
 

 

平成３０年度 

 

廿日市市立大野東中学校 

生徒指導規程 
 

 
 

廿日市市立大野東中学校 
 



平成３０年度廿日市市立大野東中学校 生徒指導規程 

 

第１章 総則 

〔定義〕 

第１規 廿日市市立大野東中学校（以下「本校」という。）生徒指導規程は，すべての生徒が
安全でよりよい学校生活を送ることができるようにするための指針である。 
 

〔目的〕 

第２規 この規程は，本校で学校教育を受ける生徒が，本校の生徒である自覚を持ち，人に迷 
惑をかけず，礼儀をわきまえ，秩序ある学校生活を送ることを目的とし，教職員・生徒・保護 
者が共通認識・共通実践を図るために定めたものである。 
 

第２章 日課等に関すること 

〔始業時刻〕 

第３規 日課の開始時刻は，8：20とし，8：15までに入室完了とする。 
（１）８：１５までには教室入室完了し，朝読書を始めること。 

（２）８：２０のチャイムに着席が間に合わなかった者を遅刻扱いとする。（「遅刻届」を取りに行く。） 

 

〔下校時刻〕 

第４規 完全下校時刻は 16：45とする。 
（１）部活動に参加する場合を除く。活動時間，完全下校時間等については，別（第 26規）に定める。 

（２）学級，生徒会諸活動を行う場合を除く。 

（３）ボランティア活動を行う場合を除く。 

（４）縮時の場合を除く。 

（５）その他，特別に許可されている場合を除く。 

 

〔欠席・遅刻〕 

第５規 欠席・遅刻する場合には，その旨を 8：10までに，保護者が責任を持って学校に連 
絡しなければならない。また，8：20 以後に遅刻して登校した場合は，必ず職員室へ「遅刻届」
を取りに行かなければならない。それを必ず担任（授業中には授業担当の先生）に見せなけれ
ばならない。 
 

〔早退〕 

第６規 早退することが事前に分かっている場合は，理由，時間，下校方法（送迎する人や下 
校手段）等を，保護者が責任を持って学校に連絡しなければならない。 

 

〔校外出〕 

第７規 安全確保のため，登校後は原則校外に出られないこととする。 

 

第３章 登下校に関すること 

〔通学〕 

第８規 通学は徒歩とし，交通法規を守るとともに安全に注意し，定められた通学路を利用し 

なければならない。  
（１）通学途中で，文房具や弁当等の購入のために，商店やコンビニエンスストアーに立ち寄らないこと。 

（２）塾等の習い事には，原則として一旦帰宅した後で参加すること。諸事情により通学路を外れる場合は，家庭 

で十分話し合っておくこと。 

（３）ガムや飴など，飲食をしながら通学しないこと。 

（４）タオル等を首にかけて登下校しないこと。 

（５）不測の事態が生じた場合には，学校安全ボランティアの方や近くの「こども１１０番の家」などに応援を 

求めること。 
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〔服装〕 

第９規 登下校の際は，本校既定の制服を着用しなければならない。 
（１）寒い時期（11 月以降 3 月まで）は，手袋，マフラー，ネックウォーマーを着用してもよい。（無地，「黒，白，

紺，灰」色とする。）ただし，校舎内で着用しないこと。また，スヌードと呼ばれるもの等，長く広いネック

ウォーマーを着用することはできない。 

（２）マフラー・ネックウォーマーについては，口を覆わないように着用すること。 

（３）防寒のため，ブレザーの下に本校指定のセーター・ベストを着用してもよい。また，それに準ずる型（Ｖネ 

ック）で，無地，「黒，白，紺，灰」色のものを代用してもよい。ただし，カーディガンを着用しないこと。 

（４）ブレザーの上に着るもの（オーバーコート等）を着用しないこと。 

（５）靴下は無地の白とする。 

ただし，レースの靴下やハイソックス（ルーズソックス），くるぶしソックス（シューズ履き口よりソックス履 

き口までが 10cm未満のもの）などは不可とする。 

（６）休業日の部活動については，各部で許可されている練習着で登下校してもよい。 

 

