための機

会を可能な限り生徒に与ることを目指しております。 

 

校長が生徒の退学処分を決める際には、「可能性を量りにかけて」決定しております。つま

り、生徒が犯したと疑われている違反を犯した可能性が、そうでない可能性より高い場合、

という意味です。これは、「合理的疑いの余地がない」という犯罪事件の考え方とは異なり

ます。 

 

苦情と「Tell Us（話してください）」 

ボタン 
生徒は何か気になることがあればインターネット上の「Tell Us」ボ

タンを使って学校側に伝えるよう促されています。こちらに知らせ

てくれさえすれば、ほとんどの問題は速やかに簡単に解決すること

ができます。また気になる事柄について直接学校側に話すこともで

きます。 
 

学校側に伝えた問題に関して生徒もしくは保護者が納得できない場合は正式の苦情システム

がありますので、カレッジの顧客ケア窓口宛にイーメールか手紙を書くことができます。メ

ールアドレスは studentservices@catscanterbury.comになります。 
 

それでも納得できなければ、段階 2を適用することができます。これは、校長に手紙を書く、

イーメールを出す、直接話す、のいずれかの方法になります。校長のメールアドレスは

principal@catscollege.com.です。 

 

それでも納得できない場合は、決定の 3 日以内にカレッジ経由で CATS カレッジの理事長

に書面で訴えることができます。苦情システムの詳細は方針と同様に CATS カレッジのウ

ェブサイト catscollege.comに掲載されています（英語のみ）。 

mailto:studentservices@catscanterbury.com
mailto:principal@catscollege.com
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全ての正式の苦情は記録、監視されます。 
 

この文書の内容についてさらに詳しく知りたい場合や話し合いたい場合はご連絡ください。

また、カレッジの方針の中でさらにさらに詳しく知りたい部分があれば、その部分を翻訳す

ることが可能な場合もございます。 


