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学校関係の電話番号  
 

      ニュートン市幼児養育制度（NECP） 
15 Walnut Park （元アクィナス大学の建物に移転しました。電話： 617-559-
6050） 
 
 
小学校	 (617) 
・Angier – 559-9300	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・Mason-Rice－559-9570 
・Bowen－559-9330	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・Memorial-Spaulding－559-9600 
・Burr－559-9360	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・Pierce－559-9630 
・Cabot－559-9400	 	 	 	 	 	 	 	 	  ・Underwood－559-9660 
・Countryside－559-9450	 	 	 	 	 	 	 ・Ward－559-6450 
・Franklin－559-9500	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・Williams－559-6480 
・Horace Mann－559-9510	 	 	 	 	 	 	 ・Zervas－559-6750 
・Lincoln-Eliot－559-9540 
 
ミドルスクールとハイスクール  
・Bigelow－559-6800	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・Oak Hill －559-9200 
・Brown－559-6900	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・Newton North－559-6400 
・Day－559-9100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・Newton South－559-6700 
 
ウェブページ  
・ニュートン市立学校：www3.newton.k12.ma.us 
・教育委員会：www3.newton.k12.ma.us/schoolcommittee/	 または
schoolcommittee@newton.k12.ma.usに e-メールを出してください。  
• Facebook、Twitter、Instagramでフォローしてください。  「Newton Public 

Schools」で検索してください。 
 
 
ニュートン市立学校	 (617-559-XXXX(4桁内線番号)) 
・教育委員長、デービッド・フライシュマン博士	 内線 6100 
・副教育長／CFAO、リアム・ハーリー、内線 9025 
・教授・学習担当教育長補佐、メアリ・アイク	 内線 6125 
・小学校教育担当教育長補佐、シンシア・パリス・ジェフリーズ	 内線 6105 
・中等教育担当教育長補佐、シンシア・バーガン内線 6115 
・生徒サービス担当教育長補佐、キャレン・シュマクラー	 内線 6025 
・情報技術ディレクター、アイリーン・キーン、内線 6190 
・人事総局長、ヘザー・リチャーズ	 内線 6005 
・作業主任－マイケル・クローニン	 内線 9000 
・ニュートン METCOディレクター、マリセル・シーツ	  内線 6132 
・言語習得(ELL)ディレクター、アリソン・レヴィット	 内線 6043 
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このハンドブックの翻訳が必要な場合はお子様の学校のELL教員に電話してください。 
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ニュートン市立学校の目標  
 
	 すべての生徒を教育し、未来への準備をさせ、希望を持たせ、そしてすべての生徒たちが生

涯学習者として、物を考える人間、地球社会に生産的な貢献を果たせる人間としてその可能性

を 大限にまで高めます。 
 
われわれの中心価値：  
 
下記の中心価値はニュートン市立学校の指導原則です。これらの価値はわれわれがわれわれの

学校社会の中で如何に“生きたい”と望んでいるかを表しています。中心価値は子供たちと大

人たちが奉じ、自分のものとし、モデルとし、それと共に生きるためのものです。それらはわ

れわれの学校システムでは何が重大であり不朽であるかを表現しているのです。 
 
卓越：  
 
われわれは 
・	すべての生徒と職員に高い期待値と標準を設定します。 
・	学習面、芸術面、肉体面、対人関係面、専門技能教育面での卓越を目指すよう努めることに

より子供を全人的に教育します 
・	生徒や職員に生涯にわたる学習意欲を抱かせます 
 
革新：  
 
われわれは 
・	教育とカリキュラム開発においてリーダーと認められルようにします 
・	創意工夫、偏見のない心、批判的考察、創造性、問題解決に当たっての協調性を生徒とスタ

ッフに育成します 
・	教えること、学ぶことを絶えず評価し、向上させます 
 
尊重：  
 
われわれは 
・	すべての人が認められ、安全であり、評価される環境を作り出します 
・	人種や、宗教、階層、民族的背景、性的志向、学習スタイル、能力の異なる個々の人たちの

独自性と尊厳を認めます 
・	われわれの多様性に富んだコミュニティの強さを築き上げていきます 
 
責任：  
 
われわれは 
・	すべての生徒と大人達が個々の行動、集団での行動に責任を持つ環境を育てます 
・	協力、同等の権利、率直なコミュニケーションの文化を作り出します 
・	地域社会や世界について考え、貢献する市民を育みます 
 
2008年 10月 14日学校委員会により承認 
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2014年 9月 

 
生徒と保護者の皆さんへ 

 
	 ニュートン市立学校では、すべての生徒たちの学習上のニーズに応えるよう努めております。そのた

めキンダーから 12年生までのカリキュラムが一貫した学習過程を提供しながら、しかもなお子供たちの
ニーズに応じた変更ができる柔軟性を保持しているよう努めております。この学習上の目標に加えて、

われわれは責任ある学校社会を作り、すべての生徒たちに安全な、敬意を持って遇される学習環境を提

供することにも努力しております。この目的のため、学校システムは多くの方針や手続きを採用し、す

べての生徒と職員に自分たちには何が求められているのか理解できるようにしています。 
 

	 このハンドブックは生徒たちの権利と責任について書かれています。この小冊子をお子さんと一緒に

読むことはとても大切です。それらの方針に対する共通の理解と受容を通して、生徒達の学習に大きく

貢献する秩序ある環境を整えることができるからです。注意：必要な署名欄のある電子書式に関す

る情報がこのハンドブックの裏面にあります。2016年 9月 30日までにご署名くださいますよ
うお願い申し上げます。 

 
	 どの社会においても、自由と責任を両立させるためのきわどいバランスがあります。われわれはこの

ハンドブックに書かれたガイドラインを日々実施することにより、このバランスを保っていきたいと思

います。このハンドブックは、州法や合衆国法の改正、 近実施された学校委員会の方針変更に対応す

るため、毎年見直され、更新されています。この冊子の内容をよくご理解いただき、ニュートン市立学

校をわれわれみんなが誇れる場所とできますようご協力いただきたいと思います。 
 
	 今年度も Family Accessポータル（ニュートン市の Skyward生徒情報システムの機能）で緊急
時の連絡先情報をアップデートすることができます。緊急連絡先情報として必要なのは、現住所と
電話番号、保護者の職場の電話番号、携帯電話番号、e-メールアドレス、それと事故や緊急時に学校が保
護者と連絡がつけられない場合連絡することのできる隣人や親類２人の名前と電話番号です。（この２

人の人たちには名前を使うことについて事前に了承してもらってください。）この情報を 新のものに

し正確にしておくことは非常に大事です。保護者はこの情報を同時進行ベースで修正／アップデートす

べきです(例えば、住所や電話番号の変更、職場の変更、婚姻状態の変更)。ニュートン市のすべての
通信システムのアップデートに使われますので、正確な情報は極めて重要です。	  
	 学校でのこの一年が素晴らしいものとなりますよう。 
 

敬具 
 
 
（署名） 
 
 
デービッド A. フライシュマン(David A. Fleishman) 
教育長(Superintendent of Schools) 
 

DF/cc 
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• 健康に関する方針とガイドライン 
 
生徒の権利と責任   はじめに  

 
 	 個々の生徒たちのことを考え、尊重する伝統は長い間ニュートン市立学校の特質でした。このハンド
ブックは、生徒たちに彼ら個人個人の持つ権利と自分たちとコミュニティに対する彼らの責任を説明す

ることにより、この伝統を引き継いでいこうとするものです。コミュニティのすべてのメンバーは安全

だと感じることができ、人として、またその所有物や意見を尊重されるべきです。コミュニティの各メ

ンバーはこの信頼に満ちた環境に寄与することが求められています。学校は、学習とコミュニティの両

方に必要な柱として、すべての人によって規則の遵守やお互いへの礼節が受け入れられている場である

べきです―そして学校は学校当局が常に個人の権利と公共の福祉の間のバランスをとるよう努めている

場であるべきです。 
 
I.	 平等に教育を受ける権利  
マサチューセッツ州一般法、76章、第 5節 
	 すべての人は以下の節にしたがい、実際に住んでいる市の公立学校に出席する権利を持っています。

どの教育委員会も、法律や教育委員会で認められたのでない限り、実際には居住していない人を生徒と

して登録する必要はありません。この規定に違反した者または違反を助けた者は不正に登校した公立学

校がある市に不当利益の全額を返還するよう要求されることがあります。いかなる人も人種や肌の色、

性別、自己の性別認識、宗教、民族的起源、性的志向を理由として公立学校への編入学から排除される

ことも差別されることはありませんし、また公立学校での学習の有利さや特典、課程を得る際に排除さ

れることも差別されることもありません。 
 

A. 差別禁止方針	 –	 ハラスメントおよび報復行為を含む（2016年 7月 18日	
学校委員会により承認）  

 
ニュートン市学校委員会およびニュートン市立学校は、学校コミュニティのすべて

の人のために、ハラスメントや報復を含むあらゆる種類の差別行為のない教育・作

業環境の維持に努めています。学校コミュニティには、学校委員会、従業員、事務

員、教員、職員、生徒、学校ボランティアが含まれ、また、学校当局の承認を受け

ニュートン市立学校のために働く請負業者・契約職員もコミュニティの一員です。 
 
ニュートン市学校委員会またはニュートン市立学校が持つその他の権限は、この方

針のいかなる部分によっても制限されません。したがって、この権利と責任ハンド

ブックに基づいてニュートン市立学校当局が行う、または他の当局が行う、ニュー

トン市立学校によって容認できないと判断された教育上の行動および職場における

行動に対する懲戒または是正処分の権限も制限されません。また、この方針は、該

当する任意の規約または方針で定められている暫定懲戒処分をニュートン市立学校

が直ちに行う権限を制限することもありません。 
 
ニュートン市立学校は、人種や肌の色、性別、性的志向、性同一性、宗教、障害、

年齢、遺伝子情報、現役/退役軍人であること、既婚/未婚の別、家庭的状況、住居の
有無、家系、民族的背景、国籍に基づいて、または教育や雇用の方針、プログラム、

活動に関して州法若しくは連邦法により保護されている任意の他の種別に基づいて、

個人の参加や受けられる利益を拒んだり個人を差別することはしません。どの生徒

もボーイスカウトおよびその他の指定青少年グループに参加できます。ニュートン

市立学校は、学校コミュニティのすべての人が学校コミュニティの他のすべての人

に対してこの方針に従った適切な敬意ある行動をとることを求めます。 
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ニュートン市立学校は、ハラスメントや報復を含むありとあらゆる差別のない環境

を提供することをその旨とします。したがって、学校コミュニティの誰であれ、何

らかの差別、ハラスメント、報復、あるいは民権を犯す何らかの行為を行えば、こ

の方針の違反に当たります。いかなる差別、ハラスメント、報復も決して容認され

ません。 
 
ハラスメントとは、個人の実際のまたは見かけの人種や肌の色、性別、性的志向、

性同一性、宗教、障害、年齢、遺伝子情報、現役/退役軍人であること、既婚/未婚の
別、家庭的状況、住居の有無、家系、民族的背景、国籍、および州法または合衆国

法により保護されているその他すべての種別に関係する不快な、不適切な、または

違法の物理的な、記述による、口頭の、絵や画像による、または電子的な手段によ

る行為であって、学校区のプログラムや活動への個人の参加やそれらを通じた利益

の享受を阻害することによって、あるいは教育・作業環境を不当に干渉することに

よって、敵意に満ちた教育・作業環境を生むことを目的した行為、ないしはそのよ

うな作用のある行為、若しくはその行為が続いた場合に敵意に満ちた教育・作業環

境を生むであろう行為です（必ずしもこれらに限定されません）。ニュートン市立

学校は、学校コミュニティの誰であれ、この方針の違反が明らかになった場合はそ

の者に対して適切な措置をとります。 
 
 
また、学校コミュニティでの差別行為の報告や苦情申し立てをした人、調査に協力

した人、そのような行為を報告したり苦情を申し立てるよう学校コミュニティの別

の人に働きかけた人、あるいはこの方針により禁止されているとみなされる行為に

反対した人に対する何らかの報復行為（強制、脅迫、干渉、処罰、差別、ハラスメ

ント等）もこの方針の違反に当たります。  
 
 
学校コミュニティの一員であるあなたは、自分または学校コミュニティの誰かが何

らかの差別、ハラスメント、または報復を受けたと思ったら、それを報告するか苦

情を申し立てるべきです。生徒は学校の教員、職員、事務員の誰にでも報告または

苦情の申し立てができます。生徒以外による報告または苦情の申し立ては、該当す

る方針または苦情申し立ての手続きで指定されている人か、人事総局長（Executive 
Director of Human Resources）に提出してください。ニュートン市立学校は、正式
または非公式を問わず記述または口頭により知らされた、あるいは他の何らかの形

で知らされたあらゆる差別、ハラスメント、報復、またはその他の民権侵害に関す

るすべての報告・苦情に直ちに対応し、調査します。  
  
 
ニュートン市立学校は、すべての報告または苦情に迅速かつ適切に対処するために、

できるだけ迅速、公平かつ内密に調査します。調査の結果、学校コミュニティの中

で何らかの差別、ハラスメント、報復が認められた場合には、それを行った者に対

して適切な懲戒処分・是正措置をとります。また、必要に応じて適切な救済（リメ

ディアル）措置もとります。 
 
 
人事総局長は学校区 ADA、タイトル VI、タイトル IX、および性的嫌がらせに関す
るコーディネーターであると同時に、学校委員会、事務員、教員、職員、学校ボラ
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ンティア並びにニュートン市立学校の請負・契約業者の苦情処理担当主任でもあり

ます。人事総局長への郵便物宛先および電話番号は次のとおりです。 
 
 
Executive Director of Human Resources 
100 Walnut Street 
Room 201 
Newton, MA 02460 
(617) 559-6005 

 
生徒サービス担当副教育長は学校区 ADA、タイトル VI、タイトル IX、性的嫌がら
せを担当するコーディネーターであり、ニュートン市立学校生徒の民権を担当する

コーディネーターです。さらに、生徒サービス担当副教育長は学校区の 504のコー
ディネーターでもあります。生徒サービス担当副教育長への郵便物宛先および電話

番号は次のとおりです。 
 
 
Assistant Superintendent for Student Services 
100 Walnut Street 
Room 320 
Newton, MA 02460 
(617) 559-6025 

 
ニュートン市立学校の方針およびプロトコル、該当する法律・法令・規制の順守、

苦情の申し立てに関する問い合わせは人事局長も受け付けています。また、法律、

法令、規制、苦情申し立てに関する問い合わせはマサチューセッツ州初等・中等教

育局（Massachusetts Department of Elementary or Secondary Education）または米国教育
省民権室（Office for Civil Rights, U.S. Department of Education, 5 Post Office Square, 8th 
Floor, Suite 900, Boston, MA 02109; (617) 289-0111；電子メール：
OCR.Boston@ed.gov）でも受け付けています（ウェブサイト： www.ed.gov/ocr）。 
 

 
B. 差別やハラスメントに関する苦情を申し立てる手続き  

 
ニュートン市立学校は、平等な教育機会を与え、差別、ハラスメント、報復行為の

ない安全な学習・職場環境を提供することを極めて重要と考えています。ニュート

ン市立学校は学校コミュニティにおけるいかなる差別、ハラスメント、報復行為も

許しません。ニュートン市立学校は差別、ハラスメント、報復行為のあらゆる申し

立てに 大限の努力で速やかに調査・対応し、学校コミュニティのすべての人が安

全で平等な学習・職場環境を得られるよう、適切な懲戒・是正処分および必要な救

済措置をとります。 
 
生徒は、差別や嫌がらせにあった、あるいは報復行為を受けたと感じたら、通って

いる学校の校長を含めどの職員にでも報告あるいは苦情申し立てをすることができ

ます。生徒以外の人は、差別や嫌がらせにあった、あるいは報復行為を受けたと感

じたら、上司または人事局長に報告あるいは苦情申し立てをすることができます。

差別・ハラスメント・報復禁止方針の違反が認められた者は、それに応じた懲戒処

分の対象となります。 
 



 

12 
 

 
ニュートン市立学校は上記の差別（ハラスメント・報復行為を含む）禁止方針およ

びプロトコルに則ってすべての報告および苦情を調査します。このプロトコルはニ

ュートン市立学校のウェブサイトの「Families」（家庭）ページに記載されています。 
 

C. いじめ防止・介入のための教職員研修  
 

ニュートン市立学校はすべての教職員に対し毎年研修を行い、地区の方針、プラン、

手続きを再確認し、学校区のいじめ防止・介入に関するウェブサイトを参照します。

研修では次の事柄をカバーします 
 

a. いじめを止めさせる介入の仕方 
b. いじめる子、いじめられる子、見ている子たちの間で起こりうる複雑な人間
関係や力の差 

c. いじめに合いやすい生徒について 
d. いじめやハラスメントを防ぐためのスキルや知識、対策を全生徒に知らせる
にはどうしたらよいか  

e. サイバーいじめについて  
f. サイバーいじめとインターネットの安全性の問題 
g. 報告、介入、調査、通知、報告.  
h. プランに基づく手続きと義務 

 
また、研修を受けた教員がいじめ防止カリキュラムを自分の所属する学校内でも

普及させることができるように、学校区が教員を訓練します。 
ニュートン市は包括的ないじめ防止・介入ウェブサイトを作りました。方針やプ

ラン、手続きに簡単にアクセスできます。また、このサイトからオンラインでい

じめの事実を報告することもできます。一般にこのサイトはいじめに関する知識

を生徒や両親、教職員に提供することを目的としており、役立つ情報源や関連サ

イトへのリンクを提供しています。ニュートン市立学校のいじめ防止・介入ウェ

ブサイトのアドレスは次のとおりです。http://respect.newton.k12.ma.us. 
 