〔通学鞄〕 

第10規 登下校の際は，学校指定の手提げバック，または，リュックサックを使用しなければ 

ならない。 ※ 手提げバッグについては，平成27年度より販売中止とし，リュックのみとする。 
（１）手提げバッグを背負って使用しないこと。 

（２）補助的に学校指定のサブバックを使用すること。 

（３）自分のバックであることを判断するための目印（キーホルダー等，こぶしの大きさより小さいもの）になる 

ものを１つ付けてもよい。 

 

〔通学靴〕 

第 11規 登下校の際は，白色の紐つき運動靴（白色ライン可）を着用しなければならない。 
（１）底に色のついているものや１ポイント，細いカラーライン，金具等が付いているものを着用しないこと。 

（２）かかとの部分を折り込んで履かないこと。 

〔上履き〕〔体育館シューズ〕 
（３）今年度からは 1年生は緑色，2年生は黄色，3年生は青色のラインのシューズとする。 

（４）体育館シューズに関して、兄姉がいる生徒は兄姉が使用していたものを使用してもよい。 

 

第４章 容儀に関すること 

〔制服〕 

第12規 制服は，正しく着こなそう。 

    誰が（教員，保護者，地域の人等）見ても中学生にふさわしいと感じられる容儀にす 

    る。 

（１）男子制服 

  【冬服】 本校既定のブレザー，ズボン，ベルト，ネクタイ 

       白カッターシャツ（生なり色，ボタンダウンは不可） 

  【夏服】 本校既定のズボン，ベルト，白開襟シャツまたは本校既定のポロシャツ 

（２）女子制服 

【冬服】 本校既定のブレザー，冬ジャンバースカート，リボン 

白丸襟ブラウス（生なり色，ボタンダウンは不可） 

  【夏服】 本校既定の夏ジャンバースカート，白丸襟ブラウスまたは本校既定のポロシャツ 

（３）衣替えについて 

・ 夏服への移行は６月１日，冬服への移行は 10月末日を基本とする。 

・ 移行期間は，原則としてその数週間前からとする。（気温状況によって，移行期間を変更する場合がある。） 

・ 移行期間においては，完全冬服か完全夏服とする。 

（４）冬服の場合はセーターのみの服装は認めない。（暑い場合はセーターを脱いで，ブレザーを着用すること。） 

（５）ネクタイ，リボンは常時着用すること。シャツはきちんとズボンに入れること。ネクタイ・リボンの糸を抜

かない。糸を抜いたり抜けたりした場合は，新しい物を買うこと。 

（６）体育の時の服装は，学校指定の体操服とする。（詳しい事は，体育の授業で担当の先生から説明があります。） 
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〔頭髪〕 

第13規 耳元，目元を隠さず，聡明感のある中学生らしい髪型にしなければならない。 

（１）前髪は，眉毛を越えないこと。（前傾姿勢時，前に垂れる髪は前髪と判断）女子においては，前髪や横髪が長

くなった場合は，切るか，黒または紺色のＵ型細ヘアピンで目にかからないように留めること。 

（２）男子においては，横髪が耳にかからないこと。 

（３）男子においては，後ろ髪が襟上にかからないようにすること。女子においては，襟下を超えないようにし， 

襟下を超えるようであればゴム紐で結ぶこと。ゴム紐で結ぶ場合には，「黒，茶，紺」のものを使用し，結び 

目は，耳より後ろ，耳より下，２か所以内にすること。 

（４）パーマ（ウェーブ，ストレート等），アイロン，カールなど，故意に不自然なクセをつけたり，脱色，染色 

をしたりしないこと。 

（５）ツーブロック，ソフトモヒカン等，くせのある刈り方をしないこと。 

（６）万が一，脱色，染色した場合はきちんと直す。（スプレーで直すことは認めない。） 

 

正しい髪型の例 
 

１            ２ 
 

 

違反例 ※協議によって，例以外の髪型でもふさわしくないと判断

する場合もある。 

 

