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History
International Christian Academy of Nagoya is an international school located on the outskirts of Nagoya, Japan.
We are a community of 12 faculty and staff and approximately 50 students in grades K – 12. We are a partner
school of the Network of International Christian Schools (www.nics.org) with headquarters near Memphis,
Tennessee. ICAN is accredited by the Association of Christian Schools International (ACSI) and Western
Association of Schools and Colleges (WASC). We exist in order to provide an English curriculum based on a
Christian philosophy to international and Japanese students. We are still a small school so students get
experience relating to students younger and older than themselves, and they receive increased individual
attention from their teachers.
The International Christian Academy of Nagoya’s history extends back to 1990 when missionaries from the
Presbyterian Church of America and the Evangelical Free Church of America met to consider educational
possibilities for their children. They needed a less expensive alternative to the existing international school and
desired a school based on Christian values.
That first school started in August of 1991 and was located in Nagakute adjacent to Nagoya. It began as a
satellite school of the Christian Academy of Japan of Tokyo (CAJ). It was first named Nagoya Christian
Academy. During that first school year, the school served ten to twelve students from eight families. The first
teacher was an experienced CAJ teacher. School was held in a rented house that also served as residence for the
teacher.
During the second year, the school moved to a house across the street from Nagakute Battlefield Park with its
well-equipped playgrounds. By the fifth year, the school moved to the third floor of the PCA Presbyterian
Building. Three teachers served the school during the five years it was a satellite school of CAJ. The school was
very fortunate to have received the unfailing support of CAJ during this time.
For the 1996-1997 school year, the school status was changed to an affiliate school of CAJ and Mrs. Barbara
Phipps, a missionary with the Southern Baptists was recruited to become the teacher of the ten enrolled children.
Due to the needs of her family, Mrs. Phipps had to return to the States midyear. The school was disbanded and
Mr. Charles Barton, Headmaster of the Nagoya International School, graciously welcomed the students to attend
NIS for the remainder of the year at the same tuition rate they were paying. Again the school was indebted – this
time to NIS for this provision.
Miss Linda Wixon was recruited through Mission to the World and Mrs. Barbara Phipps returned in 1998.
During the 1999-2000 school year, the decision was made to become part of the Network of International
Christian Schools (NICS), headquartered in Southaven, Mississippi. The name change to International Christian
Academy of Nagoya was approved in January, 2000. Three new teachers joined the school in 2000-2001, Miss
Jodi Davis, Miss Jennifer Dawson, and Miss Brandy Springstubbe. Thirty-three students from 9 different
countries were enrolled that year.
From 2001 to 2010, ICAN operated as a NICS school under the local auspices of Mission to the World (JPM,
Japan Presbyterian Mission). In May 2010, ICAN was recognized as a special foundation and now has its own
hojin. ICAN sponsors its own visas under the hojin status. It is currently operating in two rented buildings in
the Nagakute area.
歴史
（財）インターナショナル・クリスチャン・アカデミー名古屋は、日本の名古屋郊外にある国際学校
であり、職員とスタッフ12名と、キンダーから12年生までのおよそ50名で成り立っています｡本拠地
をテネシー州メンフィス近郊におくインターナショナル・クリスチャン・スクール・ネットワークの
一校（www.nics.org）であり、また､国際クリスチャン・スクール協会(ACSI)と米国西部地域学校大学
協会(WASC)の認可校でもあります。当校はキリスト教の理念に基づいた国際カリキュラムを外国人
と日本人に提供するためにあります。小さな学校であるため､異学年交流があり、教師の目が個人に
行き届く機会も多くあります。
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ICANの歴史は1990年にさかのぼり、当時アメリカの長老教会と福音自由教会の宣教師の子供たちの
ために教育を施す必要性が生まれ、他の国際学校ほど授業料が高くないキリスト教の価値観に基づく
学校を必要としていました。
1991年8月に始まり、名古屋近郊の長久手に設けられました。当校は東京のクリスチャン・アカデ
ミー・ジャパン（CAJ）の衛星校として始まりました。名古屋クリスチャン・アカデミーと名付けら
れました。初年度は10名の生徒で始まり、後に生徒は8家族からの12名になりました。当初の教師は
ＣＡＪからの経験豊富な先生であり、学校は教師住居を兼ねた借家で行われました。第2年度に学校
は設備の整った運動場のある長久手古戦場公園を隔てた家に移りました。第5年度までにはPCA長老
教会の建物の3階に移りました。教師3名がこの5年間CAJの衛星校であった当校に仕えました。この
期間CAJの尽きない支援を受けたことはとても幸いでした。
1996～1997年度から、当校はCAJとバーバラ・フィップス宣教師のいる南部バプテストの傘かとな
り、在籍する生徒10名の教師を雇用しました。フィップス宣教師は家庭の事情のため年度の途中で帰
国しなければならなくなりました。当校は解散され、名古屋インターナショナル・スクールNIS
校長であるチャールズ・バートン氏は、かつて支払っていた授業料で、残りの授業をNISで受けるこ
とができるよう、寛大に生徒を受け入れてくださいました。この期間当校はNISの提供により恩義が
ありました。
次にリンダ・ウィクソン先生をミッション・トゥーザ・ワールドから迎え、バーバラ・フィップス先
生は1998年に日本に戻りました。1999～2000年にはミシシッピー州サウスへブンに本部をおくネット
ワーク・インターナショナル・クリスチャン・スクール（NICS）の一校となり、2000年1月にイン
ターナショナル・クリスチャン・アカデミー名古屋への名称変更が承認されました。
2000～2001年に新しい教師であるジョディ・デイビス、ジェニファー・ドーソン、ブランディ・スプ
リングスタブ の3名を迎え、9カ国から33名の生徒が在籍しました。
2001年から2010年、ICANはミッション・トゥー・ザ・ワールド（JPM、日本長老伝道会）の援助の
下、NICSの一校として運営されていました。2010年5月ICANは特別財団の認可が降り、現在一般財
団法人となりました。法人の下、自らビザの引受が出来ることになりました。現在は長久手に3つの
建物を借りて運営しております。
ICAN Vision Statement
The vision of the International Christian Academy of Nagoya is to grow as an international school that provides
for the English-based academic needs of both Japanese and expatriate families within an atmosphere that fosters
Christian character and growth.
理念
(財)インターナショナル・クリスチャン・アカデミー名古屋の理念はクリスチャンとしての性質と成
長を育成する雰囲気の中で日本人と海外からの在住家族の両者に必要な、英語による高等教育を提供
するインターナショナル・スクールとして成長することです。
ICAN Mission Statement
The International Christian Academy of Nagoya is a Christ-centered school that impacts the world by providing
students with an education based on a biblical worldview in an environment of academic excellence, while
cultivating respect for people of all cultures and religions.
ICAN使命声明文
(財)インターナショナル・クリスチャン・アカデミー名古屋は、優れた教育環境の中で聖書的世界観
に基づく教育を提供することにより地域社会に影響を与え、すべての文化、宗教をもつ人々を尊重す
るよう育成するキリストを中心とした学校です。
ICAN Philosophy of Education
ICAN is a Christian school founded on the belief that God is the source of all truth and that true education is
based on His revealed word, the Bible (John 14:6, 17:7). We believe the qualities of such an education include
the following:
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ICAN Core Values
High Expectations
A traditional and well-rounded curriculum coupled with high expectations for student achievement and lifelong
learning that equips them to become biblically-informed individuals, effective communicators, citizens, and
engaged learners.
Biblical Integration
Biblical integration expressed through all subjects and aspects of school life.
Christian Environment
A distinctively Christian environment in which students are nurtured and experience grace in the context of a
caring community
Cooperation with Parents
Cooperation with parents in the education and character development of each individual student
International Atmosphere
An international atmosphere that provides a welcome environment for children of all cultures and nations and
fosters self-worth and mutual respect
哲学と教育
ICANは神がすべての真理の源であり、真の教育は神が啓示した聖書の御ことば（ヨハネ14：6, 17：7
）によるという信念に基づいたクリスチャン・スクールです。私達は以下にあげる教育の質を重要な
ことと信じています。
本質的価値観
高い期待
従来の幅広いカリキュラムに併せて、聖書に基づく情報を与え、効果的にコミュニケーションする力
と、責任感を養い、学ぶことに従事する生徒を育成するという目標達成と生涯教育に高い期待を持っ
ています。
聖書に基づく統括
聖書がすべての科目や学校生活側面に反映されています。
クリスチャン環境
生徒はクリスチャン独自の気づかい合う環境の中で育まれ神の恵を体験していきます。
保護者との協力
生徒一人一人の学力と人格形成のため保護者と協力していきます。
国際環境
国際環境はすべての文化、国民を歓迎する雰囲気を作り、自尊心と相互尊重を育てます。
ICAN Targets for Learners
Students who are:
1. Biblically-informed individuals
a. Understand the narrative, major themes, and key doctrines of the Bible
b. Know the necessary practices for healthy, gospel-centered spiritual
development
2. Effective communicators
a. Read, write, speak, and listen skillfully and purposefully
b. Express ideas through diverse media
3. Responsible citizens
a. Work collaboratively with diverse partners
b. Serve and respect others
c. Show integrity and self-discipline
4. Engaged learners
a. Demonstrate intellectual curiosity and discernment
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b. Apply diverse skills and knowledge to create high-quality original
products
c. Utilize resources effectively to develop analytical problem-solving skills
ICAN生徒の達成目標
1. 聖書に関する知識のある人
a. 物語や主要テーマ、聖書の重要な教理を理解している
b. 健全で、福音中心の霊的成長にとって必要な訓練を知っている
2. 効果的にコミュニケーションする人
 a. 巧みにかつ目的に沿って、読む、書く、話す・聞くことができる。
b. 様々な手段を用いて自分の考えが表現できる
3. 責任感のある人
a. 様々な人と一緒に協力しあって取り組む
b. 他人に仕え、敬意を払う
c. 誠意と自制心を表す
4. 従事する人
a. 知的好奇心と優れた判断力を示す
b. 質の高いオリジナル作品を作り出すために、様々な技能と知識を駆使する
c. 問題解決できる能力を伸ばすために資料を効果的に活用する
Network of International Christian Schools (NICS)
NICS Mission Statement
The mission of NICS is to establish a worldwide network of international Christian schools staffed by qualified
Christian educators, instilling in each student a Biblical worldview in an environment of academic excellence
and respect for people of all cultures and religions.
ネットワーク・インターナショナル・クリスチャン・スクール（NICS）
NICS使命声明文
NICSの使命は資格を持ったクリスチャンの教職員を置くインターナショナル・クリスチャン・ス
クールを世界中に広がるネットワークを開設し、優れた教育環境の中で聖書的世界観とすべての文
化、宗教を尊重することを生徒一人一人に教え込むことです。
NICS Statement of Faith
● We believe the Scriptures, both Old and New Testaments, to be the inspired Word of God (Exodus
24:4; Psalms 19:7-10; Luke 24:44; Matthew 5:17-18), without error in the original writings
(Deuteronomy 4:1-2), the complete revelation of His will for the salvation of man, and the divine and
final authority for all Christian faith, life, and conduct (2 Timothy 3:16; 2 Peter 1:20-21).
● We believe in one God (John 10:30), Creator of all things (Genesis 1:1), infinitely perfect and eternally
existing in three persons: Father, Son, and Holy Spirit (Matthew 28:19).
● We believe that Jesus Christ, without any change in His eternal deity (John 10:31-38; Hebrews 1:3),
became man through conception of the Holy Spirit and virgin birth (Luke 1:31-35), that He died on the
cross (Mark 15:23-26; John 19:16-18), a perfect and complete sacrifice, in our stead and for our sin
according to the Scriptures (Hebrews 9:13-15; Ephesians 1:6-7). He arose bodily from the dead and
ascended into heaven (1 Corinthians 15:3-4; Acts 1:6-11) where, at the right hand of the Majesty on
High, He is now our High Priest and Advocate (Hebrews 2:16-17).
● We believe that the ministry of the Holy Spirit is to glorify the Lord Jesus Christ (John 16:13-14) and,
during this age, to convict of sin and regenerate the sinner upon belief in Christ (John 16:7-12; Romans
8:9; 1 Corinthians 6:11); at the time of regeneration baptizing the believer into the one body of which
Christ is the head (Galatians 3:26-28) and to indwell, guide, instruct, fill, and empower the believer for
godly living and service (Romans 8:26-27 & 15:13; Proverbs 3:5-6).
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●

●

●
●
●
●
●

We believe that man was directly created by God in His own image (Genesis 1:27), but fell into sin
(Genesis 3). The entire human race is, therefore, lost and only through repentance (2 Corinthians 7:10),
faith in Jesus Christ (Ephesians 2:4-9), and regeneration of the Holy Spirit, can salvation and spiritual
life be obtained (Romans 8:13-14).
We believe that the atoning death of Jesus Christ and His resurrection provide the only ground of
justification and salvation for all who believe (John 14:6; Acts 4:12), and that only such as receive
Jesus Christ by personal faith are born of the Holy Spirit and by Him sealed to the day of redemption
(Ephesians 4:30).
We believe in the personal return of the Lord Jesus Christ (2 Timothy 4:1), and that the hope of His
appearing has a vital bearing on the personal life and service of the believer (2 Timothy 1:8-10).
We believe in the bodily resurrection of all the dead (Romans 8:11), of the believer to everlasting
blessedness and joy with the Lord (Romans 4:7-8), and of the unbeliever to judgment and everlasting
and conscious punishment (Matthew 25:46; Hebrews 10:29).
We believe that the Church is composed of all such persons who, through saving faith in Jesus Christ,
have been regenerated by the Holy Spirit and are united together in the body of Christ, of which He is
the head (Romans 12:4-5; 1 Corinthians 12:12-13).
We believe that water baptism and the Lord's Supper are ordinances to be observed by the Church
during this present age. They are, however, not to be regarded as a means of salvation (Matthew 28:19;
Acts 18:8; 1 Corinthians 11:23-29).
We believe that all the saved should live in such a manner as will honor and glorify and not bring
reproach upon their Savior and Lord, and that it is commanded of God to remain separate from false
doctrine, sinful pleasures, practices, and associations (Ephesians 5:25-27; 1 Peter 2:11).

NICS信仰声明
●

●
●

●

●

●
●
●
●

旧約、新約聖書の御言葉（出エジプト記24:4、詩篇19:7-10、ルカ24:44、マタイ5:17-18）に力
づけられ、原書に誤りがなく（申命記4:1-2）、人々の救いのための神の御心がなされる完全
な啓示、すべての信仰者、命、そして導きのための神の権威であると信じています(第二テモ
テ3:16、第二ペテロ1:20-21)。
唯一の神（ヨハネ10:30）、すべてを造られた創造主（創世記1:1）であり、父、子、聖霊
（マタイ28:19）から成る完全で永遠に存在しておられる神を信じています。
聖書により（ヘブル9:13-15、エペソ1:6-7）イェス・キリストがその永遠の神性さ（ヨハネ
10:31-38、ヘブル1:3）を変えることなく、聖霊により処女マリアより生まれ（ルカ1:31-35）
人となられ、私たちの罪の身代わりとなり完璧で完全なる犠牲として十字架に掛けられ死ん
で下さった（マルコ15:23-26、ヨハネ19:16-18）ことを信じています。イエス・キリストは死
から蘇り天に上げられ（第一コリント15:3-4、使徒1:6-11）、神の右に座しておられ、私たち
の大祭司であり、仲裁者であられます（ヘブル2:16-17）。
聖霊の働きとは、主イェス・キリストの栄光を表し(ヨハネ16:13-14)、この恵みの時に罪を告
白し、キリストを救い主として信じ(ヨハネ16:7-12、ローマ8:9、第一コリント6:11)洗礼を受
けた者は、キリストを頭とし、キリストにあって一つ体となり、キリスト者として生き、仕
えるためにキリストが内に住み、導かれ、教えられ、満たされ、力を与えられるのです(ロー
マ8:26-27と15:13、箴言3:5-6)。
神はご自分のかたちに人を創造されましたが、（創世記1:27）人は罪を犯しました（創世記3
章）。そのため、地球上の全人類には死がもたらされ、悔い改めと（第二コリント7:10）、
イェス・キリストを信じる信仰と（エペソ2:4-9）、聖霊の生まれ変わりを通してでなければ
救いと霊的ないのちを得る（ローマ8:13-14）ことはできません。
イェス・キリストの贖いのための死とキリストの復活は、御名を信じるすべての者を義と認
める救いを与え、個人の信仰によりイェス・キリストを迎え入れた者は贖いの日のために聖
霊によって証印を押されているのです。（エペソ4:30）
主イェス・キリストが再び私たちに現れ（第二テモテ4:1）、その主の現れが私たちの生活の
中でいのちの実を結ばせ、キリスト者の働きに望みを得させるのです。（第二テモテ1:8-10
）
死者の中からの体の蘇り（ローマ8:11）と、キリストを信じる者の永遠の恵み、主と共にあ
る喜び（ローマ4:7-8）、またキリストを信じない者への審判が下され永遠の裁きがある（マ
タイ25:46；ヘブル10：29）ということを私たちは信じます。
教会はイェス・キリストを信じ救いを得た全ての人々から成り、聖霊により再建され、キリ
ストの体において一つとなり、キリストを頭としています。（ローマ12:4-5、第一コリント
12:12-130）
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●
●

水による洗礼と聖餐式は現在も教会で行われるものとされますが、それが救いにあずかる手
段としては見なされません。（マタイ28:19、使徒18:8、第一コリント11:23-29）
すべての救いに預かった人々は、私たちの救い主であり主であるキリストが非難されること
を避け、主の誉と栄光を称えるよう生きなければなりません。つまりそれは神からの命令で
あり、誤った教義、罪深い楽しみや習慣、付き合いから離れることなのです。（エペソ
5:25-27；第一ペテロ2:11）

NICS Core Values
We are a Biblically-based, Christ-centered, caring community that is committed to excellence.
1.

2.

3.

4.

Biblically-based
We will operate with a Biblical worldview, based on faith, led by the Holy
Spirit, supportive of the local church, in obedience to God’s commands to love and disciple all nations,
and in accordance to His laws and the laws of man.
Christ-centered
Our behavior will show that Christ is our Head, our ultimate desire being to honor, glorify, and please
Him, clearly portraying His attributes, with the final measure of our success being our faithfulness to
His will.
Caring Community
Through our worldwide network, we will give priority to people rather than programs or
infrastructures, demonstrating respect, loyalty, support and cooperation, regardless of cultural
differences.
Committed to Excellence
Our standard for hiring qualified Christian educators and measuring ministry performance as we
educate the “whole child” will be the highest reasonable standard.

To find out more about the ministry of NICS, visit www.nics.org.
NICS基本的価値観
聖書を基準とし、キリストを中心に置き、地域社会を大事にし、優秀であるべく全力を尽くす
ことです。
1.

2.

3.
4.

.聖書基準
私たちは聖書に基づく世界観を持ち、信仰を土台とし、聖霊による導き、地元の教会を支援
し、神の命令に従ってすべての国民を愛し、神の弟子とし、主と人間の法律に従うことを通
して運営します。
キリストを中心に置く
最後の審判に備えた私たちが主の御心に忠実になれるよう、キリストが私たちの頭であり、
私たちの強い願いとして主を敬い、栄光を称え、主を喜ばせ、私達が主の特性をはっきりと
表すことを行いで表していくことです。
地域社会への取り組み
世界中のネットワークを通し、計画や社会基盤にとらわれず、まず人々を優先し、文化の違
いにかかわらず人々に敬意を表し、誠実をもって支援し協力していきます。
優秀であるべく全力を尽くすこと
資格を持つクリスチャン教師の雇用基準と子どもを総合的に育成する職務能力の位置付けは
適切な最大値基準です。

NICSの職務についてはホームページwww.nics.orgをご参照下さい。
Accreditation
Purpose of accreditation: To validate a school’s quality and to verify that the school is striving for excellence.
●
●

Accreditation is an ongoing process of institutional improvement and development through which a
school/program strives for educational and spiritual excellence.
Accreditation is a process of recognizing and assessing schools and programs against accepted
standards of performance, integrity, and quality.
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認定
認定の目的：学校の質を立証し、学校が優秀であるための努力を検証します。
● 認定は制度の向上、教育と霊的優秀さを目指す計画を発展する進行中の過程です。
● 認定は学校の認証と査定をし続ける作業であり、品位と質の業績基準に反して調整を行いま
す。
ICAN is currently accredited by two agencies:
●
●

The Western Association of Schools and Colleges (WASC)
The Association of Christian Schools International (ACSI)

ICANは現在2つの機関から認定を受けています。
●
●

米国西部地域学校大学協会(WASC)
国際クリスチャン・スクール協会(ACSI)

Parent - Student Guidelines
保護者と生徒への指針
Admissions
入学要項
Age Requirements-ELEMENTARY
To enter kindergarten, a student must be five years old by August 31 of the year he/she enrolls. A birth
certificate, baptismal record, passport, or affidavit is required to verify date of birth (rare exceptions may be
granted by the director at the time of application). Students are accepted on the basis of available space and by
meeting age and academic requirements that are detailed in the application packets.
年齢基準-エレメンタリー
キンダー(幼稚科)への入学は、お子様が入学しようとする年度の8月31日の時点で5歳でなければなり
ません。出生証明書、洗礼記録、パスポートまたは宣誓供述書は、出生日を証明するために必須とな
ります。（まれに、校長の判断により例外が認められることがあります。）生徒は定員に空きがあ
り、年齢条件を満たし、申し込み書類の詳細にある学力条件を満たしている場合において入学を許可
されます｡
Enrollment Policy
The International Christian Academy of Nagoya does not discriminate on the basis of nationality, ethnicity, or
race. The school respects the religious preferences of parents and students. However, parents must understand
that the school operates within the framework of Christian principles and that all students participate in all
school subjects including Biblical studies.
Priority Admissions List:
a) Returning students who are in good standing academically, behaviorally and financially.
(Includes children of NICS personnel and faculty/staff members).
b) Children of incoming NICS personnel and children of incoming non-NICS ICAN faculty.
c) Children who have sibling(s) enrolled at ICAN and are in good standing academically,
behaviorally, and financially.
d) Children whose parents are with an evangelical mission board.
e) New students who have met enrollment criteria.
入学規則
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ICAN は国籍、民族、人種に対する差別は致しません。また保護者や生徒の宗教を尊重します。ご理
解頂きたいことは、本校はｷﾘｽﾄ教の基準によって構成された教育を提供し全生徒は聖書の勉強を含む
すべての科目を学習するということです。
優先入学許可一覧
a)
学習､品行及び経済面で良好な在校生(NICS職員及び教職員の子供を含む)
b)
新NICS職員の子供及びNICSに属さない新ICAN職員の子供
c)
学習､品行及び経済面で良好であるICANに兄弟姉妹がいる子供
d)
保護者が福音的な伝道団体に属している子供
e)
入学基準を満たす新しい生徒
Grade Placement
When students are transferring from another system of education and placement may be questionable, the
following factors are considered in deciding grade placement: past school records, chronological age, evidence
of maturity, results of placement or other standardized tests, English language ability, and a student interview.
学年決定
生徒は通例、前の学校の学年をもとに適切な学年に入ります。生徒が別の教育システムから編入する
場合、どの学年が適切かが定かでない場合は、次のような要素を考慮し学年を決定します：過去の成
績表、年齢、年齢に適した成長の度合い、学年能力テスト、又は、基準としている他のテストの結
果、英語能力、個人面接。
Re-enrollment
ICAN offers re-enrollment to current school families each spring. Current school families have priority for
enrolling in classes (except for kindergarten and pre-kindergarten). Students who are on probation are only
allowed to re-enroll with permission of the director/principal. Families whose tuition account is in arrears will
not be allowed to re-enroll without special permission from the director/principal. Students who register for the
following school year must pay ¥50,000 of the fees cost to process this enrollment. Parents must be notified that
this fee is non-refundable. This is located on the tuition and fees contract.
In light of best practices and in line with other International Schools/NICS Network Schools, ICAN will be
adding a re-enrollment fee that will accompany the re-enrollment form for the 2020-2021 school year.
Students with any unpaid or outstanding balance will not be allowed to re-enroll for the following school
year.
在籍者再登録
毎年春、在籍生徒に再登録申請を提示しています。在籍生徒の家族はクラス登録の優先権が与えられ
ます。学力検査中の生徒は、校長の許可を受けた生徒は再登録が認められます。授業料の支払いが
残っている家族は、校長の特別の許可がない限り、登録は許可されません。
次学年度の登録をした生徒は、登録手続きを進めるために￥50,000を支払わなければなりません。こ
のお金は返金されません。この件に関することは授業料・諸経費契約書に記載されています。
他のインターナショナルスクール/NICSのネットワークスクールの成功事例や観点から考慮し、
2020-2021年度の再登録申請よりICANの再登録費用を加算することとします。
授業料未納または未払い残高のある生徒は、次年度への再登録を許可されません。