 
D.	 満 18歳の生徒が持つ権利  
 
	 生徒が満 18歳に達したとき、その生徒は次のような権利を持ちます： 
 

１．	その生徒は自分自身の欠席届に署名することができます。ただし、学校は欠席理由に関し

て満足の行く証明を必要とします。 
２．	校外学習（フィールド･トリップ）参加許可書に自分で署名することができます。 
３．	自分の学校記録へのアクセスに許可を与えたり、制限したりできます。 
４．	親や保護者の許可なしに退学することができます。 
５．	自分の教育プランに同意する、または反対する権利を含め、766プロセスに関係した親や

保護者に属するすべての権利を持ちます。 
 
E.	 障害を持つ生徒の権利  
 
	 マサチューセッツ州法（G.L. c. 71B）および 2004年の障害者教育条例（IDEA: Individuals with 
Disabilities Education Act：20 U.S.C. §1400）は、 も制約の少ない環境で適切な公共教育を無償ですべ

ての生徒に提供することを求めています。 下記の 3つの条項すべてに当てはまる場合、その生徒は特別
支援教育を受ける資格を有します： 
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１．	その生徒の年齢が 3歳と 22歳の間である。 
２．	その生徒がハイスクールの卒業証書またはそれと同等のものを持っていない。 
３．	その生徒が通常の教室での効果的な発達を妨げるような障害を持っている。 

 
幼児の特別教育： 

 
特別教育に関する規約に基づき、ニュートン市教育局は障害のある 3歳児以上の幼児に就学前教育およ
び関連支援サービスを提供しています。詳細については NPS Early Childhood Programs（NPS幼児教育制
度）局長に問い合わせてください（電話：(617) 559-6050）。また、次のウェブサイトでも参照できま
す：www.newtonpreschool.com 
	  
	 生徒が 18歳に達する 1年前に、IEP(個別教育プラン)チームはその生徒に 18歳になったら特別支援教
育プログラムやサービスに関するすべての決定を自分自身で行う権利を持つようになると知らせなけれ

ばなりません。18歳になり次第、その生徒は決定権を持ち、IEPに署名することができます。 
 
	 しかしながら、3つの例外があります： 
 
１．	親が管轄する裁判所に合法的な保護権を求め認められた場合、その場合親はすべての決定権を

保持します。 
２．	生徒が成年(18歳)に達し、それに反対するようないかなる訴訟もない場合、決定権を親（ある

いは他のそうする意思のある成年）と共有することを選ぶことができます。そして、IEPに連
名で署名することができます。そのような選択はチームの立会いの下でなされ、文書として残

されます。成年に達した生徒と親または決定権を共有している他の成年との間で何か意見の不

一致が起きた場合はいつでも生徒の選択が優先されます。 
３．	生徒が 18歳に達し、それに反対するようないかなる訴訟もない場合、生徒の親またはその意思

のある成年に引き続き決定権を委任することができます。そのような選択は少なくとも一人の

学校区代表と他の一人の証人の立会いの下でなされ、文書の形にされ生徒記録の中に保存され

ます。 
 
766プロセスに関する州の規則は各学校においてあり、読むことができます。 
 

１．504共修プラン 
 

	 504共修プランは、教育におけるバリアを除き十分教育に参加できるようにすることにより障害を持っ
た生徒たちを保護するよう作られ実施されています。504共修プランは、通常の教育の場で教育されてい
るハンディキャップを持った生徒を助けるための、一般的な教室の調整を含めた教育プログラムサービ

スを理解し、実施するよう作られています。 
 

504共修プランを適用されるためには、生徒は障害を持つと認定されなければなりません。障害を持つ
ということは、その生徒が肉体的、または精神的障害を持ち、ひとつまたはそれ以上の主要な生活活動

に重大な制限があること；またはそのような障害の経歴があること；またはそのような障害を持つとみ

なされることです。主要な生活活動には自分の面倒を見ること、手作業ができること、歩くこと、見る

こと、聞くこと、話すこと、呼吸すること、作業すること、学習することが含まれます。 
 

２．家庭または病院での授業 
 
	 医療上の理由で欠席しなければならない、または入院していなければならない生徒は家庭または病院

で教育上のサービスを受けられます。これらのサービスを受けるには、生徒は医師の指示書が必要であ

り、家庭または病院にいて、いかなる学校年度でも 14登校日以上欠席していなければなりません。家庭
または病院でのサービスを受けるには、親は学校長または学校カウンセラーと連絡を取り、必要な医師

からの書類を提出します。そのような教育サービスは、生徒が特別支援教育サービスを受ける資格があ



 

14 
 

ると決定されるか、サービスが生徒の IEPの要請からくるものを含んでいない限り、特別支援教育とは
みなされません。 
 
３．特別支援プリスクール 
 
	 特別支援教育法に従い、ニュートン市学校局（the Newton School Department）では、3歳以上の障害を
持つ子ども達を対象とし、プリスクール・プログラムと関連した支援サービスとを提供しています。詳

しくはプリスクール・ディレクター（電話(617)559-6050）までお問い合せくださるか、またはウェブサ
イト www.newtonpreschool.comをチェックしてください。 
 
４．特別支援教育に関する保護者協議会（PAC） 
 
	 特別支援教育のためのニュートン保護者協議会（The Newton Parent Advisory Council for Special 
Education, NewtonPAC）は特別支援教育サービスを受けているニュートンの子供たちの家庭に擁護や情報、
コミュニティとのつながりを提供します。特別支援教育の規則では “特別なニーズを持つ子供たちの教
育、健康、安全に関連した事柄について学校コミュニティにアドバイスを与えるため” 各学校区に PAC
を設けるよう義務付けています。ニュートン PACはすべてボランティアからなるグループで、親、教育
者、支援サービス提供者、コミュニティのなかの関心ある人々を歓迎します。ニュートン PACは毎月一
回ミーティングを開き、他の親御さんたちや学校のスタッフ、また外部からの講演者とのつながりを持

つ機会としています。また、そのミーティングではニュートンの現在の教育プログラムやニュートン

PACの家庭にとって特別関心のある事柄についての情報も提供します。あなたの学校のニュートン PAC
の代表者名はウェブサイト www.newtonPAC.org で調べることができます。あるいは生徒サービス課（the 
Pupil Service Office）（617）559-6025、または学校長にお問い合わせください。 
 
 
II.	 表現の自由に関する権利  
 
A.	 言論の自由  
 
	 すべての生徒は自由に意見の表明をすることができ、そのような表明を制限するものから守られてい

ます。しかしながら、言論の自由は一定の責任を伴う権利であり、その行使は時間、方法、場所に関し

て一定の制限をこうむるものです。 
 
 
B.	 出版の自由  
 
	 ニュートン市立学校委員会は 1988年 3月 14日に次のようなことを可決しました： 
 
“ニュートン市立学校は出版やパフォーマンスの誇りある伝統を持っており、それらは生徒の意見や観

点に正当な公開の場を提供してきました。われわれのミドルおよびハイスクールは、生徒や職員が彼ら

の合衆国憲法修正第 1 条の権利を責任あるやり方で行使することができる環境を常に支援してきました。
ニュートン学校委員会は学校長が引き続き高い資格を持った指導教官を任命すること、生徒たちが中傷

や誹謗、また学校の授業を大きく妨げたり他の生徒の権利を侵害したりするようなことを避け、表現の

自由の非常に高い水準を引き続き保持することを確信しています。” 
 
C.	 集会の自由  
 
	 学校内では政治的、社会的、スポーツやそのほかの適正で合法的な目的のために団体を組織すること

ができます。ただし、集会の時と方法、場所に関してはいくつか制限があります。 
 
D.	 請願の自由  
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	 生徒には学校内または学校外の事柄に関する請願署名を集める自由があります。ただし、署名活動は

通常の授業を妨げてはいけません。 
 
E.	 信教の自由  
 
	 ニュートン市立学校は生徒の信教の自由を干渉することも侵害することもしません。文学的、歴史的

観点からの宗教および聖書の学習は許されますが、客観的に扱われなければなりません。 
 
 
III.	 生徒記録に関する生徒と家族の権利  
 
	 家族の教育権およびプライバシー法（合衆国法 20条 1232項 g） （FERPA）は親と 18歳以上の生徒
（有資格生徒）に生徒の教育に関し、いくつかの権利を与えています。 
 
それらは次のような権利です： 
１．	学校区がアクセスしたいとの要求を受け取ってから 45日以内に生徒の教育記録を閲覧、査読す

る権利。親や有資格生徒は学校長（あるいは適切な学校職員）に閲覧を希望する記録名を明記

した請求書を提出しなければなりません。学校長は閲覧の手配をし、親または有資格生徒に記

録が閲覧される時間と場所を通知します。 
２．	ニュートン市立学校に、親または有資格生徒が不正確であるまたは誤解を招くと考える生徒の

教育記録の修正を要求する権利。親や有資格生徒は学校長に変更を求める記録の箇所を明確に

指定し、なぜそれが不正確なのか、誤解を招きやすいのか明確にした文書を出さなければなり

ません。学校区が親または有資格生徒の要求するように記録を修正しないと決定した場合、学

校区は親または有資格生徒にその決定を通知し、修正要求に関する聴聞会の権利があることを

彼らに伝えます。聴聞会の手続きについての詳しい情報は親または有資格生徒に聴聞会につい

ての権利を通知するときに与えられます。 
３．	生徒の教育記録に含まれる個人を特定することが可能な情報の開示を、FERPA法（34 CMR 

99.31）が同意なしに開示する権限を与えている場合を除いては承認を与える権利。同意なし
の開示が許されている場合、34 CMR 99.34の要件を満たす必要があります。同意なし
の開示を許すひとつの例外は正当な教育的関心を持つ学校職員への開示です。学校職員とは学

校によって雇用された者のことで、管理者、監督者、教師、補助スタッフ（保健あるいは医療

スタッフや法執行関係者を含む）、学校委員会に奉職する者、学校区が特定の仕事をしてもら

うために契約している者または会社（弁護士、会計監査人、医療コンサルタント、療法士な

ど）、懲戒委員会、苦情処理委員会などの公的な委員会のメンバーになっている親または生徒、

他の学校職員が職務を果たすための補助をしている者のことを言います。学校関係者がその職

業的責任を果たすために教育記録を査読することが必要な場合、その学校関係者は正当な教育

的関心を持つといえます。 
４．	学校区が FERPA によって要求されていることを履行しなかったと思われるとき、国の教育省

（U.S.	 Department of Education）に苦情を訴える権利。FERPA を監督する機関の名称と住所
は：Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, 
Washington, DC 20202-4605です。 

 
  生徒の教育記録にアクセスすることはまたマサチューセッツ州学生記録規則の規制対象でもあります。
その規則は FEPRA と同様です。603CMR23.00 をご覧ください。しかしながら 603CMR 23.07 は、603Ｃ
ＭＲ23.07(5)にしたがって、有資格生徒と親が生徒記録にアクセスできると述べています。アクセスは、
603ＣＭＲ23.07(5)で与えられているような養育権の無い親の場合で無ければ、可及的速やかに 初の要

求から十日間以内に行われなければなりません。アクセスの要求に対して、生徒記録のそれぞれの部分

の所在場所にかかわらず生徒記録全体が見られるようになります。 
 

	 ニュートン市立学校では生徒の学業成績記録（すなわち、名前、住所、電話番号、親に関する情報、

コースの名称、学年、評価、修了した年）は 60年間保存されます。一時記録（健康記録を含む他のすべ
ての情報）は生徒が転出または卒業してから７年以内に破棄されます。 
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	 親、保護者、有資格生徒、またはその生徒と直接関係のある学校職員以外の人は、親、保護者または

有資格生徒の承諾書がない限り生徒の記録にアクセスすることは許されません。ただし、限られた例外

は上記のとおりです。学校長またはその代理人は生徒が在学中に一時記録に含まれる誤解を招きやすい

部分、古くなって意味がなくなった部分、関係のない情報を破棄することがあります。その場合、保護

者または有資格生徒には事前に破棄されることが文書で通知され、査読する機会と考慮されている情報

のいかなる部分でもコピーをとる機会とが与えられます。 
 
	 保護者と 14歳以上の生徒または 9年生（どちらでも早く達した方）は医療記録を含む適切な記録を見
る権利があります。記録を見たい場合は学校長に連絡をとり、予約を取ってください。彼らには FERPA
の手続きに従って、生徒記録に関連あるコメントや情報を付け加えたり修正、削除（チーム評価による

記録が挿入された情報を除く）する権利があります。カンファランスの後 1週間以内に学校長は彼らの
記録についての異議に対し、文書で決定を知らせなくてはなりません。保護者または有資格生徒が学校

長の決定に不服である場合は、教育長、 終的には学校委員会へその決定に対する異議申し立てをする

ことができます。 
 
	 生徒がニュートン市立学校から他の学校へ転校した場合、すべての生徒記録は保護者の事前の同意な

しに新しい学校へ送られます。この方針は GL71,§37Lと 603CMR23.10(1)によっています。保護者には
送られる生徒記録のコピーを受け取る権利があり、また、生徒記録に含まれているかもしれないと保護

者が感じるどんな不正確な、または誤解を招きやすい情報でもその修正に関して聴聞会を要求する権利

があります。 
 
 
A.	 正確な連絡先情報の大切さ  
 
2014－2015学校年度では黄色い緊急連絡先カードを配りません。保護者は緊急連絡先情報を直接
Skyward’s Family Access（ニュートン市立学校の保護者向けポータルサイト）でアップデートすること
ができます。その機能により保護者は自分の連絡先情報を安全なオンラインフォーマットで確認したり

アップデートしたりすることができます。緊急連絡先情報として必要なのは、現住所と電話番号、保護

者の職場の電話番号、携帯電話番号、e-メールアドレス、それと事故や緊急時に学校が保護者と連絡がつ
けられない場合、連絡することのできる隣人や親類２人の名前と電話番号です。（この２人の人たちに

は名前を使うことについて事前に了承してもらってください。）この情報を 新のものにし正確にして

おくことは非常に大切です。保護者はこの情報を実態に即して修正／アップデートすべきです（例えば、

住所や電話番号の変更、職場の変更、婚姻状態の変更）。この情報はわれわれの Reverse911連絡システ
ムにも使われますので、正確な情報はきわめて重要です。このシステムは学校･保護者間の連絡システム

で、学校が緊急事態や学校行事、生徒に関係のある重要事項について電話で連絡できるようにできます。

それにより学校の管理者は家族の家や職場の電話または携帯電話に個人的にボイスメッセージやあるい

は e-メールを送ることができるのです。 
 
	 保護者は医療保険や主治医、病歴など生徒の健康に関する情報を各学校年度の始めにアップデートし

ておかなければなりません。家族が医療保険に入っていない場合、マサチューセッツ州は無保険の子供

のための購入しやすい医療保険（制限はあるかもしれません）を提供しています。この保険についての

詳しいことは学校看護師に問い合わせて下さい。 
 
	 この情報は機密にされ、権限を持った学校職員によってのみ使われます。しかしながら、子供が緊急

の医療処置を必要とする場合には救急医療関係者と受け入れ先の病院に情報は共有されます。 
 
	 Skyward’s Family Accessウェブサイトへのリンクは次のウェブサイトのクイックリンクと Familiesタ
ブにあります: http://www.newton.k12.ma.us/。 
 
 
IV.	 決まりどおりに出席する責任  
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	 学校へ決められたとおりに出席することはマサチューセッツ州法（G.L.c.76,§1）により、6歳から 16
歳までのすべての子供に義務付けられています。一人一人の生徒とその家庭、そして学校とは生徒が病

気でない限り毎日学校に出席することに対し共同で責任を負っています。特殊な状況でなり限り、不登

校については学校職員は裁判所命令またはマサチューセッツ州社会福祉局を通して生徒やその家族に対

する支援をもとめます。 
 
 生徒が 16歳に達したとき、その生徒は親または保護者の許可があれば学校を辞めることができます。親
または保護者は生徒の退学の前に退学の理由や替りとなる教育プログラムについて話し合うため、教育

長またはその代理人に会うことができます。生徒にはこの手続きに従って退学したとしても復学できる

ことが伝えられます。 
 
	 州法(G.L.c.76,§18) は生徒が恒久的に退学する手続きを述べています。修正されたように、セクション
18は生徒が 後に在学していた学校の管理者に次のことを義務付けています。 

• 生徒の連続した 10日間の欠席から 5日以内に生徒とその親または保護者に実行可能な範
囲で家庭の第一言語と英語の両方で通知を出し、その通知には法律に書かれている情報

が含まれていること。特にその通知では退学についての面接の日時の候補を二つ以上知

らせなければならない。 
• 退学についての面談を召集する。教育長またはその代理人が親や保護者を参加させるた

めの誠意ある努力をした場合には、面接は親や保護者が欠席のまま進められることもあ

る。 
• 退学についての面談には学校長、ガイダンス・カウンセラー、教師、出席管理者や他の

関係する学校職員からなる学校職員のチームを含めること。そして、生徒にはハイスク

ールの卒業資格を得ることの利益や学校を辞めることから生じる不利な影響、その生徒

が受けることのできる代替の教育プログラムやサービスについての情報を与えること。 
 
ハイスクール中退の調停についての詳しい情報は、http://www.doe.mass.edu/dropout/2014-
05ExitProtocol.pdf	 をご覧ください。 
 
	 長期欠席の後でも生徒は再び登校できますが、長期欠席の間の学習に欠けるため単位取得や次の学年

への進級は非常に難しくなっているでしょう。したがって、ニュートン市立学校では長期の旅行による

長い欠席を極力避けるよう強く求めています。教師はその生徒が長期間にわたりクラスで学習するペー

スを保つのに必要な課題や副教材をあらかじめ生徒に与えることはできません。 
 
	  
 
	 生徒は学校にいるとき、すべての時間割された授業に出席しなくてはなりません。ハイスクールのレ

ベルでは 1ターム中に 3回以上理由を認められない欠席をするとその科目のそのタームの評価は“N”と
なります。1週間に 4回授業のあるクラスを 9回以上欠席した場合、また 1週間に 2回授業のあるクラス
を 5回以上欠席した場合、やはりそのクラスのそのタームの評価は“N”となります。もし、これらの欠
席が長期の病気によるものや非常に特別な事情によるものであるときは、教員、カウンセラー、生徒部

長間の協議の後、A 、B、Cなどの成績が与えられることもあります。海外との交換交流や特別支援教育
のテスト、時間制限無しの標準テスト（例えば MCASテスト）、個別教育プラン（IEP）ミーティング
による欠席は“N”の評価に際しカウントされません。校外学習や スポーツ大会への参加を含む他のす
べての理由による欠席は“N”の評価に際しカウントされます。 

 
	 生徒の欠席や遅刻は欠席や遅刻をする日ごとに小学校とミドルスクールでは午前 9時以前に、ハイス
クールでは午前 10時以前に学校に知らせなければなりません。学校長が保護者へ連絡を入れる電話番号
をお知らせします。Kから 5年生の生徒が決まった時間までに学校に来なかった場合、緊急連絡カード
の記載にしたがい親または保護者に状況を知らせます。 
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	 子供が学校から早退する場合は親か保護者からのメモが必要です。子供が指定された時間に親または

保護者によってオフィスで引き取られるのでなければ、どんな状況下でも子供が学校から帰されること

はありません。 
 
	  
 