１            ２ 

 

正しい髪型の例 

１        ２       ３ 

 

 

違反例 ※協議によって，例以外の髪型でもふさわしくないと判断

する場合もある。 

１         ２     ３ 
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〔身だしなみ〕 

第14規 本校生徒である自覚と誇りを持ち，身だしなみを整えて生活しなければならない。 
（１）本校指定の名札を制服に装着すること。 

（２）制服を故意に変形させないこと。  

（３）ズボン丈は，裾が地面に触れない長さとする。また，腰骨（寛骨）の上で，学校既定のベルトを使用し，ず 

れないように固定すること。 

（４）スカート丈は，膝（膝蓋骨）が隠れる長さとし，下限は膝下 10cmまでとする。 

（５）ズボンやスカートの下に，ジャージ，アンダータイツ等を着用しないこと。（ハーフパンツを除く） 

（６）カッターシャツやブラウスの下に，色つきや柄のあるＴシャツ・下着，ハイネックシャツを着用しないこと。 

ただし，透け防止用の無地淡色のシャツを着用してもよい。 

（７）整髪料，香料をしないこと。 

（８）薬用以外のリップクリーム（色，匂いつき），口紅，マニュキア，ペニキュア等の化粧をしないこと。 

（９）まゆ毛のそり落としや加工をしないこと。 

（10）ネックレス（スポーツネックレス），イヤリング，ピアス，ブレスレット，ミサンガ等を身につけないこと。 

（11）本校指定の上履き，体育館シューズを使用し，かかとを折り込んで履かないこと。 

（12）カッター，ブラウスの第一ボタンがとれた生徒については休憩時間に職員室に行ってつけること。 

（13）制汗剤は無臭のものとする。 

 

第５章 所持品に関すること 

〔金銭〕  

第15規 学校における物品購入代以外の金銭を持ってきてはならない。 

（１）物品購入代としての金銭は，部活動朝練習前やＳＨＲ前等，できるだけ早く担当教職員に渡すこと。 

（２）生徒間での物品売買やおごり合いをしないこと。 

 

〔不要物〕 

第16規 危険物，携帯電話・スマートフォン，音楽機器，カメラ，ゲーム類，マンガ，化粧品

，菓子，装飾品，その他学習活動に必要のない物を持って来てはならない。 

※ 返却に関しては「第７章」に準ずる。 

 

第６章 校内での活動に関すること 

〔授業〕 

第17規 生徒の本業は学業であるという自覚を持ち，学習目標を明確にし，積極的な姿勢で授 

業に臨まなければならない。 

（１）授業道具をきちんと準備し，着ベルを心がけ，落ち着いて学習する習慣を身につけること。 

（２）授業に集中し先生等の話をきちんと聞くこと。 

（３）定められた授業規律をきちんと守ること。 

 

〔休憩時間〕 

第18規 教室移動，授業準備の時間として位置づけ，有効に活用しなければならない。 

（１）移動教室以外では，他学年の階には行かないこと。 

（２）移動教室以外では，他の学級には入らないこと。 

（３）机，ロッカー，掲示物等の教室環境整備に心がけること。（床には何も置かない。） 

  

〔その他〕 

（１）上靴で，外に出ないこと。体育館シューズは体育館以外でははかないこと。 

（２）体育館では体育館シューズをはくこと。（上靴では体育館には入らない。） 

（３）上靴などには落書きをしないこと。 

（４）ペットボトルを利用する時は必ずタオルで包むかペットボトルフォルダーに入れること。 

（５）水筒，ペットボトルの中身はお茶か水とする。 

   ただし，休日や長期休業中はスポーツドリンクの利用を認める。 

（６）体育の時の着替えは更衣室で行うこと。更衣室を使う場合は，ロッカーを必ず利用し，整理整頓を心がける 

   こと。 

 

