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第１章 総 則

第１条（目的）

この規程は，本校教育目標がめざす生徒像を具現化するためのものである。そのため，生徒が充

実した学校生活を送るという観点から，必要な事項を定めるものとする。

また，学校という集団生活の場において，全ての生徒が安全かつ安心して学校生活を送るために，

そして，将来にわたって社会の一員として規則を守る大切さを学び，自分を律する心や態度を養う

ために，この規程を定めるものとする。

第２条（校訓）

校訓「勤・倹・ 譲 」
きん けん じょう

・勤(つとめ，まことに)：慎み励んで奉仕するさま，熱心につとめて励むこと。
きん

・倹(つとめ，むだなく)：無駄な贅沢をしないこと，つつましく引き締めること。
けん

・ 譲 (つとめ，ともども)：人間を尊重し，相互に理解し協力しあうこと。
じょう

第３条（めざす生徒像）

・進んで学ぶ生徒 ・自分や人を大切にする生徒

・やりぬく生徒 ・命を大切にする生徒

・助け合う生徒 ・郷土愛を持ち，故郷を大切にする生徒

・笑顔あふれる生徒

第２章 身なりに関すること

第４条（服装規定）

①〔冬の服装〕

ア 男子

・黒色学生服（日被連のマークがついた標準型。中印のボタンをつける。）

・黒色ズボン（日被連のマークがついた標準型。タックのないもの。）

※たとえ「標準マーク」がついているズボンであっても，極端にウエストの大きいもの

をはき，変形ズボンのように着ることは認めない。

イ 女子

・紺色セーラー服

・紺色スカート（膝下 10 ㎝以内。膝が隠れる長さにする。）

右の写真のように，膝立ちして裾が床につくこと。

ウ 男女ともに，学生服・セーラー服の下に着る服は，白色とする。

・白色長袖Ｔシャツ（男女ともに可）

・白色トレーナー（男女ともに可）

・白色カッターシャツ（男子は可）

・ただし，学校規定の服であるため，体操服は白色ではないが，例外として男女ともに可。

エ 防寒のため，学生服・セーラー服の下に着る服（上記ウ）の上に，

黒色，紺色のセーター，ベストを着てもよい。

ただし，女子は右の写真のように胸元の白シャツが隠れない

ようにする。



②〔夏の服装〕

ア 男子

・白色半袖ポロシャツ（学校指定のもの）

・黒色ズボン（冬のズボンに準ずる）

イ 女子

・白色半袖セーラー服

・紺色スカート（冬のスカートに準ずる）

ウ 男女ともに，ポロシャツ・セーラー服の下に着る服は，白色の無地のもの（ワンポイント

可）とする。部活動用のアンダーシャツは不可。

③〔着こなし〕

ア 男子

・ズボンを腰ばきしない。

・冬服のボタンは全部きちんと留める。

・夏服ポロシャツの裾は全部，ズボンの中に入れる。

・夏服ポロシャツのボタンは全て留めるのが望ましいが， 低１個は留める。

（ ◎ ） （ ○ ） （ × ）

イ 女子

・スカートをウエスト部分で巻き込まない。

・冬服セーラー服の袖ボタンはきちんと留める。

④〔その他〕

ア ソックス

男女とも，白色で無地（ワンポイントは可）。くるぶしソックス・ルーズソックスは不

可。ゴムの部分に色があるものは不可。

イ 靴

男女とも，ひもつき白色運動靴

（布製平底で体育に使用できるもの，模様や色線のないもの。）

くるぶしが隠れるハイカットのものは不可。

ウ 上履き

男女とも，学校指定のもの（学年毎に色が異なる）。

エ 名札

男女とも，学校指定のものを左胸（ポケットのところ）につける。

名札を忘れた場合は，１校時が始まるまでに職員室に行き，紙名札を着用する。紙名札は

あくまで応急処置であるので，３日連続で忘れた場合は新たに名札（100 円）を購入する。

名札をポケットに入れ込まない。

オ ベルト

男子は，黒色を基本とするベルトを着用する。

装飾があるもの，穴が２列のもの，極端に細いものは不可。

カ 手袋・マフラー

手袋・マフラー，ネックウォーマーは登下校で着用してもよい。ただし，校舎内ではと

りはずす。

キ カバン

通学用バッグは学校指定のものとする。マスコット類はつけない。ただし，防犯ブザー



は可。サブバッグとして，紙袋は使用しない。

第５条（服装・着こなしに対する指導）

①男子の違反学生服，違反ズボン

家で正規の学生服，学生ズボンに着替え直し，再登校させる。

その際，教職員は保護者に連絡をとる（連絡がつかない場合は，事後連絡という形をとる。）

再登校した生徒は，必ず職員室に来て報告させる。その後，授業場所に行かせる。

②女子のスカート丈

正規の長さのスカートであっても，成長によりスカート丈が短くなっている場合がある。し

かし，入試などの場では，正規の長さのスカートが必要になる。

保護者に正規な長さのスカートを用意するように保護者連携を行う。その際，改善できる期

日を必ず確認する。

③制服の下の服

白色でない服を着ている生徒本人に指導する。翌日も改善が見られなければ，保護者に連絡

し，改善を求める。

白色にするため，保護者連携を行う。

④ソックス

違反ソックスは，その場で脱がす。脱がしたソックスは，下校まで預かる。

⑤名札忘れ

校門指導，朝のＳＨＲの時点で，名札を忘れている生徒は，職員室へ行かせる。

職員室にいる職員が対応する。名札忘れが１日目の場合は，紙名札を着用させる(１校時開

始時点で紙名札か正規の名札を全員が着用している状態になる。)