 
V.	 学問的誠実さに対する責任  
 
	 ニュートン市立学校の生徒たちは自分の研究をしたり、自分の文章を書いたりする上で非常に大きな

自由を持っています。しかしながら、彼らはそのような作業を正直にするよう求められています。そし

て、決して他の人の作品を自分のものとして発表しないこと、他のいかなる生徒にも自分の作品をまね

させないこと、テストについての情報をテストの前に得ないこと、またそのような情報を他の生徒に漏

らさないことが求められています。 
 
	 2年生のころから教師は生徒たちに、プロジェクトのためにメモを取る時、自分自身の言葉を使うこと
が大事であることを説明し始めます、そして情報を受け渡すにあたって誠実であることの価値があらゆ

る段階で強調されるのです。ニュートンの 2つのハイスクールでは教師がそれぞれのコースのはじめに
盗用、カンニング、偽造について話します。そして、生徒たちとなぜこれらの行為をしないのか、その

学問的理由と倫理的理由について話し合います。教師たちはまた盗用、カンニング、偽造に関して絶え

ず目を光らせていることをはっきりさせます。 
 
	 盗用、カンニング、偽造に対する処罰と結果：教師、教科主任、または生徒部長が違反がなされたと

みなした場合、彼らはその生徒に会います。学校側が、その生徒が違反をしたのは初めてだと認定した

場合、 
 
	 	 ・その生徒はその課題に零点をつけられます。教師と教科主任はその生徒に課題のやり直しを認め

るか、また、タームの成績にその零点をどれだけ反映させるか決定します。 
	 	 ・教師または教科主任は生徒部長に報告します。生徒部長はそれぞれの違反に関し生徒ごとの記録

を保管します。この際、公式な書類を生徒のファイルに入れることはありません。生徒部長は

初の違反でも生徒を停学にすることがあります。 
・	 教師、教科主任または生徒部長が保護者に通知します。 
 
教員側がその生徒の違反は 2回目だと認定したとき： 
 

	 	 ・その生徒はその課題に対し、やり直しを認められず零点をつけられます。また、タームの評価は

この零点の影響を受けます。 
	 	 ・生徒は懲戒処分を受けます。 
 
	 度重なる違反はさらに厳しい処分をまねきます。 
 
	 ニュートン市立学校は、「テクノロジーとオンラインの正しい使用」についての方針とガイドライン

も定めています。その内容は小学生に対して図書館司書から説明しています。これらの方針とガイドラ

インはニュートン市立学校のウェブサイト（www.newton.k12.ma.us）の Familiesページで閲覧できます。 
 
 
VI.	 テクノロジーとオンラインの正しい使用 
 
 
 

A. パーソナル電子機器 
 
個人の電子機器（iPhone、Android電話機、スマートホン、iPod、 MP3プレーヤー、
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携帯電話、カメラ等）は、学校建物内のそれぞれの学校方針に従って指定された区

域以外で使用してはなりません。学校の敷地内の指定区域におけるかかる機器類の

使用が、生徒または教職員のプライバシーを侵害することがあってはなりません。 
 

教員による特別の許可がない限り、教室内ではこれらの機器の電源を切り、見えな

いところにしまっておかなくてはなりません。違反した場合は機器が没収され、学

部長、校長、または被指定人に引き渡される場合があります。教職員への電子機器

の引き渡しの要求に生徒が応じない場合、懲戒処分を受ける場合があります。没収

された機器は、学部長、校長、または被指名人の裁量によってのみ、放課後に返却

されます。 
 

B. ニュートン市立学校のテクノロジーとオンラインリソースの正しい使用 
テクノロジーとオンラインリソースの正しい使用に関する方針（2016年7月18日 学
校委員会により承認） 
 
ニュートン市立学校（NPS）の技術機器の使用には、パーソナル機器でNPSのオン
ラインリソース、インターネット、学習・データシステム、ソーシャルメディアサ

イトを使用することも含まれます。かかる使用に際しては、共有のリソースを使用

しているという意識を持ち、ソフトウェアや知的財産権、情報所有権、システムセ

キュリティに対する敬意を示すことにより、NPSの教育使命に則した使い方をしな
くてはなりません。パーソナル機器でのNPSのオンラインリソース、インターネッ
ト、学習・データシステム、ソーシャルメディアサイトの使用も含め、NPSの技術
機器の使用に際しては、教職員・生徒が適切に行動し通信することが求められます。

本方針または該当するガイドラインに反するやり方でNPSの技術機器を使用するこ
と（パーソナル機器でのNPSのオンラインリソース、インターネット、学習・デー
タシステム、ソーシャルメディアサイトの使用も含む）は禁止されており、容認さ

れません。 
 
生徒には、パーソナル機器でのNPSのオンラインリソース、インターネット、学
習・データシステム、ソーシャルメディアサイトの使用も含め、テクノロジーを常

に適切に使用することが求められます。これに反した生徒は厳しい制限を受けるこ

とになり、場合によっては職員による常時直接監視もあり得ます。職員の連絡係が

必要に応じて親または保護者に通知します。パーソナル機器でのNPSのオンライン
リソース、インターネット、学習・データシステム、ソーシャルメディアサイトの

使用も含めた学校の技術機器の不正な使い方は、生徒の権利と責任ハンドブックに

従った懲戒処分の対象となる場合があります。ニュートン市立学校は「生徒による

テクノロジーとオンラインの正しい使用のガイドライン」（「ガイドライン」）を

定めました。生徒によるNPSのテクノロジーとオンラインリソースの正しい使用方
法を定めたこのガイドラインはニュートン市立学校のウェブサイトで閲覧できます。 
 
ニュートン市立学校は、こうした市のサービスをその教育目的に合った責任ある安

全な使い方で生徒に使用してもらうために「生徒によるテクノロジーとオンライン

の正しい使用のガイドライン」を作りました。生徒にはこれらのガイドラインを固

く守ることが求められ、それに反した使い方は懲戒処分の対象となります。これら

のガイドラインはニュートン市立学校ウェブサイトの「Families」（家庭）ページ
に記載されています。 
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VII.	 身なりに関する責任  
 
	 ニュートン市立学校では基本的に服装規定を設けていませんが、学校の学習環境にふさわしい服装を

するのは生徒の責任です。服装は学習を妨げないもので、本人にも他の人にも危険でないようなもので

あるべきです。この条件は服装にもアクセサリーにも当てはまります。生徒はこのガイドラインに沿っ

て自分で髪の長さ、服装、身なりに関する事柄を決める権利を持っています。 
 
 
VIII.	 正しい行動をとる責任  
 
	 学校コミュニティのすべてのメンバーは他の人とその所有物を尊重する責任があります。このことは、

学校内あるいは学校構内において、また構内、構外を問わずすべての学校主催の活動時において、スク

ールバスや学校が提供した車両に乗っているときも含めて、すべての学校職員に対してと同様生徒間で

も行われるよう期待されています。これらの規則と規制の目的のため、バス、および他の学校用輸送車

両は学校構内とみなされ、バスの運転手は学校職員と考えられることを特に注意しておきます。 
 
	 生徒たちはこれらの規則と規制に従って行動するよう求められています。そして、不法な行動を含む

状況から身を引くよう求められています。不法な行動とは、非合法な薬やアルコール、武器の所有や使

用、規律違反のことを言います。そのような状況から身を引かなかった生徒は規律 D20の対象とされる
ことがあります。 
	  
 
	 学校は生徒がニュートン市立学校コミュニティの望ましいメンバーとして行動するのを助けるため支

援と行動指導を行います。学校職員は毎日の授業予定を妨げずに生徒が行動上の問題を解決できるよう

努めます。しかしながら、ある種の行為は停学や退学を含む懲戒処分を必要とすることがあります。 
 
	 懲戒処分に加えて、規律違反は州法またはニュートン市立学校とニュートン警察の間の理解覚書に従

い警察へ通告されることがあります（覚書についての詳細は 
http://www3.newton.k12.ma.us/rightsandresponsibilies.htmlをご覧ください）。 
 
 
A.	 正しい行動のための緊急支援  
 
１．防止・行動支援方針（2015年 12月 22日、学校委員会により承認） 
 
ニュートン市立学校は、すべての生徒が安全で安心な学校環境で教育を受けるべきだと考えています。

ニュートン市立学校のコミュニティを取り巻く友好的で安心感のある学習環境を育むことがまず第一で

すが、ときには生徒が自らの安全や他者の安全を脅かすような行動をとることがあります。 
 
安全ではないと思われる状況があれば、ニュートン市立学校の職員がそのリスクと、介入によって得

られる利益とを慎重に評価します。ほとんどの場合、口頭による仲介や励ましを与えることによってそ

の危険な状況を落ち着かせることができます。ニュートン市立学校はやむを得ない場合を除き、身体的

拘束はできるだけしないように努めています。身体的拘束が必要となった場合は、身体的拘束を安全に

行うことを も重視し、初等中等教育省（DESE）が定めた身体的拘束の防止と安全な使用に関する法規
（603 CMR 46.00、2016年 1月 1日施行）に従って行います。  

 
この DESEの法規によると、身体的拘束とは生徒の動きを妨げるまたは明らかに制限する直接の物理
的・身体的接触を意味します。生徒の安全のために一瞬身体に触れることや、技術を教える、注意を向

けさせる、気分を楽にさせる、あるいはエスコートする目的で身体に手を添えたり身体的な促しをする

のは身体的拘束に当たりません。  
 
身体的拘束はニュートン市立学校の生徒または他の構成員を暴行や差し迫った深刻な身体的危害から

保護するためにのみ使用されるべきです。ニュートン市立学校はこれらの法規に従って、より侵害性の
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少ない別の手段の試みが失敗した後でのみ、やむを得ない緊急時の 後の手段としてのみ身体的拘束を

用います。603 CMR 46.04(2) または 603 CMR 46.04(3) に従った研修を受けた学校職員のみが生徒に身体
的拘束を施すことができます。 

 
生徒を落ち着かせる目的で教室を退室させることを一定時間排除といいます。教職員によって促され

る行動支援であり、生徒が教室内に危険または過度に破壊的な状況をもたらす（またはもたらす可能性

がある）危険または過度に破壊的な行動を示したときにのみ用いられます。一定時間排除中の生徒は職

員が常時観察します（その生徒に常に職員がつきます）。一定時間排除に使われる場所は生徒を落ち着

かせる目的に適した清潔、安全、衛生的な場所です。一定時間排除は生徒が落ち着きを取り戻したらす

ぐに解除されなくてはなりません。  
 
安全上のリスクがない限りは職員がその一定時間排除中の生徒と必ずいっしょにいます。その生徒と

いっしょにいることが職員にとって危険な場合は、ドアを閉じて生徒を一定時間排除する場合がありま

すが、その場合、職員はいつでも対応できるようにすぐ外で待機しなくてはならず、その状況下で生徒

と話をするなどして様子を常に観察し、生徒が落ち着くのを待ちます。隔絶とは、部屋または一定区域

に生徒を非自主的に一人で閉じ込め、生徒が物理的にそこを出ることができないようにすることです。

隔絶は禁止されています。隔絶は 603 CMR 46.00で定められている上記の一定時間排除には含まれませ
ん。  

 
身体的拘束の後、すみやかに親と事務員に適宜通知します。603 CMR 46.06の定めに従って通知と文書
が提供されます。一定時間排除の際も、身体的拘束に対して求められる通知・文書の決まりに従って記

録がなされます。  
 
ニュートン市立学校は、603 CMR 46.00に従って、対処の難しい行動や危険な行動に対して適切で一貫
した対応をとるように職員を教育・訓練するための防止・行動支援手順を文書として作成します。これ

らの文書は毎年審査されます。また、教職員および保護者はこれらの文書を入手することができます。

教職員は 603 CMR 46.00に従って毎年研修を受けます。 
 
２．リスクアセスメント 
 
	 さらに、生徒が自分や他の人の安全を脅かすような場合、学校はその生徒に在校を許可する前に資格

を持った専門家によるリスクアセスメントを要請することがあります。 
 
B.	 生徒によるアルコール、たばこ、薬物使用の禁止に関する方針（2016年 7月 18日	 学校委
員会承認）  
	  
	 生徒は、その量に関わらず一切のアルコール含有飲料、たばこ製品（発煙たばこ・Eシガレットのい
かんにかかわらず）、マリファナ、ステロイド、規制薬物を使用・消費、体内に有すること、所有、購

入・販売、または無償であげることをしてはなりません。学校委員会は学校の敷地内または学校に関連

する機能を果たす場所で生徒がアルコール、たばこ製品、または薬物を使用または消費することを禁止

しています。この方針を破った場合、懲戒処分の対象となります。 
 

規制薬物には次の物が含まれます： 
 
・	 G.L.c.94Cで規定されているすべての取締り対象物質（コカイン、マリファナ、LSD、ステロイ
ド等） 

・	 処方箋薬や処方箋を必要としない薬の誤使用 
・	 覚醒効果を目的としてご使用された製品（噴霧剤、溶剤等）。 

 
	 生徒は授業時間内に学校構内で、あるいは学校主催のどんな行事においても、アルコールや非合法薬

物を体内に存在させることを強く禁じられています。禁じられている行為は次のようなものですが、こ

れだけに限られるものではありません。 
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・	 使用するまたはその影響下にあること 
・	 所有すること 
・	 購入しようとすること 
・	 販売または配布を意図することまたは試みること 
・	 販売することまたは配布すること 
・	 麻薬吸引器具の所有 

 
	 さらに、非合法薬物やアルコールを使用または販売している人物と一緒にいることを知っている生徒

およびそのような状況から身を引かない生徒は規律 D20によって懲戒の対象となることがあります。 
 
	 この決まりを破った生徒は、このハンドブックの規律と停学/退学の部分に書かれているように、退学
処分を含む懲戒処分の対象となります。児童/生徒が規制薬物等の影響を受けている、または規制薬物を
所持または販売していることがわかったら、学校は警察の青少年担当者と相談します。また、学校は、

ニュートン市立学校とニュートン警察の間の相互理解に関する覚書に概略されているように法律違反を

処理するためには警察と積極的に協力します（覚書についての詳細は 
http://www3.newton.k12.ma.us/rightsandresponsibilies.htmlをご覧ください）。 
 
	 安全で薬物のない環境をという全学校の目標を支持するため、そのような濫用に対する懲戒的な対応

に加えて、あるいはその一部として、防止および調停サービスが生徒と家族に照会されます。 
 
	 生徒がアルコールや薬物の使用に関する問題を自分で明らかにしたり、救いを求めた場合、その生徒

がその時点で学校の規則に反していなければ懲戒処分はされません。しかしながら、生徒のアルコール

や薬物の使用はいついかなる時においてでも問題を引き起こす可能性をはらんでいるので、その生徒と

学校コミュニティにとって一番いい結果となるよう一連の支援サービスが提供されます。生徒支援プロ

グラムはアルコールや薬物に関連した問題を抱える生徒に広い範囲にわたるサービスを提供するよう作

られています。多方面の専門家からなる生徒支援チーム（生徒の生徒部長または副校長とガイダンスカ

ウンセラー、予防／調停カウンセラーで構成）は各学校でプログラムによる活動を実行します。子供が

規制薬物の影響下にあったり、所有していたり、販売していたりする場合、学校は警察の少年係官に相

談します。支援プログラムにアクセスしたい方、詳しいことを知りたい方は以下のところへご連絡くだ

さい。それぞれのミドルスクールの生徒指導部（the guidance department）、ニュートンノースハイスク
ール予防／調停カウンセラー(617)559-6237、ニュートンサウスハイスクール予防／調停カウンセラー
(617)559-6577、保健体育局（the Physical Education, Health and Wellness Department Office）(617)559-9090。 
 
	 上記に概略された規則や規制に加えて、運動選手はマサチューセッツ州中学高校体育協会の規則や規

制に従う責任もあります。 
 
１．酒気検査器と保護拘束 
 
	 すでに述べたようなすべての学習活動をアルコールのない安全なものにするというニュートン市立学

校の目標を守るために、学校長あるいはその代理人は、ある生徒がアルコールの影響下にあるとの十分

な疑いがある場合、間接酒気検査器または直接酒気検査器を学校または学校関連活動に出席しているそ

の生徒に使用する決定を下します。ある生徒が学校あるいは学校行事においてアルコールや他の薬物の

影響化にあることが明らかとなった場合、両親または保護者に連絡が取られます；親または保護者の都

合がつかない場合、その生徒は警察によって保護拘束されます。 
 
C.	 タバコに関する責任  
 
	 州法（G.L.c.71,§2Ａ）およびニュートン市立学校の「生徒によるアルコール、たばこ、および薬物の
使用を禁止する方針」にしたがい 、ニュートン市立学校の方針はすべての学校設備内、学校用地内、ス
クールバス内において学校職員を含むいかなる人に対してもすべてのタバコ製品の使用を厳しく禁じま

す。 
 
	 タバコ製品のタイプは次のようなものが含まれますが、これに限られるものではありません： 
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a． 喫煙	 	 すべてのタイプの喫煙タバコ。紙巻タバコ、葉巻、小さい葉巻(little cigars)、細い葉
巻(cigarillos)、パイプ、クローブタバコ、ブラントラップなどタバコ製品を燃やして喫煙する
ためのすべてのもの。例に挙げたものに限られるものではありません。 

b． 煙の無い物	 	 煙の出ないタバコ製品。かぎタバコ(dip)、かぎタバコ(snuff)、噛みタバコ、
スナス(snus)、スピットパック(spit packs)、香り付きタバコ、ディゾルブス(dissovables)、その
ほか吸収されるけれども燃やされないすべてのタイプのタバコ製品。例に挙げたものに限ら

れるものではありません。 
c． 食品医薬品局（FDA）が承認していないニコチン誘導製品	 Ｅ-タバコ(E-シガレット)、個人
用吸入器（PV）、あるいは電子ニコチン誘導製品 

 
	 また、ニュートン市の禁煙ゾーン条例 I条の 20-7 および 20-8（Rev. Ords.2012、Ord.A-42、06-16-14）
により、ニュートンノースハイスクールの敷地の周囲 900フィートまでの範囲内の歩道または他の公共
の場所では、火のついたまたは煙っているたばこ、葉巻、パイプを喫煙または所持することが禁止され

ており、Eシガレットの使用も禁止されています。ニュートンノースハイスクールの職員は保健福祉局
長に代わってこの条例の規定を行使することができます。  
 
D.	 武器に関する責任  
 
	 すべての生徒や職員に安全な学校環境を保証することは必須のことです；したがって、武器または武

器として使用される恐れのあるものを所持する生徒は出席を停止され、退学についての公聴会の結果を

待ちます。武器を脅迫的に使った場合、生徒は公聴会に先立ち、リスクアセスメントを受けることを要

請されることがあります。 
 
E.	 火に関する責任  
 
	 どのニュートン市の学校の校長も州法 G.L.c.148,2§Aの下で、意図しない発火を含むどんな出来事も
24時間以内に消防所長に文書で報告するよう義務付けられています。また、ニュートン警察署に知らせ
ることも義務付けられています。 
 