―４― 



〔清掃〕 

第19規 清掃は，快適な生活環境を保持し，安全確保に努めるとともに，心をも磨く場とする。 

（１）学校をきれいにすることをとおして，心をも美しく磨くこと。 

（２）お互いが協力し合い，時間いっぱいまじめに取り組むこと。 

（３）校舎や用具を大切にし，進んで校内環境整備を行うこと。 

（４）マイ雑巾を使って掃除を行うこと。（外掃除については，マイ雑巾を持っていかなくて良い。） 

 

〔給食〕 

第20規 給食は，食事について正しい理解を深め，健全な食生活を営むことができる判断力を培 

い，望ましい食習慣を養う場とする。 

（１）エプロン，三角巾，マスクを着用し，衛生面に注意して給食当番をすること。 

（２）準備が整うまで，給食当番以外は手を洗って教室前廊下で待機すること。 

（３）給食時間終了（給食開始後１５分）までは，自分の席につき教室外へは出ないこと。 

（４）食器を破損した場合は，担任の先生等に速やかに届け出ること。 

 

〔あいさつ〕 

第21規 時と場の状況に応じて，気持ちの良いあいさつや会釈をし，礼儀を重んじるとともに 

人と人とのつながりを大切にしなければならない。 

（１）授業や行事，集会等では，礼儀正しく大きな声であいさつをすること。 

（２）来校者へ，おもてなしの心をこめて気持のよいあいさつをすること。 

（３）職員室や保健室に入る時は，きちんと礼をして，所属，名前を告げ，用件を簡潔に伝えること。 

 

〔保健室利用〕 

第22規 保健室を利用する時は，原則として教科担任等に許可を得なければならない。 

（１）緊急の場合には，許可を得てない旨を保健室の先生に必ず伝えること。 

（２）保健室の利用時間は原則１時間とする。 

（３）体調の回復が見込めない場合は，学校から保護者に連絡をとり，迎えに来てもらうなど家庭で静養すること。 

（４）保健室を利用する時は，（次の）教科担当の先生に「連絡カード」に記入をしてもらうこと。（休憩時間も含 

   む。） 

（５）保健室で休んだ場合は，原則部活動に参加できない。 

 

〔定期テスト〕 

第23規 基礎的・基本的な知識や思考力，表現力などの定着状況を確認するものとする。 

（１）自らの学力を自らが把握し，今後の取組に生かすこと。 

（２）テスト開始時刻から２０分以上遅刻した場合，その時間の受験は認められない。 

（３）テスト開始後の退室は認められない。ただし，体調不良等の特別な場合はこの限りではない。 

 

〔カウンセリング〕 

第24規 生徒・保護者は相談したいことがある場合，スクールカウンセラーを利用し，カウ 

ンセリングを受けることができる。  

 