Financial Policies 学費について
Discounts/Late Fee
There are no discount for siblings. There are no discounts for early payment of tuition and fees; however, there
is a late fee of ¥ 2,000 yen if the agreed upon payment is not made by the due date. This fee is assessed each
month that the payment is late. If there is a problem with fund transfers, please notify the school finance person
or the director.
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割引・遅延金
兄弟に対する割引はありません。授業料と諸経費の早期支払いに対する割引ございません。しかしな
がら、￥2,000の遅延金があり、これはご家族でお選びになった授業料・諸経費支払いプランによる
お支払期日を過ぎたお支払いには、その都度発生致します。授業料のお振込みに関する問題がある場
合、学校経理または校長までご連絡下さい。
Financial Assistance
A limited amount of financial aid is provided for families who have difficulty affording school tuition. For
further information or an application, please contact the school finance person.
授業料援助
授業料支払いが困難なご家族に対し、限定された援助額の中から一定金額を免除致します。詳細、申
請書については学校経理までご連絡下さい。
Late Enrollment/Early Withdrawal
For students who register after the school year begins, tuition will be charged quarterly; it will not be prorated.
In the case of early withdrawal, tuition will be charged quarterly as well. We only refund for the tuition already
paid for the quarters the student will not attend. All the fees (other than tuition and ESL fee) are non-refundable.
Please contact the school finance person how the refund will be processed.
中途入学・中途退学
中途入学の場合、授業料はクォーターごとに計算され、日割り計算はされません。中途退学の場合も
同様となります。お支払済みの授業料で出席されないクオーター分の授業料は返金いたします。全て
の諸経費（授業料、ESL費以外の全ての諸経費）の払い戻しはありません。返金の手続きについて
は、学校経理までご連絡下さい。
New Students
New/Prospective students must pay ¥ 30,000 fee at the time of submitting the application. If approved for
enrollment, planned payments must begin before a student enrolls. Exceptions to this policy may be granted by
the director.
新入生入学費用
新入生/入学希望者は、入学手続きをされる際、￥30,000をお支払い頂きます。入学が許可される場
合、入学前から始まるご希望のお支払いプランに従い、授業料・諸経費をお支払い頂きます。お支払
いについての例外は校長によって許可されることもあります。
Organizational Accounts
PTF, student council, and clubs who are under school auspices, but maintain accounts separate from ICAN
bookkeeping system must keep their accounts under the supervision of the school finance person. Funds must be
safeguarded and reported according to school practices.
学校行事等の費用
PTF、生徒会、そしてクラブ活動などは学校の後援により行なっていますが、会計は学校経理の管理
の下のICAN会計とは別に各活動の管理下で維持されています。資金は守られ、学校慣行により報告
されています。
Payment Method
Tuition and fees payments will be made directly to our school Yucho bank account.
Deposit from Yucho Bank:
Yucho Bank (Japan Post Bank)
Code Number: 12020
Account Number: 9627031
International Christian Academy of Nagoya
Deposit from Other Banks:
Yucho Bank (Japan Post Bank)
Branch Number: 208 (Nagakute Branch)

10

Futsu Yokin (Regular Account)
Account Number: 0962703
International Christian Academy of Nagoya

●
●

Other invoices such as bento lunches, t-shirts, etc. are requested to be paid to the school by bank
transfer. However, please contact the director if you need to pay in cash.
As a rule, we do not provide a receipt for your tuition/fee payment. Please use the bank transfer slip.
However, if you need a receipt from us, please contact the school finance person.

授業料・諸経費等のお支払い方法
授業料・諸経費のお支払いは、学校のゆうちょ銀行口座へお振込みくださるようお願い致します。
ゆうちょ銀行からお振込の場合:
ゆうちょ銀行
記号: 12020
番号: 9627031
ザイ）インターナショナル クリスチャン アカデミーナゴヤ
他銀行からお振込の場合:
ゆうちょ銀行
店番: 二〇八 (読み：ニゼロハチ)
普通預金
口座番号: 0962703
ザイ）インターナショナル クリスチャン アカデミーナゴヤ
●
●

弁当、T-シャツなどといった他の請求のお支払いは、銀行振込となります。しかしながら、
現金でのお支払いをご希望される方は、校長までご連絡ください。
原則として、当校では授業料・諸経費の領収証の発行を行っておりません。各銀行からお受
取の｢お振込控え｣を領収証の代わりとしてご利用ください。どのようにしても領収証が必要
な場合は、学校経理までご連絡下さい。

Tuition Accounts
Tuition/fees amounts will be published to returning and prospective families each spring for the following
school year. Student tuition/fees are invoiced in full at the beginning of the school year or when a student enrolls
in school, but may be paid according to payment plans offered by the school finance person. Parents may choose
between several payment plans. Tuition and fees must be paid by bank transfer. (Other forms of payment must
be pre-approved by the director.) All bills are calculated in Japanese yen. (Please see the school finance person
if you need your bill calculated in USD.) All accounts must be paid when due. Late fees will apply to payments
not submitted by the due date. The school reserves the right to withdraw students if tuition accounts are not paid.
In addition grade reports, transcripts, letters and other school records will not be released if tuition accounts are
not paid.
授業料の納入
次年度の授業料とその他費用は毎年春頃に継続／入学予定者に通知されます。授業料は、学年の初
め、或いは入学が決まった時点で全額納めることになっていますが、学校経理により決められた支払
い計画での納入も可能です。支払計画はいくつかの中から選択していただくことが出来ます。お支払
いは銀行振込のみとなります。（その他の支払い方法は、校長の事前承認が必要です。）全ての請求
額は日本円で計算されます。（米ドルで計算された請求書が必要な場合は、学校の経理担当者にお問
い合わせください。）すべてのお支払いは納期期日までにお願いいたします。期日までにお支払いい
ただけない場合、遅延金を支払い金に充当致します。お支払いがない場合、学校には生徒を退学させ
る権利があり、成績表、成績証明書、お便り、他の学校記録を発行致しません。
Suspended From School
The students who have outstanding tuition and fees payments older than 60 days after the due dates will be
suspended from school until payment has been made.
停学処分
期日を60日間過ぎた未払いの授業料・諸経費のある生徒は、その支払いを終えるまで停学処分になり
ます。
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Unpaid Student Accounts
Students will not be readmitted if there is a balance due from previous school years. Report cards and transcripts
will not be issued if student accounts are not paid in full. Seniors who have outstanding debts will not be
allowed to walk at the graduation ceremony until the debt has been paid.
学費未納金
前年度の学費の未納金がある生徒の登録は許可されません。授業料の全額が納められていない生徒に
は、通知表と成績証明書は発行されません。全額の学費等の未払いのシニア(12年生)は、支払いが済
まされるまで卒業式への参加が認められません。

Academics 学業
Accreditation
ICAN is accredited by the Association of Christian Schools International (ACSI) and Western Association of
Schools and Colleges (WASC).
認定
当校は国際クリスチャン・スクール協会(ACSI)及び米国西部地域学校大学協会(WASC)の両機関から
認定を取得しています。
Achievement Tests
Achievement Tests are administered annually to students beginning in Kindergarten. The MAP test is given two
or three times during the year. Data collected from these tests are used to identify students’ areas of strength and
needed growth. Appropriate instruction is decided upon after careful analysis of the information. ICAN uses
test results in our annual assessment and adjustment of curriculum. Following is additional information
concerning MAP testing:
アチーブメントテスト (MAP学力テスト)
アチーブメント・テスト(学力テスト)は、幼稚科をはじめとする生徒に毎年受けてもらうものです。
MAPテストは、年に２,３回受けさせます。テストによって得られたデータは、生徒の長所と上達が
必要な箇所を識別するために用いられます。適切な教育指導は、情報の慎重な分析後に決められま
す。当校では、1年間の教育評価とカリキュラムの調整にテスト結果を用います。以下は、MAPテス
トに関する追加事項です。
MAP Testing
Two to three times a year, each student in grades K-12 will take tests called Measures of Academic Progress™
(MAP). Students are administered MAP tests to determine instructional level and to measure academic growth
throughout the school year, and from year to year, in the areas of reading, language, and math. The tests are
taken on a computer.
MAP tests are unique in that they adapt to be appropriate for each child’s level of learning. As a result, each
student has the same opportunity to succeed and maintain a positive attitude toward testing. And with MAP
tests, we can administer shorter tests and use less class time while still receiving detailed, accurate information
about each student’s growth. Over a period of three days, each student will spend a total of about three hours
completing these tests.
Each school year, students in grades K-12 take the tests shortly after school begins, about midway through the
school year (if three testing sessions are selected), and near the end of school. These tests should help us to
evaluate each child’s growth and to promote each child’s learning. MAP testing focuses on every child’s
individual growth and achievement. Partnering to help all kids learn, parents and teachers can have a
profound positive effect on the lives of our children. For more information on resources for parents, download
the Parent Toolkit at w
 ww.nwea.org >> Partner Support.
MAPテスト
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幼稚科から高校生までの生徒は、年に２,３回MAP(学力上達測定)テストと呼ばれるテストを受けま
す。毎年リーディング、英語、算数/数学がMAPテストの教科として測定され、１年を通して生徒の
教育レベルの測定と学問的な成長の測定がMAPテストにより管理されています。テストは、コン
ピューターで受けます。
MAPテストは、各生徒の学習レベルに適切に順応する独特なテストです。その結果として、各生徒
は成果の向上をはかれるよう同じ機会を得、テストに対する前向きな態度を維持します。MAPテス
トを使用することによって、各生徒の成長度に関して詳しい正確な情報を得ている間、テストの短縮
と授業時間を少なく充てることができます。生徒は３日間を通して、約３時間を費やしこれらのテス
トを終わらせます。
毎年度、幼稚科から高校までの生徒は、学校始業後まもなくと、年度半ば、(年に３回テストを受け
ることを選択した場合)そして年度終了近くにテストを受けます。このテストは、生徒の成長度の評
価と学習の促進するために役に立つものとなります。MAPテストは、生徒個人の成長と成績に重点
を置いています。生徒の学習を助けるために保護者と教師が協力することは、生徒の人生において奥
深く肯定的な効果を得ることができます。保護者用の資料に関する情報は、www.nwea.org (ウエブ
サイトは英語)を開け、Searchで“Parent Toolkit ”を検索、“Parent Toolkit”をクリック、ダウンロード
横の“Parent Toolkit_０”をクリックすると表示されますが、全て英語で記載されています。
Awards
Honor Rolls: To be on the “A” Honor Roll, a student must earn an “A” in all subjects. To be on the “B” Honor
Roll, a student must have no grade below a “B” for all subjects. In other words, a student must have an “A” or
“B” in all subjects to be on the “B” Honor Roll. Honor roll is earned each quarter in grades 3 – 12. The Honor
Roll for the year includes all four quarters.
表彰
「優秀生名簿」：“A”優秀生名簿に載るためには、全教科において“A”を取らなければなりません。
“B”優秀生名簿に載るためには、全教科で“B”以下の成績があってはなりません。つまり、“B”優秀生
名簿に載るには全教科で“A”か“B”の成績を取らなければなりません。「優秀生名簿」は、クォー
ター毎に評価され３年生から12年生までが対象です。年間の優秀生名簿は、全クォーターを含みま
す。
Dishonesty in Schoolwork
Students may not claim others’ work as their own. They may not copy from either published or unpublished
material. Assignments are to be each student’s own work except when given other guidelines by teachers.
Anything else will be considered dishonest and result in disciplinary measures. ICAN’s Plagiarism Policy is
included in the Appendix.
不正行為
生徒は､他人の学習したもの（作品）を自分のものであるとしてはなりません。出版されている物、
または出版されていないものであっても複写してはなりません。課題は､教師によるガイドラインを
与えられるときを除き､生徒自身の学習したものでなければなりません。この規則に従わない場合、
不正を検討され、処分を受けることになります。当校の盗作に関する規約は、付録に含まれていま
す。
English Language
ICAN is an all English teaching and learning environment. All instruction is in English and students must speak
English during school, including lunch, recess, PE and extracurricular activities unless given permission by a
teacher.
英語
当校は、すべて英語の環境となります。すべての授業は英語で行われ、生徒は、お昼休み、休み時
間、体育の時間、その他、学校内では英語を使わなければなりません。
ESL
English as a Second Language (ESL) classes are required for students who do not meet English fluency
standards for the regular classroom program. Since all instruction is in English, students whose first language is
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not English are tested for English language level. Students who are not prepared to participate completely in
English are assigned a special program to reinforce their English. The ESL program is designed to equip
students to be successful in the regular classroom. Enrollment in ESL classes is not optional but is a requirement
for those students whose English skills are at a level where they will not be successful in their assigned grade or
subject area. Parents do not have an option to “opt out” of the program if it is deemed necessary for their child’s
success at ICAN. All ESL enrollments are based on students making adequate progress in learning English.
ESL
第二言語としての英語の授業（ＥＳＬ）は､通常授業に必要な英語力の基準に満たない生徒が履修し
ます。すべての授業は英語で行われる為、英語を第一言語としない生徒は英語のレベルテストを行い
ます。英語で授業を受ける準備が十分でない生徒は英語を強化する為の特別なプログラムを履修しま
す。ESLは生徒が通常授業に必要な英語力を身につけることを目的としています。ＥＳＬに入るのは
割り当てられた学年の教科レベルに満たない英語レベルの生徒によるもので、任意ではなく必須で
す。ＩＣＡＮで成功を収めるために必要と判断されるので、保護者には生徒をＥＳＬへ参加させるか
どうかの選択肢はありません。ESLでは生徒が英語修得に十分な向上を得られるようになっていま
す。
Grading Scale
Students in grades 4 through Secondary will receive letter or percent grades in all subjects based on the scale
below.
成績基準
3年生以上の生徒は全科目の成績を下記の基準に沿った文字、もしくは百分率表示で受け取ります。
A = 92-100
B = 82-91
C = 72-81
D = 65-71
Failing - Below 65%
F留年＝65％以下
Grades for special subjects and core subjects for grades K-3 will be
1 = Outstanding (equivalent to about 90-100%)
2 = Satisfactory (equivalent to about 72-89%)
3 = Needs Improvement (equivalent to about 71% and below)
* Teachers may also use + and – indicators along with these levels
キンダーの学年から３年生までの特別教科と主要教科は以下のように表示されます。
1＝優（約90-100％の割合を示す）
2＝良（約72-89％の割合を示す）
3＝改善が必要（約71％の割合を示す）
（教師は＋や－を評価レベルに付け加える可能性もある）
Homework
Reasonable amounts of regular academic work outside of the school day extend learning and reinforce concepts
and study skills. The teachers will make sure assignments are clear and provide a meaningful extension of
learning. It is expected that parents will assist students by providing them with a place and time to study as well
as encouragement and support. The average ICAN student should expect an average of:
● less than 30 minutes for kindergarten-1st grade,
● 30-60 minutes for grades 2-3,
● 60-90 minutes for grades 4-6,
● 60-120 minutes for grades 7-8,
● 90 to 180 minutes for grades 9-12.
宿題
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適切な量の宿題は、学習や発想を強化し知識を広げます。教師は、課題が明確であり、学習に意味の
ある伸展を与える宿題を与えます。保護者は妨げなく勉強ができる場所と時間を与え、生徒を励まし
サポートすることが期待されます。生徒が一日に宿題にかける平均時間は以下の通りです。
● 幼稚科 - 1年生 －30分以内、
● 2 - 3年生－30~60分、
● 4 - 6年生－60~90分、
● 7 - 8年生－60~120分、
● 9 - 12年生－90~180分。

Instructional Materials
ICAN administration is responsible for coordinating and directing the selection of school materials. A list of
selected textbooks and consumable materials will be developed for each instructional program. Faculty
members will serve on curriculum committees which are charged with examining and choosing materials that
best fit the needs of our students and goals of our school program. These committees will function by the
following schedule:
2020-2021
2021-2022

Social Studies, ESL
Math, Music/Art

教材
ICANで使用される教材の選択と調整の責任は校長にあります。選択された教材と資料のリストは教
育課程ごとに進展します。カリキュラム委員を務める教員陣に、生徒と教育課程の目標に適切な教材
の選択と審査が委ねられています。
委員会のスケジュールは下記の通りです。
2020-2021
2021-2022

社会科、 ESL
数学、音楽/美術

Late Homework
It is important that homework be turned in on time. For late assignments in the ELEMENTARY, teachers will
use discretion in deducting points and/or amount of days allowed to turn in work. In the SECONDARY, 5-10%
will be taken off the grade per class day.
遅れて提出された宿題
宿題が提出期限までに提出されることは大事なことです。遅れて提出されたエレメンタリーの課題に
は、ポイントの減点、もしくは課題提出期限日数の決定がなされます。セカンダリーは授業日数ごと
に5-10％の成績が引かれます。
Probation
For UPPER ELEMENTARY (4-6) and SECONDARY, a student may be placed on academic probation if
he/she receives two or more grades below C- in a grading period.
For LOWER ELEMENTARY (1-3), may be placed on probation if they are having difficulty meeting class
academic expectations.
Academic probation is a warning that the student's performance falls below ICAN’s requirement for “good
academic standing.” The student may be in danger of not passing the grade or course which may prevent
promotion to the next grade level.
仮進級
エレメンタリー上級生(4-6年生)とセカンダリーの生徒で、2つ以上Ｃ-以下の成績がついた場合、仮進
級期間が設けられます。エレメンタリー下級生(1-3年生)の生徒で、クラスでの必要な成績に満たない
場合、仮進級期間が設けられます。
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仮進級は生徒の成績がICANの学術的地位の要件を下回るという警告です。生徒は次の学年への昇進
が出来ないか、その学年を落とす危険があります。
Promotion -ELEMENTARY
Students must be successful at their current grade level in order to be promoted to the next higher grade.
Students having academic difficulty will be given additional support in class. If they continue to be at risk of not
completing the year successfully the student’s parents will be notified and an appropriate course of action will
be recommended. In serious cases where the student is not able to successfully keep up with the requirements of
his/her grade level, the student may be asked to repeat the grade level, or in more serious cases, the school may
request that the student be transferred to another school.
進級-エレメンタリー
進級する為には、現学年で良い学業を修めなければなりません。勉学に困難をきたす場合は、教室で
追加のサポートが与えられます。その年度進級できない恐れがある場合、生徒の保護者に知らせ、適
した対策を勧められます。生徒が学年レベルに達することができない深刻な場合は留年を促される
か、またはもっと深刻な場合、さらには他の学校への転校を通達されます。
Repeating a Grade
Kindergarten: Students will be held back if they do not exhibit necessary reading readiness skills, and/or
age-appropriate developmental maturity.
First through Third grades: Unsatisfactory progress in reading and failure to complete the necessary levels of
reading can result in the necessity of repeating a grade.
Fourth through Sixth grades: Failure of two core subjects (Math, English, Reading, Social Studies, and
Science) will result in the necessity of repeating the grade. Reading below grade level can be considered as
failure of a major subject.
Seventh through Eighth grades: Failure of two or more core subjects (English, Math, Social Studies, or
Science) in one semester may be cause for placement in the same grade the following year.
The final decision for all recommendations for repeating a grade is made by the director.
Ninth through Twelfth grades:
High School Promotion Requirements:
High school (9 – 12) students are assigned to a grade level based on the number of credits they have earned. To
earn a high school diploma, students must earn 25 high school credits by earning passing grades in 25 high
school courses.
--To be promoted to grade 10, students must earn a minimum of 7 credits.
--To be promoted to grade 11, students must have earned a minimum of 13 credits.
--To be promoted to grade 12, students must have earned a minimum of 19 credits.

If a student fails a sequential course, he/she must take a credit-recovery course through NorthStar
during the summer.
留年
幼稚科：読みの準備が十分でなく、精神的に年相応でないと判断された生徒は、留年になります。

