2019年休学願い

休学または入学延期ができる期

2019年
1月

•
•
•
•

間が９０日から１５０日に変更さ
れました。

学生は在籍プログラム・学科への休学を申請しても、在籍中の教

育課程での勉学を前向きに続けていく資格を満たすことができま
す。
ただし休学期間が休学初日から１５０日を超えないことと、指
定教育機関が休学を認めた場合に限ります。

IRCC〔カナダ移民・難民・市民権省〕から要請があった場合、学生
は両方の条件を満たしていることを証明する書類を提出しなけ
ればなりません。

休学期間中、学生はたとえ就学許可証で就労が許可されていて
も、
キャンパスの内外で就労することはできません。

１５０日以内に復学しない場合、滞在ステータスをビジターステ

ータスもしくは就労ステータスに変更するか、
カナダから退去しな
ければなりません。

率先して行動する

•

直接
〔Direct〕

状況に直接アプローチする
動揺している被害者に大丈夫かどう
か尋ねる

時期をずらす
〔Delay〕

事件発生後被害者をチェックし、支

援が必要かどうか尋ねる

医学的疾患
妊娠

家族の緊急の用事

家族の死亡もしくは重病

る休業
夏休みなど通常学校で決められてい
課程を
時期以外で同じ教育機関内での履修
変更する
退学または停学

履修 予定 の課 程へ の入 学日 を延
入学延期

期する －

率先して行動する発見者とは、脅迫的であったり不適切な言動により衝

発見者の介入
•
•

休学の理由として認められる例

撃を受けた人に安全かつ適切な介入と支援を行う人です。

•
•
•

任せる
〔Delegate〕

介入してくれる人を見つける

自分や周りの人の身の安全が心配な時は、

率先して行動する

発見者になるには？

911に通報する

気をそらす
〔Distract〕

流れを断つ！ 持っている飲み物をこぼす、
道順を尋ねる、当事者にあたかも知人で
あるような調子で話しかけるなど暴力行
為が発生しそうな状況を打開する
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4つのDを
実践
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打ち明けること＆通報・届け出
通 報・届 け出とは、捜
査の対象となりうる、
発生した性暴力につい
ての正式な供述です。
（警 察や高 等 教 育 機
関への通報・届け出）

打ち明けることとは、
性的暴行に関する情
報を個人的に誰か別
の人（家族、友人、ク
ラスメートなど）と共
有することです。

あなたは性的暴行事件を届け出なくても打
ち明けることができます。援助や支援を受け
るために必ずしも届け出る必要はありませ

ん。
通報・届け出は単に選択肢の１つです。
し
かしながら学校の特定の教職員は誰かから

事件のことを聞いた場合、届け出なければな
りません。

留学生が事件について打ち明けたり
届け出をためらう理由
国外退去、就学

許可証の制限、

滞在している国の

言葉と文化の壁

事務管理上に
支障をきたすな
どの不安

法的な権利、司法
制度、措置などを
よく知らない

文化的・社会的
支援の欠如

同意と性暴力の誤解

打ち明けること＆ピアサポート
•

聞く

被害者の話を黙って聞いてあげて、被害者
が使った言葉を繰り返すようにする

•

無理に不必要な事柄を聞き出そうとしない

•

被害者に自分の言葉とペースで話をさせる

（これには酒・麻薬に酔っていたか、着てい
たもの等が含まれる）
こと

•
•
•

信じる

被害者の反応、心境、感情は当たり前なこと

だと考えることにより、被害者に湧き上がる
感情は当然のことだと力づける

本人の話を信じてありのまま受け止めてい

ることを伝え、事件が起きたのは本人のせい
ではないと伝えて安心させる
本人への言葉かけの例

o「話を聞かせてくれてありがとう。
」
o「あなたの話を信じる。
」

o「そんなことが起こって大変だったわね。
」
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•
•
•
•
•

力づける

本人に今何をしてほしいか尋ねる

あなたのスキルと知識に率直で正直であ
ること
支援を求めることを勧める。
ただし、
しつこ
く勧めないこと
被害者が選んだ支援リソースに連絡する

本人への言葉かけの例

o「あなたのために、私に何かできることが
あるかしら？」
o「必 要 な時 は、ここに連 絡するといい
かも。」
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届け出の選択肢
届け出ない

被害者・性暴力サバイバーの中には
事件について打ち明けたいけれど、
警察に届けを出したくない人がいま
す。
事件の内容を打ち明けることは、
被害者・性暴力サバイバーが情緒支
援、カウンセリング、治療、金銭援助
など各種支援サービスを利用するの
に役立ちます。

学校に届け出る

被害者は、学生の違法行為による処
分手続きを開始するために学校へ
正式に届け出ることができます。

警察へ届け出る

被害者・性暴力サバイバーは警察へ
届け出ることができます。
その時、学
校か地域密着型被害者サービスの
サポートワーカーに同行してもらえ
ると理想的です。また支えが必要な
場合、友人（か、誰か）に一緒に来て
もらうこともできます。

医療援助

留学生が医療保険に加入していない場合でも、
ナースプラクティショナーが性暴力の被害者に対して
無料で治療を行い、適切な薬や抗生物質を投与することができます。

民事請求

被害者・性暴力サバイバーは、被った損害に対して加害者を告訴するために民事専門弁護士に
連絡することができます。
被害者・性暴力サバイバーは性暴力について警察に届け出たかでない
かに関わらず加害者を民事裁判所に訴えることができます。