〔施設利用〕 

第25規 学校の施設・設備を大切にし，美しい校内環境を保つ努力をしなければならない。 

（１）学校の施設・設備を破損した場合や発見した時は，速やかに届け出ること。破損については，原則費用弁償 

   とする。 

（２）ゴミを落とさないことは勿論，落ちているゴミを進んで拾える意識と態度を身につけること。 

（３）下校時刻後や休業日においては，校舎内への無断立ち入りを禁止する。忘れ物など緊急の用事がある場合は， 

職員室でその旨を伝え許可を得て入舎すること。 

（４）無断で学校の敷地内に入り，指導を受けたにも関わらず，校外に移動しない場合は，関係機関と連携する場 

合もある。 
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〔部活動〕 

第26規 稼業日の活動時間は，ＳＨＲ終了後から16:45までとし，休業日は，8:30～16:30ま 

でとする。  

（１）稼業日16:45以降の活動については，顧問の指導のもとで次のように延長できる。また，顧問が必要と認 

めれば，大会やコンクール，発表会等の前２週間より，特別に30分の延長が許可される場合がある。 

期  間 活動開始時刻 活動終了時刻 完全下校時刻 

３月～９月 

ＳＨＲ終了後 

１７：５５ １８：１５ 

新人戦まで・２月 １７：２５ １７：４５ 

文化祭終了～１月 １６：５５ １７：１５ 

（２）稼業日の早朝練習は，7:30～8:00までとする。ただし，7:15以前の鍵の貸し出しは行わない。 

（３）休業日の完全下校時刻は，活動終了30分後とし，顧問が必要と認めれば，大会の会場準備，他校との練 

習試合等の場合には，特別に延長が許可される場合がある。 

練習時間帯 活動開始時刻 活動終了時刻 完全下校時刻 

午 前  ８：３０ １２：３０ １３：００ 

午 後 １２：３０ １６：３０ １７：００ 

終 日  ８：３０ １６：３０ １７：００ 

（４）学校行事，生徒会活動，学年行事，学級活動を優先することとする。 

（５）試験一週間前から試験が終わるまでの期間は，早朝練習，自主練習等を含め活動はできない。大会やコ 

ンクール，発表会等が，試験週間中や試験終了後すぐにある場合は，特例として，16:55まで（17:15完全 

下校）活動が許可される場合がある。 

（６）部活動の服装は，学校の体操服あるいは，各部で定められたものとする。 

 

第６章 校外での生活に関すること 

〔非行犯罪防止〕 

第27規 社会人としてのマナーを培い，法律を厳守し，秩序ある安全な生活を送る努力をしな 

ければならない。 

（１）外出の際は，行き先や帰宅時間を家族に伝えておくこと。 

（２）旅行，映画や興業等の観覧をする時には，必ず保護者に了解を得ること。 

（３）夜間外出や危険を伴う場所への出入りはしないこと。また， 19:00以降，生徒だけで用のない限り外出をし 

ないこと。 

 

（４）生徒だけでゲームセンター・カラオケボックス・遊技場等に入店しないこと。また，打ち上げ等は行わない

こと。 

（５）外泊をしないこと。 

 

〔情報通信機器利用〕 

第 28 規 携帯電話，スマートフォンやパソコン等は，保護者の承認の元，正しく利用しなけれ

ばならない。 

（１）携帯電話，スマートフォン等での LINE，メール，SNS，有害サイト，個人のブログ，個人のホームページ掲示

板等による誹謗・中傷となるような場を作成したり，閲覧したりしないこと。また，個人情報にかかわる画像

や動画を無断でネット上にアップロードする事は犯罪行為であるので，絶対にしないこと。 

（２）保護者は，携帯電話，スマートフォンやパソコン等の利用に関して責任を負うとともに，家庭でのルールづ

くり，フィルタリング等を施すとともに，子供の利用状況を把握しなければならないものとする。 

（３）学校への携帯電話の持ち込みは禁止する。安全確保，トラブル回避のため，特別な事情のない限り， 

生徒専用携帯電話，スマートフォンの契約・購入をしないよう保護者に協力を得る。 

 

〔アルバイト〕 

第29規 中学生の本分は勉学等であることから，アルバイトは原則として禁止とする。 
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第７章 特別な指導等に関すること 