F.	 いじめ防止と介入に関する方針(2015年 10月 26日に学校委員会により承認された改訂後の方
針) 
 
	 すべての生徒はお互いに尊重しあう環境下で作業し、学ぶ機会を持つ権利があります。そのような環

境を作り出し保持するために、生徒たちはお互いに礼儀と思慮、理解を持って接しなければなりません。 
 
	 ニュートン市立学校は州法および合衆国法にしたがって、人種、性別、肌の色、宗教、性的志向、民

族/国籍、年齢、ハンディキャップ/障害に基づいた差別をしないことを方針をしっかりと守っていくこと
を旨としています。権利と責任のハンドブックの「平等な教育を受ける権利」に記載されているこれら

の方針は、こうした分類に基づくハラスメントを禁じています。	  
 
嫌がらせやいじめ、報復は他の人が学校の環境でその安心や尊厳、居心地のよさや制作意欲を損なうよ

うないかなる形の行為をも含みます。 
 
・	 肉体的なおどしや、危害を加えること； 
・	 雑言（口頭で／書いたもので）、からかい、人まね、汚名を着せることあるいは他の侮蔑的なコ

メント； 
・	 具体的で十分に破壊的な落書き、記号、ポスター、写真、漫画／風刺画、メモ、本の表紙、ある

いは服のデザインを表示すること； 
・	 電話や携帯メールを含む電子的通信； 
・	 人あるいは人の服に触ること； 
・	 感情を害したりきまりの悪い思いをさせる、傷つける、脅す言葉や悪ふざけや行動； 
・	 ストーカー行為； 
・	 脅迫、脅迫するふりや行為； 
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・	 いわれのない非難あるいはうわさ； 
・	 仲間はずれ 

 
	 これらの行為は必ずしも嫌がらせやいじめではありません、しかし、それらはつぎのような状況によ

っては嫌がらせやいじめとなりえます。 
 
・	 不安な、非友好的な、あるいはいらいらした学校や学習環境を作ることを目的としている場合、

また同じような効果をもたらす場合； 
・	 ある人の学習や仕事を深刻にあるいは不当に妨げることを目的とした場合、また同じような効果

をもたらす場合； 
・	 さもなければ、ある人の教育機会に不利な影響を与える場合。 

 
	 嫌がらせやいじめ、報復行為のない学校文化を作り出すには一人一人がそのような行為を嫌がらせや

いじめ、報復であると認識し、それを止める行動をとることが必要です。ニュートン市立学校の生徒そ

れぞれは学校文化に影響を与える可能性と責任を持っています。そして、次のようなガイドラインに沿

って行動することが強く求められています： 
 
・	 他の人を礼儀正しく、思慮と尊敬を持って接すること。 
・	 あなたに対して失礼な態度を取る人たちにそれをやめてほしいと言うこと。 
・	 誰かに対して失礼な態度を取る人たちにそれをやめてほしいと言うこと。 
・	 もしそれを止めてもらえないときは報告する。 

 
	 上記したような行動をとることが不安な場合、あるいはそのような行為を止めようとしたけれど問題

が満足のいくように解決しなかったと思う場合、生徒は生徒部長や副校長あるいは学校長に苦情を提訴

し助けを求めることが大事です。 
 
＊マサチューセッツ州法 c.71,§370により、この方針は再考中です、学校委員会によって新しい方針
が採択され次第、新方針は http://www3.newton.k12.ma.us/policiesproceduresに掲載されます。 
 
 
G.	 新入りいじめを防ぐ責任  
 
	 すべての生徒はわれわれの学校コミュニティのあらゆる面で歓迎されます。したがって、それぞれの

生徒が安心していられることは必須のことです。いかなる生徒組織あるいはクラスにおいても仲間入り

の儀式の一部として生徒をいじめることはいかなる個人やグループによるものであっても見過ごされま

せん。 
 
	 このハンドブックで使われているように、“新入りいじめ”という言葉は“生徒や他の人の肉体的あ

るいは精神的健康をわざとあるいは不注意に危うくするようなあらゆる仲間入り儀式の行為あるいは方

法”と定義されています。州法 G.L.c.269,§§17－19を参照のこと。 
 
	 そのような儀式は、授業時間中に起きたものであっても放課後に起きたものであっても、懲戒処分に

及ぶことがあります。おどしてそのような行為を通報することを妨害しようとしたひとも同様に処分の

対象となります。すべてのチームキャプテンとクラブの幹事はこの決まりを承認する声明書に署名する

ことが必要です。 
 
新入りいじめに対する罰則：1987年修正法 665章 
 
第 17節‐首謀者であろうが仲間であろうが、ここに定義されたような新入りいじめに加担した者はいか
なる者も、3,000ドルを超えない罰金または一年間を超えない教護院への収監、または罰金と収監の双方
を罰として受ける。 
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	 この節、また第 18節と第 19節で使われる“新入りいじめ”という語は、公有地内にあるか私有地内
にあるかを問わず、あらゆる学生組織に入会するための行為あるいは方法で、わざとあるいは不注意に、

学生または他の人の肉体または精神的健康を危うくするようなものを言う。そのような行為には、鞭打

ち、殴打、焼印を押すこと、強制的な体操、戸外でさらしものにすること、あらゆる種類の食べ物を強

制的に食べさせること、アルコールや他の飲料を強制的に飲ませること、薬物や他の物質を強制的に摂

らせることが含まれ、また、その他あらゆる種類の乱暴な取り扱いまたは強制的な肉体活動で、その学

生または他の人物の肉体的健康または安全に好ましくない影響を与えるようなこと、また、長時間に及

び眠らせない、休ませないまたは長時間一人きりにしておくことを含む、学生または他の人に、極端な

精神的ストレスを与えるような行為が含まれる。 
 
	 この節の規定と矛盾するどのような規定があったとしても、この修正法に基づくどんな訴追において

も合意があったことを弁護に使うことはできない。 
 
 
第 18節‐ある人が第 17節で述べたような新入りいじめの被害者であること、あるいはある人が新入り
いじめの現場に居合わせたことを知っている者は、自身や他の人たちに危険が及ばない範囲で、実行可

能な限り速やかに、適当な法の施行機関にその犯罪を通報しなければならない。そのような犯罪の通報

をしなかった者は 1,000ドルを超えない罰金を科せられる。 
 
 

第 19節‐各中等教育機関と公立、私立の各高等教育機関は、各学生グループ、チーム、組織にこの節、
および第 17節、第 18節の写しを発行しなければならない。学生グループ、チーム、組織はその機関の
一部であるもの、その機関によって承認されているもの、その機関によってその名称や設備の使用が許

されているもの、その機関によって存在が知られているが未承認のものすべてを含む。しかしながら、

機関がこの節、および第 17節、第 18節の写しをこの節の要請にしたがって未承認の学生グループ、チ
ーム、組織に発行することは、その機関がその学生グループ、チーム、組織を承認または保証したとい

う証拠を構成しない。 
 
	 各学生グループ、チームまたは組織はこの節および第 17節、第 18節の写しを各会員、新入会員、入
会を約束した者、入会を希望してきた者に配布しなければならない。各グループ、チーム、組織は指名

された幹部を通して活動し、年に一度機関に受け取り証明を提出する義務がある。その受け取り証明に

はそのグループ、チーム、組織がこの節、および第 17節、第 18節の写しを受け取ったこと、会員、新
入会員、入会を約束した者、入会を申し込んできた者それぞれが 17 節と 18 節の写しを受け取ったこと、
またそのグループ、チーム、組織がこの節および第 17節、第 18節の規定に従うことを理解し、同意し
ていることが述べられていなくてはならない。 
 
	 各中等教育機関と公立、私立の各高等教育機関は少なくとも年に一度、入学の前あるいは入学時にそ

の機関にフルタイムの学生として登録している各人にこの節および、第 17節、第 18節の写しを配布し
なければならない。 
 
	 各中等教育機関と公立、私立の各高等教育機関は少なくとも年に一度高等教育評議会に、中等教育機

関の場合は教育評議会に、その機関がこの節および第 17節第 18節の規定を学生のグループ、チーム、
組織に知らしめ、またフルタイムの学生には通知していることを証明し、また、当該機関が新入りいじ

めを企画、加担した者に対する懲戒規則を持っており、その規則が学生ハンドブックやそれと同様の機

関の規則を学生に知らせる手段の中で適切に強調されていることを証明する報告書を提出しなければな

らない。高等教育評議会と中等教育機関に対する教育評議会はそのような報告の内容と頻度を取り締ま

る規則を普及させなければならず、また、教育機関がそのような報告を怠ったときには直ちに公訴局長

に報告しなくてはならない。1988年 1月 5日承認。 
 
 
IX.	 生徒行動規則と懲戒  
 
Ａ．生徒の懲戒  
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	 学校長は規則違反を犯した生徒に対しその処罰を決定する権限を持っています。学校長は初めは

違反した生徒を再び学習の場に戻す方法を考えます。そして、他の矯正法や処罰がなされ終わるま

で退学処分をすることは避けるでしょう。 
 
停学  
 
	 停学とは通常のクラスでの活動から短期間または長期間排除されることです。 
 
	 短期停学とは学校の建物や通常の学習活動から 10日以下の期間排除されることです。 
 
	 長期停学とは学校の建物や通常の学習活動から 11日間以上排除されること、または単一学校年度
内に複数回の規則違反をして合わせて 11日間以上排除されることです。停学中の生徒は学校の建物
に入ること、または学校のグラウンドに来ることを制限されます；また、停学中の生徒は停学期間、

学校主催の活動や行事に参加できないことがあります。 
 
	 学校長またはその代理人は誰が停学処分を受けるかを決めることに全責任を負っています。停学

処分を受けた生徒は復学カンファレンスが開かれるまで学校に戻ることを許されません。 
 
校内停学	  
 
	 学校長の決定により、生徒の行動規則違反に対して校内停学が課されることがあります。校内停

学とは連続して 10日間以内の期間通常の学習活動からは排除されますが、学校行事からは排除され
ないことを言います。10日以下の校内停学は短期登校禁止とはみなされません。11日以上の校
内停学は長期登校禁止とみなされ、生徒に対して長期登校禁止聴聞会で定められた適法手続が

とられます。。 
 
	 校内停学に対し、学校長は生徒に規則違反に問われたこととその問責の理由を告げます。さらに

学校長は生徒に責任を問われていることについて話し合い、問題となっている出来事をめぐる状況

について説明する機会を与えます。学校長がその生徒が規則違反を犯したと裁定した場合、学校長

はその生徒に校内停学の期間を知らせます。その期間は単一学校年度内で総計または連続して 10日
間を超えるべきではありません。校内停学が 10日を超える場合、その校内停学期間が 10日を超
える前に長期登校禁止の聴聞会を行う必要があります。 
 
	 校内停学の決定がなされたその日に、学校長は親に口頭で規則違反のこと、生徒が違反を犯した

と結論付けた理由、校内停学の期間を知らせるよう適切な努力をします。学校長はさらに親と生徒

の学業成績や行動、生徒の関与に対する取り組み、言動に対する可能な対応について話し合うこと

を提案します。そのような話し合いは可能であれば停学の日に、もしできなければその後なるべく

早くスケジュールされるべきです。もし学校長が少なくとも 2回連絡をつけようと試み、それを記
録したにもかかわらず親に連絡がつかなかった場合、そのような試みは親に口頭で校内停学のこと

を知らせるための適切な努力の一部を構成するものとします。 
 
	 学校長は生徒と親に校内停学について文書で通知を送ります。その通知では理由と期間を含めて

校内停学について知らせ、もし、まだ学校長と親とのミーティングが実現していない場合には親に

学校長とのミーティングを持つよう要請します。学校長はその通知を校内停学の日に手渡し、また

は書留、第一種郵便、e-メールのいずれかで学校に届けられている親の住所またはアドレスに送り
ます。または学校長と親との間で合意されたそれ以外の伝達方法が用いられることもあります。 
 
停学／退学期間中の学習機会  
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	 校内停学、短期停学、または長期停学を課されたいかなる生徒も、クラスや学校から排除された期間

の勉強の遅れを取り戻すために必要な課題やテスト、論文その他の学校での勉強を再履修する機会を持

つことができます。 
 
	 連続して 11 日間以上学校から退学、停学されたいかなる生徒も教育サービスを受ける機会を持ちます。
そのサービスにより生徒は、州や市が要請している基準を満たすよう学校全体が関わる教育サービスプ

ランを通じて学業成果を修めることができます。 
 
 
Ｂ．規則のガイドラインとコード  
 
	 生徒の持つ適法手続きの権利(22ページ)にしたがって、ニュートン市立学校は次のようなガイドライ
ンや規則コードにより生徒を懲戒することがあります： 
 
１．これらの違反は必ず懲戒処分の対象となり、卒業関連行事への参加が禁じられることもありま

す。 
 

M1．	 火器の所有（例外なく警察へ通報） 
M2．	 教師、あるいは他の学校職員への暴行（6年生から 12年生）（警察へ通報することあ

り） 
M3．	 非合法薬物またはアルコールの所有、販売、配布の意図、使用、規制薬物の使用また

は製造（例外なく警察へ通報） 
M4．	 放火（例外なく警察署、消防署へ通報） 
M5．	 武器としての刃物（ポケットナイフを含む）の使用またはそれによる脅し（例外なく

警察に通報） 
M6．	 危険な武器の所有、またはどんな物でも武器として使用、または使用しそうになるこ

と（6年生から 12年生）（例外なく警察に通報） 
 

M7．	 他の生徒または学校職員に対してなされたけんか、暴言、暴力（9年生から 12年生）
（警察に通報することあり） 

M8．	 学校職員から名前を聞かれ、正直に答えなかったとき（6年生から 12年生） 
M9．	 無許可で火災報知器を鳴らす、または除細動器をいじること（6～12年生） 
M10．	 他の生徒あるいは学校職員に対する脅し（恐い思いをさせる、害を及ぼす）やゆすり、

または脅しやゆすりをほのめかすこと、新入りいじめ（6～12年生）（警察に通報す
ることあり） 

M11．	 他の生徒に対する新入りいじめ（6～12年生）（警察に通報することあり） 
M12．	 規制薬物またはアルコール飲料の影響下にあること、または規制薬物の使用が疑われ

ること、または何らかの薬物の吸引具の所持（薬物吸引具の所持は例外なく警察に通

報） 
M13．	 いじめ、またはいじめ、いじめの報告や調査に関係する報復行為（6～12年生）（警

察に通報することあり）。 
M14.	 	 他の生徒に対する新入りいじめ（6 年生から 12 年生）（警察へ通報することあり）。 
M15.	 	 いじめ事件やいじめの報告、あるいは調査に関係したいじめや仕返し(6年生から 12

年生)(警察へ通報することあり)。 
 
２．これらの違反は必ず懲戒処分の対象となることがあり、卒業関連行事への参加が禁じられるこ

ともあります。 
	 	 	 	 	  

D1	 	   ニュートン市立学校の方針に違反すること。生徒によるテクノロジーとオンラインの
正しい使用に関する方針とガイドライン、および生徒によるアルコール、たばこ、薬

物使用の禁止に関する方針を含む。 
D2．	   他の生徒または学校職員に対する、人種、肌の色、性別、性同一性、無住居、祖先の

国、宗教、障害、性的志向などを理由とした差別（警察へ通報する場合あり）。 
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D3．  	 学校所有物または個人の所有物を盗むこと、またはわざと破壊すること（警察へ通報
する場合あり）。 

D4．	   度重なるまたは多過ぎる無断欠席や遅刻、またはさぼり。 
D5．	   カンニング、盗作、偽造。 
D6．	   他の生徒または学校職員に対するけんか、暴言、暴力（キンダーから 8年生）（警察

へ通報する場合あり）。 
D7．	   授業や学校での活動を妨げるような、わいせつな、侮辱的な、または神を冒涜するよ

うな言動、無礼なまたは反抗的な行動。 
D8．	   学校職員から名前を聞かれ、正直に答えなかったとき（キンダーから５年生） 
D9．	   学校職員や規則に対して繰り返される反抗的行動。 
D10．	 人や物を危険に陥れる行為、授業や学校での活動を著しく妨げるような行為（警察へ

通報する場合あり）。 
D11．	 アルコールまたはマリファナの匂いを強く発散させること（警察へ通報する場合あ

り）。 
D12．	 許可されていない場所への立ち入り。 
D13．	 学校施設内、スクールバス、校庭におけるあらゆるタイプのタバコ製品の使用。 
D14．	 権限を持たずに火災報知器を鳴らすこと、または除細動器を勝手にいじること（キン

ダーから 5年生）。 
D15．	 ギャンブルやストーカー行為などこの規則でカバーされていないことを含む、マサチ

ューセッツ州刑法に違反する行為（警察へ通報する場合あり）。 
D16．	 危険な武器の所有、またはどんな物でも武器としての使用、または使おうとすること

（キンダーから 5年生）（例外なく警察に通報） 
D17．	 学校の物品、備品、所有物の無断使用	 	  
D18．	 他の生徒あるいは学校職員に対する脅し（恐い思いをさせる、害を及ぼす）やゆすり、

または脅しやゆすりをほのめかすこと、新入りいじめ（キンダーから 5年生まで）
（警察に通報することあり） 

D19．	 他の生徒に対する新入りいじめ（キンダーから 5 年生）（警察へ通報することあり）。 
D20． その人が非合法薬物、アルコールを使用しているまたは販売している、または規則の

どれかの項目に違反していると知りながら、その人と一緒にいること、またそのよう

な状況から立ち去らなかったこと（警察へ通報することあり）。 
D21．	 いじめ事件やいじめの報告、あるいは調査に関係したいじめや仕返し(キンダーから 5

年生)(警察へ通報することあり)。 
D22．	 いじめを助けたり扇動したりけしかけたりした場合、またはいじめや報復に関してう

そを言った場合。	 	  
 
“M”や“D”の表示はその行為の罰則が例外なく処分になるものと学校長またはその代理人の裁量に任
されているものとの区別を表しています。特に記されていない場合、禁じられている行為に対する罰則

はキンダーから 12年生まで同じです。 
 
“危険な武器”という言葉にはあらゆるタイプの火器、ナイフや武道の武具、花火を含む爆発物、危険

な武器の模造品を含み、またこれらに限定されるものではありません。生徒の所有になる危険な武器は

どんな物でもその生徒から没収されます。そして、いかなる違法な武器もニュートン市警察に引き渡さ

れます。他のすべての武器は学校長またはその指名する者の裁量により、生徒またはその親／保護者に

返還されます。武器の返還に先立ち、保護者には武器の所有が通知されます。 
 
“規制薬物”とは G.L.c.94C で規定されているすべての取締り対象物質を指します。それにはマリファナ、
コカイン、その生徒が有効な処方箋を持っていない処方箋薬が含まれ、また、これらに限定されるもの

