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呉市立明徳中学校 生徒指導規程 

 

第１章 総則 

第１条 本規程は，本校の教育目標を達成するためのものである。そのため，生徒が自主的・

自律的に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である。 

 

第２章 服装・身だしなみに関すること 

第２条 登下校，学校内外での学習活動では，次に定める制服を着用する。ただし，長期休業

中及び朝・休日等の部活動に参加する場合はこの限りではない。また，女子の自転車通学生

徒の登下校は，安全のためスカートの着用を禁止する。ただし，冬季は部活動のウィンドブ

レーカーや体操服のジャージの着用は可とする。 

(1) 冬服（１０月～５月） 

男子…黒色標準学生服，白色カッターシャツ，黒色の標準長ズボン 

女子…濃紺色ブレザー，ボータイ，白色カッターシャツ，標準プリーツスカート 

(2) 夏服（６月～９月） 

男子…白色の開襟シャツまたは白色カッターシャツ（半袖も可），黒色の標準長ズボン 

女子…白の開襟シャツまたは白色カッターシャツ（半袖も可），標準プリーツスカート 

(3) 合服（夏服・冬服への移行期間中） 

第３条 制服は正しく着用する。 

(1) カッターシャツ等はズボン，スカートの中に入れる。 

(2) スカート丈は，立って膝が隠れる程度の長さとする。 

(3) スカートの下にジャージは着用しない。下着用のスパッツ及び体操服のハーフパンツ

は可とする。ただし，防寒着がわりに制服の下にジャージの着用は禁止する。 

(4) 男子の上着の第一ボタンは留める。また，朝会・儀式的行事ではホックも留める。 

(5) 男子はベルトを着用する。 

第４条 靴下は白色の短ソックス（ワンポイントは可）とする。ただし，くるぶし丈のものは

不可とする。 

第５条 靴は白色の紐つき運動靴とする。 

第６条 上履きは，学校指定のシューズで，校舎内及び体育館で着用する。 

第７条 下着類は白色のみ可とする。Tシャツ等を着用する場合は，白色で無地あるいはワン

ポイントのもののみ許可する。（ハイネックは不可。ワンポイントとは，胸に入っているメ

ーカー名の刺繍程度である。）また，体操服を下着がわりに着用することは不可とする。 

第８条 名札は学校指定のもので，教職員が名前を書いたものを左胸にきちんとつける。ただ

し，登下校時にはつけなくてもよい。 

第９条 体操服は学校指定のもの（ジャージ，半袖体操シャツ，ハーフパンツ）を着用し，体

操シャツはハーフパンツ等の中に入れる。 

第１０条 頭髪は，学習活動や運動等の教育活動の妨げとならない清潔かつ自然な髪型や長さ

とし，次の通りとする。 

〔男子生徒〕 

(1)短髪を基本とし，横は耳にかからず，後ろ髪は襟にかからないこと。 
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(2)もみあげは，伸ばさないで短く整える。 

(3)前髪は，目にかからない程度の長さにする。 

〔女子生徒〕 

(1)髪が肩につく程の長さの場合，耳よりも下の位置で結ぶ。 

(2)前髪は，目にかからない程度の長さにする。 

(3)ゴムの色は，黒・紺・茶であること。（リボン，ヘアバンドは禁止） 

(4)髪留めのピンは，黒色で細いものならばよい。 

＊男女とも，脱色・染色・パーマ・整髪料の使用は禁止し，流行を追った髪型（アシンメ

トリー，ワンブロック，ツーブロック，モヒカンなど）にしないこと。 

 

 

 

 

 

 

第１１条 カバンは，学校指定の通学カバン及びサブバッグを使用する。（紙袋類は不可。）ま

た，キーホルダー等の装飾物は付けてはならない。 

第１２条 防寒に関しては，次の通りとする。 

(1) セーター・カーディガン・ベストは白，黒，紺，茶，グレーの Vネックとし，制服の

上着の袖・裾から出ないように着用する。また，トレーナー，フリースは不可とする。 

(2) マフラー・手袋は登下校時のみ着用し，校舎内での着用は禁止する。色は白，黒，紺，

茶，グレーとする。 

(3) 部活動で買い揃えたウインドブレーカー（下）は，部活動時と，自転車通学女子生徒

の登下校時のみ許可する。 

第１３条 次のことを禁止する。 

(1) 口紅（色つきリップクリームを含む），マスカラ等の化粧類。 

(2) マニキュア等の爪や皮膚等への装飾。 

(3) ピアス，ネックレス，ブレスレット等の装飾具。 

(4) 眉毛の形を変える，そり落し及び加工。 

(5) 香水（芳香のある制汗スプレーも含む）の使用。 

 