連続３日目の場合は，新たに名札を購入（100円）させる。

上記の対応をやりきるため，職員は名札ケースの所にある記録簿に記入する。

⑥ネクタイ忘れ

校門指導，朝のＳＨＲの時点で，ネクタイを忘れている生徒は，職員室へ行かせる。

貸し出し用ネクタイを着用させる。翌日，貸し出し用を職員室へ返却させる。

返却しない場合は，その貸し出し用ネクタイを買い取らせる。

⑦ベルト

違反ベルトは，その場で外させる。代用として，貸し出し用ベルトを着用させる。翌日，貸

し出用を職員室に返却させる。返却しない場合は，その貸し出し用ベルトを買い取らせる。

⑧即時に改善できる指導

その場で改善できることは，その場で改善させる。その時は，生徒は必ず立ち止まり，改善

し終えて，移動を開始する。

その場で改善できることの例

・ズボンの腰履き ・スカートの巻き込み

・ボタンを留めていない ・名札のポケットへの入れ込み

第６条（頭髪規定等）

中学生らしい清潔感のある髪型にする。

①男子

・前髪は目にかからない。横は耳にかからない。後ろは襟

にかからない。

・サイドを短くカットし頭頂部を長めにするソフトモヒカン，ツー

ブロック，アシンメトリー，剃り込みなどの髪型は，入試など

の場に通用しない髪型は，変形した髪型ととらえ指導する。

・「ライン」を入れてはいけない。



②女子

・派手なカットはせず，前髪は目にかからない。

・髪が肩にかかる場合は，２つ以内で結ぶ。結ぶためのゴムは，黒・紺・茶色などの派手でな

いもの。ヘアピンや飾りはつけない。

・ポニーテール（耳のラインよりも上で結んだもの），祭り結びはしない。

（ ○ ） （ ○ ） （ × ） （ × ）

２か所で結ぶ １か所で結ぶ ポニーテール

１か所で結んでいるが，

片方でまとめている。

③男女ともに

・茶髪等の染髪，パーマは禁止とする。ワックス等の整髪料の使用は禁止とする。付け毛(エ

クステ)等も禁止とする。

・眉を剃ったり，変形させない。

・化粧をしない。爪にマニキュアをしない。

・ピアス（透明なピンを含む）をしない。ピアスの穴を開けない。

第７条（頭髪等に対する指導）

①長髪，変形の髪型

・正規な長さ，髪型に改善するよう保護者連携を行う。その際，改善できる期日を必ず確認す

る。

・女子が髪をくくっていない場合は，１校時開始までに髪をくくらせる。ゴムを持っていない

ことを理由にする場合は，職員室へゴムを取りに行かせてくくらせる。

②茶髪等の染髪

・黒く染め直させる。黒く染め直すまで，みんなと違う場所(別室)で活動させる。

③ワックス等の整髪料，付け毛(エクステ)，化粧，マニキュア

・学校で整髪料，付け毛，化粧，マニキュアをとらせる。校内での改善が不可能な場合，保護

者に連絡し，家庭で改善して登校させる指導もある。

④ピアス

・ピアス着用を確認した場合，ピアスを外させ，穴をふさぐ努力をするよう指導する。外させ

たピアスは，不要物として学校で一時保管する。保護者に電話連絡し，家庭でも指導するこ

とを求めるとともに，再びピアス着用を確認した場合は別室で活動させることを伝える。

・再びピアス着用を確認した場合は，別室で活動させ，指導する。

第３章 登校・下校に関すること

第８条（欠席・遅刻・早退等）

①遅刻・欠席の場合は，保護者が学校に８時１５分までに連絡する。

②たとえ学校内にいても（例：朝練習から戻ってくるのが遅れた，他の教室にいた等），８時２

５分（朝ＳＨＲのチャイムの鳴り始めた瞬間）に自席に着席していない場合は，遅刻とする。



③朝ＳＨＲの時間帯に遅刻登校した場合は，自教室に行き，先生に登校を確認してもらう。

朝ＳＨＲの時間帯より後（８時 40 分以後）に遅刻登校した場合は，必ず職員室に立ち寄り報