ではありません。 
 
	 上記のすべての違反は生徒の学校や学校主催の活動からの排除を含みます。学校長またはその代理人

が懲戒に関する調査や審理を指揮します。 
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１．適法手続き	 －	 すべての短期及び長期の登校禁止に適用 
 
	 法律用語“適法手続き”とは合衆国憲法第 5および第 14修正箇条に由来しています。第 5修正箇条は
その中で「いかなる人も適法手続きなしにその生命、自由、財産を奪われることはない」と述べていま

す。第 14修正箇条は以下のようなものです。 
 
	 	 	 合衆国で生まれ、または合衆国の国籍を持ち、そしてその権力に従うすべての人は、合衆国の市

民であり、その居住する州の市民である。いかなる州も合衆国市民の基本的人権や特権を削減する

ような法を制定したり施行したりしてはならない。また、いかなる州も適法手続きなしにいかなる

人からも生命、自由、財産を奪ってはならず、さらにまた、その権力下にあるいかなる人も法によ

り平等に保護されることを否定してはならない。 
 

 
	 1975年 1月、合衆国 高裁判所は停学処分を言い渡された公立学校の生徒は、第 14修正箇条の適法手
続きの項によって保護されるという判断を下しました。州法は学校区に学校の維持を要請し、生徒には

学校への出席を義務付けています。そこで、 高裁判所は公教育を受けることは財産権であるとの判断

を下しました。 低の手続き的保護もなしに教育権を奪う（停学処分によって）ことは、したがって、

第 14修正箇条の適法手続きの節に書かれた財産権保護に対する違反となります。 
 
	 停学処分を言い渡された生徒はまた自由の権利も持っています。停学処分はその生徒の評判を傷つけ、

将来の機会（就職や大学進学など）を損なうかもしれませんから、 低の手続き的保護の欠如は第 14修
正箇条の自由の剥奪禁止に反します。 
 
	 ニュートン市立学校では、適法手続きは州法(M.G.L.c.71,§37H と M.G.L.c.71,§37H½と§37H¾にしたが
っています。懲戒処分を実施するにあたっては、学校職員は各生徒の法の下における適法手続きの権利

を注意深く守ります。学校職員が守る適法手続きは違反の性質によって決まります。 
 
	 ２．危険な武器の所持 、規制物質の所持、学校職員への威示行為で責任を問われた、または重罪

に問われたまたは重罪で有罪判決が下された生徒に対する適法手続き(M.G.L.c.71,§37H と
M.G.L.c.71,§37H½) 

  
A. 州法 M.G.L.ｃ.71,§37H 

 
州法は、学校長に次のようなことを行った 9 学年から 12 学年のいかなる生徒も学校の建物、
学校主催のまたは学校関連のイベント(スポーツの試合を含む)から排除することを認めてい
ます。 
 
１．	銃やナイフなどの危険な武器の所持が明らかになった場合；州法(G.L.c.94C)で定められ

た規制物質の所持；マリファナ、コカイン、ヘロインなどの所持； 
２．	学校長、副校長、教師、教師補助、またはたの教育スタッフへの威示行為。 

 
上記の違反で責任を問われた生徒は、生徒が陳述をするならば聴聞会の機会があることを文

書で知らされます。また、その聴聞会において学校長またはその代理人の前で証拠や証人を

示す機会についても文書で通知を受けます。その聴聞会の後、学校長／代理人は、その裁量

で、上記の違反を犯したと学校長／代理人によって裁断された生徒を退学処分ではなく停学

処分にすると決めることができます。 
 
これらの規定にしたがって学校区から退学処分になった生徒は教育長に上訴する権利があり

ます。退学処分になった生徒は退学になった日から 10日以内に教育長に上訴することを通
知します。生徒は、費用を自分で負担すれば、教育長の前での聴聞会で弁護士を持つ権利が

あります。聴聞会の論点はその生徒がこのセクションでの規定違反をしたかどうかという事

実認定に限られません。 
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B. 州法 M.G.L.c.71,§37H½ 

 
州法は学校長またはその代理人に重罪または重い青少年犯罪で罪に問われた生徒を出席停止

にすること、また重罪または重い青少年犯罪で有罪となった生徒または罪を認めた生徒を退

学にすることを、学校長あるいはその代理人がその生徒が引き続き学校に出席することが学

校全体に対し非常に悪い影響があると判断した場合、認めています(§37H½)。州法のこの規定
により停学または退学の対象となった生徒は、停学や退学が実施される前に停学または退学

の処分とその理由を文書で受け取ります。申し渡された停学期間が 10日間以下の場合、11日
間以上の停学または退学処分に対して設定された適法手続きのどちらでも適用可能な方が採

用されます。そのような適法手続きはこのハンドブックに書いてあります。生徒はさらに教

育長に対し停学または退学処分の不服申し立てをする権利があることを文書で知らされます。

ただし、教育長がつかさどる不服申し立てについての聴聞会の前はその停学や退学処分は有

効のままです。 
 
生徒は、停学や退学の実施日から５カレンダー日より遅れることなく教育長に対し不服申し

立ての聴聞会を要求する文書を提出することにより、停学または退学処分に対する不服申し

立てをすることができます。教育長は生徒の聴聞会の要求から３カレンダー日以内に生徒と

その親または保護者と聴聞会を開かなくてはなりません。教育長が出席する聴聞会において、

生徒は代理人を立てることができ、また口頭または文書で証言することもできます。教育長

は学校長またはその代理人による決定を覆したり変更したりすること、生徒に代替の教育プ

ログラムを提案することができます。教育長は聴聞会での決定を聴聞会から５カレンダー日

以内に公表しなければなりません。また、その決定はその生徒の停学または退学処分に関す

る学校区の 終決定となります。そのような不服申し立ての結果によっては、課された懲戒

処分は有効のままとなります。 
 
 

3.	 そのほかの違反によって罰せられた生徒の適法手続きの権利(M.G.L.c.71,§37H¾) 
 

 
通知と学校長との聴聞会 
 
このセクションに記載されているいかなる停学についても、学校長あるいはその代理人は責

任を問われている事柄と停学あるいは退学の理由を、親／保護者に英語と生徒の家庭で話さ

れている言語とによって通知します。生徒は責任を問われている事柄について文書で通知を

受け取ります。またその通知には、停学／退学が実施される前に責任を問われている事柄と

停学あるいは退学の理由について話し合うために学校長またはその代理人との聴聞会に参加

する機会についても書かれます。 
 
学校長またはその代理人は聴聞会へ参加する機会について親に口頭で知らせるために適切な

努力をしなければなりません。聴聞会は、長期の場合のように、学校長またはその代理人が

親が指定した緊急連絡のための方法で親と連絡を取るために書面での通知を少なくとも 2回
送り、そのことを記録した場合には、生徒の親／保護者の参加なしで開かれることがありま

す。 
 
学校長／代理人の聴聞会の目的は生徒が停学処分になる可能性のある問題となっている出来

事に関して聞き、検討すること、生徒に責任を問われている事柄について話し合い問題とな

っている出来事をめぐる状況を説明する機会を与えること、生徒が規則違反を犯したかどう

か決めること、またもしそうならばその違反行為に対する処分を決めることです。 
学校長／代理人は懲戒についての聴聞会において、規則違反に対して予想される処分にもと

づき生徒に与えられる権利の範囲を決めます。 
 

a. 短期停学 
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学校長／代理人は規則違反、告発の根拠、その他の関連した情報について話し合い

ます。生徒にもまた情報を示す機会があります。そのような情報には学校長／代理

人が生徒に対する処分を決定する際に考慮すべき酌量すべき情状が含まれます。学

校長／代理人は、親がもし出席していれば親に生徒の行為について話し合い情報を

提供する機会を与えます。その情報には学校長／代理人が生徒に対する処分を決定

する際に考慮すべき酌量すべき情状が含まれます。 
 
得られた情報をもとに、学校長／代理人は生徒が規則違反を犯したかどうかを裁定

し、もしそうであるならばどのような法的共済や処分が課されるのか決定します。 
 
学校長／代理人は生徒と親にその決定と理由を通知します。もし、生徒が停学にな

るのならそのタイプと期間、停学期間中の勉強に追いつくのに必要な課題や学習を

再履修する機会について通知します。決定は文書に書かれ、 初の通知のアップデ

ートの形をとることがあります。 
 
もし生徒が公立のプリスクールまたはキンダーガーテンから 3年生の間に在学して
いる時は、学校長／代理人は短期停学が実施される前に文書にされた決定を教育長

に送り、学校外停学に処する理由を説明します。 
 

b. 長期停学 
 
短期停学の聴聞会において生徒に与えられる権利に加えて、生徒は生徒記録や学校

長／代理人が生徒の停学を決定する根拠とした可能性のある書類を見る機会を持つ

ほか、次のような権利を持ちます；費用自己／親負担で弁護人または生徒が選んだ

専門家でない人を代理人にする権利；生徒側の証人を立てる権利と生徒が問題の事

件の説明をする権利、ただし生徒はそれを強制はされません；学校区側の証人を反

対尋問する権利；学校長／代理人によって聴聞会が記録されることを要求する権利、

および請求すればその音声記録のコピーを受け取れる権利。生徒か親が音声記録を

要求した場合、学校長／代理人は聴聞会の前に音声記録が残されること、コピーが

要求により生徒とその親に与えられることをすべての参加者に伝えなければなりま

せん。 
 
もし親が出席していれば、親には生徒の行為について話し合い、情報を提供する機

会があります。提供する情報には学校長／代理人が生徒に対する処分を決定すると

きに考慮する酌量すべき情状も含まれます。 
 
証拠にもとづき、学校長／代理人は生徒が規則違反を犯したかどうか決定し、もし

そうならば酌量すべき情状や停学に替わる処置を考慮した後、長期停学の替わりに、

またはそれに加えてどんな法的救済や処分が課されるかが決められます。学校長／

代理人は決定が書かれた文書を生徒と親に手渡し、または書留、第一種郵便、ｅ－

メールで、学校との連絡のために親から提出された住所やアドレスに送ります。ま

たは、学校長／代理人と親とで合意した配達方法が用いられることもあります。 
 

生徒がひとつの違反で 11日間以上の停学になった場合、または単一の学校年度内で何回かの違
反をし停学期間が 10日以上になった場合、文書による通知には英語と生徒の家庭で話されてい
る言語で、教育長へ異議申し立てをする権利やそのための手続きについても書かれます。いかな

る生徒も、建物から生徒が退去させられた 初の日から数えて 90日を越える期間停学になるこ
とはありません。 
 

4.	 学校内停学または短期停学に対する異議申し立て 
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A. 小学校の生徒については、不服申し立ては教育長またはその代理人に対して提出されます。
ミドルスクール、ハイスクールの生徒については、不服申し立ては学校長に対して提出され

ます。不服申し立ては停学が始まってから 5日以内に生徒の親／保護者(または 18歳以上で
あれば生徒自身)によって文書で提出されなければなりません。 
 

B. 上記の不服申し立てについての学校長の決定は迅速に成され、文書にされます。ミドルスク
ールやハイスクールの生徒はそれからさらに学校長／代理人の決定に対して不服申し立てを

することができます。その不服申し立ては学校長／代理人の決定が公表されてから 5日間以
内に生徒の親／保護者(18歳以上であれば生徒自身)により文書で提出されなければなりませ
ん。それらの不服申し立ては教育長またはその代理人のもとに文書でファイルされます。学

校長／代理人の決定についての不服申し立てについての決定は迅速になされて文書に書かれ

終決定となります。 
 
不服申し立ての結果によっては、課された懲戒処分は完了し、有効のままとなります。 

 
5.	 長期停学に対する不服申し立て	 ―	 教育長の聴聞会 
 

親／保護者は停学または退学が実施された日から５カレンダー日以内に教育長へ聴聞会の要請を

文書で提出します。場合によっては期限はさらに 7日間延長されることがあります。不服申し立
てが期限内に提出されなかった場合、教育長またはその代理人は不服申し立てを却下することが

できますし、自分の判断で善意で聴聞会を許可することもあります。 
 
教育長またはその代理人は生徒とその親／保護者と生徒からの聴聞会要請より３登校日以内に聴

聞会を開きます。親／保護者からの要請があれば期間はさらに７カレンダー日延長することがで

きます。親／保護者を含めるための誠実な努力が払われたなら、教育長の聴聞会は親／保護者の

出席がなくても進行することができます。教育長またはその代理人は、親と教育長がともに参加

できるような聴聞会の日時を見つけるために数々の努力をしたならば、誠実な努力を払ったとみ

なされます。教育長またはその代理人は親に聴聞会の日時と場所を文書を送って知らせます。 
 
聴聞会において、教育長またはその代理人は生徒が問われている規則違反を犯したかどうか決定

し、もしそうならばその処分を決めます。長期停学に関する教育長の聴聞会では生徒は生徒に与

えられたすべての権利を持っています。教育長またはその代理人は聴聞会の日から５カレンダー

日以内に決定を文書で公にします。もし、教育長またはその代理人がその生徒は規則違反を犯し

たと決定した場合は、教育長またはその代理人は学校長／代理人の決定と同じかそれよりも軽い

罰を与えます。しかし、学校長／代理人の決定した罰より重い罰を与えることはありません。不

服申し立ての結果によっては、課された懲戒処分は有効のままとなります。教育長の決定は学校

区の 終決定です。 
 

1 注意：10日以下の校内停学では異議申し立てはありません。 
 

6.	 強制転校 
 

学校区の教育長は、その自由裁量において、懲戒処分として生徒をニュートン市内のひとつの学

区域から他の学区域へ移すことがあります。 
 
7.	 緊急排除 

学校長／代理人は、生徒が規則違反に問われたときや、その生徒が引き続いて存在することが人

や所属物を危険にさらしたり、あるいは学校の秩序を著しく混乱させるとき、そして学校長／代

理人がそれ以外に危険や混乱を軽減する代替処置がないと判断したとき、生徒を学校から一時的

に排除することができます。学校長／代理人はただちに教育長に文書によって出席停止にしたこ

ととその理由を知らせ、また、その生徒によって引き起こされた危険について詳述します。一時

的排除は緊急排除の日から続いて２授業日間を超えてはいけません。 
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緊急排除に際して、学校長／代理人は生徒とその親に緊急排除と緊急排除が必要であった理由を

口頭で通知するため、ただちに適切な努力をしなければなりません。学校長／代理人は、上記の

ように、文書による通知を 2授業日の期限が切れる前に生徒とその親に出します。それにより生
徒には上記のように学校長／代理人との聴聞会の機会が与えられ、親には聴聞会に参加する機会

が与えられます。ただし、聴聞会のための日時は学校長／代理人、生徒、親の間で合意があれば

2授業日を超えることもあります。 
 
学校長／代理人は決定を口頭では聴聞会当日に伝え、文書では次の授業日より遅れることなく知

らせます。この文書は上に述べられたような必要事項が書かれていなければなりません。 
 
学校からの緊急排除の際には、学校長／代理人は生徒の安全と輸送に対する適切な対策がなされ

るまで生徒を解放することはありません。 
 

このセクションは 2014年 10月 10日の初版 2014年―2015年版権利と責任ハンドブックから改訂されま
した。 

 
C.	 スクールバス利用権の停止  
 
	 スクールバス内やその乗車を待つ間、または乗り降りに際して規則違反があった場合、その生徒のス

クールバス利用権は停止されることがあります。そのような権利停止は次のような方法で実施されま

す： 
 

１．	 1 日から 10 日間の停止の場合、学校長から生徒とその親／保護者に対し口頭で通知がなさ
れた後、スクールバス利用権は停止されます。通知によりなされた違反と何日間の権利停

止になるのかが知らされます。 
２．	 11 日間以上の停止の場合、学校長から生徒とその親／保護者に対し文書で通知がなされた

後、学校長によって決められた日数だけ特権が停止されます。文書による通知によりなさ

れた違反と何日間の特権停止になるのかが伝えられます。 
 
D.	 所持品検査と差し押さえ  
 
	 生徒達が身体や所持品を不当に捜索されないことは合衆国憲法第４および第 14修正箇条により保障さ
れています。ロッカーや机、技術機器類など生徒達に割り当てられている備品はニュートン市立学校の

所有に属します。したがって、学校職員は以下に述べるような手続きに従ってそのような備品の検査を

行う権利を持っています。生徒の身体検査、所持品検査、学校構内に駐車している生徒の自動車の捜索

も以下の手続きに従います： 
 
１．	 学校職員がその検査により規則違反または法律違反の証拠をつかめると信じるに足るもっと

もな疑いがある。 
２．	 そのようなもっともな疑いがある場合、学校長またはその代理人の明確な承認の下で検査は

行われます。 
３．	 授業を中断、妨害するのに使われる恐れのあるもの、例えば武器、は、生徒から没収されま

す。 
４．	 警官が捜査令状を持っている場合、学校の教職員は生徒の身体、持ち物、およびその生徒に

割り当てられている学校の備品を捜索することを警察に許可し、協力します。 
 
E.	 力の行使  
 
	 体罰は州法で禁じられています。しかしながら、教師または他の教職員はそれが正当かつ必要である

場合には生徒に対して力を使うことがあります： 
 
１．	武器または他の危険な物を取り上げるため； 
２．	ある人または所有物が危険に瀕している場合にかぎり、その人または物を守るため； 
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３．	自己防衛のため。 
 
F.	 特別な支援を必要とする生徒の懲戒  
 
すべての生徒はハンドブックに前述されたような行動規範を守ることが期待されています。障害を持

つ生徒も持たない生徒と同じように停学を含む懲罰を受けることがあり、停学処分にプレースメントの

変更が含まれていない限り、同一学校年度中に 10日間までの停学処分を受けることがあります。障害を
持つ生徒の停学が通算 11日以上になった場合、またはプレースメントの変更をもたらした場合は次のよ
うな手続きが行われなくてはなりません： 
 
障害の症状の見直しが学校とその生徒の親/保護者、TEAMの関係者によって実施されなくてはなりませ
ん。見直しの際、TEAMは違反行為がその生徒の障害の症状のひとつであるかどうか判断します。この
判断をする時に TEAMは生徒のファイルにあるすべての関連情報を検討しなくてはなりません。関連情
報には次のようなものがあります: 
 
 a.	 IEP（個別教育プラン） 
 b.	 すべての教師の観察事項 
 c.	 親/保護者から提供されたあらゆる関連情報 
 
TEAMミーティングでの結果は懲戒公聴会を実施する責任者に入手できるようにします。 
 
違反行為は生徒の障害に関係していると TEAMが判断した場合(つまり、行為が生徒の障害によって引き
起こされた、あるいは障害と非常に大きな関係がある、あるいはまた行為が IEPを十分に実施できなか
ったことに直接的な原因があると判断した場合)、その生徒は処分前のプレースメントに戻ります。ただ
し、次の場合を除きます: 
 