１年生から３年生：満足できる読書力の進歩がない場合や、必要なレベルの読解力を習得できなかっ
た場合は、留年の対象となります。
４年生から6年生：主要科目（数学、英語、読解、社会、理科）の内、2科目が落第点である場合は留
年の対象となります。学年以下の読解力は主要科目の落第点と見なされます。
７年生と８年生： 1セメスター（前期か後期）に２つ以上の主要科目（英語、数学、社会科又は科
学）の落第点があった場合、留年の対象となります。
全ての留年の最終決定は校長がいたします。
９年生から１２年生：
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高等科進級必須要項：
高校生(９年生から１２年生)は、取得した単位において基づく学年レベルに割り当てられます。高等
科の卒業証書を取得するために、生徒は高校教育課程の計２５単位において合格点を得ることで、高
校教育課程での計２５単位を取得しなければなりません。
－10年生に進級するには、最低7単位を取得しなければなりません。
－11年生に進級するには、最低13位を取得しなければなりません。
－12年生に進級するには、最低19単位を取得しなければなりません。
生徒が一連の課程を落とした場合、夏休み中にNorthStar(通信教育課程)を通して、単位取
り戻しコースを取らなければなりません。
Report Cards
The 1st quarter report cards will be printed out for all grades for the parent-teacher conferences. Starting the 2nd
quarter onward, grades 4-12 report cards will be viewable online and not printed out. Parents will be able to
access Gradebook Wizard through a username and password they receive at the time of their student’s
enrollment. Parents are also able to print out report cards from Gradebook Wizard and/or they may request a
copy from the main office. K-3 students will get a printed out report card/envelope to be sent home for quarters
2, 3 & 4.
通知表
第1クオーターの通知表は個人懇談会で保護者に渡されます。第2クォーター以降、4-12年生の通知表
は、印刷されることなく、オンラインで閲覧できます。保護者の方は、ユーザーネームとパスワード
でグレードブックウイザード(Gradebook Wizard)にアクセスできます。保護者の方ご自身で印刷が
し、または印刷された通知表が欲しい方は、ICANオフィスへ連絡して下さいますようお願い致しま
す。K-3年生のクォーター毎の通知表は印刷され、封筒に入れ配布されます。
Semester Exams
Secondary students will have semester exams for each core class at the end of the semester. These grades are
recorded on report cards and become part of the semester averages with the following weighting:
● Grades 9-12: each quarter 40%, semester exam 20%
● Grades 7-8: each quarter 45%, semester exam 10%
期末試験
各セメスター（2学期分）の終わりに主要科目の期末試験が実施されます。成績は通知表に記載さ
れ、セメスターの平均点は以下の割り当てとなります：
● 9年生から12年生： 各クオーター４０％、セメスターテスト２０％
● 7年生と8年生： 各クオーター４５％、セメスターテスト１０％
Student Work - ELEMENTARY
All elementary teachers will send student work home daily or weekly. This will provide parents the opportunity
to see their child’s performance throughout the year. Each teacher will inform parents as to how they will send
student work home. Please feel free to consult with your student’s teacher on this matter.
学習したもの-エレメンタリー
小学生教師は日毎、もしくは週ごとに生徒が学習したものを渡します。年度を通してお子様の成果を
確認して頂けます。各教師は生徒が学習したものをどのように持ち帰らせるかを保護者の方にお知ら
せします。この件に関しましては、お気軽に担任にご相談ください。
Textbooks
Textbooks are issued by ICAN for the use of the students. It is the responsibility of the students to take proper
care of the books they receive. Students will be charged a fine for damages to textbooks.
教科書
ICANでは生徒に教科書を貸し出していることになっています。与えられた教科書は各自で責任を
持って取り扱うよう義務付けられています。教科書に損傷を負ってしまった場合は弁償して頂きま
す。
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Curriculum カリキュラム
ELEMENTARY
Curriculum Overview – Music
Music classes are designed to introduce students to music and instruments by teaching songs and basic
instruments. Music classes are taught 1-2 times per class per week.
Curriculum Overview – Bible
Elementary Bible classes begin with studying specific people in Bible times to studying different portions of the
Bible and the settings in which they were written. By middle school/high school Bible classes change to a
different focus each year including studying specific themes or sections in the Bible, and relating the Bible to
life.
Curriculum Overview– Language Arts
The English language arts program focuses on listening, speaking, reading, and writing. During the primary
grades phonics lessons are also emphasized. Curriculum committees have redesigned the basic language arts
program in an effort to work towards higher expectations and more consistency throughout the grades.
Curriculum Overview – Mathematics
ICAN uses curriculum materials from U.S. publishers. Both computational skills and problem solving are
emphasized throughout the elementary. By the beginning of middle school, students move into a pre-algebra,
algebra, geometry sequence. Teachers provide additional individual or group exploration in mathematics beyond
the assigned scope and sequence whenever possible.
Curriculum Overview– Physical Education/Health
All students are required to attend physical education/health classes. The goal of these classes is to teach
fundamental physical skills and health knowledge necessary to develop and maintain fitness for life. Nearby
parks, playgrounds and other facilities are used for physical education classes. Sports shoes are required for all
grades. P.E./health classes are taught several times each week on a rotating schedule.
Curriculum Overview– Social Studies/Science
Both science and social studies are taught at all grade levels. In elementary school, these classes are designed to
examine and explore the world around us starting from the world closest to us and moving out to the bigger
world and our place in it. Middle school science and social studies focus on building critical thinking skills
while laying a foundation to prepare students for high school courses.
エレメンタリー
カリキュラム要約－音楽
音楽の授業は歌と基本的な楽器を教えることで生徒に音楽と楽器を紹介します。1週間に1-2回の授業
があります。
カリキュラム要約－聖書
小学部の聖書クラスでは聖書に書かれている時代の様々な部分を取り上げ、特定の人と、書かれた背
景を勉強していくところから始まります。中・高生までには、1年ごとに特定のテーマや聖書の中の
特定の書に焦点を変え、勉強し、聖書が私たちの人生にどう関係するのかを勉強します。
カリキュラム要約－英語
英語は聞き取り、会話、読み、そして書きに焦点を充てています。低学年ではフォニックス（単語の
読み方を発音と関係づけて教える方法）の勉強が重視されます。カリキュラム委員会は全学年にわたり、
より高い期待と一貫性を持たせるため、労力をかけ英語科目の基礎プログラムを改定しました。
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カリキュラム要約－数学
当校ではアメリカで出版されている教材を使用しています。小学部では計算技能と問題解決に焦点が
充てられています。中学生が始まるまでには、プレ代数学、代数学、幾何学数列を手掛けます。教師
は可能であれば、割り当てられた範囲や順序以外の箇所を追加し、個人、またはグループで取り組む
ことを試みます。
カリキュラム要約－保健・体育
すべての生徒は保健・体育の授業に参加します。この授業の目的は生活するうえで体力維持と向上の
必要ための身体技能の原理や健康の知識を教えることです。学校の近くの公園や、公共広場、公共施
設を利用し体育の授業を行います。すべての生徒は運動靴を使用します。保健・体育の授業はロー
テーション式で週何回かの授業を行います。
カリキュラム要約－社会・理科
社会科と理科は全学年授業があります。小学生は私たちの周りの国を調べ、調査し、最も近い国から
始まり、大きな国へと移っていきます。高校生に上がるために中学生が基盤を作る準備として、理科
と社会の授業では批判的に考える能力を形成することを重点的に学びます。
SECONDARY セカンダリー
High School Graduation Requirements
高等科卒業要件
Minimum Graduation Requirements
English (4 credits)
All are holistic classes that combine literature,
writing, and grammar application.
English 9
English 10
English 11
English 12
Social Studies (4 credits)
History of the Ancient World
History of the Modern World
United States History
Comparative Government/Economics

卒業要件
英語(4単位)
文学、ライティング、文法が含まれた総体
的科目となります。
英語9
英語10
英語11
英語12
社会（4単位）
古代史
近代史
米国史
比較政治学/経済

US History is required for all US citizens and
students planning on attending university in the
US.
Science (3 credits)
Biology
Chemistry
BioChemistry
Physics
Integrated Science
A science course must be taken each year student
is enrolled at ICAN.
Mathematics (3 credits)
Algebra I (usually taken in 8th grade)
Geometry
Algebra II
Finite Math
Pre-Calculus
Calculus
A math course must be taken each year student is
enrolled at ICAN.
Physical Education (2 credits)
Physical Education (1½ credits)

米国史はアメリカ国籍を有する生徒及びア
メリカの大学に進学を希望する生徒は必須
科学（3単位）
生物
化学
生物化学
物理
総合科学
在学生は毎年科学コースを取らなければな
りません。
数学（3単位）
代数I（たいてい8年生で取得）幾何学
幾何学
代数II
有限数学
微分積分学の前学習
微分積分学
在学生は毎年数学コースを取らなければなりませ
ん。

体育（2単位）
体育（1½単位）
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Health (½ credit)
Foreign Language (2 credits)
Bible
One credit per year while attending ICAN is
required.
Electives (3 credits)
Students may choose from the courses listed
above. Other additional courses may be offered.
Some course may not be offered depending on
student demand and/or availability of faculty.

保健（½単位）
外国語（2単位）
聖書
ICAN在学中1年毎に1単位が必要

選択科目（3単位）
上記のコースから選択可能
他の追加コースの可能性あり
学生の要望、教師の都合等によりコースが
履修できない場合もあります。

25 total earned credits are needed for graduation from ICAN High School.
ICAN高等科卒業には計25単位の取得が必要とされます。

Following are the minimal requirements for graduation from ICAN:

Subject

Credits

English

4

Second Language

2

Social Studies

4

Mathematics

3

Science

3

Physical Education

1.5

Health
Bible

.5
One credit
per year
enrolled

Electives

3+

Total (minimum)

25

ICAN高等科卒業に最低限必須とされる単位は以下のとおりです：
教科

単位

英語

4

第二言語

2

社会

4

数学

3

科学

3

体育

1.5

保健

.5

聖書

一年出席ごとに
1単位

選択

3+

20

合計(最低限)

25

Community Service Requirement
Many universities have added a community service requirement as a consideration for admission. Therefore,
ICAN has added this requirement. ICAN has developed a “Community Service Handbook” that students in
high school will be required to use and follow when doing service. Each year ICAN students in grades 9 - 12 do
a total of 20 hours (10 per semester) while attending ICAN. See handbook on the ICAN website under INFO,
handbooks, forms.
奉仕活動必須要項
多くの大学は、入学の検討案として社会奉仕活動/奉仕活動学習要件を追加しています。それに伴
い、ICANはこの必須要項を取り入れました。高校生が奉仕活動をする際に使用し、従事することが
要求されるICAN奉仕活動ハンドブックが改良されました。毎年当校の生徒は、当校在籍中に合計20
時間(各セメスターに10時間)するものです。ICANホームべーじにあります、ハンドブック、フォーム
のカテゴリーにあるハンドブックを参照してください。
Transferring high school students
A transferring student will not be admitted into the senior class unless the student is transferring from an
accredited, English-speaking international school or an accredited school in the United States. Students wishing
to transfer from a non-accredited high school or a non-English-speaking high school must complete a minimum
of two years of satisfactory work in core courses (English, math, social studies, and science) at the International
Christian Academy of Nagoya before being eligible to receive a diploma.
高等科転入
転入生は、認可された英語を話す国際学校または米国の認可校でない限り、高等科への転入を許可さ
れません。認可されていない学校または英語を話さない高校からの転入を希望している生徒は、卒業
証書を得る資格の前に当校においての主要科目(英語、数学、社会と科学)で十分な学業を最低2年間
修了しなければなりません。
Middle School Curriculum
The middle school curriculum is designed to prepare students to be successful in high school. The following
courses are offered in middle school.
中等科カリキュラム
中等科のカリキュラムは生徒が高等科での学習において成功することができるよう、その準備として
構成されています。下記が中等科で提供されているコースです。
Grade
7th Grade

8th Grade

Courses
Literature, Writing
History, Science,
Bible, Electives
Literature, Writing
History, Science,
Bible, Electives

& Grammar,
Pre-Algebra,
& Grammar,
Algebra I,

学年
7学年

8学年

コース
文学、ライティング& 文法、歴
史、科学、代数序論、聖書、選
択 科目
文学、ライティング& 文法、歴
史、科学、代数 I、聖書、選択
科目

Attendance  出欠席
ICAN Attendance Policy
Why is attendance so important?
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Regular attendance has a direct impact on your child’s success in school. When students are absent or late, their
learning suffers, and the learning of other students is affected. Students cannot compensate for missed
participation and interaction with teachers and classmates. Active participation and interaction with peers are
vital components of our educational environment. When students are absent, they miss:
■ the information shared in classroom discussions.
■ the questions classmates ask about explanations, demonstrations, and classroom discussions.
■ the opportunity to ask their own questions.
■ ongoing small group work and projects.
Vacations and other trips should be scheduled during ICAN school holidays. If you have to take your child out
of school for an extended absence, please talk with your child’s teacher(s) before finalizing plans. Make sure
you understand the impact the absence will have on your child’s learning. Make-up work will be the
responsibility of the student and will be given after the student returns to class. Please do not ask teachers to
send work with your child unless you have made plans for a time and a place for the work to be done and only if
you have talked with the teacher well in advance.
An elementary student (grades K-6) must be at school at least three and one half hours to be counted present for
that day. When a student misses a portion of a school day, be sure to sign the student in or out in the student’s
classroom to verify the time of arrival or departure. The total number of absences is recorded on the report card
each quarter. Middle school and high school (grades 7-12) attendance is recorded by class period.
ICAN出欠に関する方針
なぜ出席がそれほど重要なのか？
規則正しく登校することは、お子様の学業に直接影響を及ぼします。欠席または遅刻をすると、学習
に影響が出るのみならず、他の生徒にも影響を及ぼします。生徒は、授業への参加や教師とクラスメ
イトとの対話を逃し、それを補うことができません。授業への参加とその中でなされる他の生徒との
やり取りは、私共の教育環境の不可欠な要素となります。生徒が欠席をすると、以下のことを逃すこ
ととなります：
▪ クラスで分かち合った内容
▪ クラスメイトが言った説明や発表、クラスでの話し合いで出た質問
▪ 自分自身の質問をする機会
▪ 継続中の小グループでの学習やプロジェクト
▪
休暇や旅行に行く場合はICANの休み中にお出かけくださるようお願いします。お子様が長期欠席を
とる場合、予定を決めてしまう前に担任・担当教師と話し合うようにしてください。欠席することで
お子様の学習への影響があることをご承知ください。欠席時の宿題・課題は、生徒の責任であり、生
徒が授業に戻った後で渡されます。あらかじめ担当教師とよく話し合った場合のみ課題の催促はでき
ますが、いつどこで課題を行うか決まっており、事前に担当教師とよく話し合っていない限り担当教
師に課題を渡すように催促しないようにして下さい。
エレメンタリー(幼稚科～6学年)の生徒は、当日出席とみなされるには、最低3時間半は出席していな
ければなりません。生徒が登校日のある一定時間学校を退出する場合、生徒は入退室の時間を確認す
るため、教室で時間を記入することとします。欠席日数の合計は、クォーター毎に成績表に記録され
ます。中高等科(7-12年生)の出欠は、科目毎に記録されます。
Make up work…
When a student is absent from school, he or she is responsible for getting make-up work from the teacher and
completing the assignments. Any work not made up will result in a zero for that assignment. Make-up time
will be at the discretion of the teacher. As a general rule, students are given 1 day make up for each day absent.
欠席時の宿題・課題
生徒が学校を欠席した場合、担当教師から宿題・課題をもらい、やり終えることは生徒の責任となり
ます。やり終えていない宿題・課題は、その宿題・課題に対し成績がゼロとなります。宿題・課題を
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やり終える期間は、担当教師の判断となります。原則として、生徒には欠席1日に対し1日分の埋め合
わせが与えられます。
Absences can affect promotion to the next grade
If a student in grades K-6 misses more than 20 days of school in a school year, he or she may have to repeat the
grade. The director will review the grades and achievement test scores of any student who misses more than 20
days. If satisfactory progress has not been made, the student will not be promoted to the next grade.
欠席は次年度進級への影響となる
幼稚科～6年生は、1年に20日以上欠席した場合、その生徒は落第となり、その学年を繰り返すことに
なります。校長は、20日以上欠席した生徒の成績とテスト結果を検討します。満足できる進歩（成績
向上）が見受けられない場合、その生徒は次年度へ進級されないものとします。
Absences are given for students returning to Nagoya after the school year starts.
The schedules of families within our school community are at times unusual. If your child cannot return by the
first day of school, please let the school know what day your child will be in school. These days count as
absences. Please make every effort to have your child in school on the first day of school.
年度開始後に旅行等から戻る場合でも、欠席とみなされます
当校に通う生徒達のご家族のスケジュールは、時に通常とは異なる場合があるでしょう。お子様が新
年度初日に登校できない場合、お子様が登校し始める日を学校に連絡してください。登校するまでの
日数は、欠席となります。お子様が年度の初日から登校できるようお願い致します。
Absences can cause high school students to lose credit
If a student misses 10 or more class periods in a one-semester class, credit may not be given for that class.
American high schools give credit toward graduation requirements based on the number of hours of instruction.
A student who misses 10 classes in a semester has missed too many hours to receive credit for that class. If a
student passes the class in spite of the absences, an appeal for credit can be made to the Director.
Documentation verifying reason for excessive absences should be submitted. For example, if a student has an
extended illness, a doctor’s note should be presented.
欠席は高校生が単位を失う原因となる
生徒が半期の科目で10時限またはそれ以上の授業を欠席した場合、そのクラス(科目)に対する単位は
与えられないものとします。アメリカの高校では、卒業要件に沿って授業時間数に基づいた単位を与
えています。生徒が半期に(1科目につき)10時限の欠席をした場合、そのクラスに対し与えられる単
位を失うものとします。生徒の欠席が多いにもかかわらず、授業評価・試験をクリアー（クラスをパ
ス）した場合、単位を得るために校長に申し立てすることができます。長期にわたって欠席をする場
合、その理由を証明する書類を提出してください。例として、生徒が長期間病気にかかっている場
合、医師の診断書を提出してください。
Absences during the school day disqualify participation in after-school activities.
If a student is absent from school, he or she may not participate in any after-school activity. For example, a
student may not play in a basketball game if he or she did not attend school that day.
欠席した日は、放課後の課外活動のみへの参加を認めません
生徒が学校を欠席した場合、当校の放課後のいかなる課外活動に参加はできません。（例えば、登校
日当日生徒が学校を欠席した場合、その生徒は欠席した当日にバスケットボールゲームをしてはなり
ません。）

Summary
Grades K - 6
If a student misses more than 3.5 hours, the
student is counted absent for the day.
If a student in grades K-6 misses more than
20 days of school in a school year, he or she
may have to repeat the grade.

Grades 7 - 12
Attendance is by CLASS PERIOD.
If a student misses 10 or more class periods
in a semester, credit may not be given for
that class.
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If a student is 20 or more minutes late for a
he/she will be counted absent for that class
period.
要約
Grades K - 6
生徒が3時間半以上学校にいない場合、当
日その生徒は欠席とみなされます。幼稚科
～第6学年の生徒が1年間で20日以上欠席し
た場合、その生徒は次年度もその学年を再
履修することとなります。

Grades 7 - 12
出欠は、教科毎となります。
生徒が半期で1科目につき5時限またはそれ
以上の授業を欠席した場合、その科目の単
位は与えられないものとします。生徒が90
分授業に20分以上遅刻した場合、その科目
は欠席とみなされます。

What to Do When Your Child Is Absent / Tardy
Please phone or email the school office by 8:30 a.m. on the day your child is sick. If a student is absent and no
call or email is received, the school will try to contact the parents to be sure the student is home. Please send a
note to the Office/student’s teacher(s) when the student returns to school. The note should include both the date
and the reason for the absence. The note should be signed by the parent or guardian.
お子様の欠席・遅刻時どうするか
当日お子様が病気の場合、午前8時30分までに学校事務所まで電話またはEメールで連絡をして下さ
い。電話またはEメールでの連絡がない場合、学校から保護者に生徒が在宅であるかの確認の連絡を
します。学校へ再び登校する際、オフィス/生徒の担当教師に欠席理由を伝えるメモを持たせて下さ
い。欠席に関し、メモに日付と欠席理由の両方を書いて下さい。そのメモには、保護者の署名をして
下さい。
Checking Out
If a student needs to leave school early, the parent needs to call or send a note indicating the need for early
dismissal. If the student becomes ill during the day, his/her parents will be contacted. A parent or designated
person must sign the student out of school.
早退記録
生徒が学校を早退する必要がある場合、保護者は何時に早退が必要であることを示すメモを担当教師
または電話連絡を事務所にして下さい。
日中生徒が病気になった場合、保護者に連絡させて頂きます。生徒が早退する際、保護者または保護
者代理は、早退の記録用紙に署名をして下さい。
Transportation
ICAN doesn’t offer a school bus as an option for students’ commute for now. Please drive your child(ren) to
and from school, or have your child(ren) to use public transportation. ICAN is authorized as a designated
school to issue commuter passes for ICAN students by certain railroad companies.
公共交通機関
現在ICANでは生徒の送り迎え用のバスを提供しておりません。お子さんを車で送り迎えして頂く
か、公共交通機関を利用して通学させて下さい。ICANは一定の鉄道会社から定期券発行認定校と
なっております。
Commute Certificate Request Form
When you purchase a commuter pass for your child for the public transportation, you will need to have a
commute certificate first then you will be able to use a student ID to continue to purchase it. Please be aware
that each public transportation company has their own regulations how to purchase commuter passes. Please fill
out the Commute Certificate Request Form and turn in the office then we will issue the certificate for your child
to purchase the commuter pass to submit to JR/Linimo/Subway/Aichi Loop Railway.
通学証明書発行申請書
お子様の公共交通機関の定期券の購入の際、先ず、通学証明書が必要となり、それ以降は、学生証で
購入を継続できます。交通機関によって購入の仕方に規則がありますので、その旨についてはご注意
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ください。通学証明書発行申請書にご記入され、オフィスへ提出して頂きますと、定期券を購入する
ためにJR・リニモ・地下鉄・愛知環状鉄道へ提出する通学証明書を発行いたします。
Tardiness
All students must come to class on time, fully prepared for class. Students late or unprepared are considered
tardy. Tardies are recorded in Gradebook Wizard for UPPER ELEMENTARY & SECONDARY STUDENTS.
遅刻
全生徒は、始業時間にすぐに授業を開始できるように登校して下さい。遅れたり、準備万全でない生
徒は遅刻とみなされます。遅刻は、エレメンタリー上級生(4-6年生)とセカンダリー生徒用の
Gradebook Wizard(グレードブックウイザード)に記録されます。
After a student has been tardy 3 times, the teacher will speak with the student. After 5 tardiness, the office will
call and notify the parent that the student has been tardy 5 times. If the tardiness continues, the office will
arrange a conference with the parent and the director. This conference should be held within three working days
of the 6th tardy. If the student continues to be tardy, the student will be placed on probation with more severe
consequences administered at the discretion of the director.
生徒が3回遅刻すると、教師が生徒と話をします。5回遅刻すると、事務所から遅刻が5回になったこ
とを知らせる連絡が保護者に行きます。遅刻が継続する場合、校長室で校長が保護者と懇談をするこ
とになり、事務所がその日程を決めさせて頂きます。この懇談は、6回目の遅刻から3日登校日以内に
行われるものとします。生徒が遅刻を続けた場合、その生徒は校長の判断により更に厳しい判断結果
に基づき観察期間に定められます。
SECONDARY (Grades 7 – 12)
When a student returns to school, he/she should bring a note explaining the reason for the absence. This note
should be signed by a parent or guardian. Work missed can only be made up if a note explaining the absence is
given to the teacher. Make-up work is the responsibility of the student. If your child needs to be excused from
Physical Education, please send a note with him. Students will not be excused from Physical Education without
a note from the parent. A student may not miss more than one week of Physical Education without a note from
his/her doctor.
中高等科(7-12年生)
生徒が欠席後学校へ登校する場合、欠席理由の説明が書かれたメモを持ってこなければなりません。
このメモは、保護者の署名が必要です。メモによる欠席理由が教師に伝えられた場合のみ、欠席した
分の課題を埋め合わせすることができます。欠席した分の課題を行うことは生徒の責任です。お子様
が体育の授業を休む必要がある場合、生徒にその旨が記入されたメモを持たせて下さい。保護者から
のメモなしでは体育の授業を休むことは出来ません。生徒は医師の診断書なしで一週間以上体育の授
業を休むことは出来ません。
Procedures when your child is sick for more than 2 days
Take your child to the doctor for diagnosis. You should use the Diagnosis and Permission for Attending School
Certification Form (located on the ICAN website under Handbook & Forms, etc.). You will need to turn this
form into the Office/Teacher before your child can return to school.
お子様が2日以上病気であるときの手順
医師による診断を受けるためにお子様を病院へ連れて行って下さい。「診断及び登校許可書」(ICAN
のウエブサイトのINFO→Handbook& Formsにあります)を使用するものとします。お子様が再登校さ
れる前にオフィス/担当教師にこのフォームを提出しなければなりません。
When do I keep my child home?
As a parent, you can help prevent the spread of illness by not sending a sick child to school. Even so, it is
sometimes hard to know when you should keep your children home from school. Keep your child home from
school if he/she is not able to participate in regular activities or is having any of the following symptoms:
● Fever above 37.5 degrees C or 99.5 degrees F (must be fever free for 24 hours before returning to
school)
● Lethargy or a very decreased activity
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●
●
●
●
●
●
●

Irritability or persistent crying
Trouble breathing
Rash, if it is associated with a fever
Diarrhea that has blood or mucus in it
Vomiting more than two times in a twenty four hour period
Eye infections (conjunctivitis or pinkeye)
Influenza (follow doctor directives)

With many bacterial infections, it is safe to go back to school after appropriate treatments, including:
● twenty four hours of antibiotic therapy for strep throat and impetigo
● a single treatment for scabies and head lice
● five days of antibiotics for pertussis (whooping cough) infections
Viral infections, which usually do not have any treatments, are usually contagious for a period of time.
● Chickenpox is contagious until all of the lesions have dried and crusted over (usually six or seven days
after the infection began).
● Hepatitis A is contagious until at least a week after the infection and jaundice began.
どのようなとき自宅で療養させるのか？
保護者は、病気のお子様を登校させないことで病気の感染を予防することができます。ですが、お子
様を登校させずに自宅にいさせるかを判断することは時々難しいものです。通常通り授業に参加でき
そうでない、または、以下の症状が見られる場合、お子様の登校を控えるようにして下さい。
● 熱(登校するまでに熱が下がってから24時間経過していなければならない)
● 倦怠感(病的な眠気)またはぐったりとしている
● 怒りっぽくなる(機嫌が悪くなる)、または、泣き続ける
● 呼吸困難
● 熱を伴う発疹
● 血液または粘液を伴う下痢
● 24時間以内に2回以上の嘔吐
● 目の感染病(結膜炎、または、はやり目-伝染性急性結膜炎)
● インフルエンザ(医師の指示に従う)
細菌感染に関して、以下のものを含むものは適切な治療を受けた上で学校に登校するのが安全です。
● 連鎖球菌咽喉炎(溶連菌感染症)ととびひは、24時間の抗生物質での治療
● 疥癬とシラミは、一通りの治療
● 百日咳は、5日間の抗生物質の投与
治療法がないウイルス感染は、通常ある一定期間感染力を持ちます。
● 水痘(水疱瘡)は、すべての水泡がかれ、かさぶたになるまで(通常感染してから6日か7日間)感
染する。
A型肝炎は感染し、黄疸が始まってから最低1週間までは感染する。
Pre-Arranged Absences
If a family knows that their child will be missing school, they should notify the teacher in writing a week before
the absence. The teacher will try to send home any work the student will miss while absent. For pre-arranged
absences, any work sent by the teacher is due the day the student returns to school from the absence. The
teacher will schedule due dates for any work not sent ahead of time.
For high school students, remember that too many absences from a particular class can result in not receiving
credit for that class for that semester.
事前に決められた欠席
あらかじめ欠席することがわかっている場合、1週間前に書面にて担任へ通知してください。欠席す
る間の課題を準備いたします。事前に決められた欠席をする場合、教師から出された課題の期限は生
徒が学校へ出席した日となります。あらかじめ出されなかった課題の期限は教師が期日を決めます。
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高校生、特定の科目の欠席日数が多すぎることは、そのセメスターのその科目の単位を取れない結果
となることを覚えておくようにして下さい。

Conduct 品行
Bus Policies
1. Students shall obey the instructions of the vehicle driver at all times.
2. Students will use available restraint devices whenever the school vehicle is in motion.
3. Students will sit upright and keep arms and head inside the confines of the vehicle at all times.
4. Students are not to enter the vehicle without the supervision of a teacher and/or the school driver.
5. Students are not to eat or drink while the school vehicle is in motion.
6. Any consistent violation of these rules by a student may result in loss of privilege to use the bus.
7. The use of electronic equipment including cell phones, eating food, etc. may be allowed on field
trips at the teacher’s discretion.