告し，各教室へ行く。

④早退する場合は，学校から保護者に連絡した上で，早退する。原則，保護者に迎えに来てもら

う。

⑤体調不良のための保健室利用は１時間を原則とする。体調が回復しない場合は，早退の手続き

をとる。

⑥忘れ物等により校外へ出なければならない事情が発生した場合は，職員室で外出許可の手続き

を行い，校外では「外出許可証」を携行する。

第９条（欠席・遅刻・早退等に関する学校の取り組み）

①朝ＳＨＲの教職員以外で，下駄箱・教室を確認し，不在生徒の確認をする。欠席連絡の入って

いない生徒は，保護者に電話連絡をする。１校時開始以降に遅刻登校をした場合，担任もしく

は学年担当の教職員が登校したことを保護者に電話連絡する。

②生徒の出欠状況を把握するため，職員室ホワイトボードに記入する。

・欠席，遅刻の電話を受けた場合は，生徒名と欠席理由を記入する。

・遅刻登校や早退の場合は，ホワイトボードに生徒名とその時刻も記入する。

③ 早退の場合は，職員室いる職員が，必ず確認した上で早退させる。

④１週間に２回の遅刻者には，遅刻防止のため家庭と連絡をとる。

第10条（登下校）

①登下校は正門より出入りする。ただし，土曜日・日曜日等で正門が閉じてある場合に限り，北

門を使用する。

②８時２０分までに登校する。服装は制服とする。朝ＳＨＲ開始時には，着席しておく（朝練習

をした場合でも，制服に着替えを完了しておく）。

③下校時刻を守るとは，制服で正門から出ることである。ただし，正門前は公道であるため，正

門付近でたむろせず，速やかに移動する。

下校時刻は，期間に応じて，次の２通りとする。

・夏時間（卒業式の翌日～新人戦） 18時00分

・冬時間（新人戦～卒業式）17時00分

④登下校の途中で，店への出入りはしない。また，店の入り口付近で集まらない。自動販売機の

使用や間食はしない。

⑤原則，徒歩通学。道路交通法に従い，交通ルールや交通マナーを守る。

⑥校区外通学生は，自転車通学することができる。ただし、「自転車通学希望申請書」を提出し

許可を得ること。

・普通自転車，普通ハンドル，車体の色は派手でないものとする。

・自転車通学許可規定(二人乗り禁止，片手運転禁止，無灯火禁止，ヘルメット着用，雨天

カッパ着用)を守る。

⑦自転車通学許可生徒が自転車通学許可規定等の違反をした場合は，初回は１週間の学校預かり，

２回目は１か月学校預かり，３回目は１年間の許可取り消しとする。

⑧自転車通学許可生でない生徒が自転車で通学していること（地域への無断駐輪，知人宅への駐

輪の了解を得ているに関係ない）を把握した場合は，一定期間，その自転車を学校で保管する。

保管期間は，違反１回目は３日間，２回目は１週間，３回目以降は２週間（発覚日を含む）

とする。

例：保管３日間とは，月曜日発覚の場合，月・火・水の３日間保管し，木曜日に返却する。

返却日が休日の場合は，休日明けの課業日に返却する。

⑨休日，長期休業中に部活動のために登校する場合は，部活動の練習着で登校してもよい。



第４章 学校生活（授業・学習以外に関すること）

第11条（物の管理と扱い）

①机やいす等は丁寧に扱い，落書きやシールを貼らない。故意に傷をつける行為については，弁

償を求める場合もある。

②持ち物には，全て記名する。特に，シューズ，傘，教科書，ノート，その他授業に必要な道具

等には記名する。

③机は定位置（床にある印の位置）にあるよう，

授業開始時にその都度直す。

④傘は，右のように整然と並べておく。

⑤下駄箱にシューズを置くときは，

自分の番号シールを中心点として

かかとを揃えて置く。

⑥学校に置いてよいと許可されている学習道具以外は，全て持ち帰る。