 1.	 親/保護者と学校がプレースメントの変更に同意したとき、あるいは 

2.	  下記に述べる暫定的教育環境の変更(IAES)としてプレースメントの変更が学校によって単独
に行われることがあります。 

 
TEAMが違反行為は生徒の障害の症状ではないと判断した場合、懲罰処分は行われます。そして、その
生徒は障害を持たない他の生徒と同じように処分の対象となります。しかしながら、生徒に無料で適切

な公教育を提供するため、特別支援教育は停学期間中の新しいプレースメントで提供されなければなり

ません。 
 
懲罰処分の結果としてプレースメントの変更が含まれるすべての場合において、機能的行動診断

（Functional Behavioral Assessment、FBA）が行われなくてはなりません。 
 
親はプレースメントの変更や症状の診断に同意できない場合、特別支援教育提訴局（Bureau of Special 
Education Appeals）に公聴会を要求することができます。 
 
特別な状況下では、IDEA2004は挙動が生徒の障害の症状であるか否かに関わらずプレースメントの変更
を認めています。そのプレースメントで無料かつ適切な公教育が提供される限り、このプレースメント

は 45授業日を超えない期間 IAESとなります。45授業日間のプレースメントは次のような場合に行われ
ます： 
 

1.	 生徒が武器を学校で持っていたとき、通学途上で持っていたとき、校庭で持っていたとき、
または学校行事に持ってきたとき(「武器」とは刃の長さが２½インチを越えないポケットナ
イフを除く死や重い怪我を引き起こしかねない道具や物、物質、生きている物、生きていな

い物を指します。18	 USC、セクション 930を参照してください。) 
2.	 学校で、あるいは学校グラウンドであるいは学校行事の際に、生徒が知っていてわざと不法

薬物を所有していた、または使用した、または販売した、あるいは規制薬物の販売を頼んだ。 
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3.	 生徒が学校で、学校グラウンドで、または学校行事の際に他の人に重傷を負わせたとき。
(「重傷」とは死の危険、ひどい肉体的苦痛、長い期間にわたる明らかな傷あるいは体の部
分や器官、背う心的機能の長期間にわたる機能喪失や機能不全を含むものと定義されます。

18 USC, セクション 930を参照してください。) 
 
学校がその生徒の現在のプレースメントがその生徒自身を傷つけたり他の生徒に怪我をさせる可能性が

極めて高いと判断した場合、学校がその生徒を 45日間以内 IAESへ措置できるよう特別支援教育提訴局
(Bureau of Special Education Appeals)からの命令を求めることもあります。  
 
 
 
X.	 健康に関する情報  
 
	 ニュートン学校健康プログラムはニュートン保健・ヒューマンサービス局（Newton Health and Human 
Services Department）によって管理されています。学校の健康担当チームには次のような人が含まれてい
ます：保健・ヒューマンサービス局長（Health and Human Services Commissioner）、保健・ヒューマン
サービス副部長（Deputy Commissioner of Health and Human Services）、保健部長（Director of Health 
Services）、学校看護士監督官（School Nurse Supervisor）、学校看護士、健康アシスタント、および学校
医。専門家からなるこのチームは学校コミュニティに 善のケアを提供するよう努めています。彼らは

子供は学ぶために健康でなくてはならず、また、健康であるためには学ばなくてはならないと考えてい

ます。 
 
A.	 秘密保持  
 
	 すべての医学情報は内密にされます。生徒の健康と安全のため、関連した情報は“知っている必要の

ある”学校職員の間で共有されます。 
 
B.	 予防接種  
 
	 マサチューセッツ州規則では学校に在籍するのに 低必要な予防接種を定めています（105 CMR 
220.000）。これらの要請はプリスクールプログラム（105CMR 220.400に規定）に参加している生徒と、
キンダーから 12 年生までのすべての生徒に適用されます。現在の規則は生徒に小児マヒ、ジフテリア、
破傷風、百日咳、麻疹、おたふく風邪、風疹、B 型肝炎、水疱瘡の予防接種を受けることを義務付けて
います。加えて、生徒の一部には髄膜炎のワクチンが必要とされています。法と規則は予防接種が更新

されていなければ生徒を学校から除外するよう規定していますが、医学的または宗教的理由による例外

は入学の際認められます。医学的または宗教的理由によらないで予防接種を受けていないまたは一部し

か受けていない子供が学校から排除されない唯一の例外は、ホームレスの子供です。 
 
注意：ワクチンで予防可能な病気が発生した場合、ワクチンを接種していない感染しやすい人（医学的

または宗教的理由による例外となっている人を含む）は届け出伝染病、監視と分離、隔離についての要

件（105 CMR 300.00）で決められている適当な期間出席を停止されます。 
 
	 予防接種に関する書類、また例外に関する書類は学校に入学する際提出されなければなりません。こ

の書類が受理されるまでどんな子供も登校を開始できません。 
 
C.	 身体検査  
 
	 ニュートン市立学校は学習環境にある生徒たちの保護、安全、健康に責任があります。したがって、

生徒の病歴と健康診断結果が学校健康記録に必要です。 
 
	 マサチューセッツ州一般法 c.71,§57 と関連法および規則（105 CMR 200.000– 200.920）は学校の生徒
に入学前 1 年以内または入学後 1 年以内の検診、その後は 3 年から 4 年ごとの検診を義務付けています。
ニュートンでは検診は入学時と 6年生のとき、また競技スポーツに参加するときに義務付けています。 
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D.	 義務付けられている検査プログラム  
 
	 健康問題についての集団検査は以前には認識されていなかった状態や治療されていない病気を可能な

限り早く見つけることができます。これにより早期の対策や治療が可能になり、障害の可能性や、医療

費、学業上の不利を抑えることができます。検査はその性質上診断を下すものではありません。検査は

単にさらなる医学的注意が必要な生徒たちを示すように作られています。 
 
	 マサチューセッツ州一般法は、公立学校の生徒に対し視力、聴力、発育と姿勢の検査をするよう義務

付けています。親／保護者は正常範囲に入らないことがわかった場合は通知を受けます。 
 
・	 視力―視力検査プログラムが必要とされます。視力と学習の間には密接な関係があるからです。

ニュートンでは、視力検査はキンダーガーテン（10 月 31 日までに）と１、２、３、４、５、７、
９年生で行われます。 

・	 聴力―聴力検査プログラムは、教育的見地からは重大な聴力障害を持っているが、この検査をし

なければその障害を見つけられないような子を見つけます。ニュートンでは聴力検査はキンダー

ガーテン（１０月３１日まで）、１､２、３年生と７、9年生で行われます。 
・	 発育―発育検査プログラムは身長、体重測定からなり、学校の健康に関する専門家が次のような

ことを知るために行われます 
・生徒の発育と発達のパターンをモニターする、 
・重大な健康上の問題を示している可能性のある異常な発育に気づく、 
・栄養的に問題のある可能性のある生徒を見つける、 
・肥満あるいは肥満になる危険性のある生徒を見つける。 

	 	 	 ニュートンではキンダーと１、４、７、１０年生で身長、体重をはかり体脂肪指標（BMI）を算
出します。 

・	 姿勢―姿勢検査プログラムは次のような目的のため行われます。 
・詳しい医学的診断が必要な脊椎の問題の初期兆候を見つけるため、 
・定期的な観察をするため、 
・外科的治療の必要を減らすため。 

	 	 検査は成長期であることや成長速度の個体差を理由として５年生から９年生で毎年行われなけれ

ばなりません。親／保護者が学校での姿勢検査を拒否する場合には、家庭医による診断書を学校

看護士まで提出しなければなりません。診断書には検査日と結果、医師名が必要です。ニュート

ンでは５、６、７、８、９年生で姿勢検査が行われます。 
・	 鉛中毒検査―キンダーに入学した生徒は生まれてからそれまでに 低１回は鉛中毒に関するテス

トを受けたことを証明する証明書が必要です。キンダーに入学する際に鉛中毒検査を義務付けて

いるのは G.L.c.111,§193 と DHP の鉛中毒防止および制御に関する要件（150CMR 460.040-
460.070） の条項です。 

 
 
E.	 学校での病気（学校を休むとき）  
 
	 たくさんの要因が学校で伝染病がうつる危険性を高くしています。伝染性のある病気の疑いがある生

徒は学校看護士の判断で登校を制限されることがあります。どの生徒も病気が治るまでまたは医療従事

者による診断書がない限り、再び登校することを許されません。 
 
	 病気の広がりを防ぐため、次のような場合には子供を家庭にとどめてください。 
 
・	 過去 24時間のうちに 100度（37.8℃）以上の熱があったとき 
・	 風邪の症状が盛んなとき 
・	 のどが痛むまたは首のリンパ腺が腫れているとき 
・	 診断がされていない皮疹あるいは発疹があるとき 
・	 過去 24時間以内に嘔吐または下痢があったとき 
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・	 治療されていない毛じらみがあるとき 
 
F.	 学校内での生徒への投薬  
 
	  ニュートン市保健・ヒューマンサービス局（The  Newton Health and Human Services Department）の医
薬品の投与に関する方針は各学校の保健室で入手できます。方針の主要な点は次のとおりです： 
 
	 可能な限り、投薬は学校にいる時間を避けて予定してください。生徒が学校で投薬されることが必要

な場合は次のような要件を満たしでいなければなりません： 
 
・	 医薬品に関する指示書は各学校年度の始めに更新されていなければなりません。 
・	 処方箋なしの医薬品を含むすべての医薬品には処方箋を書く資格のある者によって書かれた指示

書 と 必 要 事 項 が 全 て 記 入 さ れ た 医 薬 品 許 可 書 が 必 要 で す 。 許 可 書 の 用 紙 は

http://www.newtonma.gov/medicationpermissionで入手できます。 
・	 短期間、例えば 10 日以下の登校日、の服薬は医師の指示書の代わりに薬局のラベルのついた容
器を使うことができます。 

・	 医薬品は親／保護者によって持参されなければなりません。 
・	 医薬品は薬局または製薬会社のラベルのついた容器に入れて持参されなければなりません。 
・	 30日分の医薬品が一度に受け取れる 大の容量です。 
・	 ある条件の下では校外学習で投薬を代行することが承認されます。 
・	 学校看護士との協議の後、特定の状況下では自分で服薬することが許されます。 

 
G.	 HIV/AIDS 
 
	 AIDS または HIV に感染している生徒はが通常の学校環境下での接触で HIV をうつす危険はありませ
ん。また、そのような生徒は授業に出席することや学校主催のプログラムに参加することにおいてその

他の生徒達と同じ権利を持っています。ただひとつの例外は、その生徒が制御不能な出血をしている、

または他の人にとって危険な挙動を示しているようなまれな場合です。 
 
	 HIV 感染あるいは AIDS の生徒のプライバシーは州のプライバシー法によって守られています
（G.L.c.214,§１B）。 
 
	 生徒の親／保護者は生徒の AIDS／HIVに関する情報を守る門番です。親や保護者にはこの種の情報を
学校関係者に伝える義務はありません。しかしながら、生徒の主治医と協議し、親／保護者は特定の学

校関係者、特に学校看護士あるいは学校医、に生徒の AIDS／HIV感染状況について知らせることができ
ます。親／保護者がそうすることに決めた場合、次のようなガイドラインが薦められます： 
 
・	生徒の親／保護者は学校看護士または学校医に直接知らせることができます。 
・	または、生徒の親または保護者は主治医に知らせることを依頼することができます。この場合、

親または保護者の明確な意思による同意書が必要です。 
・	学校看護士や学校医からさらに他の学校関係者に生徒の HIV の病状に関する情報を伝える場合に
は、親または保護者の明確な同意書が必要です。 

 
	 HIV/AIDSに関する方針のすべてはオンラインで、学校委員会方針ページで知ることができます： 
http://www3.newton.k12.ma.us/rightsandresponsibilities.html。 
 
H.	 生命にかかわる食物アレルギー  
 
	 ニュートン市学校委員会の方針は、ニュートン市内のすべての生徒と学校に対し、生命にかかわる食

物アレルギー（Life-threatening Food Allergies：LTA）をもつ子ども達が生死に関わる反応を引き起こすア
レルギー源に接する危険性を 小限に食い止めるような、年齢に応じたガイドラインを設定することで

す。そのようなガイドラインには次のようなことが含まれなければなりません：建物ごとの一般的な救

急プラン、生命にかかわる食物アレルギーに対する救急プラン、LTAを持つと診断されたすべての子ど
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もたちに対する個別健康管理プラン、教職員に対する適切な訓練、生命にかかわるアレルギー反応にす

ばやく対応する医療器具がその場で使えるようにすること、そして LTAを持つ子ども達が生命にかかわ
る食物アレルギー源に接することによる危害を不必要に恐れることなく、学校での活動に十分に参加で

きるようにするためのその他の条項。 
 
	  
	 学校委員会は、そのような目的を持った建物ごとのガイドライン／活動が、すべての子供たちの健康

面からの必要性を考慮したうえで、なおかつ、どの子も差別されたり隔てられたりしないものであるこ

とを求めています。学校委員会は、教育と率直で有益なコミュニケーションとが生徒たちとその家族す

べてにとって危険性の少ない環境を作り出す上できわめて重要であると信じています。大きくなるにつ

れ、LTA を持つ子供たちは自分の安全を守る責任をより多く負うようになると考えます。そこで、低学
年からミドル、ハイスクールへと進むにつれ、ガイドラインも変わっていくというのが学校委員会の方

針です。 
 
	 生命にかかわる食物アレルギーガイドラインの全容は以下のサイトの学校委員会方針ページで見るこ

とができます： 
http://www3.newton.k12.ma.us/rightandresponsibilities.html。 
 

I. 健康に関する方針（2015年 10月	 学校委員会により承認された更新後の方針）  
 
ニュートン市立学校はすべての生徒の学力、身体、社会性、そして心を育むことを目標とし

ています。この目標を達成するために、学区では全生徒のための包括的な学校保健制度を設

け、全職員の専門知識の育成のために継続的にその内容を改善しています。この方針は 2 年
毎に審査され、方針の変更があれば協議のために学校委員会に提出します。この方針はマサ

チューセッツ州公衆衛生局規則（105 CMR 215）に従って設定したものです 。 
 
健康に関する方針は www.newton.k12.ma.usの学校委員会の方針（School Committee Policies）
ページですべて閲覧できます。 

 
 
XI.	 手続き、方針、その他の情報  
 
A.	 事故保険  
 
	 われわれのウェブサイトで保護者のための任意生徒事故保険プランが入手可能で、もし保険に加入す

れば、保険プランが授業時間内における子供の保護を提供します。ニュートン市立学校はこの任意事故

保険オプションについての情報を現金払いの医療費に備えて保護者の利便のために提供しますが、いか

なる特定の保険会社も推薦しません。この保険についての情報には次のサイトでアクセスできます： 
http://www3.newton.k12.ma.us/resources-families。 
 
B.	 学校内での広告  
 
	 教師や生徒から直接寄付を求める広告物は、学校委員会の投票によって支持されない限り、掲示され

たり配布されたりすることはありません。寄付されたもので広告を含むものは、教育長室が有意義な教

育的経験であると判断したとき以外は、学校で使用するために受け取ることはありません。これには電

子メールでの広告も含まれます。 
	  
C.	 評価に関する方針  
 
	 ニュートン市立学校での教育や学習は国、州または地域の評価法を使って評価されます。 
 
	 1998年以来、生徒の進度は部分的にはマサチューセッツ州総合評価システム（MCAS）によって評価
されてきました。その目的は、州によって義務付けられている MCASテストプログラムの目的は生徒の
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標準化カリキュラム上の習熟度を評価することです。より詳しい情報はマサチューセッツ州初等中等教

育局のウェブサイト：http://www.doe.mass.edu/mcas/で知ることができます。 
 
	 2016～17年度には、 小学校とミドルスクールの生徒たちは英語と数学を PARCC(Partnership for 
Assessment of Readiness for College and Careers) によって評価されます。このテストは、去年多くのニュー
トン市内の学校で試行されたように、特に Common Core State Standards を評価するために作られました。
詳しくはウェブサイト：http://www.doe.mass.edu/mcas/ をご覧ください。 
 
	 MCASは引き続き科学のテストとしてすべての受験学年(5年生、8年生、9年生)で使われます。また
ハイスクールでは MCASの英語と数学も使われます。 
 
	 MCASに加えて、ニュートン市立学校では特定の目的のために選択された他のさまざまな評価法を使
って生徒を評価します。州からの要請にしたがって、われわれは各学年、各学科における生徒の進歩を

測る“学校区の評価法”を作ることに邁進しています。 
 
	 個人のまたは学校ごとの評価データはさらなる教育のための生徒のニーズ ― もっと難しい教材が必要
なのかあるいは特定のスキルや概念にもっと時間をかけるのか ― を決めるのに使われます。学校区レベ
ルではデータは長期的傾向を知るためや大規模なカリキュラム新構想、あたらしい教授法を考えるのに

使われます。 
	  
	  
D.	 本や備品の取り扱い  
 
	 生徒には、教室内の本、図書室の本、運動器具、カメラ、楽器、その他のその生徒に預けられたり貸

し出されたりした学校の備品を決められた期間内に返却する責任がある場合があります。そのような物

品を決まりにしたがって返却しなかった場合、放課後の留め置きや課外活動への参加差し止めの対象と

なります。生徒にはそのような物品を預けられた、または貸し出されたときと同じ状態で返却する責任

がある場合があり、その物品を失くしたり損傷を与えたりしたときには購入、補修の費用を負担しなけ

ればなりません。 
 
 
E.	 職業技術教育  
 
	 マサチューセッツ州法第 74章では各コミュニティが生徒のニーズに応じて職業技術教育(Career and 
Vocational Technical Education, CVTE)を提供するよう義務付けています。ニュートン市立学校ではニュー
トン･ノース･ハイスクールとニュートン･サウス･ハイスクールの生徒に開かれた市全体規模のプログラ

ムを提供おり、そのプログラムはニュートン･ノース･ハイスクールにあります。ニュートン･サウスの生

徒たちは学科授業をニュートン･サウスで受ける一方で CTVEの専攻過程に出席することができます。ニ
ュートン･サウスの生徒が CTVEを専攻するフルタイムの学生としてニュートン･ノースに転校すること
を希望する場合は、越境入学に関する学校区の方針に従わなければなりません。CTVE予科を修了して
職業訓練専攻を希望する生徒は CTVE申請をしなくてはなりません。申請はニュートン市立学校のウェ
ブサイト上で CTVEセクションを通してアクセスすることができます。詳しい情報は職業技術教育ディ
レクター（the Director of Career and  Technical Education）に問い合わせてください。電話番号は(617)559-
6250または(617)559-6254です。 
 