バス規則
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

生徒は常に運転手の指示に従ってください。
生徒はバスの運行中シートベルトを着用します。
生徒はまっすぐに座り、車両に乗っている際は手や頭を車両の外に出してはいけません。
生徒は先生や運転手の付き添いなく乗車してはいけません。
車両運行中の飲食は禁止します。
生徒がこれらの規則を守ることができなかった場合、バスの利用を禁止させていただきま
す。
携帯電話を含む電子機器の使用、飲食などは、引率教師の判断により許可されます

Care of School Property
Thoughtfulness and consideration of others are the guidelines for the care of the campus. We expect all students
to respect and care for facilities, books, and equipment. Our goal is to maintain an attractive learning
environment both now and for those who come after us. Damaging property, whether personal or school
property, is violating the rights of others. Students are responsible for any damage they cause.
学校所有物の管理
他人への思いやりや考慮は建物の管理への手引きともなります。すべての生徒には設備や本、備品な
どに対し、注意を払い、大切に扱うことが望まれます。私たちの目標は、今の生徒と後に入ってくる
生徒の為に、美しい学習環境を維持することです。個人の物であろうと、学校の物であろうと、所有
物に損害を与えることは、他人の権利への侵害となります。生徒は損害を与えた物に対して責任を負
います。
Chewing Gum
Students are not allowed to chew gum at school.
ガム
生徒は校内でガムを噛んではいけません。
Corporal Punishment
In accordance with Japanese law, corporal punishment will not be administered by ICAN faculty or
administration.
体罰
日本の法律に準じ、ICANの教師、職員による体罰はあってはなりません。
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Discipline
All students have the right to a safe and orderly environment. In turn, they are expected to show respect for
school personnel, classmates, and school property. Rules have been designed to establish proper standards of
behavior, but the central issue of ICAN’s philosophy of discipline is to seek to encourage, develop, and reward
self-discipline. Each teacher is given the responsibility for encouraging this behavior. The Administration will
use the Discipline Referral Chart in the Appendix when dealing with student misbehavior.
風紀
全生徒は安全で秩序ある環境を持つ権利があります｡同様に生徒は学校全職員、同級生と学校の所有
物に対して敬意を表することが望まれます｡規則は行儀（ふるまい）の適切な基準を設けるために作
られていますが、当校の風紀の重要な点は、励まし､成長と自己訓練を促すことです。各教師は生徒
がこのような行いが出来るよう、生徒を励ます責任が与えられています｡校長は、生徒の不品行を取
り扱う際に付録にある規律措置表を使用します。
Dress Code (Grades K-12)
● Student Options for Tops
○ Collared shirts with sleeves and no more than the top two buttons unbuttoned (ex. Polo shirts)
○ Solid Color T-Shirts
○ ICAN T-shirts or Polos (ICAN shirts for clubs and special events are acceptable.)
● Student Options for Pants and Shorts
○ Pants or shorts no more than 5 cm above the knee
○ Leggings may be worn under shorts that meet dress code length, but not in the place of pants
● Student Options for Skirts, Jumpers, and Dresses
○ Skirts that are knee length or longer
○ Jumpers and dresses with sleeves that are knee length or longer
○ Leggings (worn under skirts or dresses) are recommended for maintaining modesty
● Student Options for Shoes
○ Students must wear shoes that will securely stay on their feet such as tennis shoes or mary
janes
○ Indoor Shoes are required for Kindergarten thru 3rd grade
■ Separate shoes are worn inside the school buildings
■ Indoor shoes must stay securely on students’ feet in case of an emergency
● Student Options for Socks
○ Students can wear socks with any color or print
● Applies to all clothing
○ Clothing can be solid colored or have patterns without pictures (ex. Strips or Plaids)
○ Clothing with pictures and writing is not allowed. Small, reasonably sized logos around 5-10
cm are acceptable.
○ Clothing with rips or holes, tight clothing, and see-through clothing are not allowed.
○ The midriff must be covered at all times.
● Teachers and administrators have the final say regarding attire. If a student arrives at school
inappropriately dressed, he/she will be given appropriate clothes to change into and/or parents will be
notified to bring clothes for them.
PE Dress Code(K-12)
● Athletic shorts (no more than 5 cm above the knee) or sweat pants
● ICAN t-shirts or solid-colored t-shirts
● Tennis shoes and socks
服装規定（キンダーから12年生）
● トップス
袖あり襟付きシャツで第二ボタンまでボタンをはずしてよい（例：ポロシャツ）
無地のカラーTシャツ
ICAN Tシャツまたはポロシャツ（クラブや特別なイベント用のICANシャツも可）
● パンツとショーツ
パンツやショーツの丈が膝上5センチ以上の物は不可
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●

●

●
●

●

服装規定の長さを満たすレギンスをショーツの下に着用することはできるが、ズボンの代
わりの着用は不可
スカート、ジャンパー、ワンピース
スカートはひざ丈か、それ以上の長さのもの(ひざ下丈)
ジャンパーとワンピースは袖付きでひざ丈か、それ以上の長さのもの(ひざ下丈)
レギンス(スカートまたはワンピースの下に着用)は慎み深さを維持するために推奨されて
いる
靴
生徒は運動靴やストラップ付きフラットシューズのようなしっかりと足に留まる靴を着用
しなければならない
キンダーから3年生は上履き着用必須とする
上履きは校舎内で着用する
緊急時に備えて上履きは生徒の足にしっかりとはまるものでなければならない
靴下
どんな色、模様の靴下でも可
全ての服装に適用
無地の色ものまたは、絵が描かれていない柄物（例：ストライプや格子柄可）
絵や文字が書かれたものは不可
5-10㎝くらいの小さいサイズのロゴは可
穴があいていたり、破れているもの、体にぴったりとしたもの、透けるものは不可
腹部は常に覆われていなければならない
教師または校長が服装について最終的な判断をします。もし生徒が不適切は服装で登校し
た場合、適切な服に着替えるよう服を渡されるか、保護者に服を持ってきてもらうよう連
絡します。

PE時の服装規定（キンダーから12年生）
● スポーツ用の短パン（ひざ上から5センチ以上短くない丈）またはジャージ
● ICAN T-シャツ、または、単色のTシャツ
● 運動靴とソックス
Leaving School without Permission
Students are not to leave school without permission. Leaving school without permission may result in a
detention or suspension.

無許可で学校を離れた場合
許可を得ずに学校を離れてはいけません。無許可で学校を離れた場合、罰則を受けるか停学処分にな
ります。
Electronic Equipment
Game-boys, music players, cell phones and any other electronic devices must be turned off and kept in
backpacks during the school day unless being used for class activities. Cell phones being used for class
activities must be on airplane mode. No personal headphones or listening devices may be used at any time
unless for foreign language class or teacher approved study. No electronic devices may be used during lunch or
breaks. The first violation of this policy will result in the device being taken away for the remainder of the day.
The second violation will result in the device being taken away until a parent picks it up. The third violation will
result in a discipline contract.
電子機器
授業で使用しない限り、学校にいる間はゲームボーイ、音楽プレーヤー、携帯電話やその他の電子機
器類は必ず電源を切り、かばんにしまっておいて下さい。授業で携帯電話を使用する際は、機内/マ
ナー・モードにしておかなければなりません。外国語クラスまたは教師に許可された学習時でない限
り、いかなる時でもヘッドホンを利用して音声/音楽機器を使用することは禁じられています。昼食
時また休み時間に電子機器類を利用することは禁じられています。最初に注意を受けた場合は一日没
収とします。２回目の注意を受けた場合は保護者が引き取りに来られるまで没収とします。３回目に
注意を受けた場合は罰則規定に従って処分、指導を受けることになります。
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Physical Harm & Bullying
ICAN is committed to maintaining an environment in which all individuals treat each other with dignity and
respect and which is free from all forms of intimidation, exploitation, and harassment. Under no circumstances
will physical harm to another person or bullying, including cyberbullying, be tolerated. Bullying includes, but is
not limited to: harassing, purposeful ignoring, intimidating, teasing, or threatening. Cyberbullying is bullying
using email, instant messages, text messages, or other internet media to harass, intimidate, tease, or threaten
another person. Engaging in such activities will result in discipline up to and including permanent expulsion
from ICAN. Administration will follow the Discipline Referral Chart for inappropriate behavior.
暴力といじめ
ICAN はひとり一人が尊厳と畏敬の念をもって互いに関わり、いかなる脅迫、利用、いじめも許さな
い環境を維持するよう努力します。いかなる状況においても、暴力、いじめ（メールやネットを利用
したいじめを含む）は許されません。いじめとは、いやがらせ、故意的無視、脅迫、冷遇、からか
い、おどしです。ネットワーク上のいじめとは、いやがらせ、脅迫、からかい、おどしをeメール、
チャット、携帯メールやその他ネットメディアからのものを使用して行うことです。これらの行為を
した場合は、退学処分を含む罰則を受けることになります。校長は、生徒の不適切な品行に対し規律
措置表に従っていきます。
Prohibited Items (Drugs and Weapons)
ICAN does not permit the use of alcohol, tobacco, marijuana, or illegal drugs at any school function on or off
campus. Students may not have knives, guns or other weapons at school. The use or possession of
non-prescribed drugs, firearms or other dangerous weapons, and fireworks at school are prohibited. Violation of
this policy will result in immediate suspension. Administration will follow the Discipline Referral Chart for
inappropriate behavior. Prescription or other medications must be left in the office with a note from parents.
禁止事項 (薬物と凶器)
アルコール、タバコ、マリワナ、不法薬物の使用は校内、校外に関わらず禁止されています。ナイ
フ、銃、他の武器の校内での所持も禁止されています。規定以外の薬物、拳銃、他の危険な凶器、又
､花火を学校で使用、所有することは禁止します。規則違反行為は即座に停学となります｡校長は、生
徒の不適切な品行に対し規律措置表に従っていきます。処方薬または他の薬は、保護者からのメモを
つけて事務所においておかなければなりません。

Activities 課外活動
Field Trips
Educational trips are an important part of the academic program. Each elementary teacher is responsible to take
students on at least one (if possible one per semester) field trip during the year appropriate for the curriculum.
Emergency contact information and permission must be on file in the office for students to attend. In addition,
parents will be notified in advance of trips out of the local area and must sign a parent consent form. Regular
school dress applies to field trips unless the teacher indicates otherwise. Students are expected to behave well
and follow teacher directions and parents who may be assisting. Parent chaperones are expected to be with their
assigned group at all times and follow teacher guidelines for the trip.
遠足
遠足は学習課程の大切な一部です。各教師はカリキュラムに適した遠足に年に最低１回(１セメス
ターに１回)は生徒を連れて行く責任があります。生徒が参加するためには、緊急連絡先と保護者か
らの許可書を事務所のファイルに保管する必要があります。遠足に出かける場合には、事前に保護者
に連絡し、承諾書に署名をもらう必要があります。担任の指示がない限り、遠足には普段学校に着て
くる服装が望まれます。生徒は行儀よくふるまい、担任や引率のお手伝いをされる保護者の支持に従
うこと。引率される保護者は、その日割り当てられたグループに付き添い、担任の指示に従って下さ
い。

Events イベント
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Meet the Teacher Night
Early in the school year, parents are invited to spend an evening on campus visiting their child’s classroom and
teachers. Teachers also share curriculum and objectives for the year and display student work. If a parent is
unable to attend this event on this evening, it will be the parent’s responsibility to get information that was
shared from the teacher.
新年度説明会
年度の初めに新年度の説明会が開かれ、保護者は夜、お子さんの教室に招かれます。教師はカリキュ
ラムや生徒がやった課題作品等を見ることができます。

Extracurricular Activities 課外活動
Attendance Requirements
In order for a student to participate in extracurricular activities, he/she must be marked present at the beginning
of the day. A student who has been suspended during the time an extracurricular activity is being conducted is
not eligible to participate and may not participate until after returning to school.
出席必要条件
課外活動に参加するために、生徒は朝登校したか確認されます。課外活動期間中停学処分を受けてい
る生徒の参加資格はなく、復学した後も参加できないかもしれません。
Eligibility

Initial Eligibility
● A student desiring to participate in an extracurricular activity must have an average of 72%
(C-) with no Fs.
Maintaining Eligibility
● A student must maintain an average of 72% (C-) and have no Fs to remain eligible to
participate in extracurricular activities. Each student’s grades will be checked at each progress
report/report card. Students failing to meet eligibility requirements will be placed on
probation until the next progress report/report card. If grades have not improved, the student
will not be able to participate in extracurricular activities.
Eligibility may be reviewed by the administration in special circumstances.
資格
初めの資格
•
競技チームへの参加資格は、成績にF(落第点)がなく、72％(C-)の加重平均がなければなりま
せん。
資格維持
•
成績にF(落第点)がなく、72％(C-)の加重平均を維持している生徒が競技活動資格を維持でき
ます。各選手の成績は、中間成績表と通知表で確認されます。必要資格に満たない生徒は、
次の中間成績表と通知表まで仮及第期間に定められます。成績が伸びなかった場合、練習ま
たは試合に出ることはできません。
資格は特別な事情で競技活動管理者により再検討されるかもしれません。
Mandatory Attendance to Practices, Games, and Fundraisers
Even though joining an extracurricular activity is a voluntary decision, the student must be fully committed to
the activity. This means the student MUST attend all practices, games, and fundraisers unless there is an illness
or previous notice of absence to the coach or sponsor.
練習、試合、および資金調達活動への出席義務
競技活動への参加は自分の意思での決定ではありますが、選手は十分チームに専心しなければなりま
せん。これは、病気またはコーチかスポンサーに事前に欠席届がない限り、すべての練習、試合及び
資金調達活動に参加しなければならないことを意味します。
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School Sponsored Activities
All ICAN rules, regulations, and policies that are in effect during the school day are in effect at all school
sponsored activities and during school supervised travel.
学校提供の活動
すべての規則、規定または方針は、学校時間内に発効され、学校提供の活動や学校管理下の外出時に
実施されます。

Emergencies 緊急時
Disaster/Disaster Drills
Disaster drills are scheduled monthly and are an important safety precaution. The teacher in each classroom will
give instructions according to the EPP (Emergency Preparedness Plan). An evacuation plan will be posted in
each classroom. ICAN parking lots are the initial gathering place for any disaster or disaster drill. If students
need to be evacuated from the school sites, the evacuation sites are Nishibora Park/Nishi Elementary (near
ICAN Elementary) and Kibutake Park/Minami Elementary (near ICAN Secondary). Director/Teachers will
contact parents when a great disaster occurs. We will also use the 171 emergency information line in case of a
large disaster. Teachers will stay with children until they hand them over to parents.
災害／防災訓練
火災と地震の避難訓練は定期的に予定されており､重要な安全対策です。各クラスの教師がEPP(緊急
時対応計画)に従って指示を与えます｡避難計画は各クラスに表示されます。学校の駐車場が災害や避
難訓練のための最初の避難場所となります。生徒が学校の敷地から避難する必要がある場合､避難場
所は、西洞公園/西小学校（ICAN初等科の近く）、喜婦嶽公園/南小学校（ICAN中・高等科の近く）
になります。大災害が発生した場合、教師は保護者に連絡を取ります｡また、大災害時には171災害用
伝言ダイヤルを使用します｡教師は生徒を保護者に引き渡すまで一緒についています。
Emergency Communication
During disasters and major emergencies, English emergency information will be broadcast on AFN (American
Forces Network) radio 810 KHz and JCTV cable channel 12. The 171 emergency message center will be used to
relay information to parents. Parents need to dial 171-2-0561-62-4196 for the ICAN Secondary message and
171-2-0561-63-0102 for the ICAN Elementary message. The ICAN emergency phone list includes the names
and phone numbers of all families in the school. Teachers will call families in the case of an emergency.
緊急時連絡
災害及び非常事態の間､英語による緊急情報はAFN（米軍放送網）ラジオ810KHzとJCTV（日本ケー
ブルテレビ）ケーブルテレビ12チャンネルで放送されます。災害時伝言メッセージ171は、保護者に
情報を中継するために使用されます。保護者の方はICAN中・高等科のメッセージを聞くには
171-2-0561-62-4196に、ICAN初等科のメッセージを聞くには171-2-0561-63-0102にダイヤルしていただ
きます。ICANの緊急連絡リストには、学校におられる家族のお名前と電話番号が含まれています。
災害・非常事態時には担任からご家庭に連絡をいたします。
Emergency Contact Information
Emergency contact information, including phone numbers, is obtained from the student’s enrollment or
re-enrollment form. Please notify the office immediately if phone numbers, addresses, or any other contact
information changes.
緊急時連絡先
電話番号などの緊急時連絡先情報は入学申請書または、再登録申請書から情報を得ます。電話番号、
住所または他の連絡先の変更がある場合は速やかに事務所までご連絡ください。
Emergency School Closing
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ICAN will follow public, private and other International school guidelines for closing due to typhoons, other
weather conditions, and other emergencies. Parents will be notified via the emergency calling list and the notice
will be posted on the ICAN website.
緊急時休校
当校は､台風その他の天候状況及び他の緊急事態のための休校においては、公立学校、私立学校とそ
の他の国際学校のガイドラインに準ずるものとします。緊急時連絡リスト及び当校ウエブサイトにお
いて保護者の皆様に連絡いたします。
Vehicle Accidents
If any member of the school community is involved in a vehicular accident at school, at a school event, or while
traveling to a school event the school administration must be notified immediately. The administrator is
responsible to notify parents of students who are involved and to ensure that proper emergency care and
reporting procedures have been followed.
乗り物による事故
学校関係者が校内、学校行事に参加中や会場までの道で乗り物による事故を起こした時は、直ちに学
校へ連絡する義務があります。学校の責任者には事故に遭った生徒の保護者に連絡を取り、適切な緊
急処置を行い、処置や経過の報告をする責任があります。

General Policies 総則
Animals
Animals are not allowed at school without permission. When permission is granted for animal visits it is with
consideration for student safety precautions and overall sanitation.
動物
許可なしに動物を校内に入れることはできません。動物の持ち込み許可が認められるときは、生徒へ
の安全措置と校内の衛生面が考慮される上にあるものとします。
Bento Lunches
Parents may order bento lunches from a school vendor. Bento orders are made by contacting the school office
by 9:00 a.m. The business office sends home invoices around the 10th of each month. Parents may pay through
the school bank account..
お弁当
学校を介してお弁当を注文することができます。注文がある場合、当日朝9時までに事務所にご連絡
ください。代金は毎月１０日頃に前月分が請求されます。お弁当代は当校の口座にお振込みくださ
い。
Bikes, etc
Students may not ride bicycles, skateboards, rollerblades, or unicycles on sidewalks or in/around school building
anytime during the school day or when students or other community persons are arriving or leaving.
自転車、その他
生徒は登下校中、校内／学校周辺にいる間、歩道で自転車、スケート・ボード、ローラー・ブレー
ド、一輪車に乗ることは禁止されています。
Child Abuse
Every individual at ICAN can expect to be treated with dignity, care, and respect. Child abuse of any sort is
clearly unacceptable and will not be tolerated. We have a corporate, ethical and Biblical obligation to do all we
can to ensure that children under our care are in an environment in which they can feel safe from behavior that
intentionally violates their trust or compromises the rightful and appropriate innocence of childhood. Every staff
member has the responsibility to report any suspected child abuse, whether verbal or written, to the Director.
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ICAN also seeks to protect the students, parent volunteers, and staff from unfounded allegations of abuse. The
school is committed to maintaining an environment in which all individuals treat each other with dignity and
respect, and which is free from all forms of intimidation, exploitation, harassment and abuse. All forms of
abuse and harassment including staff to student, student to student, non-staff adult to student, parent to child,
and adult to adult are prohibited and will be investigated and appropriately addressed.
As a member of the Child Safety and Protection Network (CSPN) through our association with NICS, ICAN
responds to allegations of abuse seriously and competently by utilizing an investigator trained by the CSPN.
Any proven abuse will be dealt with promptly and appropriately.
NICS/Oasis Child Safety Policy and Procedures is available upon request.
児童虐待
ICANの全ての生徒は、一人ひとりが尊厳と思いやりと敬意をもって扱われるべきであり、生徒に対
するいかなる虐待も許容されてはなりません。私たちは子供の信頼や、幼少期にあるべき純真さが意
図的に侵害されることのない安心できる環境を保障するため最善を尽くすことが、倫理的、聖書的な
責任であると考えます。各職員は、疑わしい児童虐待を口頭または書面であろうと校長に報告する責
任があります。
また当校は、根拠のない虐待の申し立てから生徒、保護者のボランティアと職員を守るための追求を
します。当校は、いかなる脅迫、利己的利用、嫌がらせと虐待の形態がなく、すべての個人はお互い
を尊厳と尊敬の念を持って取り扱う環境を維持することを約束します。職員から生徒、生徒から生
徒、職員でない大人から生徒、親から子、大人から大人を含む虐待と嫌がらせは禁じられており、事
態発生時には調査されると共に適切に取り扱われます。
NICSと提携した機関である児童安全保護ネットワーク（CSPN）のメンバーであることから、当校は
虐待に対する申し立てにCSPNによって訓練を受けた調査員を活用することで深刻にまた徹底的に対
応します。事実が証明されたいかなる虐待は、速やかにかつ適切に取り扱われます。
希望に応じて、NICS/Oasisの児童安全規約及び手続きを閲覧できます。
Computer Policy
Students and parents must agree to follow the ICAN computer policy before using ICAN computers. The ICAN
Computer Acceptable Use Policy Form must be on file signed by parents/guardians and students before using
ICAN computers. See Appendix for more details.
コンピューター利用規約
生徒と保護者は当校のコンピューターを利用する前に、コンピューター利用規約に同意しなければな
りません。ICANインターネットテクノロジー容認可能利用規約書には、ICANのコンピューターを使
用する前に保護者/後見人と生徒による署名がなされなければなりません。詳細は付録をご覧くださ
い。
Grievance Procedure- Parents/Students
Complaints and grievances which are related to instruction and the classroom should be handled by
communication with the child’s classroom teacher. Items related to tuition and fees should be handled through
the finance office. Other items may be handled through the director. Please contact the school secretary if
assistance is needed to communicate or translate any concerns. A student or parent who feels that his/her
grievance has not been satisfactorily addressed should present the matter in writing to the school director within
three days following the previous contact. ICAN follows an established grievance policy which is available
upon request.
苦情処理 保護者/生徒
授業や教室内で関わる苦情や不満はまず生徒の担任(担当教師)と話し合ってください。授業料や費用
については経理担当と話をしてください。その他のことについては校長を通して取り扱われます。不
満や心配についての話し合いに通訳が必要な場合、学校秘書までご連絡ください。生徒や保護者が満
足を得られない場合、連絡を取ってから3日以内に校長へ文書にてその問題を提示しなければなりま
せん。当校が守る制定された苦情処理規約は希望に応じて閲覧できます。
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Health Services
ICAN does not currently employ a nurse or have infirmary services. We have a duty to maintain a healthy
environment for all of our students, therefore students who are ill before school should not be sent to school;
when students become ill at school parents will be contacted and asked to take them home. If students are
required to bring medication to school, the student’s teacher must be notified so he/she can supervise the
medicine during the school day. Students cannot keep medicine in their possession during school. The parent
must send instructions and only enough medicine to cover what will be administered during the day. Exceptions
must be approved by the director/principal. Students identified with contagious diseases during the school day
will be sent home. Parents must notify the office if their child has been diagnosed with a contagious disease.
Parents must follow the information in the Appendix for Communicable Disease/Health Risk Guidelines. A
Diagnosis and Permission for Attending School Certificate must be present to the Office before the student is
allowed to return to school (see www.icanjapan.org website under Handbook & Forms, etc. tab).
医務
現在ＩＣＡＮは保健の先生を雇っておらず、保健室を設けておりません。生徒のために良い環境を維
持する義務があるため、学校が始まる前に生徒が病気である場合、学校へ送らないようにしてくださ
い。授業中に病気になった場合、保護者に連絡を取り、お迎えに来ていただきます。薬を持って行く
よう指示された場合、担任が監視をしますので、担任にお知らせください。生徒は自分で薬を学校で
の保管はできません。保護者はその日の処方分の薬を渡し、処方の説明をお渡しください。校長の許
可によって例外が認められます。学校にいある間、感染する病気にかかっていることが判明した生徒
は、帰宅することとなります。お子様が感染する病気と診断された場合、保護者は学校事務所に連絡
しなければなりません。保護者は、付録にある感染病/ 病気のリスクガイドラインにある情報に従わ
なければなりません。「診断及び登校許可書」を生徒が再登校を許可される前にオフィスに提出しな
ければなりません。（当校のウエブサイトwww.icanjapan.orgのINFO→Handbook & Formsを参照して
下さい）
Inclement Weather
Student recess and physical education classes will be moved to classrooms during inclement weather. Parent
pick-up will be modified so ICAN Elementary students are escorted from their rooms to their cars only when
teachers see parents arrive at the parking lot.
悪天候時
悪天候のときは休み時間や体育時間は教室で行われます。ＩＣＡＮエレメンタリーの生徒は悪天候時
保護者の迎えの形が変わります。教師は保護者が駐車場に到着するのを確認するうえで、生徒を誘導
する形での下校となります。
Insurance
All students are covered by school insurance. Student accidents are covered as a part of your medical expenses
at any school sponsored activity and during travel between school and home. Note: accidents caused by
earthquakes are not covered.
保険
ICANの生徒は全員傷害保険に入っています。この保険は学校主催の活動中、または登下校時に起
こった事故によるけがに対し、医療費負担の一部をお支払いするものです。留意：地震によるけがは
保険の対象とはなりません。
Library
Library books may be checked out by students or parents. Times during the week when their classes may check
out appropriate books is determined by the library class schedule.
図書室
生徒と保護者は、図書室の本を借りることができます。図書の時間に本の貸し出しができます。
Lost and Found
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Books, purses, and other articles of value found lying around the school will be taken to the school office. We
will attempt to return these articles to their owners. Parents are asked to label all clothing, purses, book bags,
and notebooks on the inside so they may be returned easily.
落し物
本や財布、その他学校で落し物を見つけた場合、オフィスへ届けられます。できるだけ持ち主に戻る
ようにしますが、すぐに戻ってくるよう、保護者がお子様の服や財布、カバン、ノートに名前のラベ
ル等を付けられることをお勧めします。