持ち帰っていない学習道具は学校が保管し，指導後返却する。指導後改善が見られない場合は，

保護者連絡をし協力を依頼する。

第12条（不要物）

①携帯電話の持ち込みは，原則禁止とする。使用している，していないに関わらず，所持を見つ

けた場合は，その場で預かる。

②タバコ，ライター・マッチは，喫煙（喫煙準備行為）として，特別な指導を行う。タバコ，ラ

イター・マッチの所持を見つけた場合は，その場で預かる。

③アクセサリー，ゲーム機，音響機器，菓子，遊具等，学習に不要な物の校内への持ち込みは禁

止とする。不要物は，その場で預かる。

④不要物の持ち込みは，生徒に指導した上で，保護者（保護者の来校を原則とする）に返却する。

生徒に直接返却はしない。

第13条（校内生活）

①職員室の出入りは，マナーを守って行う。

②教室，部室，体育館等の鍵を借りる時は，必ず先生の許可を得る。許可を得るとは，自分の名

前，必要とする鍵の名前を大きな声で職員室内の教職員に伝え，取って良いという返答をもら

うことである。返答がない場合は，再度用件を大きな声で伝える。

使用後は借りた生徒が責任を持って返す。

③ストーブ，扇風機の使用は，ルールを守って行う。違反があった場合は，ルールに基づき，一

定期間使用を禁止する。

④他学年の階へは行かない。（誰もいない教室にははいらない。）

⑤他人の物を無断で使用しない。他人のお茶を無断で飲まない。

⑥友だち同士の物品金銭の貸し借りはしない。

⑦上履き，下履き，体育館シューズの区別をつける。

⑧故意による施設・備品を破損した場合は，「破損届」を提出し，本人が弁償する。

第14条（保健室の利用）

①体調が悪く保健室を利用する場合は，授業者（先生）に申し出て，「保健室利用カード」を記

入してもらう。その「保健室利用カード」を持って，保健室へ行く。

②体調が悪くなり，休憩時間に保健室に行く時は，クラスの友だちに「保健室に行っている」と

授業者(先生)に伝えてくれるようお願いして行く。

③授業者は授業開始時に不在の生徒がいる場合や「保健室利用」と他の生徒が言った場合は，保



健委員を保健室に行かせて，所在の確認をする。

④保健室の利用は，原則１時間のみとする。ただし，教職員の判断により，延長する場合もある。

⑤保健室にマスクや湿布等を当たり前のようにもらいに来る生徒がいる。マスクや湿布・絆創膏

等は家庭で用意すべきものである。学校で起きた突発的なケガに対応することが，本来の保健

室の役割であることを理解して利用する。

⑥休憩時間等に保健室に入り浸らない。保健室は体調不良の生徒が休養している部屋である。保

健室の中で騒がない。退室するよう指示されたら，速やかに退室し，授業場所へ戻る。

⑦保健室では，原則として内服薬は出せない。

第15条（給食，昼休憩）

①給食当番は，指定されたエプロンを着用し，配膳室まで給食を取りに行く。給食当番は分担さ

れた自分の仕事を責任をもって行う。給食当番以外は教室から出る。

②配膳には，教室後部のロッカーの上を利用する。そのため，常にロッカーの上を整理整頓し，

給食後は当番（係）が，台拭きで拭き，清潔を保つ。

③給食は班机による食事を基本とする。学級全員がそろって「いただきます」の合掌し，給食を

食べ始める。13時05分を目処に，学級全員がそろって「ごちそうさま」の合掌をし，後片付け

と昼休憩に入る。

ただし，１年生が配膳や給食に時間がかかるなどの場合は，学年で延長した時間を指定する場

合もある。

④給食は，出来る限り完食する。

⑤牛乳やパンなどは教室外に持ち出したり，給食の時間帯以外に食べたりすることはできない。

⑥欠席者などの牛乳やパンが残ってしまった場合は，職員室へ持って行く。家に持ち帰ることは

できない。