	 職業技術協同教育をメジャー３課程で取っている生徒は職業技術協同教育での職業体験を利用するこ

とができます。協同教育プログラムは生徒たちの学習経験にさらに深さと広がりを与え、生徒たちの知

識や技能を実際の職場を模した学習環境で広げられるように作られています。これは報酬を伴う、教官

の監督下での、直接に職業や技術プログラムに関係した学習体験です；しかも学校の単位になります。

生徒たちの日々は学科学習と職場での訓練とに分かれます。協同プログラムを受ける資格を持つには、

その生徒は技能に熟練していること、よい出席記録を持っていること、よい学科成績を修めていること、

履歴書を作成していること、職業６ヵ年計画ができていること、教師からの推薦状があることが必要で

す。 
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F.	 道路横断護衛官（クロッシングガード）の護衛範囲  
 
小学校のみ（K-5）―	 警察の横断護衛官は主要な交差点で始業開始前 45分間と終業後 45分間任務につ
きます。親または保護者は生徒達にこの時間内に登下校するよう指導してください。護衛官は火曜日と

午前授業の日には午後 1時 15分まで任務につきます。スケジュールは以下の通りです： 
 
・	月、水、木、金―午前 7時 50分から 8時 35分と午後 3時から 3時 45分。 
・	火曜日と午前授業の日：午前 7時 50分から 8時 35分と午後 12時 30分から 1時 15分。 

 
デイミドルスクールそばの Minot PlaceとWalnut Streetの交差点 
 
・	月、水、木、金：午前 7時 30分から 8時 15分と午後 2時 30分から 2時 55分 
・火：午前 7時:30分から 8時 15分と午後 1時 45分から 2時 10分 

 
 
G.	 英語学習者プログラム（ELL）  
 
	 	 ニュートンの ELLプログラムは全ての小学校とミドル・ハイスクールでキンダーから 12年生まで
のおよそ 800人にサービスを提供しています。ニュートン市立学校に転入する生徒で、家庭で英語以外
のまたは英語に加えて他の言語を話している生徒はすべて英語能力を評定されます。サービスを受けた

ほうがよいという勧めを受けた場合、親や保護者は親／保護者にはサービスを受けるか、拒否するかの

権利があることを説明されます。英語習熟度を上げるための話す、聞く、読む、書く技能が ESL教師と
教員補佐によって教えられます。教え方は個々の生徒の言語的、文化的、教育的ニーズに合わせられま

す。必要に応じて、 もよく使われる 7つの主要言語（中国語－広東語／北京語、スペイン語、ロシア
語、ポルトガル語、韓国語、日本語、ヘブライ語）での母国語によるサポートが家庭で提供されます。

英語を第一言語としない生徒たちは通常の、または特別支援の授業や、技術、職業プログラムのすべて

のコースに参加する平等な権利を持っています。また、彼らは学校主催のすべての活動に参加する権利

も持っています。英語学習者は自分が理解できる言語でカウンセリングを受けたりハイスクールの教科

課程情報を得たりする権利を持っています。英語学習者の家族には自分たちが理解できる言語でまたは

理解できる方法で学校に関する譲歩を得る権利があります。学校職員が子供の教育に関するカンファレ

ンスやミーティングのための通訳を手配します。詳しくは ELL 局(617)559-6043 までお問い合せください。 
 
 
H.	 フィールド・トリップ  
 
	 必修の学科活動ではない学校主催の旅行への参加は生徒の権利ではなく、特典です。学校長またはそ

の代理人の裁断において、ある生徒の行動パターンがきわめて不適切で計画されている旅行を台無しに

すると考えられる場合、学校長またはその代理人はその生徒を参加させないようにすることができます。	  
 
いかなる生徒も親／保護者から提出された署名入りの同意なくしては学校のトリップに参加することは

できません。生徒が経済的困窮によって学校の旅行に参加できないということは許されません。そのよ

うな場合、親または保護者は援助についての相談のため学校長に連絡してください。付き添いをする保

護者は、現在あるいはこれからのボランティアの条件として、学校区に自分の CORI/SORI情報（犯歴
情報）にアクセスする許可を与えるよう求められます。 
 
 
I.	 贈り物に関する方針  
 
	 通常の義務を果たしている教師はその指示によって生徒から贈り物を受け取るべきではありません。 
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J.	 家庭または病院で得られるサービス  
 
	 医療上の理由で欠席（または入院）を続ける必要がある生徒は、家庭または病院で教育サー

ビスを受けることができます。一学年度内に１4日以上を家庭または病院で過ごした生徒がこ
れらのサービスを受けることができます。また、医師による診断・指示書が必要です。家庭ま

たは病院でのサービスを受けるには、生徒の親が学校長か学校のカウンセラーに連絡し、医師

による診断・指示書を提出して要件を満たす必要があります。かかる教育サービスは、生徒に

そのサービスを受ける資格があるという決定が為されない限り、特別教育とはみなされません。

また、これらのサービスには生徒の IEPに関する要件も含まれます。 
 
 
K.	 休校や始業時間変更のお知らせ  
	  
休校になったとき、または始業時間が遅くなったとき、その知らせはニュートン市立学校の Reverse-911
連絡システムで家庭に連絡されます。また、その知らせは次のラジオ・テレビ局でもお知らせします：

WBZ(1030AM)、WRKO(680AM)、ニュートンケーブルテレビ、４、５、７、56の各 TVチャンネル。ま
た、ニュートン市立学校のウェブサイト：http://www3.newton.k12.ma.usでも知ることができます。さら
に、緊急連絡ライン(617)559-9699で録音されたメッセージを聞くこともできます。消防署や警察署には
電話しないでください。ラジオを聞くか、テレビを見るか、ウェブサイトをチェックするか、または緊

急連絡ラインに電話して録音されたメッセージを聞いてください。 
 
	 大雪またはアイス・ストームの翌日、学校は再開されるかもしれませんが、親または保護者は自宅周

辺の道路の状況が登校に安全かどうか、自分自身で判断してください。親または保護者の判断は生徒の

欠席の正当な理由とされます。 
 
 
L.	 親が持っている教師の資格を知る権利について  
 
	 落ちこぼれ撲滅法（the	 No Child Left Behind Act：NCBA）により、親または保護者は子供の担当教師
の職業上の資格についての情報を要求することができます。親／保護者はその情報を学校長に要求する

ことができます。親／保護者は要求すれば次のような情報を得ることができます： 
 
・	 その教師が今担当しているクラスを教えるのに必要な州の免許を持っているか、または免許に必

要なことを満たしているか； 
 
・	 教師の専攻分野での学位と他の修了学位、あるいは教師の持っている分野や学科が明示された証

書； 
 
・	 子供が補助教員から指導されているかどうか、指導されている場合はその補助教員の資格。 

 
 
M.	 生徒の権利保護に関する修正法（PPRA）について  
 
	 PPRA は親／保護者と 18 歳以上または法的に自立している生徒（有資格生徒）に対し、調査や市場調
査を目的とする情報の収集および使用、またある種の身体検査をわれわれが行うことに関して次のよう

な権利を与えています。 
 
	 全体又は一部が合衆国教育省（the U.S. Department of Education：ED）のプログラムから資金を受けて
いる調査の場合、生徒が次の保護条項のうちのひとつ以上に関係する調査（“保護情報調査”）に回答

を求めらる前に承諾を与える権利： 
 

１．	生徒またはその親／保護者の関係する政治団体、政治的意見； 
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２．	生徒またはその家族の精神的または心理学的問題； 
３．	性的行動または性的傾向； 
４．	非合法的または反社会的行為、自己を罪に陥れるような行為、品位を傷つける行為； 
５．	回答者と近い親族関係を持つ人の批判的評価； 
６．	弁護士、医師、聖職者との関係のような法的に特権を認められている者との関係； 
７．	生徒またはその親／保護者の宗教行為、関係する宗教団体、宗教的信条； 
８．	収入、ただし、あるプログラムへの参加資格の有無を決めるために法的に必要な場合は除く。 

 
次のような調査、活動の通知を受け、不参加の選択を持つ権利： 
 

１．	どこから資金を提供されているかにかかわらず、他のあらゆる保護情報調査； 
２．	学校またはその代行者によって実施され、通学の条件として要求され、生徒の現在の健康と

安全を守るためには必要のない、あらゆる緊急性を持たない侵害性の高い身体検査やスクリ

ーニング。ただし、聴力検査、視力検査、脊柱側彎症検査と州法によって許可、または義務

付けられている身体検査とスクリーニングを除く； 
３．	市場調査、販売、あるいは情報を他に提供することを目的として生徒から得た個人情報を収

集、開示、使用することをふくむ活動。 
 
要求すれば実施前あるいは使用前に点検できる権利― 
 

１．	生徒の保護情報調査； 
２．	上記に述べたような市場調査、販売あるいは他の配布を目的として生徒から個人情報を得る

ために使われる機器； 
３．	教育課程の一部として使われる教材。 

 
また、PPRAは、親/保護者には子どもを学校の特定の活動（たとえば保護情報調査、マーケ
ティング調査）や特定の身体検査およびスクリーニング検査に参加させない選択肢があること

をニュートン市立学校が親/保護者に伝え、同意/辞退のいずれかを選択してもらわなくてはな
らないと規定しています。 
ニュートン市では、親／保護者の方々と話し合いながら、これらの権利に関する方針を検討し、採用

してきました。また、同様に保護条項に関する調査や、市場調査、販売あるいは他への配布を目的とす

る個人情報の収集、開示、使用において生徒のプライバシーを保護するための取り決めもご両親方と話

し合いながら検討、採用してきました。ニュートン市は親／保護者と有資格生徒にこれらの方針を少な

くとも年に一度、学校年度の始まりと大きな変更があったときにお知らせしています。ニュートン市は

また郵便または e‐メールで直接親／保護者と有資格生徒に、少なくとも年に一回、学校年度の始まりに
下記に挙げたような行事の確定した、または大体の日程をお知らせし、生徒に不参加を選ぶ機会を与え

ています。 
 

・	 市場調査、販売、あるいは他の配布を目的とした個人情報の収集、開示あるいは使用。 
・	 教育局から全く資金援助を受けていないあらゆる保護情報調査の実施。 
・	 先に述べられたようなあらゆる緊急性を持たない侵害性の高い身体検査やスクリーニング。 

 
権利が侵害されたと思う親／保護者／有資格生徒は Family Policy Compliance Office, U.S. Department of 
Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605または 1-800-USA-LEARN (1-800-
872-5327)に苦情を訴えることができます。このお知らせは合衆国教育局から来ています。 

 
PPRA通達と特定活動への参加／不参加の選択 
 
	 生徒の権利保護修正法（PPRA）、20U.S.C.§1232hは、ニュートン市立学校に特定の教育活動につい
ては親／保護者にそれについて通知し、子供の参加について同意を得る、または子供を参加させない選

択ができるようにすることを義務付けています。これらの活動とは次の 8つの領域のひとつ以上に関す
る生徒の調査、分析あるいは評価を含むものです（保護情報調査）： 
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１．	生徒またはその親の関係する政治団体、政治的意見 
２．	生徒またはその家族の精神的心理学的問題 
３．	性的行動と性的傾向 
４．	非合法的または反社会的行為、自己を罪に陥れるような行為、品位を傷つける行為 
５．	回答者と近い親族関係を持つ人の批判的評価 
６．	弁護士、医師、聖職者との関係のような法的に特権を認められている者との関係 
７．	生徒またはその親の宗教行為、関係する宗教団体、宗教的信条 
８．	収入、ただしあるプログラムへの参加資格の有無を決めるために法的に必要とされる場合を除

く。 
 
この要請は市場調査を目的とした、生徒に関する情報の収集、開示、使用、また、ある種の身体検査や

スクリーニングにも適用されます。親／保護者はこれらのいかなる活動についても事前に通知を受け取

ります。これは合衆国教育局からのお知らせです。 
 
 
N.	 越境入学  ―  一般的なガイドライン  
 
・	 ニュートンに住んでいる生徒が住まいの学区域にある学校以外のニュートンの学校に越境入学を

望む場合、その枠は限られています。そのような転入学は定員に空きがある場合にのみ限られま

す。興味のあるご家庭は 617-559-6105に問合せてください。 
・	次の学校年度についての応募は教育センター218室または www3.newton.k12.ma.usで 2016年 11
月 14日以降に入手可能となる用紙に記入し提出してください。 

・	すべて記入した応募用紙には学区域内の学校の校長の署名をもらい、3月 1日から 5月 1日まで
の間に提出してください。特別な事情があって 5月 1日以降労働記念日までの間に提出された応
募は他のすべての転入学措置が決められた後、検討されます。 

・	学区域外の学校への通学を許可することは希望した学校と学年に空きがあることが条件で、以後

に在籍することになるすべての学年に対しても同様です。クラスや学年、学校の人数がどのくら

いになるかは学校当局によって も新しい予測がなされます。人数規模は希望が提出された年度

と学校当局が予測を提供している将来の年度との両方が考慮されます。 
・	越境通学する子の学校への送迎は親/保護者が責任を持たなければなりません。 

 
 
O.	 調査に関する方針  
 
	 ニュートン市立学校は定期的に生徒の到達度やカリキュラムの開発／実施といった分野での研究を行

っています。また、幼児教育、初等教育、あるいは中等教育といった個々の分野に焦点をあてた問題も

定期的に研究しています。ときによりニュートン市立学校は、個人や研究機関、あるいは組織から学校

での調査を実施するよう依頼されます。そのような依頼はすべて、中等教育および特別プログラム担当

副教育長の承認を得るため文書で提出されなければなりません。ニュートン市立学校内で調査を行うこ

とに関する情報は次のサイトでえられます：

http://www3.newton.k12.ma.us/sites/default/files/research%20request%20form.pdf。  
 
 
P.	 学校委員会  
 
	 ニュートン学校委員会は 9月から 6月までの毎月第 2、第 4月曜に開かれます。月曜が休日の場合、ミ
ーティングは火曜日に開かれます。ミーティングは通常教育センター、100	 Walnut Street, Newtonvilleの
210号室で行われます。ミーティングは一般に公開されています。詳しい情報はウェブサイト
http://www3.newton.k12.ma.us/schoolcommittee/ をご覧ください。  
 
 
Q.	 学校評議会  
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	 1993年制定のマサチューセッツ州教育改革修正法（the	 Massachusetts Education Reform Act of 1992）
は各公立学校に、学校長、教職員により選ばれた教員、親のコミュニティによって選ばれた同数の親、

学校に子供を通わせていないコミュニティのメンバー、からなる教育評議会を設けるよう義務付けてい

ます。評議会の目的は教育目標の設定、生徒の教育的ニーズの特定、年間学校予算の検討、学校改善計

画の作成に関し、学校長を補佐し助言することです。 
 
R.	 禁煙ゾーン令  
 
	 2007年 12月 17日、市議会において禁煙ゾーン令（Z-17）が可決され、2014年 6月 16日に修正され
ました。現在はニュートン・ノース・ハイスクールでのプログラムですが、他のニュートン市立学校へ

も拡張されるでしょう。 
 
	 ニュートン市議会では次のようなことが定められました：2007年マサチューセッツ州ニュートン市修
正条例は、以後さらに修正された 20-7節と付加条項が加えられた 20－8節（Rev. Ords. 2012,Ord. A-42, 
06-16-14）を含むもの とする。以下のとおり： 
 
20-7節：喫煙の禁止‐歩道と他の公共の場 
 

(a)	 次の場所ではいかなる人も喫煙する、もしくは火のついたあるいは煙の出ているタバコ、葉巻、
あらゆる種類のパイプ、そのほかのあらゆるタバコ類を持ち、または持ち運んではならない。 
(1)	 Albermarle Roadの歩道、 Watertown Streetとの交差点から北の方へ 299フィートの東側歩
道；Edinboro Street,	 Watertown Streetとの交差点から北の方へ 257フィートの西側歩道；
Watertown Street, 	 Albermarle Road（東側の車道）との交差点から東へ向かって Edinboro 
Streetとの交差点までの北側； 

  (2) ニュートン・ノース・ハイスクールの所有地境界線の周囲 900フィート以内の歩道あるい
は公共の場所。 

 
(b)	 公共事業局長は禁煙を指定された場所を示す標識を立て、保全しなければならない。標識は公

衆がそれによってその禁止や禁止された場所であることに適切に気づくように立てられなけれ

ばならない。 
 
(c)	 健康・ヒューマンサービス局長またはその代理人はこの条例の項を施行しなければならない。

局長またはその代理人は、この節の初犯者に局長またはその代理人により承認された禁煙／喫

煙教育プログラムを与えなければならない。また、重犯者に対しても同様のプログラムを与え

ることがある。局長または代理人によって承認された禁煙／喫煙教育プログラムを修了した証

明は 20―21節で定められた罰金の代わりとすることができる。(Rev.Ords.2001,Ord.X-14,4-1-
02;Ord.No.Z-17,12-17-07) 

 
20-8節：E－タバコの使用―使用禁止の場所 
 
e-タバコの使用は州法(M.G.Lc.270,§22)（煙の無い職場法）で喫煙が禁じられている場所では使用禁止で

す。またこの修正法の§20-7で列挙されている場所でも使用禁止です。健康福祉サービス局長
(Commissioner of Health and Human services)またはその代理人は§20-7(c) にしたがって	 このセクシ
ョンを施行する。(Rev.Ords.2012,Ord.A-42,06-16-14) 

 
健康福祉サービス局長はこの条例の施行をニュートン・ノースの職員に委任する。 
 
 
S.	 写真、ビデオテープ、オーディオテープを含む生徒の活動  
 
	 生徒は、教育活動の一環として、またはクラスや学校の記念アルバム、学校新聞 NewTVで放映される
ビデオマガジン、ドラマ作成などの生徒活動に関連して、他の生徒または学校職員により写真やビデオ
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を撮られたり、録音されたりすることがあります。親／保護者が自分の子供が写真やビデオを撮られた

り、録音されたりすることを望まない場合は、子供の学校の学校長に連絡を取ってください。「限られ

た生徒情報提供の辞退」および/または「メディアへの提供および出版物」の書式にその旨を示す必要が
あります。学校長は場合に応じて、写真撮影やビデオ録画、録音を含む生徒の行事や活動にさらなる制

限を課すことがあります。 
 
	 しかしながら、生徒が一般に開放された行事に参加しているとき、あるいは NewTVを通して放送され
る番組の制作にあたっているときを例外として、ニュースメディアやメディア関連の会社が、学校関係