Lunch Time -SECONDARY
Secondary students (7-12) with parent permission letters on file with teachers/front office have permission to
leave campus to go close by school for lunch (Family Mart, Apita, McDonalds, 100 Yen Sushi Restaurant) but
have to be back on campus before the lunch period is over. Students are not to go further than these places and
not go home during school time. Violations will result in losing the privilege of eating off campus.
昼食時間
中高生(7-12年生)は保護者による許可書が教師・事務所に保管されていることによって、昼食をとり
に校舎から離れ校舎近く（ファミリーマート、アピタ、マクドナルド、くら寿司)に行っても良いと
しますが、昼食時間終了までに校舎に戻らなければなりません。生徒はこれらの場所より遠いところ
へ行くことを許可されず、学校の時間内に自宅に帰ってはいけません。これに違反すると、校舎の外
で食事をする特権を失います。
Mascot & Colors
The school colors are red and gold. The school mascot is a lion.
スクールマスコットとスクールカラー
スクールカラーは赤と金色です。学校のマスコットはライオンです。
Medication
Parents should notify the school of any changes in long-term medical conditions or if taking prescription
medication.
薬
お子様が、処方されている薬や長期投与の薬に変更がある場合、学校へご連絡ください。
Newsletter
Since newsletters from the director to all parents will be sent electronically, all families are required to have a
PC email address. The newsletter will be published in both English and Japanese.
ニュースレター
校長からのニュースレターはすべてのご家族にメールで配信されますので、ご家族の皆様にはパソコ
ンのメールアドレスを持って頂くことになっています。英語と日本語の両方で発行されます。
Office Hours
The office hours are from 8:00 am to 4:00 pm during the regular school year. Summer office days and hours
may be shortened at the discretion of the administration.
事務所業務時間
通常の年度期間中の事務所業務時間は、午前８時から午後４時までです。夏季期間中の業務日と時間
は、校長の判断により短縮されることがあります。
Parent Conferences
All parents are scheduled for teacher/parent conferences at the end of the first grading period. In addition, either
parents or teachers may initiate conferences at other times. Conferences can be scheduled before or after school
or during a teacher’s planning time. The director will be part of these conferences upon request.

36

懇談会
最初の成績評価が出される際、保護者は懇談会に出席して頂くよう予定させていただきます。これ以
外の日時にも保護者または教師の希望により懇談が持たれることがあります。懇談は授業開始前、放
課後、もしくは教師の準備時間に行えます。必要な場合、校長も加わる場合があります。
Parent Survey
Parents are asked to evaluate school programs and policies each year. Forms are distributed to parents during the
spring via online survey. Responses are confidential and are used to help ICAN better serve its students and
their families.
アンケート
毎年の春、保護者に学校のプログラムと規則についてオンラインでのアンケート調査を受けて頂きま
す。この調査は極秘であり、ＩＣＡＮが生徒やそのご家族により良いサービスを提供できる助けとな
るものです。
Parking
Parking is limited at ICAN. Please follow the parking guidelines distributed at the beginning of the year. Parents
are encouraged to not remain in front of the school after picking up their children. For student, parent and
community safety, we ask that families leave the parking lot or street as soon as they have dropped off their
children in the mornings or have picked up their children at dismissal time. See Appendix at the end of this
document related to elementary dismissal and parking.
駐車場
ICANの駐車場には限りがあります。新年度の初めに配布されますガイドラインに従って駐車場をご
利用ください。お子様のお迎えが済んだ後は、学校前に長居されないようお願いいたします。生徒や
保護者、また地域の安全のためにも生徒を学校へ送られた後、または、お迎えの後すぐに駐車場また
は道路沿いを去ってください。ハンドブックの最後にあります付録にエレメンタリーの駐車場と下校
に関する事柄がありますのでご参照ください。
Parties
Teachers may choose to celebrate special occasions. If parents would like to celebrate a student’s birthday at
school, they must contact the classroom teacher for guidelines. If families are sponsoring a party outside of
school hours, please do not distribute invitations at school unless you are inviting every student in the class.
パーティ
教師は特別な行事のためのお祝いを計画するかもしれません。保護者の方でお子様の誕生日のお祝い
を学校でされたい場合、担任にご連絡ください。学校以外の時間で家族主催によるパーティを開かれ
る場合、クラス全員を招待されていない場合、学校で招待状を配布されることを控えてくださるよう
お願いいたします。
Phone Usage
To preserve instruction time, teachers, assistants, and/or students may not be called out of class for a telephone
call. If a parent calls, the message will be conveyed to the teacher or the student and he/she may call home at a
later time. Exceptions may be made in case of emergencies.
電話の使用
教師、アシスタントと/または生徒は、授業中に電話を受けることはできません。保護者から学校事
務所に電話があった場合、伝言は教師か生徒に伝えられ、授業終了後に本人から保護者に電話すると
いう形になっています。緊急時には例外が認められます。
Retreat-SECONDARY
Each year the secondary students attend a retreat as part of their curricular program. Cost is kept reasonable and
billed to the parents as part of the annual tuition. This fee is non-refundable.
修学旅行-セカンダリー
毎年､中・高等科の生徒はカリキュラムの一環である修学旅行に参加します｡費用は高額にならないよ
う考慮され、年間の学費に含まれ請求されます。費用は返金されません。
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Safety and Security
If arrangements have been made for someone else to pick up your student or a student is authorized to leave
school by bicycle or foot, parents must complete a permission form and give it to the classroom teacher. We
desire to maintain a safe school environment during the school day and as we receive and dismiss students to
parents. All guests are supervised by office personnel and classroom teachers during the times when students
are present. ICAN uses the following general safety guidelines for elementary grades:
1. Students may cross the street at the school with a parent or a teacher.
2. Students are not to go into the street to retrieve papers or sports equipment. If something falls or
rolls into the street, a teacher must be notified.
3. Running on the sidewalk is never permitted unless students are jogging with a physical education
or other teacher.
4. Teachers may not dismiss a child from school without permission from a parent. If a parent wants
a child to go home with someone or to go to another location after school, the child’s teacher must
be notified in writing.
安全と保安
保護者以外の方がお子様を迎えに来る予定であったり、自転車や、徒歩で帰る予定である場合、保護
者は担任までその旨を「下校時の同意書」にてご連絡ください。学校では、生徒が登校し、下校する
まで安全な環境を維持していきたいと願っております。訪問者は生徒が学校にいる間、事務員、担任
により監視されます。小学科では下記の安全ガイドラインを利用します。
1． 生徒は保護者、または教師と一緒に道路を渡ります。
2． 生徒は紙やスポーツ用品を取りに道路へ出てはいけません。何か落としたり、道路へ転
がって行ってしまった場合、先生に知らせなければなりません。
3． 体育や他の教師の許可の下でジョギングすること以外では歩道では決して走ってはいけ
ません。
4． 保護者の許可なしに教師は生徒を下校させてはなりません。他の誰かと一緒に下校した
り、放課後他の場所へ行く場合は、担任に連絡してください。
School Hours
Classes are held Monday through Friday except for published holidays and emergency closings such as typhoon
warnings. There are also occasional Saturday activities, but these will be kept to an absolute minimum. Weekly
school hours are:
ICAN (kindergarten)
8:15 – 3:00
ICAN (grades 1)
8:15 – 3:00
ICAN (grades 2&3)
8:15 – 3:30
ICAN (grade 4-6)
8:15 – 3:30
ICAN (grades 7-12)
8:30 – 3:30 (Students will be dismissed at 3:50 PM on Cleaning days)
授業時間
お知らせされている休校日及び台風警報などによる緊急の休校以外は、月曜日から金曜日まで授業が
あります。時々土曜日に活動が実施されますが、最小限に留められます。
１週間の授業時間：
ICAN（幼稚科）
8:15 －3:00
ICAN（1 年生）
8:15 – 3:00
ICAN（2&3年生）
8:15 – 3:30
ICAN（4 - 6年生）
8:15 – 3:30
ICAN (7-12年生）
8:30 – 3:30 (掃除日は、3:50PM下校となります。)
School Year
The regular school year extends from late August until early June. It is divided into two parts, called semesters.
Each semester is divided into two quarters of approximately 45 days each. Each quarter is a grading period. The
school calendar indicates quarter dates and holidays.
学年度
学年は８月下旬より６月上旬までです。２期制度で、セメスターと呼ばれます。

38

各セメスターは２クォーターに分かれ、1クォーターおおよそ45日間です。クォーター毎に成績が出
されます。学校のカレンダーには各クォーターのスケジュールや祝・祭日が掲載されています。
Smoke Free Environment
Students, teachers, staff, parents, and ICAN visitors are asked to refrain from smoking in any of the school’s
facilities or on school grounds.
喫煙による環境への配慮のお願い
生徒、教師､スタッフ､保護者、また当校への訪問者は、学校施設内、または敷地内での喫煙は控えて
下さい。
Snack Break
Students at all levels are given time for a snack break each morning. Parents may provide a small healthy snack
that doesn’t require additional preparation for this time. Some suggestions are fresh vegetables, fruit, juice,
crackers and cheese, and nuts.
スナック休憩
すべての学年において毎日午前中にスナック休憩が与えられています。この時間のために追加で準備
をする必要のないヘルシーですぐに食べられるスナックを少量持たせてください。野菜や果物、
ジュース、クラッカーとチーズ､またナッツなどをお勧めします。
Standards for Student Productions and Publications
International Christian Academy of Nagoya seeks to maintain standards for student productions and publications
that will provide for freedom in creative expression while not being unduly offensive to those in our community
from diverse backgrounds. All productions or publications are subject to prior administrative review. The
publication or distribution of unauthorized materials on campus is prohibited. Anything deemed inappropriate
will be omitted from school publication. Following are examples of items that will be excluded:
1. Descriptions or depictions or immoral conduct.
2. Blasphemy, profanity, vulgarity, or any misuse of God’s name.
3. Anything that focuses on or encourages practices of a questionable nature such as drunkenness or
drug abuse.
4. Anything that is offensive to the general Japanese community.
5. Articles and editorials that may be sensitive for political or public relations reasons.
生徒の製作物や発表の基準
ICANは様々な背景を持つ生徒が創造的表現を制限されることなく自由に創作・発表
することができる水準を保つよう努めています。全ての製作物・発行物は事前に学校の許可を取る事
が条件になっています。校内で許可のない物の発行や配布は固く禁じられています。不適切と見なさ
れた物は校内での発行から除外されます。
次の事項の発行は禁じられています。
1．
道徳に反する行為、内容、描写
2．
神への冒涜、罵り、下品な表現や神の御名の悪用
3．
酒酔いや麻薬の乱用等を奨励するような内容
4．
日本の社会を攻撃するような内容
5．
政治や社会関連で、広報活動に影響を及ぼす記事、発行物
Transportation
ICAN currently does not provide transportation to/from school. Students are permitted to ride bicycles to school.
交通機関
現在、生徒の登下校のためにICANが提供している交通機関はありません。自転車での登下校は許可
されています。
Visitors/Class Observations
ICAN welcomes parents for classroom visits and conferences between parents and teachers. The primary
requirement is that these visits be scheduled ahead of time. Please call the office to make arrangements for a
visit. All visitors must sign in and out at the front office and wear a badge for identification.
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学校見学、授業参観
保護者の授業参観や教師との懇談を歓迎いたします。主要な条件は、あらかじめ予定を立てなければ
なりません。来校を希望される時は事務所へ予約の電話をしてください。すべての学校訪問者は、事
務所にて受付をされ、来校者証を身に付けなければなりません。
Volunteer Standards
All parents and others who volunteer at ICAN must agree to follow these guidelines:
1. Each student is to be treated with respect and consideration.
2. You are to implement all decisions made by the teacher or other school official who is in charge.
3. Understand that all activities, meetings, field trips, or competitions are extensions of the school campus and
that all school rules apply for students and volunteers.
4. All personal contact with students, school personnel, media, and the public shall be conducted in the highest
ethical and moral manner.
5. Maintain strict confidence about students and staff. This includes health issues, academic performance and
behavior, school problems, and student information in any form.
6. Wear designated identification badge.
**All volunteers must sign a Volunteer Agreement and Standards Form before helping.
ボランティア基準
保護者・他いずれの方でもICANでボランティアをされる際、次のガイドラインに従っていただくこ
とが条件になります。
１ 各生徒には尊敬と思いやりの気持ちで接すること。
２ ボランティアは、教師や学校の他の担当職員による決定事項を遂行すること。
３ 全ての活動、会議、遠足、競技会は、学校教育の延長であり、すべての学校規則は生徒
及びボランティアの方々に適用されること。
４ 生徒、学校職員、報道関係、公的機関との個人的な接触は、高い倫理的かつ道徳的なマナーを持
って行うこと。
５ 生徒と学校職員に関する秘密を厳密に守ること。
いかなる種類のものであれ、健康に関すること、学業成績・品行に関すること、学校の問題、
生徒情報を守ること。
６ 教師又は他の担当の学校関係者に要求される場合、決められた身分証明書を着用すること。
**全てのボランティアは、ボランティアをされる前にボランティア同意書及び基準書に署名しなけれ
ばなりません。
Withdrawal from ICAN
Withdrawal from ICAN for any reason must be transacted through the school office by parents or guardians.
Notice should be given at least one week before withdrawal takes place. Students in K-8 must attend classes for
at least seven weeks of an academic quarter to receive full credit for the quarter. Students in 9-12 may only
receive credit if they meet the requirements of the course(s) before they withdraw. Students who are withdrawn
from school in good standing will be welcomed back upon completion of enrollment forms. Students who are
withdrawn because of academic or behavioral problems will only be considered for readmission based on an
interview with the director to determine conditions that must be met before the student is allowed to re-apply.
退学
ICANを退学する場合は、保護者もしくは後見人により学校の事務所を通して手続きを行って頂きま
す。最低でも退学する一週間前までに「退学届」の提出が必要です。K～8年生は、学期の単位を取
得するためには、最低７週間の出席が必要となります。9～12年生は、退学前に必須とされた課程を
満たしている場合のみ、その単位を得ることの可能性もあります。成績良好の退学者は再び入学手続
きをすれば、再入学が許可されます。学力または、問題行動が原因で退学した生徒が再入学できるか
否かは、志願者が必要条件を満たしているかどうかを決定する為の校長との面接をもとに決定されま
す。
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Appendix A: Plagiarism Policy
Plagiarism
Rationale: Plagiarism demonstrates a lack of integrity and character that is inconsistent with the goals and
values of the International Christian Academy of Nagoya. Excellent written expression of well-formulated ideas
is a fundamental skill for academic and career success. Plagiarism interferes with the assessment and feedback
process that is necessary in order to promote academic growth. Plagiarism provides the instructor with a false
view of a student’s strengths and weaknesses. It may prevent further instruction in areas of weakness and delay
the student in reaching his or her potential.
Plagiarism includes:
●
●
●
●
●

●

taking someone else’s assignment or portion of an assignment and submitting it as one's own
submitting material written by someone else or rephrasing the ideas of another without giving the
author’s name or source
presenting the work of tutors, parents, siblings, or friends as one's own
submitting purchased papers as one's own
submitting papers from the Internet written by someone else as one's own
supporting plagiarism by providing work to others, whether it is believed it will be copied or not

Cheating
Rationale: Cheating demonstrates a lack of integrity and character that is inconsistent with the goals and values
of the International Christian Academy of Nagoya. Education is based on learning specific skills, forming
lifelong work habits, and developing mature coping skills according to each student’s unique abilities. Stress
propels students to make unethical choices. A compromise of these values through cheating may lead to a
student’s loss of self-esteem. Cheating robs students of opportunities to become competent. Assignments
should be considered individual unless the instructor states otherwise.
Cheating includes:
●
●
●
●
●
●
●
●

copying, faxing, emailing, or in any way duplicating assignments that are turned in, wholly or in part,
as original work
exchanging assignments with other students, either handwritten or computer generated, whether it is
believed they will be copied or not
using any form of a physical memory aid during tests or quizzes without the expressed permission of
the instructor·
using a computer or other means to translate an assignment from one language into another language
and submitting it as an original translation
giving or receiving answers during tests or quizzes. It is the student's responsibility to secure his or her
papers so other students will not have the opportunity or the temptation to copy
taking credit for group work when the student has not contributed an equal or appropriate share toward
the final result
accessing a test or quiz for the purpose of determining the questions in advance of its administration.
using summaries/commentaries (Cliffs Notes, Spark Notes, etc.) in lieu of reading the assigned
materials.
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Consequences of plagiarism or cheating: Students who engage in plagiarism or cheating
are subject to punishment, which can include but are not limited to:
●
●
●
●

No credit for the assignment or test in which plagiarism or cheating occurred;
Removal from the course;
Suspension;
Completion of alternative assignment with partial or no credit.

Disciplinary measures for plagiarism or cheating are initially at the discretion of the classroom teacher
after consultation with school administration. Decisions will be based on individual teacher policy and
the severity of the incident of plagiarism or cheating. The school administration may impose
additional consequences if conditions so warrant.

付録
付録A：盗作に関するポリシー
盗作

理論的解釈：盗作は、(財)インターナショナル・クリスチャン・アカデミー名古屋(ICAN)の
目標と価値に相反する品位と品性の欠如を示している。よくまとめられたアイデアの優れた
文書表現は、学業と職業の成功への基本的な技能である。盗作は学業の上達を促すために必
要であるフィードバック課程と評価を妨げる。盗作は、生徒の長所と短所の誤った見解を講
師に与える。弱い所での詳しい指示や本来の能力を発揮する妨げになるかもしれない。
盗作に含まれるもの：
●
●
●
●
●
●

他の誰かの課題または課題の一部を取り、自分のものとして提出すること。
他の誰かによって書かれたもの、または著者名もしくは資料を挙げずに他の誰かの
アイデアを書き換えて提出すること。
個人指導者、保護者、兄弟姉妹、または友人のものを自分のものとして発表するこ
と。
購入した論文集(新聞)を自分のものとして提出すること。
他の誰かによって書かれたインターネット上の論文集を自分のものとして提出する
こと。
複写されたものでなかろうと盗作と考えられるものを他の人に作品を与えることで
盗作を支持していること。

不正行為
理論的解釈：不正行為は、(財)インターナショナル・クリスチャン・アカデミー名古屋
(ICAN)の目標と価値に相反する品位と品性の欠如を示している。教育は、具体的なスキル
(技能)の学習、一生の業務習慣の形成、各生徒の固有の能力に従って対処技能を成長させ発
展させることに基づいている。ストレスは、非道徳的選択をさせるよう生徒を駆り立てる。
不正行為を通してこれらの価値を落とすことで、生徒の自尊心を失うことにつながるかもし
れない。不正行為は、生徒が優秀になる機会を奪う。課題は、指導者が言明しない限り、個
人のものと考慮されるものとする。
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不正行為に含まれるもの：
●
●
●
●
●

●
●
●

複写されたもの、FAXされたもの、Eメールされたもの、または、全体的にまたは部
分的に原本そのもので提出された、いかなる方法での複製された課題。
他の生徒と交換した課題、手書きまたはコンピューターで作成、複写されたもので
あろうとなかろうとも不正行為だと考えられるもの。
指導者の許可なしに、テストや小テスト中にいかなる形での物質的な暗記補助(カン
ニングペーパーなど)を使用すること。
課題を故意に一つの言語からもう一つの言語へコンピューター、もしくは他の媒体
を使用して訳し、オリジナルの訳として提出すること。
テストまたは小テスト中に、答えをあげたりもらったりすること。試験用紙を守る
ことは、生徒の責任であり、そうすることにより、他の生徒は答えを写す衝動や機
会を持たない。
生徒が最終結果に平等または適切な役割に貢献していない時、グループでの作品の
評価を得ること。
運営人より先に質問を見つけ出す目的で、テストまたは小テストにアクセスするこ
と。
与えられた資料を読む代わりに概要/解釈(クリフスノート、スパークノート、等々)
を使用すること。

盗作または不正行為への処罰：盗作または不正行為を行った生徒は、処罰を受けることにな
る、以下のものを含むが、限られているものではない：
●
●
●
●

盗作または不正行為が生じた課題またはテストへの評価はなし；
コース(課程)からの除籍；
停学；
代わりの課題を終わらせ一部分の評価を得るまたは評価なし。

盗作または不正行為の懲戒処分は、学校長との話し合い後、最初は担任の判断となる。判断
は各担任のポリシーと盗作と不正行為の出来事の重大性に基づく。学校長は状況がまさに本
当である場合、追加の処分をその生徒に負わせる。

Appendix B: Computer Use Policy
ICAN ACCEPTABLE COMPUTER USE POLICY
PURPOSE
The purpose for the computers and Internet access is to promote educational opportunities that provide
students and teachers with an array of educational resources to help meet the goals of the curriculum and
expected schoolwide learning results.
EXPECTATIONS
The network shall be used in a manner consistent with the school’s educational mission, philosophy, and
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student learning goals, and with school policy as stated in the Parent and Student Handbook. Staff and student
access to the Internet is provided with the understanding that some material accessed on the Internet may be
inaccurate, and that some resources may contain material that is deemed contrary to prevailing community
standards or inappropriate for classroom use. Access to such resources will not be permitted. If such
inappropriate material is inadvertently encountered, it shall be the user’s responsibility to disengage
immediately and inform the teacher or network administrator.
Access to the network is a privilege, not a right, extended to school staff, students, and other authorized users.
Users have the responsibility to respect the rights of other users in our network community and on the
Internet. Users are expected to act in a responsible, ethical, and legal manner, in accordance with school
policy when using the network. A user who commits a violation may have his/her access privileges revoked,
as well as whatever other disciplinary action may be deemed appropriate by the administration.
DEFINITIONS
●
●
●

Network – Any school computer, whether accessing the Internet or not, as well as personal devices
connected to the school’s internet
User – Any student or staff member authorized to use school computers.
Network Administrator –IT technician

GUIDELINES
This policy does not attempt to articulate all required behaviors by users of the network. In any
specific situation, we rely upon each individual’s judgment of appropriate conduct. To assist in such
judgment, the following guidelines are provided:
● Users should not use the network or computers for illegal purposes, or in support of illegal activities.
● Users should not use the network or computers to access any pornographic, sexually explicit or
immoral material.
● Users should not use the network or computers for political or commercial purposes.
● Users should not use the network or computers to disrupt the educational and administrative goals of
ICAN
● Users should not use the network or computers to reproduce copyrighted material without expressed
written permission.
● Users should not use the network or computers for gaming unless required by a course.
● Users should not use the network or computers to access instant messaging, chat rooms, and other
social networking sites (Facebook, MySpace, Twitter, Reddit,e tc.) unless  required or encouraged
by teacher for class assignments. If this is encouraged, use is restricted to that teacher’s classroom.
Permission must be obtained from other teachers to use the sites in classrooms if not required for
their course.
● Users should never give out personal information over the Internet.
● Users should not use profane, abusive, or impolite language to communicate within the network or on
the Internet.
● Users should not copy other people’s work or intrude into other people’s files.
● Users should neither download nor install any commercial software, shareware, or freeware onto
network disks or drives, unless they have written permission from the network administrator.
● Users should not change desktop graphics/ backgrounds, add or delete icons, add or delete
passwords to computer settings.
● Users should not log onto Internet radio or other broadcast sites except for specific educational
purposes.
● Users will store data on personal CD’s, DVD’s or USB flash drives. ICAN will not be held
responsible for missing or corrupt files.
● Students are allowed to use the Internet, computers, or personal devices only with staff supervision and
permission.
● Student use of the Internet is restricted to direct school and homework purposes.
● Network storage areas will be treated as school property, which may be inspected at any time.
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●

Network administrators or other appropriate staff may review communications to maintain integrity
system wide and ensure that users are using the system in an appropriate manner.