⑦昼休憩の時間は，グランドで遊んでもよい。ただし，部活動の道具等を使っての遊びはしない。

鬼ごっこのような校舎内を走り回るような遊びはしない。体育館裏等の人目につかない場所で

休憩時間を過ごさない。

第16条（掃除時間）

①掃除時間は，全員で時間いっぱい掃除する。

②掃除開始時刻に担当場所に全員そろい，掃除を始める。担当の先生が確認し，担当場所にいな

い生徒がいた場合，担当の先生は，担当場所に行くよう放送する。

③ケガ防止のため，モップがけをする時は，必要以上に水浸しにしない。

④ごみの分別を日頃から行う。各場所のゴミは，掃除時間の終わりには分別がきちんとされてい

ることを確認して，職員室前に持って行く。

⑤雑巾は雑巾かけに整然と並べ，モップやほうきは掃除用具入れに整然とつるして片付ける。

第17条（部活動）

①部活動を通して，次のような生徒を育成することを目的にしている。単に，高度な技術を身に

つけることが目的ではない。

・苦しくても逃げない。 ・常に努力し，挑戦する。

・切磋琢磨できる本当の友をつくる。 ・場に応じた礼儀，マナーを身につけ，実践する。

②生徒は全員，いずれかの部に属し活動する。

４月に全員が入部手続きを行うが，３年間１つの部で活動することが望ましい。

安易な部変更を行わず，部を変更する時は，部活動に根付く決意をもって部を変更する。

③やむを得ず転部(部変更)する場合は，次の手続きをとる。

１ 現顧問と担任に転部について話し合う。

２「退部届」に必要事項を記入し、保護者の署名・捺印のうえ現顧問に提出する。「退部届」

は担任からもらう。

３ 現顧問に「退部届」の必要事項を記入してもらい，現顧問の署名・捺印を得る。



４「退部届」を担任に提出し，担任の署名・捺印を得る。

５転部先の顧問に「退部届」と「入部届」を提出する。入部届は担任からもらう。

④朝練習は部活動顧問がいないとできない。朝練習をする場合も，制服で登校する。朝練習の後

は，制服に着替え，朝ＳＨＲに遅刻しないこと。

⑤帰りのＳＨＲ終了後，部活動の時間を確保するため，教室は施錠する。すばやく部活動の場所

へ移動する。

⑥帰りのＳＨＲ終了 10 分後には，出席状況の確認を顧問（顧問が不在の場合は，部長）が行う。

⑦部活動の終了後は，顧問，部長は部員に声をかけ合い，下校時刻を守らせる。

⑧運動部は活動着で行い，制服のままで活動しない。部としてウインドブレーカー等を持ってい

る場合は着用してもよい。部としてのウインドブレーカーを購入していない者は，個人で持っ

ているウインドブレーカーを着用してもよい。

⑨自分が所属していない部の活動場所に入らない。他の部の用具を勝手に使用しない。

⑩部室使用のきまりを守る。

・部室を定期的に清掃し，整理整頓に努める。

・部室に私物を置いたり，必要以外の貼り物をしない。

・部室の中に長時間いない。自分が属する部以外の部室に入らない。

⑪応援については，尾道市中体連理事会（平成23年度）での確認事項を守る。

・他競技の生徒による応援は，引率教員が同席すること。

・部に属さない生徒の応援は，制服を着用すること。

第18条（学校行事）

①体育大会

・体育大会当日はそれまでの練習の成果を披露する場である。練習をさぼり参加していない生

徒は，当日演技には出場せず，生徒席で見学する。

・練習において指導に従わない場合は，練習に参加することはできない。

練習場所と違う場所で指導を行う。その場所でも素直に指導に従わない場合は，保護者に来

校依頼の連絡をする。

・練習期間中に体操服を忘れた場合，練習の時間帯か午後のＳＨＲ（午後の練習のために，ＳＨＲ

を先にする場合）に，体操服を取りに帰ることとする。授業の時間帯に取りに帰ることはできない。

・熱中症対策として，練習期間中はスポーツドリンクを持参してもよい。