者の監督下にある生徒にじかにアクセスすることはありません。学校当局がメディアによる報道を承諾

する場合、生徒たちは報道される活動に参加する前に親または法的保護者の署名のある承諾書を提出す

るよう求められます。生徒は保管される「NPS Media and Publishing Release （NPSメディアへの提供
および出版書式）」に記入する必要があります。 
 
＊携帯デバイスとは iPod、iPodタッチ、iPhone、iPad、Smartpen、Smartphone 、および記録ができる、
あるいは写真撮影ができる、あるいはヴィデオが撮れる、あるいはインターネットにアクセスでき

る他のあらゆるデジタル機器のことをいいます。 
 
 
T.	 学校関係料金  
 
	  
	 料金を伴うプログラムやサービスにはスクールバス、学生の駐車、スクールランチ、小学校の

始業前プログラム、スポーツ、小学校の器楽レッスン、全ニュートン市バンド、オーケストラと

コーラス、ミドルスクールの生徒活動（演劇活動を伴うもの）、ハイスクール演劇が含まれます。

以下は料金のリスト（多くが一家庭支払い限度の対象です）と「スーパーキャップ」あるいは全家庭総

計支払限度（ひとつの家庭が支払う料金の上限を設けたもの）の説明、そして、どの生徒も経済的な困

難によって参加できないことの無いよう支払い免除に関する情報です 
 
学校委員会によって設定された 2013‐2014学校年度の料金表 
 
料金の種類  料金 /Cap（支払い上限額）  
スクールバス料金―年間往復  
・	 学校から 2.0マイルを超えた距離離れた所に住む
キンダーから 6年生までのすべての生徒は無料で
す。6年生から 12年生までのその他のすべての
生徒は、安全ゾーンに住んでいる生徒も含め支払

いの対象です。親／保護者はニュートン市立学校

（NPS）のウェブサイト
http://www3.newton.k12.ma.us/transportationで家か
ら学校までの歩行距離を調べることができます。

またそのサイトでよくある問合せを調べることも

できます。 
 

生徒ひとり当たり$310/一家族上限額$620 
 
アフタースクールのスクールバスのみ利用

する小学生はひとり当たり$155 
 
乗車パスの点検は定期的に行われます。バ

スの乗車パスの乱用や校則違反行為はスク

ールバスの乗車停止や料金没収を含む懲罰

をもたらします。 

小学校楽器－レッスン（4年生） 参加者ひとり当たり年額$150、半期ごと
$75ずつの支払いも可 

小学校楽器－アンサンブル（5年生） 参加者ひとり当たり年額$150 
小学校始業前プログラム  一日あたり$12	 半期ごとに支払い 
ニュートン市立学校全ニュートン市バンド、コー

ラス、オーケストラ  
参加者ひとり当たり$150；4年生または 5
年生向け楽器プログラムの料金を払ってい

る場合は全市料金は免除 
生徒活動―ミドルスクール  
	 学校主催の課外活動/トリプル Eを含む 

生徒ひとり当たり$60で 1年間すべてのク
ラブに無制限に参加できる(もし演劇にも
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参加する場合は$100) 
スポーツ参加料金―ミドルスクール  一種目あたり$160、一家庭上限額$480 
ハイスクール演劇  
	 役者、裏方さんを含む 

ひとつの演目への参加料$150/一年間の参
加料の限度は$450 

スポーツ参加料金―ハイスクール  一種目あたり$300、(ホッケーとフットボ
ールは$400)/一家庭上限額$900 

駐車料金―ハイスクール(ノースとサウス) 一年間$310、半期ごとの支払い可 
タイプ Aのスクールランチ  小学校 $3.00 
 ミドルスクール $3.25 
 ハイスクール $3.50 
 大人 $4.50＋税金 
 
スーパーキャップ（一家庭支払い上限額） 
 
	 学校委員会はどの家庭も一年間に$1,200を超える支出をしないよう総計支払い上限を設けました。バ
ス料金は学校が始まる前に支払わればなりませんが、どの家庭も$620を超えるバス料金を支払うことは
ありません。支払い上限額 CAPの残りの部分は小学校の始業前プログラム、学生駐車料金、プリスクー
ル料金をのぞくすべての料金に当てられます。学校管理部門では各生徒の支払いを記録し、一人一人の

キャップまたは家族全体に対する「スーパーキャップ」が適切に適用されるようにします。 
 
料金免除 
	 いかなる生徒も支払い困難を理由に学校主催の活動やバス通学を拒まれることのないよう、経済的困

難が認定されたすべての場合について料金免除措置を利用することが可能です。料金免除に関する合衆

国および州のガイドラインは収入と家族の人数に基づいています。それに加えて不慮の医療的な問題、

家庭状況の変化、就業状況の変化あるいは他の緊急事態などの特別な状況も考慮されます。経済援助申

請書はニュートン市立学校局のウェブサイトからダウンロードするかまたは学校で入手することができ

ます。 
 
オンラインでの料金の支払い 
	 保護者はニュートン市立学校局のウェブサイト http://www3.newton.k12.ma.us/feebasedprograms	 にアク
セスすることによってほとんどすべての学校関係料金をオンラインを通して電子メールで支払うことが

できます。支払いは当座預金口座からの ACH送金形式またはクレジットカード（マスターカードかディ
スカバーのみ）で受領されます。ACH当座預金送金は手数料が無料です。クレジットカードの使用には
手数料が課されオンライン支払いシステムのプロバイダーに直接支払われます。 
 
窓口での支払いと郵送による支払い 
	 保護者は窓口で支払うことも郵送で支払うこともできます。ほとんどの用紙はニュートン市立学校の

ウェブサイトでダウンロードするか学校で入手することができます。 
 
 
U.	 スクールバス  
 
	 ニュートン市立学校の生徒の送迎に関する全ての情報は http://www3.newton.k12.ma.us/transportationで
見ることができます。 
 
	 特別支援教育を受けている生徒の送迎は生徒サービス局、(617)559-6025の管轄であり、スケジュール
は輸送局、(617)559-9051の管轄です。生徒用の MBTA割引料金バッジは各学校の中央事務室で入手でき
ます。MBTAの一ヶ月パスは輸送局、(617)559-9051を通して買うことができます。 
 
１．バスの安全 
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	 ニュートン市立学校は G.L.c.90,§7Bを修正したスクールバスの安全性に関連した、1986年修正法第
246章に従わなければなりません。 
 
	 この制定法は、すべての学校区が学校年度中にバスの安全利用に関する学級指導をスクールバスを利

用するすべての生徒（遠足,対外試合などを含む）に対し行うよう義務付けています。学級指導は少なく
とも３回、次の期間内に行われなければなりません：(1)学校年度の 初の週、(2)9月から 1月の間、 
(3)1 月から年度末までの間。修正法はまたスクールバスを利用するすべての生徒は少なくとも年に 2 回、
バス緊急避難訓練を受けるよう義務付けています。 
 
	 すべての黄色いスクールバスはシートベルトを備えており、それらはキンダーから 12年までの生徒の
自主判断によって使われます。生徒たちは常に着席していなくてはなりません。 
 
 
V.	 学校への訪問者―求められることと処置  
 
学校への訪問者―求められることと処置 
	 学校の建物へのすべての訪問者はメインオフィスで訪問者用のバッジを受け取り、記録簿に署名しな

ければなりません。どの時間に誰が建物の中にいたかメインオフィスが記録を取れるように、訪問者は

退出する直前に記録簿に退出記録を残すよう指示されます。教職員および生徒たちはバッジをつけずに

建物内にいる人にはよく注意し、いたらメインオフィスに報告しなければなりません。 
 
小学校とミドルスクール 
	 小学校とミドルスクールではすべてのドアは、朝の登校時間を除き、授業時間中は施錠されます。朝、

子供の付き添いをしてきた保護者は、授業時間が正式に始まるときも校舎内にとどまるつもりであれば、

メインオフィスで記録簿に署名しバッジをつけるよう要求されます。 
 
	 いったん授業が始まればドアは施錠されすべての訪問者は主玄関で許可を求めなければなりません。

主玄関にはビデオ／オーディオブザーがあります。それはメインオフィスで鳴り、職員が解錠してドア

を開けることができます。メインオフィスの職員は初めに訪問者の名前と訪問の理由を聞き、もし必要

とあらば運転免許証のような身分証明書を見せるよう要求します。訪問者はメインオフィスで報恩社用

バッジを受け取り記録簿に署名するよう指示されます。教職員が建物に入るのに続いて入ろうとする訪

問者がいる場合、教職員はその訪問者にメインオフィスできちんと署名するよう要求しなければなりま

せん。ドアは下校時間まで施錠されたままです。下校時間に生徒を迎えに来た保護者は、子供が出てく

るドアの外で待っていることになっています。下校時間後、小学校のアフタースクールプログラムへの

出入りはアフタースクールプログラム用に決められたドアでのみ行うことができます。そのドアにもビ

デオ／オーディオブザーが設置されており、アフタースクールプログラムの職員によってコントロール

されています。 
 
ハイスクール 
	 ハイスクールは引き続き解放キャンパスです；したがって授業時間中ドアは施錠されません。しかし

ながら、すべての訪問者はやはりメインオフィスで訪問者用バッジを受け取るよう要求されます。 
 
訪問者用バッジをしていない人への処置 
	 ・訪問者に近づき、助けを申し出る。 
	 ・訪問者用バッジを受け取り、記録簿に署名するため、訪問者をメインオフィスまで連れて行く。 
	 ・教職員あるいは生徒が訪問者用バッジをつけていない訪問者に近づくことが不安な場合は、ひとり

かふたりの教職員に助けを求めてその訪問者に対するようにする。 
	 ・バッジをつけていない訪問者が協力を拒む場合は状況を悪化させないようにする。もし安全に行え

るようなら、侵入者の進む方向を監視し、オフィスに連絡し、訪問者の詳しい人相風体を知らせま

す。大人は管理者を呼ぶために生徒をオフィスに差し向けてはいけません。 
	 ・規則違反の侵入者がいることはニュートン警察に連絡されることがあります。 
 
侵入者の定義 
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	 学校の建物または校庭内で訪問者の規則に従うことを拒否する人、あるいは安全に脅威を与える可能

性があると思われる人、そのような人はすべて侵入者と定義されます。バッジをつけずに学校内にいる

人への対処に加えて、駐車場内をうろうろしている車や学校付近の道路上の人物にも、このような状況

は生徒に対して危険かもしれないので、特別な注意が払われるでしょう。 
 
 
 
 
家族と生徒の署名欄を含むページ  
 

オンライン Family Accessウェブサイトでこれらの書式に記入・署名してください。これら
の用紙は参考としてここに含めているものです。オンラインで書式の記入ができない場合

にこれらをご使用ください。Skyward Family Accessウェブサイトは、クイックリンクおよ
び Familiesタブから学区のホームページを通して閲覧できます。
http://www.newton.k12.ma.us/.ログインでお困りの場合はお子様の学校に連絡してください。 

 
A. 生徒に関する限定的情報の提供の辞退  

 
1.生徒名簿情報の提供 

 
生徒の記録に関する連邦法および州法に従い、ニュートン市立学校は生徒の「名

簿情報」を提供する場合があります。情報を提供してほしくない方は下のボック

スをチェックしてください（参照：34 C.F.R. 99.37(d); 603 CMR 23.02）。「名簿
情報」には生徒の名前、生徒番号、住所、電話番号、生年月日、出生地、主な専

門分野、出席日数、写真（たとえば年鑑や学校広報からのもの）、身長・体重

（スポーツクラブに入っている場合）、学年、公式活動およびスポーツ、成績、

優等生に与えられるオナー等の受賞歴、高校卒業後のプランなどが含まれる場合

があります。下のボックスがチェックされていない場合、NPS は法が許す範囲で、
または法の要求に応じて、限られた状況下で「名簿情報」を提供することができ

ます。更新のため、この情報提供を許可/辞退するかどうかを毎年お訊ねしていま
す。           
   

辞退  
私自身または私の子どもの名簿情報は提供しないでください。こ

のボックスをチェックすることによって、私または私の子どもの

名前、名簿情報、および/または写真がニュースレター、プログラ
ム、その他の学区・学校の出版物（ちらしや優等生名簿など）に

掲載されなくなること、名簿情報がパートナー組織（PTOを含
む）や、生徒にサービスを提供する外部組織（学校のカメラマン、

記念指輪や衣服のメーカーなど）に提供されなくなることを私は

承知しています。  
   

署名____________________________________       日付 __________________ 
親または 18歳以上の生徒 

 
B. 生徒に関する情報の提供（高校生のみ）  

 
1.軍および高等教育リクルーターへの情報提供  
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連邦法は、連邦の資金を受ける公立学校が軍のリクルーターおよび高等教育機

関（大学等）からの要請に応じて中等学校（9～12 年生/高校生）の生徒の氏名、
住所、電話番号を提供することを要求しています。また、連邦法の規定により、

生徒の親/保護者または中等学校（9～12年生）の生徒自身は、親/保護者または
生徒自身による事前の書面による承諾なしにこの情報を提供しないよう学校に対

して要求することができます。更新のため、この提供を許可/辞退するかどうかを
毎年お訊ねしています。 

             
            辞退  

私は、私の子どもまたは（18歳以上の生徒である）私の生徒
情報を軍のリクルーターに提供することを許可しません。 
        
私は、私の子どもまたは（18歳以上の生徒である）私の生徒
情報を高等教育機関（大学等）に提供することを許可しませ

ん。      

署名 ____________________________________       Date __________________ 
 
 

                                       親または 18歳以上の生徒 
 
 

C. メディアへの提供および出版  
 

各カテゴリーについて、承認する場合はボックスをチェックしてください。ボック

スを空欄のままにすることは、その項目についてあなたが許可を与えないことを意

味します。  
 

出版/メディア/インタビュー/栄誉ある掲載   
 
私はニュートン市立学校に次のことを許可します。生徒の優秀な成績や栄誉のため

にニュートン市立学校および/またはその代表が許可を与えたメディアが訪問したと
きに、当該学年度中に私の子どもがインタビューを受けることおよび/または写真撮
影されること、またはニュートン市立学校/学校/クラス/アクティビティのウェブサ
イトのメディア公開ページまたはメディアページ（例えば Facebookや Twitter）に私
の子どもの名前を載せること、および/または私の子どもの名前をマスメディア出版
物（例えば Newton Tab, Boston Globe, NewTv）に載せること。 
. 

生徒の写真の使用許可   
 
私は、ニュートン市立学校が私の子どもの画像をニュートン市立学校/学校/クラス/
アクティビティのウェブサイトのメディア公開ページまたはメディアページ（例え

ば Facebookや Twitter）に公開することを許可します。画像には、写真、ビデオ、マ
ルチメディアプロジェクトが含まれます。画像とともに名字、住所、電話番号が掲

載されることはありません。  
 

NPS（ニュートン市立学校）ウェブサイトまたはメディアページでの生徒の
作品の公開 
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私は、ニュートン市立学校が私の子どもの作品をニュートン市立学校/学校/クラス/
アクティビティのウェブサイトのメディア公開ページまたはメディアページ（例え

ば Facebookや Twitter）に公開することを許可します。私は、その場合も引き続きそ
の作品または著作の著作権および所有権が私の子どもに属するものと理解していま

す。作品・著作とともに名字、住所、電話番号が掲載されることはありません。 
 

学校教員に対する許可 
 
私は、学校教員が私の子どもまたは私の子どもの授業の画像を含む写真、ビデオま

たは他のメディア制作物を大学内で学校教員評価を目的として使用することを許可

します。  
 

私は上記のいずれも許可しません。 
 

署名 ____________________________________      日付 __________________ 
                                       親または 18歳以上の生徒 
 
 

D. 軍人の家族について  
            
 はい    いいえ  
生徒の親/保護者は軍人ですか。  

            
  
生徒の親/保護者が次のいずれかのときは「はい」と答えてください。 
 

1. アメリカ合衆国の現役軍人、または  

現役の州兵・予備兵、 
2. 退役軍人（解雇の場合も含む）、または 

3. 現役勤務中に死亡した現役軍人 

 
署名 ____________________________________      日付 __________________ 

                                       親または 18歳以上の生徒 
 

 
ニュートン市立学校  

授業時間および早退予定日  
2016-2017 

 
授業時間   
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 午前  月曜日  火曜日  水曜日  木曜日  金曜日  

 小学校* 8:25 a.m. 3:00 p.m. 12:30 p.m. 3:00 p.m. 3:00 p.m. 3:00 p.m. 

 ビガローミドルス
クール   2:45 p.m. 2:00 p.m. 2:45 p.m. 2:45 p.m. 2:45 p.m. 

 ブラウンミドルス
クール  8:30 a.m. 3:00 p.m. 2:15 p.m. 3:00 p.m. 3:00 p.m. 3:00 p.m. 

 デイミドルスクー
ル  8:05 a.m. 2:35 p.m. 1:50 p.m. 2:35 p.m. 2:35 p.m. 2:35 p.m. 

 オークヒルミドル
スクール  8:00 a.m. 2:30 p.m. 1:45 p.m. 2:30 p.m. 2:30 p.m. 2:30 p.m. 

 ニュートンノース
ハイスクール  7:50 a.m. 3:20 p.m. 2:35 p.m. 2:55 p.m. 3:20 p.m. 2:20 p.m. 

 ニュートンサウス
ハイスクール  7:40 a.m. 3:20 p.m. 1:55 p.m. 3:20 p.m. 3:20 p.m. 1:55 p.m. 

 
 
Kindergarten Group A*: 
月曜日と水曜日: 
8:25 a.m. – 3:00 p.m. 

火曜日、木曜日、金

曜日: 
8:25 a.m. – 12:30 p.m. 

初日： 

2016年 9月 6日 

初の終日： 

2016年 9月 26日 
 
Kindergarten Group B*: 
月曜日、火曜日、水

曜日: 
8:25 a.m. – 12:30 p.m. 

木曜日と金曜日: 
8:25 a.m. – 3:00 p.m. 

初日： 

2016年 9月 7日 

初の終日： 

2016年 9月 30日 
 

 
 

早退予定日  
早退予定日   小学校  中学校  高校  

9月 29日   12:30 p.m. 11:30 a.m. 11:00 a.m. 

11月 3日   12:30 p.m. 11:30 a.m. 11:00 a.m. 

12月 8日   12:30 p.m. 11:30 a.m. 11:00 a.m. 

2月 1日   12:30 p.m. 11:30 a.m. 11:00 a.m. 

3月 9日   12:30 p.m. 11:30 a.m. 11:00 a.m. 

5月 11日   12:30 p.m. 小学校のみ  小学校のみ  

 



 

52 
 

 