STUDENT-OWNED COMPUTERS OR DEVICES AT SCHOOL
•
•
•
•
•
•
•

The use of student-owned computers or devices in the classroom is encouraged with the
expressed permission of the teacher.
The use of the student-owned computer or device falls under the guidelines of the “Acceptable
Computer Use Policy” while on campus.
Individuals (students or staff members) are not allowed to use another person’s personal device
without the expressed permission of the owner.
Power cords may be used for laptop computers or devices during class time, unless a safety hazard
(i.e. tripping or electrical) is present.
Laptop computers or devices may be recharged at school with staff permission.
The use of personal listening devices such as headphones is not permitted unless it pertains to an
online course.
ICAN is not responsible for stolen or damaged property.

SCHOOL WiFi SYSTEM:
●

Students are not allowed to access the school WiFi system with their personal devices unless the
following conditions are met:
o The expressed permission of their teacher and only for school related purposes. The time
period the student has access to the school WiFi system must also be clearly stated by the
teacher. Students are not allowed to use WiFi during breaks or lunch.
o The student should have an “anti-virus protection software” on their personal device to access
the school WiFi system. If the student/parents are unsure what an acceptable “anti-virus
protection software” is, our school IT department can help them determine this. Note: ICAN
is not responsible for providing student anti-virus protection software. This remains the
domain of the parents/students. We can, however, suggest Avast as a robust and free virus
protection solution for any computer: www.avast.com

VPN (Virtual Private Network) USE AT SCHOOL:
Students are not allowed to use a personal VPN at any time on school grounds unless with the expressed
written permission of their teacher, and for school related purposes. A VPN may expose the student(s) to
malicious content, viruses, spyware and questionable online activities.
By signing my name, I agree to abide by the above guidelines and policies.
Student’s Name (Printed):  __________________ Grade:  _______________
Student Signature:  _________________________ Parent Signature:  ______________________
Date:  _____________
付録B：コンピューター利用規約
ＩＣＡＮコンピューター利用規約
目的
コンピューターとインターネットへのアクセスの目的は、豊富で広範囲にアクセスできる情報源を生徒と教師
に提供することにより、カリキュラムと全校の成績の目標を満たす助けとするためでのものある。
期待されるもの
ネットワークは、学校の教育使命、哲学、生徒の学習目標および保護者と生徒向けハンドブックの中で定めら
れた学校の規約にのっとり、一貫した方法で利用されるものとする。職員と生徒のインターネットへのアクセ
スは、インターネットでアクセスしたデータ内容が不正確であるかもしれないものであったり、一般的な基準
に反するもの、または、クラスで不適切なものと考えられるデータ内容を含む情報源であるかもしれないこと
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をふまえたうえで提供されている。そのような情報源へのアクセスは、許可されないものとする。そのような
不適切なデータ内容に不注意に遭遇した場合、速やかにウエブサイトを閉じ、教師またはネットワークの管理
者に通達することは利用者の責任においてなされることとする。
ネットワークへのアクセスは、特権であり、権利ではなく、学校職員、生徒と学校関係者の範囲にまでおよ
ぶ。利用者は、私たちのネットワークコミュニティとインターネット上での他の利用者の権利を尊重する責任
を持つものとする。ネットワークを利用する際、利用者は学校の規約に従い責任、倫理的、また法的に行動す
るものとする。違反者は、アクセスの特権を無効にされ、校長による適切な懲戒処分が下されるものとする。
定義

●

ネットワーク－学校のコンピューター、インターネットにアクセスしているもの、またはそうでないも
の、個人のデバイスで学校のインターネットに接続しているもの。

●
●

ユーザー（利用者）－生徒または学校関係者で学校のコンピューターを利用できる者。

ネットワーク管理者－ＩＴ担当者

ガイドライン（手引き）
この規約は、ネットワーク利用者に必要な全ての行動を明確に表現しようとするものではない。具体的には各
状況において、おのおの個人の適切な判断と行動に頼るものとする。そのような判断の手がかりとして、以下
のガイドラインが提供されている：

●

利用者は、違法的な目的または違法的な活動を支持するためにネットワークまたはコンピューターを使

用してはならない。

●

利用者は、いかなるポルノ、性的に歪んだまたは不道徳的な内容にアクセスするためにネットワークま

たはコンピューターを使用してはならないものとする。

●

利用者は、政治的または営利的な目的のためにネットワークまたはコンピューターを使用してはならな

い。

●

利用者は、ＩＣＡＮの教育また管理の目的を妨害するためにネットワークまたはコンピューターを使用

してはならない。

●

利用者は、書面上での許可なしに著作権で保護された内容を複製するためにネットワークまたはコン

ピューターを使用してはならない。

●

利用者は、学科の課程で必須とされていない限りゲームをするためにネットワークまたはコンピュー

ターを使用してはならない。

●

利用者は、教師による学科課程のために必要または推奨されたものでない限りインスタント・メッセー
ジ、チャット、またソーシャルネットワークサイト(フェイスブック、マイスペース、ツイッター、レ
ディット等)にアクセスするためにネットワークまたはコンピューターを使用してはならない。これが
推奨された場合、使用は担当教師の教室のみに限られる。学科課程のために必要でない場合で、教室内
でサイトを利用するためには担当教師から許可を得なければならない。

●
●

利用者は、インターネット上で個人情報を決して与えてはならない。
利用者は、ネットワークまたはインターネット上で世俗的(下品)、侮辱的、非礼な言葉を使ってはなら

ない。

●
●

●

利用者は、他人の作品を複製または他人のファイルに侵入してはならない。
利用者は、ネットワーク管理者の書面上での許可がない限り、広告のソフトウエア、シェアウエアまた
は無料のソフトウエアをネットワークディスクまたはドライブにダウンロードまたはインストールをし
てはならない。

利用者は、デスクトップのグラフィック/バックグラウンドの変更、アイコンの追加または削除、コン
ピューター設定のパスワードの追加または削除をしてはならない。

●

利用者は、特定な学習の目的以外にインターネットのラジオまたはブロードキャストに接続してはなら

ない。

●

利用者は、個人のCD、DVDまたはUSBフラッシュドライブにデータを保存する。ICANは、消失または
破損したファイルに対し責任を負わないものとする。

●

生徒は、職員の監視と許可のある時のみインターネット、コンピューターまたは個人のデバイスの使用
を許される。

●

生徒のインターネットの使用は、学校の授業と宿題の目的のために限られる。
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●
●

ネットワークの記憶領域は、学校の管理領域として取り扱われ、いつでも点検され得る。

ネットワーク管理者または適切な職員は、システム全体の保全性を維持するため、利用者が適切なマ
ナーでシステムを使用していることを確認することができる。

学校での生徒所有のコンピューターまたはデバイス

●
●

教室内での生徒所有のコンピューターまたはデバイスの使用は、教師の許可によって促される。

●

個人(生徒または職員)は、所有者の許可なく、他人の個人のデバイスを使用することは認められないこ
ととする。

●

安全上の問題(例：コードに引っかかるまたは電気的な危険性)がない限り、電源コードは、授業中コン
ピューターまたはデバイスに使用してもよいものとする。

●
●

ラップトップまたはデバイスは、職員の許可を得て学校で充電をしてもよいものとする。

●

ICANは、個人所有の機器の盗難または破損に対し責任を負わないものとする。

生徒所有のコンピューターまたはデバイスの使用は、校舎にいる間｢コンピューター利用規約｣のガイド
ラインに該当するものとする。

オンラインコースに関連していない限り、ヘッドホン等を使用し個人で聞くデバイスの使用は、許可さ
れないものとする。

学校WiFiシステム：
·

生徒は、以下の条件を満たさない限り個人のデバイスで学校のWiFiシステムにアクセスすることは許可

されないものとする：
o

教師の許可と学科に関連した目的時のみ。生徒が学校のWiFiシステムにアクセスする時間帯
も、教師によって明確に表明されなければならないものとする。生徒は、休み時間または昼食
中WiFiの使用を許可されないものとする。

o

生徒は、学校のWiFiシステムにアクセスするために個人のデバイスに｢ウイルス対策ソフトウ
エア｣を入れていなければならないものとする。生徒/保護者が適切な｢ウイルス対策ソフトウ
エア｣について不確かな場合、学校のIT部がソフトウエアに関して解決の手助けをすることが
できる。留意：ICANは、生徒にウイルス対策ソフトウエアを提供する責任はないものとす
る。これは保護者/生徒の両者内で判断に任せるものとする。しかしながら、どのようなコン
ピューターにでも堅固で無料のウイルス対策の解決法としてAvastを提案することができる：
www.avast.com

学校でのVPN（バーチャル

●

プライベート

ネットワーク

仮想私設網）の使用：

生徒は、教師の書面上での許可、また学業関連目的でない限り、学校敷地内での個人の仮想私設網を使
用することを許可されないものとする。仮想私設網は、悪質な内容、ウイルス、スパイウエアと疑わし
いオンライン活動をおそらく生徒に公開してしまう可能性がある。

署名をすることで、上記のガイドラインと規約を守ることに同意をします。
生徒名(活字)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿学年：＿＿＿＿
生徒署名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
保護者署名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日付：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Appendix C: Communicable Disease/Health Risk Guidelines
Reference Policy 2.1.1.4.
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Communicable Disease/Health Risk Guidelines for Employees and Students
The Communicable Disease/Health Risks Guidelines apply to both employees and students. Those sections
designated specifically for student and parent consumption will be communicated to the students and parents
community through the Student/Parent Handbook. All school employees are required to be familiar with the
following guidelines and information.
I.

General Guidelines and Information
A. The Communicable Disease/Health Risks Policy of the International Academy of Suriname is to
ensure the health and safety of all students and employees.
B. Employees and students who know or who have reason to believe that they are infected with a
communicable disease or know or who have reason to believe they have other health related risks
(e.g. Epilepsy) have an ethical obligation to conduct themselves in accordance with such
knowledge in order to protect themselves and others. Employees and students who know that they
are infected with a communicable disease or know or who have reason to believe they have other
health related risks must share that information with the school office so the school may respond
appropriately to their needs. Medical information relating to the communicable diseases or other
health issues of a student or employee will be disclosed only on a limited need-to-know basis.
C. Students and employees who have communicable diseases or other medical problems, whether
symptomatic or not, will be allowed regular classroom and work attendance in an unrestricted
manner. This is allowed as long as they are physically able to attend classes, school activities and
/or work, do not pose a medically proven threat for transmission of the disease or condition, or
pose an unreasonable danger to the school community because of a health risks as approved by the
appropriate medical professionals.
D. Communicable disease shall be defined as an illness due to an infectious agent or its toxic products
which is transmitted directly or indirectly to a person from an infected person or animal. This is
done through the agency of an intermediate animal, host or vector (an agent, person or animal or
microorganism, that carries and transmits a disease), or through the inanimate environment.
Communicable disease shall include, but not be limited to:
Influenza
Hepatitis A, B, & D
Tuberculosis
Meningitis
Conjunctivitis
Measles
Chicken Pox
Whooping Cough
Infectious Mononucleosis
Mumps
Pertussis
Sexually Transmitted Diseases
Positive HIV antibody status
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and AIDS related complex
(ARC)
E. Employees or students who are infected with a communicable disease are expected to promptly
seek expert medical advice.
F. When appropriate, student's’ parent(s)/guardian(s), and physician, and/or the local Health
Department will also be consulted.
G. A physician's evaluation may be required for a definitive diagnosis to assure that the student or
employee is no longer infectious.
H. In the event that a student has had a significant exposure to blood, the parent(s)/guardian(s) will be
notified immediately and advised to consult the child's physician at once.
I. Students will not be permitted to clean up blood or potentially infectious materials of others.
J. The privacy of any student or employee must be respected and any records of communicable
diseases of students or employees kept shall be strictly confidential except when such information
must be communicated to necessary school personnel in the performance of their duties.
K. An employee who is diagnosed as having a communicable disease or other health risks and who
becomes too ill to continue at work, shall have full access to sick leave and medical benefits
(health insurance exclusions excluded) as provided for the employee by school guidelines and
through the procedures of any relevant benefit plans.
L. The school shall facilitate access to and delivery of education programs designed to inform
employees about communicable disease transmission and prevention in a school environment.

付録C：伝染病/健康へのリスクガイドライン
指針(ポリシー)参照 2.1.1.4
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教職員と生徒のための伝染病/健康へのリスクガイドライン
伝染病/健康へのリスクガイドラインは、教職員と生徒の両方に適用する
特に生徒と保護者向けに構成されたこれらの項は、生徒と保護者への開示の為に生徒・保護者ハンド
ブックを通して両者とのコミュニケーションがとれる為である。全教職員は、以下のガイドラインと
情報に精通していることを必須とされる。
Ⅰ．一般的なガイドラインと情報
A. ICAN の伝染病/健康へのリスクのポリシーは、全生徒と教職員の健全と安全を確かなものにす
るためである。
B. 伝染病に感染していると思われる理由がある、または知っている本人自身と他の人を守るため
のその知識に従って振る舞う倫理的道徳を持つ、他の健康に関連したリスク(例：てんかん)だ
と思われる理由を持つ、または知っている教職員と生徒。伝染病に感染していると分かってい
る、または知っている、または学校のオフィスに申し出なければならない他の健康に関連した
リスクを持っていると思われる理由がある教職員と生徒が分かれば、学校は教職員と生徒の必
要に対し適切に応答するかもしれない。教職員または生徒の伝染病、または他の健康に関する
事柄に関連する医療情報は、限られた知る必要のある基準で明らかにされる。
C. 伝染病または他の疾患を持つ教職員と生徒は、症候性であろうとなかろうと、制限されないで
通常のクラスと仕事への出席を許可される。これは、身体的に授業、学校活動と/または仕事
に出席できるかぎり許可され、病気の感染や伝播を脅かす医学的に証明された兆候を引き起こ
したり、適切な医療の専門によって立証されている健康のリスクにより学校のコミュニティに
理不尽な危険を引き起こさせない。
D. 伝染病は、感染した人または動物から人に直接的にまたは間接的に感染された感染性因子(病原
体、病原菌)、または毒性(有毒)生成物のことと定義される。これは仲介の動物(寄生動物の)宿
主または保菌生物(病気を持っていく、または感染する病原体、人、動物または微生物)、また
は無生物環境を通して起こる。
伝染病は,以下のものを含むが、それだけとは限られたものではない：
インフルエンザ
A.B.D型肝炎
結核(TB)
髄膜炎
結膜炎
麻疹
水痘
百日咳
感染性単核球症
おたふくかぜ(流行耳下腺炎)
百日咳
性感染症
HIV(エイズ)抗体陽性状態
エイズ(後天性免疫不全症候群)とエイズ関連症候群
E. 専
 門家の医療アドバイスを早急に探す必要のある伝染病に感染された教職員と生徒。
F. 適
 切な時に生徒の保護者/後見人、と医師、と/または地元の保健所は相談する。
G. 医師の判断(評価)は、生徒または教職員が感染されていないことを確実にする確定(最終)診断が
必須とされるかもしれない。
H. 生徒が血液にひどい細菌やウィルスなどにされされることがあった場合、保護者/後見人はすぐ
さま知らせられ、速やかに子供の医師に相談することを助言される。
I. 生
 徒は、血液または他に感染する可能性のある物を片付けることを許されない。
J. いかなる生徒または教職員のプライバシー(個人情報)は、尊重され、そのような情報が職務遂
行において必要な学校職員に知らせられるとき以外、生徒または教職員の伝染病のいかなる記
録は厳重に極秘とされる。
K. 伝染病または他の健康のリスクを持つと診断された教職員、または仕事を続けるのに支障を来
すほどの病気の教職員は学校ガイドラインによって教職員に与えられている福利厚生計画に関
連する手続きを通して医療給付と病欠を十分に利用できる。
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L. 学校は、学校環境において伝染病の伝達と予防について教職員に知らせるために構成された教
育プログラムの利用と提供を促進すべきである。

A.

B.

C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.

II.
Information Regarding Employee or Student Attendance/Activity Restrictions as
Pertaining to Specific Communicable Diseases:
An employee or student with an elevated temperature and/or other signs of illness will be excluded
from school. An employee or student should be fever free for 24 hours before returning to school. If
a student or employee is put on medication (e.g. antibiotic), they must be on the medication at least 24
hours before returning to school. Any employees or students who have been identified as
immunosuppressed (persons whose immune response is inadequate) will be notified of the occurrence
of a high-risk disease (e.g. chickenpox).
AIDS / HIV – Exposure to Bloodborne Pathogens and Universal Precautions -- In the event that
school personnel determine that a student has had a significant exposure to blood the
parent(s)/guardian(s) will be notified immediately and advised to consult the child's physician at once.
Additional information regarding AIDS/HIV is contained in Section III.
Chicken Pox -- The employee or student will be excluded from school until all lesions are dry and
crusted (approximately 6-8 days following eruption.) Student may return with a release signed by
a physician.
Cold Sore (fever blister, Herpes simplex) -- The employee or student may attend school if feeling
well and fever free. Individuals should avoid direct contact with a lesion.
Conjunctivitis (Pink Eye) -- If suspected, the employee or student will be excluded from school until
the drainage is clear.
Diarrhea - The employee or student with diarrhea will be excluded from school. S/he may return to
school when the diarrhea has stopped for the last 12 hours.
Fifth Disease -- The student diagnosed with "fifth disease" may return to school when fever free and
feeling well. The rash may still be present.
Head Lice – A student who has been treated for head lice may return to school. The school does not
screen for head lice.
Hepatitis A -- The employee or student may return with a release signed by a physician after a
minimum of one week following onset of jaundice.
Hepatitis B -- Active Disease -- The employee or student may return to school when released by
his/her physician.
Impetigo, Draining Boils, Skin Infections -- The employee or student will be excluded from school
until the employee or student is under a physician's care and there is no longer any sign of drainage.
Open and/or draining wounds must be covered to prevent spread of infection. It may be necessary to
exclude an employee or student from school until a medical evaluation is done.
Measles -- The school nurse or designee MUST be notified if an employee or student is diagnosed with
measles. The employee or student may return to school when they are released by the physician
and are able to tolerate the school day’s activities.
Meningitis -- Bacterial -- The student or employee may return with a doctor's release and when able to
tolerate the school day’s activities.
Meningitis -- Viral -- The employee or student may return to school when fever free for twenty-four
hours, with a physician's release, and when able to tolerate the school day’s activities.
Mononucleosis -- The employee or student may return to school with a physician's release and when
able to tolerate the school day’s activities.
Mumps -- The employee or student may return to school ten days following the onset of swelling. The
employee or student must be fever free and able to tolerate the school day’s activities. Student may
return with a release signed by a physician.
Pertussis (Whooping Cough) -- The employee or student may return to school with a signed
physician's release verifying appropriate treatment.
Pneumonia -- The employee or student may return to school when able to tolerate the school day’s
activities.
Ringworm -- The employee or student may attend school while being effectively treated by a
physician.
Rubella (German Measles) -- The employee or student may return to school 7 days after rash appears.
Student may return with a release signed by a physician.
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U. Scabies -- The employee or student suspected of having scabies may return to school after diagnosis by
a physician and appropriate treatment is completed.
V. Shingles (Herpes Zoster) -- The employee or student may return to school if released by a physician
and if the lesions are covered. If lesion/s cannot be covered, refer to the policy for chickenpox.
W. Strep Throat, Scarletina, Scarlet Fever -- The employee or student may return to school when fever
free, has been taking the prescribed antibiotic for twenty- four to forty eight hours, and is able to
tolerate the school day’s activities.
X. Sties -- The employee or student may return to school if there is no drainage from the sty.
Y. Upper Respiratory Infection (common cold, Flu, etc.) -- The employee or student may return to
school after symptoms have subsided and when able to tolerate the school day’s activities.
Z. Vomiting -- The employee may return to school after vomiting has stopped for 12 hours and when able
to tolerate the school day’s activities.
AA. Worms -- Pinworms -- Enterobiasis -- The employee or employee may return to school after
effective treatment.
BB. Other communicable diseases and health risks issues not covered above will be handled on a case by
case basis by the administration.
II.