法医学的検査

法医学的な身体検査は理想的には事件発生後７２時間以内に実施されるべきですが、性暴力発
生後１週間までは証拠物を採取することができます。
被害者・性暴力サバイバーはこの法医学的

検査を受けているときに警察に届け出ることもでき、採取された法医学的資料を証拠として警察
へ送ってもらうことができます。
もし本人が警察へ届け出るべきかどうか迷っている場合、法医学
的資料は病院で採取して１年間保管できるため、決心するまでしばらく時間の余裕があります。
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警察への届け出手続き

被害者・性暴力サバイバーは警察へ届け出るかどうか決めかねている場合があるかもしれません。
警察への届け出手続きに関する
説明が十分あれば、被害者・性暴力サバイバーは届け出について確かな情報に基づいて判断することができます。
届けを出すことと

届けを出す方法を決めるのは本人の意思で行われなければなりません。被害者・性暴力サバイバーは、暴力を受けてからたとえ時

間が経過したとしても性暴力についていつでも届け出ることができます。
しかしながら早く届け出を行えば、証拠の採取や容疑者を
検挙する確率が高くなります。

緊急時 － ９１１

非緊急時

身の安全と健康に危険が差し迫っている場

性暴力がしばらく前に発生していた場

けている最中であったり、たった今受けた場

市民の身の安全に即刻危険がない場

合、９１１に通報してください。性暴力を受

合や被害者・性暴力サバイバーや一般

合、９１１に電話で通報します。警察と救急

合、性暴力が発生した自治体警察に出

車、
またはどちらかが必要な場合、９１１の

向くか、
その非緊急ラインへ通報するこ

通信指令係にその旨連絡してください。
通訳

とができます。

を通じて多言語で対応していますので、必要
な言語を英語で指令係に告げてください。

警察 へ の詳細届け出

被害者・性暴力サバイバーは警察へ届け出ることができます。
その時、学校か地域密着型被害者サービスのサポートワーカ

ーに同行してもらえると理想的です。警察は被害者・性暴力サ
バイバーから調書を取ります。同時に証人および事件を知って

いる人、
またはそのどちらかからも調書を取ります。警察は、性

暴力が発生した現場からの物理的証拠や該当する場合本人か
ら法医学的検査の証拠などなるべく多くの証拠を集めます。

証拠を集めるために警察は被害者・性暴力サバイバーに次の
ことをしないように助言しています。

• シャワー、入浴
• 髪の毛を洗う、とかす
• 性暴力が発生した時点に着用していた衣服を着替えたり
捨てる

• 性暴力発生現場を妨害する
• 歯を磨く、マウスウォッシュを使う

しかしながら被害者は仮に上述の事がらを１つだけでなくす
べてをしてしまっても、性暴力の届け出を思いとどまるべきで
はありません。
それでもまだ警察は証拠を集め、捜査を実施
することができます。

地域密着型被害者サービスを利用した
第三者の警察への届け出

被害者・性暴力サバイバーは、第三者を経由した届け出（TPR）方法を用いると、正式な調書
を作成せずに警察へ匿名で届を出すことができます。
TPRは地域密着型被害者サービスワー

カーを通じて提出でき、被害者・性暴力サバイバー名や情報を告げずに犯罪や加害者に関す
る細かい内容を提供します。
これは警察の捜査にはつながりませんが、被害者には地域で発

生した性暴力加害者の存在を警察に知らせる選択肢となります。
TPRは配偶者や親しいパー
トナーによる性暴力、被害にあった子供に対する性暴力、もしくは警察官が犯人だと疑われ
る性暴力の届け出には使用することができません。
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医療処置
性暴力サバイバーは暴行を受けたら医療機関で検査を受けることをお勧めします。
治療が必要となる
兆候や症状がすべて直後に現れるとは限りません。
傷は体の内部の場合もあり、例えば首を絞められ

た場合のけがは直ちに明らかにはなりません。
暴行を受けている間に首を絞められた場合、
たとえ数
日経っていたとしても治療を受けることは非常に重要です。
また女性の中には性感染症（STI）や妊娠
の可能性を考えていないことがあります。

医療の選択肢
•
•
•

さらに性暴力サバイバーが現時点か後日に刑事告訴を考

えている場合、法医学的証拠が必要になることを考えてい
ないかもしれません。
急を要する治療が必要ない場合で、

本人が治療を受けたり法医学的な（法的な）証拠を採取し

医学的診察・検査

てもらう決心がまだついていない場合、あなたの役目は
重要でかつ確かな情報に基づいた判断ができるように医

診療とケアを行う

療の選択肢について本人に知らせることです。
緊急に医療

法医学的な証拠の採取は行われず、法医

学的書類の作成も行われない

措置が必要な場合は９１１へ電話します。

法医学的診察を受けたいと決めた場合、事

件発生後７日以内に法医学的看護サービ
スへ再び行くことができる

医学的診察・検査および
法医学的診察 －

•
•
•
•
医学的診察・検査および

警察へ届け出

法医学的証拠を採取し、警察へ提出
法医学的証拠書類を警察へ提出

採取された法医学的証拠物は警察へ提出

病院では法医学的証拠物の鑑定は行わな

い － 警察が法医学的証拠物の鑑定を行う

法医学的診察－証拠の保管

•
•
•

（届け出なし）

診察・検査および法医学的診察が行われる

採取された法医学的証拠物は最高１年間

保管する

法医学的証拠書類は無期限に保管される。

後日事件の届け出を行うと決めた場合、
こ
の書類は警察へ提出できる
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