第３章 学校生活に関すること 

第１４条 欠席・遅刻・早退に関しては次の通りとする。 

(1) 原則，午前８：１５に教室（朝会がある場合は体育館）にいない場合は遅刻とする。 

(2) 遅刻・欠席・早退する場合は，保護者が学校へ連絡すること。連絡がない場合は教員

が家庭に連絡し，それでも連絡が取れない場合は家庭訪問する。 

(3) 遅刻してきた生徒は，職員室に行き許可を得て，授業の担当教師に理由を説明した後

自席に着く。 

第１５条 登校後無断で校外へ出ない。通院等でやむを得ず校外に出る場合は，担任に申し出

て許可を得ること。 
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第１６条 次のような不要物を持って来ない。学期に１回程度，持ち物検査を実施する。不要

物を発見した場合は，学校で預かり保護者に返却する。 

(1) 学習に関係のないもの。（ゲーム，マンガ，プリクラ等） 

(2) 携帯電話。ただし，やむを得ない理由があり，保護者を通じて「持込み許可申請」を

すれば，持込みを許可する場合がある。なお，その場合でも，学校に持ってきた場合は

登校後すぐに職員室に預けること。 

(3) カッターナイフ等，危険なもの。 

(4) 不要なお金。 

(5) 菓子・ジュース類。 

(6) ペットボトル，紙パック。 

第１７条 給食については次の通りとする。 

(1) 当番は，エプロン・帽子・マスクを着用して配膳する。担当教師も同様とする。 

(2) 配膳中，当番以外の生徒は教室の外で静かに待つ。 

(3) 食事前の手洗い・うがい，食事後の歯磨きを励行する。 

(4) 食事中はマナーとエチケットを守り，互いに気持ち良く食事し，早く食べ終わっても

給食終了時間（１３：００）まで着席して待つ。 

(5) 給食当番は，食器等の後片付けと配膳に使った机を拭く。担当教師は，片づけが完全

に終わるまで教室で指導する。 

第１８条 部活動に関しては次の通りとする。 

(1) 原則，全員が部活動に所属し，１年ごとに入部届を提出すること。３年間同じ部で活

動することが望ましいが，やむを得ない理由で転部や退部をする場合は，顧問や担任，

家族などと協議・相談して判断する。 

(2) 部活動時の服装は，体育時の服装を基本とする。ただし，音楽部は制服でも可とする。

また，部活動単位で揃えたウィンドブレーカー等の着用は可とする。 

(3) 完全下校時刻は次の通りとする。 

４月～９月…１８：００ 

１０月・３月…１７：３０ 

１１月～２月…１７：００ 

 (4) 中体連主催大会や，コンクール等への参加１週間前から，放課後３０分間活動を延長

できる。この場合，顧問は職員朝会等で報告し，延長時の活動には必ずつくこと。ま

た，生徒を安全に下校させるため，その方法等を保護者と十分に連携した上で，生徒

の下校指導を行うこと。 

(5) 朝練習は７：２０～８：００まで許可する。 

(6) 定期試験１週間前から部活動は停止とする。ただし，特別な事情があり，保護者の了

解と学校長の許可が得られた場合はこの限りではない。 

(7) 部活動の一斉休養日を，水曜日とする。 

第１９条 職員室への生徒の入室は禁止する。用事がある場合は次のようにすること。 

(1) 入口でノックをし，「失礼します。」と言った後，学年・名前・用事のある先生の名前

を告げる。 

(2) 用事が済んだら「失礼しました。」と言い，ドアを閉める。 
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(3) 空席の先生の物品を持ち出す場合は，職員室内の先生の許可を得る。 

第２０条 用事がないのに他学年の階（教室）に出入りすることを禁止する。 

 

 

第４章 授業に関すること 

第２１条 授業の準備をしてベル着を守り，ゆとりを持って授業に臨む。 

第２２条 授業前後に「お願いします。」，「ありがとうございました。」と分離礼をする。 

第２３条 忘れものをしない。また，教科書やノートなどの学習道具は，許可されたもの以外

は学校に置いて帰らない。 

第２４条 授業妨害となる次のような行動はとらない。 

(1) 私語をしたり，席を立ち歩いたりすること。 

(2) 許可なく教室を出ていくこと。 

(3) 先生の指示に逆らったり，失礼な発言をしたりすること。 

第２５条 試験では，カンニングなどの不正行為をしない。 

 