特定伝染病に関する職員や、生徒の出欠/活動の制限についての情報：

A. 発熱または他の病気の兆候のある職員または生徒は、学校に在校しない。再登校する前に職
員または生徒は24時間発熱がないものとする。生徒または職員が薬(例：抗生物質)を服用する場
合、再登校する最低24時間前に薬を服用していなければならない。免疫抑制(免疫反応が不十分な
人)と認められた職員または生徒は、リスクの高い病気(例：水疱瘡)の発症を通告される。
B. エイズ・HIV －血液媒介病原菌による発病と一般的な予防策-生徒に血液による著しい発病
があると学校の人事が判断した場合、保護者・後見人に迅速に通達され、直ちに子供の医者に受
診するよう助言する。エイズ・HIVに関する追加事項は、セクションIIIに掲載。
C. 水痘(水疱瘡)－職員または生徒は、水泡が乾燥しかさぶたになるまで学校への登校は控えさせ
る。(通常感染してから6-8日間で感染する。)生徒は学校登校許可の医師の診断書をもって再登校
が許可される。
D. 単純疱疹(発熱による単純疱疹、単純ヘルペス)－－職員または生徒の体調がよく、発熱がない
場合、再登校してよい。個人では病巣に直接触れないものとする。
E. 結膜炎(伝染性結膜炎)－もし疑いがある場合、職員または生徒は目やに、充血が治まるまでは
登校を控える。
F. 下痢－下痢をしている職員又は生徒は登校を控える。12時間下痢が治まってから再登校して
よい。
G. リンゴ病－「リンゴ病」と診断された生徒は、発熱がなく、体調が回復した時、登校しても
よい。発疹はみられる。
H. 虱(シラミ)－シラミの駆除がされた生徒は再登校してよい。学校では調べません。
I. A型肝炎－職員または生徒は、黄疸発症最低一週間(7日間)後、医者の診断書による許可を
もって再登校してよい。
J. B型肝炎－活動的な病気－－医者の診断により許可をされた時、職員または生徒は再登校して
よい。
K. 膿痂疹、吹出物、皮膚感染症－医者による治療と症状が治まるまで職員または生徒は登校を
控える。ドレナージ（閉じられた腔にたまった滲出液・膿・血液などを排出すること）の兆候は
はありません。患部は感染予防のために覆われていなければならない。医療評価がなされるまで
職員または生徒は登校を控える必要がある。
L. 麻疹(はしか)－学校保健医または指名者は職員または生徒が麻疹と診断された場合、通達しな
ければならない。生徒は学校登校許可の医師の診断書をもって再登校が許可される。
M. 髄膜炎－細菌性－－職員または生徒は、医師の診断により許可され、学校の日常活動に復帰
できると容認されたとき、再登校してよい。
N. 髄膜炎－ウイルス性－－職員または生徒は、24時間発熱がなく、医師の診断により許可さ
れ、学校の日常活動に復帰できると容認されたとき、再登校してよい。
O. 単核細胞症－職員または生徒は、医師の診断により許可され、学校の日常活動に復帰できる
と容認されたとき、再登校してよい。
P. おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)－職員または生徒は、腫れる兆候が見られてから10日後には再
登校してよい。職員または生徒は、発熱がなく、学校の日常活動に復帰できる。生徒は学校登校
許可の医師の診断書をもって再登校が許可される。
Q. 百日咳－職員または生徒は、医師の適切な治療が確認された許可をもって再登校してよい。
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R. 肺炎－職員または生徒は、学校の日常活動に復帰できると容認されたとき、再登校してよ
い。
S. 白癬（はくせん）－職員または生徒は、医師により効果的な治療を受けている間登校してよ
い。
T. 風疹－職員または生徒は、発疹が出て7日後には再登校してよい。生徒は学校登校許可の医師
の診断書をもって再登校が許可される。
U. 疥癬（かいせん）－疥癬の疑いがある職員または生徒は、医師による適切な治療が完了と診
断された後、再登校してよい。
V. 帯状疱疹(帯状ヘルペス)－職員または生徒は、医師の許可がある場合と患部が覆われている場
合再登校してよい。患部を覆うことができない場合、水痘のポリシーを参照する。
W. 連鎖球菌性咽頭炎、猩紅熱（しょうこうねつ）－職員または生徒は、発熱がなく、24－48時
間処方された抗生物質を服用し、学校の日常活動に復帰できると容認されたとき、再登校してよ
い。
X. 麦粒腫(ものもらい)－職員または生徒は、麦粒腫から症状が出ていない場合、再登校してよ
い。
Y. 上気道炎－(感冒、流行性感冒など)－職員または生徒は、症状が和らぎ、学校の日常活動に復
帰できると容認されたとき、再登校してよい。
Z. 嘔吐－職員または生徒は、嘔吐が治まった12時間後、学校の日常活動に復帰できると容認さ
れたとき、再登校してよい。
AA.
寄生虫－－ギョウチュウ－－蟯虫症－－職員または生徒は、効果的な治療後再登校して
よい。
BB. その他の伝染病と上記に記載されていない健康的なリスクに関することは、その都度管理者
により基準づけられる。

III. Issues Specific to Human Immunodeficiency Virus (HIV)
A. The Human Immunodeficiency Virus (HIV) is not transmitted through casual contact and,
therefore, is not reason in itself to treat individuals having or perceived as having HIV differently
from other members of the school community. Accordingly, with respect to HIV disease, including
acquired immune deficiency syndrome (AIDS), the school recognizes:
1. the rights of students and employees with HIV,
2. the importance of maintaining confidentiality regarding the medical condition of any
individual,
3. the importance of an educational environment free of significant risks to health, and
4. the necessity for HIV education and training for students and employees.
B. Education and Instruction:
HIV is not, in itself, a disabling condition, but it may result in conditions that are disabling.
C. Exposure to Bloodborne Pathogens and Universal Precautions:
In the event that school personnel determine that a student has had a significant exposure to
blood the parent(s)/guardian(s) will be notified immediately and advised to consult the child's
physician at once.
D. Procedures for Maintaining Confidentiality for Persons with HIV:
To maintain an atmosphere of trust with staff members, students, families, and the
community, a policy that encourages confidentiality is essential. It is important that students and
employees who have the Human Immunodeficiency Virus (HIV) feel certain that their names will
not be released against their wishes to others without a need to know.
To protect the confidentiality of medical records of students and employees, the following
procedures shall be followed:
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1.

2.
3.

All medical information in any way relating to the HIV status of any member of the school
community, including written documentation of discussions, telephone conversations,
proceedings, and meetings shall be kept in a secured file. Access to this file shall be granted
only to those persons identified in writing by the student's parent(s)/guardian(s). In the case of
employees as those individuals with a direct need to know as deemed necessary by the
school’s senior administrator in consultation with the employee. Filing and photocopying of
student related documents may be performed only by persons named in the written consent
and for employees those persons in positions with a direct need to know as identified by the
senior administrator.
No record referring to HIV status medical information shall ever be faxed.
Medically related documents that are to be mailed shall be marked "Confidential.” Names of
persons mailing documents and those receiving the documents shall be identified on the
written consent form by the student or student's parent(s)/guardian(s), or the employee.

IV. Definitions/Descriptions
➢ FIFTH’S DISEASE: Especially common in children between the ages of 5 and 15, fifth
disease typically produces a distinctive red rash on the face that makes the child appear to
have a slapped cheek. The rash then spreads to the trunk, arms, and legs. Despite being called
a "disease," fifth disease is actually just a viral illness that the majority of children will recover
from - with no complications - in a short period. Fifth disease (also called erythema
infectiosum) is caused by parvovirus B19. A human virus, parvovirus B19 is not the same
parvovirus that veterinarians may be concerned about in pets, especially dogs, and it cannot
be passed from humans to animals or vice versa.
Fifth disease begins with a low-grade fever, headache, and mild cold-like symptoms (a stuffy or runny
nose). These symptoms pass, and the illness seems to be gone until a rash appears a few days later.
The bright red rash typically begins on the face. Several days later, the rash spreads and red blotches
(usually lighter in color) extend down to the trunk, arms, and legs. The rash usually spares the palms
of the hands and soles of the feet. As the centers of the blotches begin to clear, the rash takes on a lacy
net-like appearance. Children younger than 10 years of age are most likely to get the rash.
Older children and adults sometimes complain that the rash itches, but most children with a rash caused
by fifth disease do not look sick and no longer have fever. It may take 1 to 3 weeks for the rash to
completely clear, and during that time it may seem to worsen until it finally fades away entirely.
Certain stimuli (including sunlight, heat, exercise, and stress) may reactivate the rash until it
completely fades. Other symptoms that sometimes occur with fifth disease include swollen glands, red
eyes, sore throat, diarrhea, and unusual rashes that look like blisters or bruises.
In some cases, especially in adults and older teens, an attack of fifth disease may be followed by joint
swelling or pain, often in the hands, wrists, knees, or ankles.
Contagiousness of Fifth’s Disease
A person with parvovirus infection is most contagious before the rash appears - either during the
incubation period (the time between infection and the onset of symptoms) or during the time when he
or she has only mild respiratory symptoms. Because the rash of fifth disease is an immune reaction (a
defense response launched by the body against foreign substances like germs) that occurs after the
infection has passed, a child is usually not contagious once the rash appears.
Parvovirus B19 spreads easily from person to person in fluids from the nose, mouth, and throat of
someone with the infection, especially through large droplets from coughs and sneezes. It can also be
spread through shared drinking glasses and utensils.
In households where a child has fifth disease, another family member who hasn't previously had
parvovirus B19 has about a 50% chance of also getting the infection. Classmates of children with fifth
disease have about a 60% chance of getting the virus. Once someone is infected with parvovirus B19,
they develop immunity to it and won't usually become infected again.
➢ SHINGLES (Herpes Zoster): Shingles is a disease caused by the varicella-zoster virus, the
same virus that causes chickenpox. After an attack of chickenpox, the virus lies dormant in
the nerve tissue. As we get older, it is possible for the virus to reappear in the form of
shingles. Shingles is estimated to affect two in every 10 people in their lifetime. This year,

54

more than 500,000 people will develop shingles. Fortunately, scientists are doing research to
find a vaccine to prevent the disease.
Who is at risk for developing Shingles?
Although it is most common in people over age 50, if you have had chickenpox, you are at risk for
developing shingles. Shingles is also more common in people with weakened immune systems from
HIV infection, chemotherapy or radiation treatment, transplant operations, and stress.
What are the symptoms of Shingles?
Early signs of shingles include burning or shooting pain and tingling or itching generally located
on one side of the body or face. The pain can be severe. Rash or blisters are present anywhere from
one to 14 days.
Are other complications associated with Shingles?
Yes. If shingles appears on your face, it can lead to complications in your hearing and vision. For
instance, if shingles affects your eye, the cornea can become infected and lead to temporary or
permanent blindness. Another complication of the virus is postherpetic neuralgia (PHN), a condition
where the pain from shingles persists for months, sometimes years, after the shingles rash has healed.
Is there a cure or treatment for Shingles?
There is no cure for shingles, but the severity and duration of an attack of shingles can be
significantly reduced if you are treated immediately with antiviral drugs, which include acyclovir,
valacyclovir, or famcyclovir. Antiviral drugs may also help stave off the painful after-effects of PHN.
Other treatments for PHN include painkillers, steroids, antidepressants, and antiseizure medicine.
➢ Chicken Pox: Chickenpox is caused by a virus called varicella zoster. People who get the
virus often develop a rash of spots that look like blisters all over their bodies. The blisters are
small and sit on an area of red skin that can be anywhere from the size of a pencil eraser to the
size of a dime.
Chickenpox may start out seeming like a cold: You might have a runny or stuffy nose, sneezing,
and a cough. But 1 to 2 days later, the rash begins, often in bunches of spots on the chest and face.
From there it can spread out quickly over the entire body - sometimes the rash is even in a person's ears
and mouth. The number of pox is different for everyone. Some people get just a few bumps; others
are covered from head to toe.
How Does Chickenpox Spread?
Chickenpox is contagious, meaning that someone who has it can easily spread it to someone else.
Someone who has chickenpox is most contagious during the first 2 to 5 days that he or she is sick.
That's usually about 1 to 2 days before the rash shows up. A person who has chickenpox can pass it to
someone else by coughing or sneezing. When he or she coughs, sneezes, laughs, and even talks, tiny
drops come out of the mouth and nose. These drops are full of the chickenpox virus. It's easy for
someone else to breathe in these drops or get them on his or her hands. Before you know it, the
chickenpox virus has infected someone new.
➢ Conjunctivitis (Pink Eye): Commonly known as pinkeye, conjunctivitis is an inflammation
of the conjunctiva, the clear membrane that covers the white part of the eye and lines the inner
surface of the eyelids. It is a fairly common condition and usually causes no danger to the eye
or your child's vision. The inflammation can have many causes, the most common of which
are infectious, allergic, and irritant. Infectious conjunctivitis is usually caused by either
bacteria or viruses. Allergic conjunctivitis occurs more frequently among children with
allergic conditions such as hay fever. It is often seen only at certain times of the year,
especially when caused by allergens such as grass or ragweed pollen. Other allergy-causing
substances like animal dander or dust mites can cause year-round symptoms of conjunctivitis.
Although other forms of conjunctivitis often start in one eye, allergic conjunctivitis typically
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affects both eyes at the same time. Irritant conjunctivitis can be caused by chemicals such as
those in chlorine and soaps or air pollutants such as smoke and fumes.
What are the signs and symptoms of Pink Eye?
The different types of conjunctivitis can have different symptoms. In addition, symptoms may
vary from child to child. One of the most common symptoms is discomfort or pain in the eye, which
may feel like having sand in the eye. Many children have redness of the eye and inner eyelid as well;
this redness led people to call conjunctivitis by its other common name, pinkeye. The child may also
have swollen eyelids and be sensitive to bright light. Itchiness and tearing are common with allergic
conjunctivitis. Discharge from the eyes may accompany the other symptoms. In bacterial
conjunctivitis, the discharge will be somewhat thick and colored white, yellow, or green. Sometimes
the discharge will cause the eyelids to stick together when the child awakens in the morning. In viral or
allergic conjunctivitis, the discharge may be thinner and may be clear.
Is Pink Eye contagious?
All types of infectious conjunctivitis are contagious and can spread from one eye to the other by
touching the eyes. A child can first become infected from direct contact with someone who has the
infection or something that person has touched, such as a used tissue. The infectious organisms can
also spread through coughing and sneezing. In addition, certain viruses spread in the summertime
when children swim in contaminated water or share contaminated towels. Allergic and irritant
conjunctivitis are not contagious.
Can Pink Eye be prevented?
To prevent infectious conjunctivitis, teach children to wash their hands often with warm water and
soap. Children also should not share eye-drops, tissues, eye makeup, washcloths, towels, or
pillowcases with other people.
➢ Hepatitis: The word hepatitis simply means an inflammation of the liver without pinpointing
a specific cause. Hepatitis is most commonly caused by one of three viruses: the hepatitis A
virus, the hepatitis B virus, the hepatitis C virus.
What Is Hepatitis A? In children, the most common form of hepatitis is hepatitis A (also called
infectious hepatitis). This form is caused by the hepatitis A virus (HAV), which lives in the stools
(feces or poop) of infected individuals. Infected stool can be present in small amounts in food and on
objects (from doorknobs to diapers). The hepatitis A virus is spread when someone ingests anything
that's contaminated with HAV-infected or in water, milk, and foods, especially in shellfish.
Because hepatitis A can be a mild infection, particularly in children, it's possible for some people
to be unaware that they have had the illness. Although the hepatitis A virus can cause prolonged illness
up to 6 months, it typically only causes short-lived illnesses.
What Is Hepatitis B? Hepatitis B (also called serum hepatitis) is caused by the hepatitis B virus
(HBV). HBV can cause a wide spectrum of symptoms ranging from general malaise to chronic liver
disease that can lead to liver cancer.
The hepatitis B virus spreads through:
● infected body fluids, such as blood, saliva, semen, vaginal fluids, tears, breast milk, and urine
● a contaminated blood transfusion
● shared contaminated needles or syringes for injecting drugs
● sexual activity with an HBV-infected person
● transmission from HBV-infected mothers to their newborn babies
What Is Hepatitis C? The hepatitis C virus (HCV) is spread by direct contact with an infected person's
blood. The symptoms of the hepatitis C virus can be very similar to those of the hepatitis A and B
viruses.
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The hepatitis C virus can be spread by:
● sharing drug needles
● getting a tattoo or body piercing with unsterilized tools
● blood transfusions (especially ones that occurred before 1992; since then the U.S. blood
supply has been routinely screened for the disease)
● transmission from mother to newborn
● sexual contact (although this is less common)
What Are the Signs and Symptoms of Hepatitis?
Hepatitis, in its early stages, may cause flu-like symptoms, including:
● malaise (a general ill feeling)
● fever
● muscle aches
● loss of appetite
● nausea
● vomiting
● diarrhea
● jaundice (a yellowing of the skin and whites of the eyes)
But some people with hepatitis may have no symptoms at all and may not even know they're
infected. Children with hepatitis A, for example, usually have mild symptoms or have no symptoms.
Is Hepatitis Contagious?
Hepatitis A, hepatitis B, and hepatitis C are all contagious.
The hepatitis A virus can be spread in contaminated food or water, as well as in unsanitary
conditions in child-care facilities or schools. Toilets and sinks used by an infected person should be
cleaned with antiseptic cleansers.
The hepatitis B virus can be found in virtually all body fluids, though its main routes of infection
are through sexual contact, contaminated blood transfusions, and shared needles for drug injections.
Household contact with adults with hepatitis B can put people at risk for contracting hepatitis. But
frequent hand washing and good hygiene practices can reduce this risk. All children in the United
States are routinely vaccinated against hepatitis B at birth and use of the hepatitis B vaccine can greatly
decrease the incidence of this infection.
The hepatitis C virus can be spread through shared drug needles, contaminated blood products,
and, less commonly, through sexual contact.
➢ Scabies? Scabies (pronounced: skay-beez) is an infection that affects the skin. The infection
is caused by tiny mites (they need a microscope to be seen) called Sarcoptes scabiei. These
mites burrow into the top layer of human skin to lay their eggs. The burrows sometimes
appear as short, wavy, reddish, or darkened lines on the skin's surface, especially around the
wrists and between the fingers. A person with scabies can also develop a bumpy red rash.
What Are the Signs and Symptoms?
The most common symptom of scabies is severe itching. A scabies infection begins as small, itchy
bumps, blisters, or pus-filled bumps that break when you scratch them. Itchy skin may become thick,
scaly, scabbed, and crisscrossed with scratch marks.
The areas of the body most commonly affected by scabies are the hands and feet (especially the webs
of skin between the fingers and toes), the inner part of the wrists, and the folds under the arms. It may
also affect other areas of the body, particularly the elbows and the areas around the breasts, genitals,
navel, and buttocks.
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If a person with scabies scratches the itchy areas of skin, it increases the chance that the injured skin
will also be infected by bacteria. Impetigo, a bacterial skin infection, may occur in skin that is already
infected with scabies.
How Does a Person Get Scabies?
Scabies is contagious from person to person. Scabies mites are usually transmitted by skin-to-skin
contact (especially among family members). Some doctors believe that mites can live as long as 2 to 3
days in clothing, bedding, or dust, making it possible to catch scabies from people who share the same
infected bed, linens, or towels. Scabies spreads more easily in crowded conditions - like child-care
centers and college dorms - where people tend to be in close contact with each other.
Practicing good hygiene is the best way to prevent getting scabies. Take showers or baths daily; wash
your hands frequently, especially before eating; and wear clean clothing. Do not share clothing with
friends.
If someone in your family is being treated for scabies, all other household members should be treated,
too. Clothing, sheets, and towels should be washed in hot water. Each room in the house should be
vacuumed, and the vacuum cleaner bag should then be thrown away.
Treating Scabies: Scabies infections need to be treated by a doctor. Call your doctor or dermatologist
any time you have a skin itch that will not go away, especially if the itch is worse at night and seems to
center around the wrists or the webbed part of the fingers. Doctors treat scabies by prescribing a
medicated cream or lotion.
➢ Mononucleosis:
Signs and Symptoms: When people think of infectious mononucleosis, or "mono," they often think
of extreme tiredness as one of the major symptoms associated with this illness. Other
typical symptoms of infectious mononucleosis in children are:
● Fever
● Sore throat
● Enlargement of lymph nodes
● Sore muscles
● enlarged spleen (the organ - located under the ribcage on the left side - that functions as a
blood filter and antibody producer)
● Loss of appetite and generalized weakness also may be present, especially in adolescents.
Nausea, hepatitis, jaundice, severe headache, stiffness, chest pain, and difficulty breathing can
occur in some cases. A pink rash can occur all over the body in children who have been
treated with ampicillin or amoxicillin.
● Younger children may have few or none of these symptoms. Instead, they may have
nonspecific symptoms like fever, slight malaise, and loss of appetite. Adolescents are more
likely to exhibit the classic symptoms described above. Some may experience extreme
fatigue, staying in bed for more than a week because they feel too weak even to walk around
the house.
Infectious mononucleosis is generally a self-limiting disease, which means it goes away on its own
in most cases. Occasionally mono can cause complications.
Mononucleosis is an illness caused by the Epstein-Barr virus (EBV), a member of the herpes-virus
family. EBV is contagious - it is transmitted through the saliva of an infected person by coughing,
sneezing, and kissing. Young children can be infected from the saliva of playmates or family
members. Adolescents with the virus can spread EBV through kissing (hence its once popular name,
"the kissing disease"). Susceptible people should avoid contact with those known to have active
mononucleosis; the virus can continue to be excreted in saliva and respiratory secretions for months. In
general, strict isolation procedures or special precautions are not needed.
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Most people who have infectious mononucleosis recover completely with no problem, but sometimes
complications from EBV infection can occur. Epstein-Barr virus is usually diagnosed with blood
tests.
Prevention: There is no vaccine for EBV, but prior infection with the virus usually provides
long-lasting immunity. Avoiding contact with the saliva or respiratory secretions of people known to
have EBV is advisable. The incubation period is 10-60 days; 7 to 14 days is common for children and
adolescents.
Ⅲ．ヒト免疫不全ウイルス(HIV、エイズ・ウイルス)に特異的である課題
A.ヒト免疫不全ウイルス(HIV、エイズ・ウイルス)は、日常的な接触で感染することはなく、し
かし、学校のコミュニティの他の人員と違うように、HIVかかっていることを把握されている、
またはかかっている個人を扱うためにそれ自体を理由とはしない。結果的に、学校が認識する
HIV疾患、後天性免疫不全症候群（AIDS）に関することは以下の通りです：
1．HIV保持の教職員と生徒の権利
2．いかなる個人の医療容態に関して極秘に維持する重要性
3．健康への著しいリスクの教育環境の解放の重要性
4．生徒と教職員へのHIVの教育と訓練の必要性
B.教育と指導：
HIVは、それ自体、何もできない状態にする容態ではないが、何もできない状態である容態の結
果であるかもしれない。
C.血液由来病原体と普遍的予防策(措置)：
学校職員が、血液への著しく細菌やウイルスなどにさらされることがある生徒を究明する場合、
保護者/後見人はすぐさま知らせられ、速やかに子供の医師に相談することを助言する。
D.HIV保持者への守秘義務を維持するための順序：
教職員、生徒、家族及びコミュニティとの信頼ある環境を維持するため、守秘義務を奨励する政
策は必要不可欠である。ヒト免疫不全ウイルス(HIV)にかかっている生徒と教職員は本人の希望に
反して、知る必要のない他人へ本人の名前を公表されないことを信頼できると感じることが重要で
ある。
生徒と教職員の医療記録の守秘義務を守ること、以下の順序に従わされるものとする：
1. 話し合われた書類、電話での会話、会議録及びミーティングの内容が書かれたものを含む学
校コミュニティのいかなる人員のHIV状態に関連する全ての医療情報は、安全なファイルに保管
されるものとする。このファイルへのアクセスは、生徒の保護者/後見人によって書面で認識さ
れた人のみが認められるものとする。職員が上級役員と協議することにより、各個人が直接知る
必要があるとされる場合。生徒に関連した書類の写しと書類整理は、同意書上にある人の名前と
上級役員によって認識された直接知る必要のある地位にある教職員のみによって行われるものと
する。
2. HIV保持者の医療情報の記録参照は、決してFAXされてはならない。
3. 郵送される医療に関連した書類は、“極秘”と印されるものとする。郵送する書類と受け取る
書類の人名は、生徒または生徒の保護者/後見人または教職員による認識されている人とする。
IV. 定義/解説
Ø 第
 5病/伝染性紅斑、リンゴ病：5～15歳児間の子供に特に感染する。第5病/伝染性紅斑/リンゴ
病は平手打ちをされた頬のように子供の頬に現れる特色のある赤い発疹が顔に典型的に生
じる。発疹、それから胴、腕と脚に広まっていく。“病気”と呼ばれるにも関わらず、第5病/
伝染性紅斑/リンゴ病は、大半の子供が短期間内で-合併症なし-回復するという。実際はた
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だのウイルス性の病気である。第5病(伝染性紅斑とも呼ばれる)は、パルボウイルスB19が原
因である。人間のウイルス、パルボウイルスB19は、獣医がペットについて特に犬について
心配されているパルボウイルスと同じではなく、そのウイルスは、人間から動物へまたは
その反対にうつることはできない。
第5病/伝染性紅斑/リンゴ病は、低い熱、頭痛と軽い風邪のような症状(鼻閉または鼻水)で始まる。こ
れらの症状が過ぎ去り、数日後に発疹が現れるまで病気が治ったように見える。鮮明な赤い発疹が典
型的に顔に現れる。4～5日後に、発疹が広がり、赤い斑点(通常薄い色)が胴、腕と脚に延びていく。
発疹は手のひらと足の裏を省く。斑点の中心の赤みがなくなり始めると、発疹はレース状の網目のよ
うな外観を帯びる。10歳以下の子供は、大概発疹が出る。
年齢が上の子供と大人は、時々発疹のかゆみをうったえるが、第5病/伝染性紅斑/リンゴ病が原因の発
疹のあるほとんどの子供は、病気のようには見えず、熱もない。発疹が完全に消えるのに1～3週間か
かり、その期間中、最後に全体的に消えていくまで悪化しているように見えるかもしれない。
ある程度の刺激(日光、熱、運動とストレスを含む)は、完全に消えるまで、発疹を再発させるかもし
れない。腫れた腺、充血、咽頭痛、下痢、と水ぶくれまたは青あざのような珍しい発疹が含まれる、
時々第5病/伝染性紅斑/リンゴ病に起こる他の症状。
いくつかの事例、特に大人と10代の年上層では、第5病/伝染性紅斑/リンゴ病の発病は、関節の腫れと
痛み、手、手首、膝または足首によくあるかもしれない。
第5病/伝染性紅斑/リンゴ病の感染
パルボウイルス感染者は、発疹が現れる前が最も感染する-潜伏期間(感染と症状の発症間の期間)また
は軽い呼吸性の症状がある期間中のどちらか。第5病/伝染性紅斑/リンゴ病は、感染が過ぎ、発生する
免疫反応(細菌のような異物に対する体によって起こされる防御反応)である。発疹が現れると、子供
は通常感染しない。
パルボウイルスB19は、感染症にかかった誰かの鼻、口と喉からの液体、特に咳やくしゃみからの多
い飛沫を介して、人から人へ簡単に広がる。共有したコップや台所用品(器具)を介しても広がる。
子供が第5病/伝染性紅斑/リンゴ病にかかっている家庭では、まだパルボウイルスB19にかかっていな
い他の家族も感染する可能性が約50％ある。第5病/伝染性紅斑/リンゴ病にかかっている子供のクラス
メイトは、ウイルスをもらう可能性が60％ある。一度誰かがパルボウイルスB19に感染すると、その
免疫ができ、通常再び感染することはない。
Ø 帯
 状疱疹(帯状ヘルペス)：帯状疱疹は、水痘の原因となる同じウイルスである水痘帯状疱疹ウ
イルスによっておこる病気。水痘発症後、ウイルスが神経組織に潜む。年を取るにつれ、
ウイルスが帯状疱疹の形で現れる可能性がある。帯状疱疹は、生涯で10人に2人が感染する
と推定される。50万人以上の人が帯状疱疹にかかる。幸いにも、研究者は病気の予防のた
めにワクチンを探す研究をしている。
帯状疱疹にかかるリスクにあるのは誰？
50歳以上の人に最も兆候が見られるとはいえ、一度水痘にかかったことがある人なら帯状疱疹にか
かるリスクがある。帯状疱疹は、HIV感染、抗がん剤または放射線治療、移植手術とストレスで弱
まった免疫システムを持つ人に現れやすい。
帯状疱疹の症状は何？
帯状疱疹の初期のサインは、たいてい体または顔の片側に位置し、熱または痛みを発し、ひりひり
する、またはかゆみがある。痛みは激しいことがある。1日から14日間、発疹や水膨れはどこにでも
発症する。
帯状疱疹に伴う他の合併症はあるか？
ある。帯状疱疹が顔に現れると、聴覚と視覚に合併症を引き起こすかもしれない。例として、帯状
疱疹が目に影響を与えると、角膜は感染され、一時的にまたは永久的に失明してしまう。別のウイル
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スの合併症は、帯状疱疹の発疹が治った後、帯状疱疹が何か月か、何年か続く痛みの症状、ヘルペス
後神経痛(PHN)である。
帯状疱疹の治癒または治療はあるか？
帯状疱疹の治癒はないが、アシクロビア、バラシクロビルまたはファムシクロビルを含む抗ウイル
ス性の薬で直ちに治療を受けると、帯状疱疹の発病の重症度と持続期間は著しく軽減される。抗ウイ
ルス性の薬はヘルペス後神経痛(PHN)の痛い後遺症を防ぐ助けになるかもしれない。PHNの他の治療
は、鎮痛剤、ステロイド剤、抗うつ剤、後継連(てんかん)の薬を含む。
Ø 水
 痘(水疱瘡)：水痘は、水痘帯状疱疹というウイルスが原因で起こる。ウイルスにかかった人
は、全身に水ぶくれのようなぶつぶつの発疹がよくできる。水ぶくれは、小さく、鉛筆に
ついている消しゴムのサイズから10セント硬貨(1円玉より小さい)まであたりのものが赤い
皮膚上にある。
水痘は、風邪のような症状で始まるかもしれない：鼻水または鼻詰まり、くしゃみと咳が出るかも
しれない。1日か2日後、よく胸と顔にぶつぶつの集まり、発疹が出始める。そこからすぐに全身に広
がっていく-時々発疹は人の耳や口の中にでもできる。水疱の数は人によって異なる。何人かは数個
の水ぶくれが出る：他の人は頭からつま先までぶつぶつで覆われる。
水痘はどうやって広まるか？
水痘は感染する、つまり水痘にかかっている人が人から人へと簡単に感染する。水痘にかかってい
る人は、かかっている最初の2～5日の間がもっとも感染しやすい。それは普通発疹が現れる約1～2日
である。水痘にかかっている人は、咳またはくしゃみによって他の人にうつす。人が咳をしたり、く
しゃみをしたり、笑ったり、話すだけでも、口と鼻からの微小のしずくが出る。(飛沫感染)それらの
しずくは水痘のウイルスで満ちている。そのウイルスに満ちたしずくを吸ったり、手による接触から
簡単に感染する。自分が知る前に、水痘ウイルスは新しく誰かに感染している。
Ø 結
 膜炎(感染性結膜炎、流行り目)：一般に感染性結膜炎として知られており、結膜炎は、目の
白い部分と瞼内部の表面の輪郭を覆う透明の膜、結膜の炎症である。適正に一般的な症状
と通常目または子供の視覚に危険を及ぼさない。炎症は、感染、アレルギーと刺激が最も
一般的で、たくさんの原因がある。感染性結膜炎は、通常細菌またはウイルスによる原因
で起こる。アレルギー結膜炎は、花粉症といったようなアレルギーの症状で子供の間でよ
り頻繁に起こる。それは一年の中で必ず起こる時期にだけよく見られ、特にイネ科の植物
やブタクサの花粉といったようなアレルゲンに起こる時。動物のフケまたはチリダニのよ
うな他のアレルギー原物質は、年中結膜炎の症状が起こる。とはいえ、結膜炎の他の形
は、よく片目から始まり、アレルギー性結膜炎は、同時に両目に典型的に影響を及ぼす。
刺激性の結膜炎は、塩素が入った化学薬品、洗剤または煙や蒸気といった大気汚染によっ
ておこる。
結膜炎のしるしと症状は何？
結膜炎の様々なタイプは、異なった症状がある。さらに症状は、子供から子供で異なる。最も一般
的な症状の一つは、目の中に砂が入ったようなかんじがする目の不快感と痛みである。多くの子供
は、目が赤くなり、瞼の内側も同様に赤くなる；この赤みは、流行り目という他のよくある名前の結
膜炎と呼ばれる。また、子供は、瞼が腫れ、明るい光に敏感になる。かゆみと涙は、アレルギー性結
膜炎では普通である。目やには、他の症状を伴うかもしれない。細菌性結膜炎での目やには、やや濃
く、白、黄色または緑色である。時々、目やには、朝子供が起きる時に、瞼をひっつけてしまう。ウ
イルス性またはアレルギー性での目やには、薄く、透明であるかもしれない。
結膜炎は感染する？
全てのタイプの伝染性の結膜炎は感染し、目を触ることによって片目からもう片方の目に伝染して
いく。子供は、感染している人または感染している人が使ったティッシュなどといったものの直接接
触から最初に感染する。また、感染性生物は、咳やくしゃみを介しても感染する。さらに特定のウイ
ルスは、子供が汚染された水で泳ぐまたは汚れたタオルを共用する時の夏期に広まる。アレルギー性
と刺激性の結膜炎は感染しない。