〔懲戒〕 

第30規 生徒の教育上必要があると認められるときには，叱責，起立，居残りを命じる，宿題 

や清掃を課す，特別な指導を行う等，事実行為としての懲戒を行うことがある。 

（１）第１段階の指導（事実確認・本人への説諭，反省・宣誓文等の作成及び保護者への連絡） 

  ① 不要物を持ち込んだ場合（携帯電話，スマートフォン以外は学期末の懇談で保護者に返す。） 

  ② 服装，頭髪等，身だしなみに関する違反があった場合 

  ③ 授業中に注意をしても改善が見られない場合 

  ④ けんかをした場合 

  ⑤ 通学違反をした場合 

  ⑥ 飴やガム，ジュース等の飲食をした場合（バザー等で許可されたものは除く） 

（２）第２段階の指導（第１段階を踏まえた三者面談指導や授業反省指導） 

  ① 第１段階の指導で改善できない場合 

  ② 不要物の持ち込みのうち，危険物や授業の妨げ（携帯電話等）になるものを，故意に持参・使用した場合 

  ③ スマートフォン，携帯電話やインターネット等を使用し他人を誹謗・中傷する等，不正な利用をした場合 

   （通信機器等の使用については，モラル・マナーを保護者の責任おいて行わせる。）     

  ④ いじめに関係している場合 

  ⑤ 教職員への暴言や指導に従わなかった場合 

  ⑥ 道路交通法違反等の触法行為があった場合 

（３）第３段階の指導（第２段階までの指導を踏まえた別室反省指導や関係機関との連携） 

  ① 第２段階の指導で改善が見られない場合，または，事実が重大で教育的に必要と判断できる場合 

  ② 悪質な生徒間暴力があった場合 

  ③ いじめの中心的加害者であった場合 

  ④ 飲酒・喫煙・万引き，器物破損，破壊等の触法行為があった場合 

  ⑤ 家出及び夜間徘徊 

  ⑥ 金品強要 

  ⑦ 授業妨害が故意で重大な場合 

  ⑧ その他，学校が教育上指導を必要とすると判断した場合 

 

  ※ 先生や生徒に対する暴力行為や器物損壊等については警察と連携をとる。 

 

〔特別な指導〕 

第31規 問題行動を起こした場合には，生徒が自ら起こした問題行動を反省し，よりよい学校 

生活を送ることができるよう，日々の教育活動とは異なる特別な指導（学校反省指導）を実施 

することがある。指導にあたっては，発達段階，常習性や犯罪性を考慮するものとする。 

（１）三者面談指導 

・ 保護者及び本人に対し，学校で，担任，学年主任，生徒指導主事，管理職等による面談，指導を行う。 

・ 授業中及び家庭での過ごし方を日誌（振り返りノート）につけさせ，学校と保護者が連携する。 

 

（２）別室反省指導 

・ 他の生徒と異なる場所で反省や学習活動を行う。 

・ 問題行動の程度や繰り返し，反省等により指導期間を決定する。 

・ 朝夕，担任や学年主任，生徒指導部員等による面接を行う。 

・ 学習と生活の基礎・基本を見直させることを重点とし本人と教師が相談して一日の活動計画を立てさせる。 

・ 反省指導期間中にある定期テスト等は別室で受験させる。 

・ 反省指導期間中にある学校行事や部活動へは，原則として参加できないものとする。 

・ ただし,その行事に参加することで教育的な効果が期待できると判断した場合は,その限りではない。 
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（３）授業反省指導 

・ 通常の授業に参加させながら，経過観察を行う。 

・ 期間は，原則１カ月以内とする。ただし，問題行動の程度や繰り返し等により，指導期間を変更すること 

がある。 

・ 反省指導期間中にある学校行事や部活動の公式大会へは，原則として参加できないものとする。 

・ 校内における部活動には，顧問の監督のもと，積極的に参加させるものとする。 

・ スクールカウンセラーとの教育相談を実施する。 

・ 改善が見られない生徒等には，該当生徒の保護者やＰＴＡ役員を加えての授業観察を行う。 

 

〔出席停止〕 

第32規 性行不良であって，他の生徒の教育に妨げがあると認められる生徒があるときには， 

廿日市市教育委員会の権限と責任において，その保護者に対して，一定期間，生徒の出席停止 

を命じることがある。 

（１）他の生徒に傷害，心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為の繰り返し 

（２）職員に傷害または心身の苦痛を与える行為の繰り返し 

（３）施設又は設備を損壊する行為の繰り返し 

（４）授業その他の教育活動の実施を妨げる行為の繰り返し 

 

第８章 その他 

〔規程の周知〕 

第33規 生徒を対象とする全校集会や保護者を対象とする入学説明会，ＰＴＡ総会，懇談会等 

で直接説明するとともに，ホームページにおいても公開する。 

 

〔附則〕 

第34規 この規程は，平成２３年６月１日より施行する。 

平成２４年４月１日より改正施行する。 

平成２５年４月１日より改正施行する。 

平成２６年４月１日より改正施行する。 

平成２７年４月１日より改正施行する。 

    平成２８年４月１日より改正施行する。 

    平成２９年４月１日より改正施行する。 

    平成３０年４月１日より改正施行する。 
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