・他の中学校の生徒（家族・親戚は除く）は、体育大会の会場にはいることはできない。また、

本校生徒も行かない。

②文化祭

・文化祭はそれまでの練習の成果を披露する場である。練習をさぼり参加していない生徒は，

当日演技には出場せず，生徒席で見学する。

・練習において指導に従わない場合は，練習に参加することはできない。

練習場所と違う場所で指導を行う。その場所でも素直に指導に従わない場合は，保護者に来

校依頼の連絡をする。

・他の中学校の生徒（家族，親戚は除く）は，文化祭の会場に入ることはできない。また、本校生徒

も行かない。

③卒業証書授与式

・学校のルールに違反している身なり，服装をしている場合は，練習や式に参加することはで

きない。

第５章 授業・学習に関すること

第19条（授業開始まで）

①お互いに着ベル（自席についてチャイムの鳴り始めを聞く）を呼びかける。特に移動教室や体



育の授業の時は遅れないように注意して移動する。

②学習道具を忘れないようにする。また、学習道具を机の上に出し，整頓して授業を待つ。

③机を定位置（床にある印の位置）に合わせる。

④服装や身だしなみを整えて待つ。夏場の５校時は，昼休憩に遊んだため暑がり，ボタンを外し

たりズボンの裾をまくったりする生徒がいる。「昼休憩の後だから」は，正当な理由にはなら

ない。

⑤夏にうちわや扇子を持参すること，使用することはできない。冬に座布団や膝掛けを持参する

こと，使用することはできない。

第20条（授業開始時）

①授業者は，号令をかける前に，服装・身なりが整っていることを確認し，指導する。授業者は，

机の位置が定位置であるかを確認し，指導する。

②着ベル（開始チャイムが鳴り始めた時に着席していること）していないものは，授業遅刻とす

る。

③授業者は，開始チャイムと同時に授業を開始する。

④授業者は授業開始時に不在の生徒がいる場合や「保健室利用」と他の生徒が言った場合は，保

健委員を保健室に行かせて，所在の確認をする。

第21条（授業の始めと終わりのあいさつ）

①始めのあいさつ

・係「起立」（イスをきちんと入れ，机の後ろに立つ）

・係「これから○○の授業を始めます。」

・全員「はい」

・係「気をつけ。礼。」

・全員「お願いします。」（言い終わって，礼） ※着席の号令はなし。

②終わりのあいさつ

・係「起立」（イスをきちんと入れ，机の後ろに立つ）

・係「これで○○の授業を終わります。」

・全員「はい」

・係「気をつけ。礼。」

・全員「ありがとうございました。」（言い終わって，礼） ※着席の号令はなし。

③始めと終わりのあいさつが，きちんとできていない場合（身なり等の乱れ，声が小さい，あい

さつをしていない生徒がいる，きちんと静止できていない等），指導のため，あいさつをやり

直す。

第22条（授業終了後）

①教科係は，授業者に授業の気づきと次時の授業の連絡事項を確認する。

②当番は，板書を丁寧に消し，次時の授業のための環境を整える。

第23条（試験の受け方）

①テストが始まるまで

・机の上に筆記用具（筆箱は置けない），事前に必要と連絡されているもののみを置く。

・机の中は空にしておく。机の横の荷物掛けには何もかけない。

・テストに必要ないものはカバンの中に入れて，教室後部のロッカーの中（どうしても入りき

らない場合は，ロッカーの上）に置く。

・チャイムが鳴り始める前に着席し，静かに待つ。

②テストの始め

・問題用紙，解答用紙は裏にして配り，監督の先生の「始め」の合図で表にし，名前を記入後，

解答していく。



・号令の後，一切しゃべってはいけない。万が一，しゃべった場合は，不正行為に準ずる行為

として，指導ならびに措置を行う。