61

結膜炎は予防できるか？
伝染性の結膜炎を予防するために、温かい水と石けんで手を洗うことを子供に教える。また、子供
は、他の人と目薬、ティッシュ、アイメイク、手ぬぐい、タオルまたは枕カバーを共用すべきではな
い。
Ø 肝
 炎：肝炎という言葉は、特異性の原因を指摘することなく簡単に肝臓の炎症という意味で
ある。肝炎は、最も多い3つのウイルスのうちの１つによって引き起こされる：A型肝炎ウ
イルス、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス。
A型肝炎ウイルスとは？ 子供には最も多い肝炎の型は、A型(急性肝炎とも呼ばれる)である。このA
型は、汚染された便器個体(排泄物または便)に住み着いているA型ウイルス(HAV)によって引き起こ
される。感染した便器は、食物と物(ドアノブからおむつ)に少量で感染する。A型肝炎ウイルスは、
人がHAVに感染したものまたは水、牛乳と食物、特に魚介類に感染したものを摂取する(口にする)
時、感染する(広まる)。
A型肝炎は、特に子供には軽い感染であるので、病気にかかったことに気が付かない人もいること
がある。だが、A型肝炎ウイルスは、６か月くらいまで病気を長引かせ、典型的に一時的な病気を引
き起こすだけである。
B型肝炎とは？ B型肝炎(血清肝炎とも呼ばれる)は、B型肝炎ウイルス(HBV)によって引き起こされ
る。HBV(B型肝炎ウイルス)は、全身の倦怠感から肝がんになる慢性肝炎の範囲内の広範囲の症状を
引き起こす。
B型肝炎は、以下のものを介して広まる(伝染する)：
●
●
●
●
●

血液、唾液、精液、膣液、涙、母乳や尿といった感染している体液
感染している(汚染されている)輸血
薬物を注入するために共用され(使い回しされ)汚染された針や注射器
HBVに感染している人との性行為
HBVに感染している母親から新生児への感染

C型肝炎とは？ C型肝炎(HCV)は、感染している人の血液に直に接触することによって感染する。C
型肝炎の症状は、A型とB型肝炎ウイルスととても似通っている。
C型肝炎は以下のように感染する：
●
●
●
●
●

薬物用の針の使い回し(共用)
消毒されていない器具での入れ墨またはボディピアスをする
輸血(特に1992年以前に受けた；以降米国の血液供給は病気を常に検査される)
母親から新生児への感染
性交渉(まれである)

肝炎のしるしと症状は何？
肝炎、初期、以下を含む流感のような症状を引き起こすかもしれない：
●
●
●
●
●
●
●
●

倦怠感(普通の病気の感じ)
発熱
筋肉痛
食欲不振
吐き気
嘔吐
下痢
黄疸(皮膚と眼球の白い部分が黄色くなる)
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しかし、肝炎にかかっている人の中では、まったく症状がなく、感染していたことでさえ知らない
かもしれない。A型肝炎にかかっている子供、例えば、通常軽い症状または症状がないかもしれな
い。
肝炎は感染するか？
A型肝炎、B型肝炎及びC型肝炎は、全て感染する。
A型肝炎ウイルスは、汚染された食物または水、不衛生な状態のチャイルドケアの施設または学校
でも同様に伝染する。肝炎に感染している人に使用されたトイレと流し台は、消毒洗浄剤で消毒され
なければならない。
B型肝炎ウイルスは、実質的には全ての体液中で見つけられ、主要な感染経路は、性交渉、汚染さ
れた輸血、使い回しされた薬物注射用の針を介してである。B型肝炎にかかっている大人との家庭で
の接触は、家族を肝炎にかかるリスクにおいてしまう。しかし、頻繁に手を洗うことと良い衛生状態
は、リスクを低める。米国の子供全員は、生まれた時点でB型肝炎の予防接種を決まって受け、B型
肝炎のワクチンの使用は、この感染発生率を大きく減らすことができる。
C型肝炎ウイルスは、使い回しされた薬物注射針、汚染された血液製剤を介して感染し、ごくまれ
に性交渉を介して感染する。
Ø 疥
 癬？ 疥癬は、皮膚に影響を及ぼす感染症である。感染は、ヒゼンダニと呼ばれる(顕微鏡
で見られる)とても小さいダニによって引き起こされる。このダニは卵を産むために人の皮
膚の表層に穴を掘る。掘られた穴は、時々短く、波打っており、赤みを帯びている、また
は皮膚の表面に薄黒く線状に現れる。特に手首の周りと指の間。疥癬にかかっている人
は、でこぼこの赤いブツブツ(発疹)ができる。
しるしと症状は何？
疥癬の最も多い症状は、ひどいかゆみである。疥癬の感染は、小さい、かゆい、腫れ物、水ぶく
れ、またはひっかくと敗れる膿胞で始まる。かゆみのある皮膚は、厚くなり、うろこ状になり、ひっ
かき傷があちこちにあるかもしれない。
最も多く疥癬に影響を受ける体の部分は、手と足(特に指と足の指の間の皮膜)、手首の内側と腕の
下である。また、体の他の部分にも影響を及ぼすかもしれない。特に肘と胸周辺部、陰部、へそと臀
部。
疥癬にかかっている人が皮膚のかゆい部分をかくと、傷ついた皮膚が細菌に感染されるかもしれな
い危険性が増す。膿痂疹、細菌感染症、すでに疥癬に感染している皮膚に起こっているかもしれな
い。
人はどのように疥癬にかかるのか？
疥癬は、人から人に感染する。疥癬のダニは、通常皮膚と皮膚との接触(特に家族の間)で伝染す
る。数名の医者は、そのダニは服、寝床、またはほこりの中で2～3日生きており、同じ感染したベッ
ド、リネン、またはタオルを共有する人から疥癬にかかる可能性があると信じている。疥癬は、人が
互いに親密に接する傾向があるところ-保育所、カレッジの寮のような人が込み合っている状態の中
でもっと簡単に感染する。
良い衛生状態を実践することは、疥癬にかかる予防をするために最善の方法である。毎日シャワー
をあびる、またはお風呂に入る；頻繁に手を洗う、特に食事の前；きれいに洗濯された服を着る。友
達と服を共有しない。
家族の誰かが疥癬の治療を受けている場合、他の家族全員も治療を受けるべきである。衣類、シー
ツとタオルはお湯で洗濯すべきである。家の各部屋は、掃除機をかけるべきであり、掃除機のごみ袋
は捨てなければならない。
疥癬の治療： 疥癬の感染は、医者による治療が必要である。かゆみが治まらないときは、かかりつ
けの医者または皮膚専門医に電話する。特に夜にかゆみがひどく、手首の周りまたは指の皮膜部分に
見られる場合。医者は、薬用クリームまたはローションを処方して疥癬を治療する。

Ø 単
 核症：

63

しるしと症状：人が伝染性単核球症、または“単核”を考えると、人はしばしばこの病気に関わる
主要な症状の1つとして極度の倦怠感のことを考える。子供にある伝染性単核球症の他の典型的
な症状は：
● 発熱
● 咽頭炎
● リンパ節の腫れ
● 筋肉痛
● 脾臓の拡大(臓器-左側の胸郭の下にある-血液のろ過と抗体(免疫)を作る機能)
● 食欲不振とだるさも見られるかもしれない、特に青年期中。吐き気、肝炎、黄疸、ひどい頭
痛、コリ、胸痛、息苦しさはいくつかのケースで起こる。発疹は、アンピシリン、またはア
モキシシリンで治療を受けている子供の全身に起こりうる。
● 小児は、いくつかの症状、または症状がないかもしれない。その代わりとして、発熱、軽度
の不調と食欲不振のような非特異性の症状があるかもしれない。青年期では、上記に述べた
代表的な症状を表す可能性が高い。数名はひどい疲労感を経験するかもしれない、家の中を
歩き回るだけでも弱々しく感じるため一週間以上病床にある。
伝染性単核球症は、通常自己制限疾患、ほとんどのケースでは自己治癒するという意味である。
単核症は、ヘルペスウイルスの仲間、エプスタイン・バール・ウイルス(EBV)によって引き起こさ
れる疾患である。EBVは感染する-感染した人の咳、くしゃみやキスによる唾液を介して伝染する。
小児は、遊び仲間または家族の唾液から感染する。ウイルスにかかっている青年期の若者は、キスを
介してEBVを広める。(この故に“キス病”でよく知られている名前)。感染しやすい人は、単核症にか
かっている人との接触を避けるべきである；ウイルスは何か月間も唾液と呼吸器分泌物に排出し続け
られる。一般に、厳重な隔離手順、または特別な警戒は必要とされない。
単核症に感染したほとんどの人は、問題なく完全に回復するが、時々EBV感染からの合併症が起こ
る。エプスタイン・バール・ウイルスは通常血液検査で診断される。
予防：EBVへのワクチンはないが、先にウイルスに感染することは、通常長時間の免疫を与える。
EBVにかかっていると分かっている人の唾液または気道分泌物への接触を避けることは、賢明であ
る。潜伏期間は10～60日間；7～14日間は、小児と青年期の若者には普通である。

Appendix D: English Only Policy
It is the goal of ICAN to provide an educational environment based on the proper use of the English language.
We wish to see every child increase in use and proficiency of English and so wish to provide the optimal
amount of time for practice. It is also our goal to avoid situations that would isolate individuals based on
languages that they have or have not acquired. Therefore, all students are to only speak English while on school
grounds or at school functions (including field trips, fundraisers, missions and sports activities) unless given
permission by ICAN teachers or staff
付録D：英語のみポリシー
英語の適切な使用に基づく教育環境を提供することがICANの目標である。子供一人一人が英語を使
うことと熟達を見ることを望むことから、練習時間量の選択を提供することを望んでいる。生徒が習
得している、または習得していない言語に基づいて個人が孤立してしまう状況を避けることも私たち
の目標である。従って、全生徒はICANの教師、またはスタッフによる許可がない限り、学校の敷地
内または学校行事(遠足、資金集め、ミッション(伝道)及びスポーツ活動を含む)期間中英語のみを話
すこと。

Appendix E: Elementary Parking and Dismissal
Elementary Grades Dismissal & Parking Times /エ
 レメンタリーの学年毎の下校時間と駐車場利用時間 :
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GRADE 学年

DISMISSAL TIME 下校時間

PARKING TIME 駐車場利用時間

Kinder

3:00pm

2:55-3:05

1st

3:00pm

2:55-3:05

2nd & 3rd

3:15pm

3:10-3:20

4th, 5th & 6th

3:30pm

3:25-3:35

● Parking lot at Chateraise
シャトレーゼの駐車場
8:00－8:30、3:00-3:30
● Parking lot at Elite Cleaners (opposite the Elementary bldg)
エリートクリーニング駐車場 (エレメンタリー教室向い)
3 spaces 8:00 to 8:30 am only
午前8:00～8:30のみ3台分使用可

Entrance door入口

………………………………………….….……….….
Toshokan Road/図書館通り

……………………………………………………………….

● Parking lot at Pizza Hut
6 spaces

ピザハット駐車場

8:00 to 8:30 am only 6台分

午前8:00～8:30のみ使用可

6 spac

Entrance入口
……………………………………….………….….
Toshokan Road/図書館通り
…...…………………………………………………
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Appendix F: Discipline Referral Chart
CATEGORY

EXAMPLE OF
INFRACTIONS

1ST REFERRAL

A
Dress code violation
Game/electronic violations
Roughhousing

1st Letter to parents

2ND REFERRAL

3RD REFERRAL

2nd Letter to parents

3rd Letter to parents

Parent conference with
admin/teacher

ISS (In-school suspension)
1 - 2 days

Admin consultation with
student

Building rules violation

Parent conference with
administrator or teacher
1st Letter to parents
ISS (In-school suspension)
1 day
B
Classroom disruptions
Inappropriate language and/or
gestures/behavior

Parent conference with
administrator or teacher
2nd Letter to parents
ISS (In-school
suspension)
2 - 3 days

Parent conference with
administrator or teacher
3rd Letter to parents
OSS (Out of school
suspension) 3 - 4 days

Insubordination
Unsafe behavior

Re-admittance conference
with
building principal

Cheating/plagiarism
Communicating a threat

Recommendation to
Headmaster for possible
expulsion or withdrawal

Sexual harassment
Truancy/skipping class
Habitual violation of
building/classroom rules
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C

Parent conference with
administrator or teacher
Theft/stealing

Parent conference with
administrator or teacher

Parent conference with
administrator or teacher

2nd Letter to parents

3rd Letter to parents

OSS (Out of school
suspension) 2 - 4 days

OSS (Out of school
suspension) 3 - 5 days

Counselor referral

Recommendation to
Director for possible
expulsion or withdrawal

1st Letter to parents
Out of school behavior
Discrediting/bringing
dishonor to ICAN
Fighting/Bullying

ISS (In-school suspension)
1 - 3 days
Counselor referral

Public display of affection
Minor vandalism

Re-admittance conference
with building principal

Insubordination with
Disrespect in front of others
Sexual misconduct/offensive
behavior

Parent conference with
admin/teacher/student
OSS (Out of school
3 - 5 days suspension)

D

*Recommendation to
Headmaster for possible
expulsion or withdrawal
Dangerous behavior (intent to
cause harm)
Major vandalism
False fire alarms; bomb
threats
Possession of weapon
Possession of illegal
substance–paraphernalia
Possession of alcohol on/off
campus
Violation of Substance
Abuse Policy
Under the influence of
alcohol or illegal substance
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第3措置
カテゴリー

違反例

第1措置

A
ドレスコード(服装)違反
保護者へ手紙での通告
ゲーム・電子機器使用違反
校長からの生徒指導

第2措置

2通目の
通告

3通目の通告

校長・先生との懇談

ISS (校内での停学処分)
1－2日間

大喧嘩
建物に対する規則違反

校長又は先生との懇談
保護者へ手紙での通告
ISS (校内での停学処分)
1日間

B

校長又は先生との懇談

授業妨害

2通目の通告

校長又は先生との懇談

不適切な言葉・しぐさ・態
度

ISS (校内での停学処分)
2－3日間

3通目の通告

不服従

OSS (校外での停学処分)
3－4日間

危険な振る舞い

学長との再登校懇談

カンニング・盗作

除籍または退学の可能性
を校長に提言

脅迫
セクハラ
ずる休み・さぼり
建物・クラスの規則違反常
習
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C
校長又は先生との懇談
校長又は先生との懇談

校長又は先生との懇談

2通目の通告

3通目の通告

OSS (校外での停学処分)
3－5日間

公共の場での愛情表現

OSS (校外での停学処
分)
2－4日間

小規模な公共物破壊

カウンセラー紹介

他人の前での軽蔑による反
抗

学長と再登校懇談

万引き・窃盗
保護者へ手紙での通告
ICANに悪評・不名誉をも
たらす学校外での振る舞い

ISS (校内での停学処分)
1－3日間

けんか・いじめ
カウンセラー紹介

除籍または退学の可能性
を校長に提言

性的不品行・攻撃的な振る
舞い

D
危険な振る舞い(故意に傷
をつける)
深刻な公共物破壊
偽の火災警報・爆弾予告
武器の所持

校長・先生・生徒との懇談
OSS (校外での3－5日間の
停学処分)
＊除籍または退学の可能性
を校長に提言

違法な麻薬－麻薬道具所持
校内外でのアルコールの所
持
規則を悪用した麻薬違反
アルコールまたは違法薬物
の影響下
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