第５章 自転車・バス通学に関すること 

第２６条 自転車通学は，次の区域の生徒に対してのみ許可する。該当区域に居住する生徒は，

事前に「自転車通学許可申請書」を提出して許可を得ること。 

(1) 灘，重生，宇和木，長谷，早瀬，奥内（畑，有清，先奥）の全域 

(2) 釣士田の一部区域 

(3) 田原，渡子地区の全域 

第２７条 自転車通学を許可された生徒は，次のことを守ること。 

(1) ヘルメットを必ず着用し，あごひもをきちんと締めること。 

(2) 標準自転車（変形ハンドルやマウンテンバイクは不可）を使用し，日頃から点検整備

を心がけること。校内で学期に１回程度自転車点検を実施し，不備があった場合には早

急に整備すること。 

(3) 自転車は学年ごとに指定された駐輪場に置き，必ず施錠すること。 

(4) 交通ルールやマナーを守り，危険な乗り方や並走はしないこと。 

第２８条 自転車通学を許可されていない生徒は，いかなる理由があっても自転車通学しては

ならない。 

第２９条 違反行為をした場合は，保護者連携をした上で，１週間の自転車通学を禁止し，学

校で自転車を預かる。 

第３０条 バス通学許可地域（呉市からバス代が全額補助される地域，要申請）は次の通りで

ある。 

(1) 畑一丁目～三丁目 

(2) 早瀬一丁目，二丁目  

(3) 重生地区，灘地区，宇和木地区 

(4) 田原地区，渡子地区 

第３１条 バス代の補助については，呉市が作成した「遠距離等通学費補助制度について」を

参照すること。 
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第６章 安全・家庭生活に関すること 

第３２条 決して他人に傷つく言葉を使ったり暴力をふるったりしてはいけない。 

第３３条 登下校時には交通ルールやマナーを守ること。 

第３４条 ゲームセンター等の遊技場や，法令・法規で未成年の入場が禁止されている場所へ

の立入を禁止する。 

第３５条 登下校時の商店等への立ち寄りや自動販売機等の利用を禁止する。 

第３６条 感染症が家庭に発生した場合は，速やかに担任に届け出て指示を受ける。 

第３７条 アルバイトは，原則禁止とする。ただし，やむを得ない事情がある場合，保護者を

通じて申請があれば許可することもある。 

 

第７章 特別な指導に関すること 

第３８条 本規程に違反した生徒には，別紙に示す段階的指導を行う。また，違反内容や違反

した生徒の状況によっては，本人が改善に向けて指導に従い，落ち着いて教室に入れる状態

であり，且つ教室内の安心・安全が保たれる状況にあることが確認できるまでは，保護者と

連携を図り，学校と保護者の共通理解のもと，別室指導をする場合がある。 

第３９条 学校内外を問わず，触法行為があった場合は，警察など関係機関との連携及び報告

を行う。 

 

 

附則 本規程は，平成２３年４月１日より施行する。 

平成２４年４月１日 一部改訂 

平成２５年４月１日 一部改訂 

平成２８年４月１日 一部改訂 

平成２９年４月１日 一部改訂 

平成３０年４月１日 一部改訂 
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特別な指導について 
指導 

段階 
指導対象 指導対象の主な事柄 指導内容と方法 

１ 

ルール・マナー違反 

 

○ 不要物所持 

○ 服装違反 

○ 頭髪違反 

（整髪料の使用，染色，脱色，

パーマ） 

○ 眉ぞり 

○ 授業妨害・放棄 

（私語，立ち歩き，指導無視，

暴言等） 

○ 携帯電話の所持 

○ 自転車登校違反 

○ いじめ 

・現場注意 

・別室指導 

・反省文 

・保護者連絡 

・授業反省 

 

２ 

犯罪行為 

（法規・法令違反） 

 

○ 万引き 

○ 金品強要 

○ 壁等への落書き 

○ 故意の器物破損 

○ 暴力行為 

○ 喫煙 

○ 飲酒 

○ 夜間徘徊 

○ 危険物による暴行 

○ いじめ 

 

・別室指導 

・反省文 

・保護者召還 

・警察等関係機関と連携      

・授業反省 

 

 

 