特に，問題用紙が手元にあるかないか，鉛筆をもっているかどうかにより不正行為（に準ず

る行為）かどうかを判断するものではないことに注意すること。

③テスト中

・鉛筆などが机から落ちたり，質問があったりする場合は，無言で手を挙げる。監督の先生が

近くに来たとき，小さな声で用件を伝える。

・テスト中に物の貸し借りはできない。話をしてはいけない。

・うつぶせない。顔を動かしキョロキョロするなど落ち着きのない行動はとらない。不用意に

物を落とさない。故意に音をたてることはしない。問題用紙・解答用紙に落書きをしない。

・次の行為は，不正行為，不正行為に準ずる行為として，指導ならびに措置を行う。

・机の中に物を入れている（問題用紙や解答用紙を机の中に入れることを含む）。

・机の荷物掛けに物を掛けている。

・ポケットや机の中に手を入れる（ポケットからハンカチやティッシュペーパーを取り出

すことを含む）。体調不良のため，ハンカチやティッシュペーパーが必要な場合は，テ

スト開始の号令までに，予め机上に置いておく。

④テストの終わり

・チャイムが鳴り始め，監督の先生が「やめ」合図で鉛筆を置く。監督の先生は，全員が鉛筆

を置いたことを確認し，回収の指示を出す。回収の指示が出てから全員の解答用紙が監督の

先生へ提出されるまでの時間に鉛筆を持ったり，しゃべった場合，不正行為に準ずる行為と

して，指導ならびに措置を行う。

・問題用紙を回収する場合も，無言で速やかに回収する。

・監督の先生の指示により，号令をするまで教室を出て行くことはできない。

⑤不正行為（に準ずる行為）に対する指導

・不正行為（に準ずる行為）があった場合，その教科については，得点が認められない。

・不正行為（に準ずる行為）があった場合，即時，別室で指導を行う。翌日も，特別な指導を

行う。

第６章 校外での生活に関すること

第24条（注意，指導を必要する行動）

①危険な花火・火薬などを用いての遊びや，人に危害を与える恐れのある器具は使用しない。

②外出する時は，行き先・帰りの予定時刻などを保護者に連絡して出かけること。

③夜間の外出・外泊はしない，誘わない。

④外出時の服装は華美にならないようにすること。

⑤交通規則を守り，事故防止に努めること。

・片手走行，二人乗り，無灯火は道路交通法により禁止されている。

⑥生徒だけのキャンプ，宿泊については許可しない。

⑦釣り，水泳については水難事故から身を守る注意を充分にすること。

⑧カラオケボックスへの出入りは保護者同伴に限る。ゲームセンター，飲食店，スポーツ施設へ

は保護者同伴，または保護者の許可を得ること。

⑨商店，スーパー等の買い物は，中学生らしい態度で礼儀を守り，万引き等の疑われる行動はと

らない。

⑩携帯電話，メール，インターネット等の利用は，マナーとルールを守り，トラブルを起こした

り，被害にあわないように充分に注意すること。。

⑪法に触れる行為（窃盗・万引き，喫煙・飲酒等）は絶対にしないこと。

生徒がいる時間帯に他校の敷地付近に行かない。また，他校の敷地内に入らない。

各学校は自校の生徒の安全やトラブルの未然防止のため，他校の生徒と自校の生徒が

接触しないようにしていることを理解しておく。



第25条（校外での問題行動に対する対応）

①校外での問題行動を把握した場合，学校で事実確認し，指導を行う。

②学校で事実確認，指導を行った後，保護者に連絡し来校を求める。

校外の問題行動については，家庭が指導の中心となる。再発防止に向けて，家庭での指導の継

続を依頼する。

第26条（不審者について）

①不審者に近寄らない。不審者から声をかけられたら逃げる。

②大声をあげて人を呼び，助けを求める。

③可能ならば，不審者の特徴，不審者の車の特徴(ナンバー等)を覚えておく。

④１１０番通報と保護者・学校にすぐに知らせる。

第27条（不審電話について）

①電話番号や住所などの個人情報を聞きだそうとする不審電話には，「知りません」，「わかりま

せん」と答え，教えない。

②不審電話がかかってきたら，保護者・学校にすぐに知らせる。

第28条（交通事故について）

①交通事故にあった場合は，たとえ大したケガをしていなくても，「警察に連絡してください」

と言い，相手の名前・住所・連絡先をたずねる。

②交通事故にあった場合は，必ず保護者に知らせ，その後学校に知らせる。

第７章 特別な指導に関すること

第29条（特別な指導の対象）

次の問題行動を起こした生徒には，特別な指導を行う。

①法規・法令に違反する行為

・飲酒，喫煙〔学校生活，登下校時〕 ・窃盗，万引き

・暴力行為（校外を含む） ・性に関するもの

・器物損壊 ・薬物等乱用

・専有物離脱横領 ・その他，法令・法規に違反する行為

②本校の規則等に違反する行為

・授業妨害，授業エスケープ

・喫煙同席，喫煙準備行為（タバコ・ライター所持）〔学校生活，登下校時〕

・指導に従わないなどの指導無視及び暴言等

・いじめ

・カンニング

・学校が教育上指導が必要であると判断した行為

第30条（特別な指導の目的，内容）

①特別な指導は，自らが起こした問題行動を反省し，よりよい充実した学校生活を送らせるこ

とを目的とする。

②特別な指導には，別室指導，奉仕活動等がある。

③法令・法規に違反する行為・暴力行為・いじめ等について，その内容や頻度(指導しても，繰

り返し行う)に応じて，市教委・警察・児童相談所などの諸機関と連携する。

④繰り返し問題行動を起こし，他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒に対しては，「出席停

止」を検討する。「出席停止」を実施する場合は，「尾道市小中学校出席停止の命令に関する

要項」に従って取り組む。



第31条（別室指導）

①別室指導とは，別室で反省文指導，面接指導，教科指導を行うことである。

②別室指導の実施の有無，その期間については，生徒指導部会で事案ごとに協議・確認する。

③別室指導は，実社会において自らの行為に責任をとることが求められることを教える目的を

もっている。そのため，その生徒に反省が見られるかどうかによって，別室指導の実施の有無

を検討するものではない。

④その生徒に精神的なフォローやその生徒を受け入れるための学級への指導が必要であると判

断した場合も，別室指導を行うことがある。

第32条（別室指導の流れ）

①別室指導を行う場合は，保護者に来校してもらい，指導方針(別室指導）を説明する。

ただし，保護者への連絡がつかない場合は，特別な指導を開始した後に，学校で保護者に指導

方針を説明する。

②別室指導の期間は，８時00分までに登校する（事案によっては，保護者の送迎を求めること

がある）。登校したら上履きに履き替え，通学靴を持って職員室に来る。（自教室に行ったり

することはない。）指定された場所（別室）で活動する。給食は教職員が手配し，給食も別室

でとる。

③複数の生徒が関係する事案の場合，一つの部屋で複数の生徒が別室指導を受ける場合がある。

この場合，一切の生徒同士の会話は禁止とする。

④別室指導の期間は，他の生徒と時間をずらして下校させる。

⑤別室指導の期間中は，担任は保護者に一日のようすを連絡する。

⑥別室指導の 終日の下校前（もしくは 終日の翌朝）には，校長室で，自らの行為について

の反省したことと，今後の生活の決意を述べる時間をもつ。その場には，校長（不在の場合は

教頭），生徒指導主事，担任（不在の場合は学年担当）が参加する。


