
令和 3 年度 坂町立坂中学校生徒指導規程 

 

第1章 目的 

第１条 

この規定は，本校の教育目的を達成するためのも

のである。このため，生徒が自主的・自立的に充

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  学校生活に関すること 

【髪型・化粧・装飾等】 

第２条 

（1）髪型 

・前髪は目にかからない。 

・肩につく髪はゴム（色は黒・紺・茶）で一つ

か二つに束ね，耳より下の位置に結ぶ。 

・ゴムでまとめきれない髪は，アメリカピン（色

は黒・紺）で留める。 

・整髪料はつけない。 

・パーマ，カール，アイロン，着脱色，モヒカ

ン，そり込み，ツーブロック，アシンメトリ

ー等（一部だけを伸ばす，一部だけを短く切

る・刈る，前髪を斜めに切る等）は禁止とす

る。 

（2）化粧・装飾等 

・口紅（色・香り付きリップクリームを含む），

ファンデーション等の化粧類は禁止とする。 

・マニュキュア，シール等のつめや皮膚への装

飾等は禁止とする。 

・ピアス，指輪，ネックレス，ブレスレット，

ミサンガ等の装身具は禁止とする。 

・香水や無香料のもの以外の制汗剤等の使用は

禁止とする。 

・眉毛を切ったり，そったり，抜いたり，描い

たりすることは禁止とする。 

（3）その他 

・規程どおりの髪型等にできない場合は，保護

者を通じて担任に届け出て，許可を得る。 

 

 

【服装等】 

第３条 

（1）制服 

夏服 
ポロシャツ（本校指定），スラックス，
スカート 

冬服 
ブレザー，カッターシャツ（白）， 

ネクタイ，スラックス，スカート 

・スラックスは，ベルトを必ず着用する。ベル

トは無地の黒色とし，装飾は不可とする。 

 ・スカートは，膝下まで隠れる長さとする。 

・衣替えの時期は，６月と 10月とし，実施時期

の詳細は，気候等を見て指示する。 

（2）服装等 

・下着として着用するシャツ等は，無地で白色

とする。 

・カッターシャツ・ポロシャツの下に体操シャ

ツを着ない。 

 ・靴下は，くるぶしが隠れる長さのものとし，

白色とする。 

（3）防寒具 

・ブレザーの下に，Ｖネックのベスト，カーデ

ィガン，セーターを着用しても良い。（無地

で，色は黒・紺・白・灰） 

・登下校中，学校指定のウィンドブレーカーを

着用しても良い。 

・登下校中，マフラー，ネックウォーマー，手

袋（華美でないもの）を着用しても良い。 

（4）靴 

・通学靴は全体が白一色のひも靴とする。登下

校や授業，行事等で使用することから，運動

に適したものとする。 

・校舎内及び体育館では，指定された上履き及

び体育館シューズを履くこと。 

（5）名札 

・学校指定の名札とする。 

・夏服は，ポロシャツの左胸ポケット上部に，

冬服は，ブレザーの左胸ポケット上部に付け

る。 

（6）その他 

・規程どおりの服装等にできない場合は，保護

者を通じて担任に届け出て，許可を得る。 



【持ち物】 

第 4 条 

（1）カバン 

・カバンは，通学カバンを使用する。 

・通学カバンに入りきらない場合は，サブバッ

クを使用する。 

・通学カバンやサブバック，筆箱などの学用品

に，飾り（キーホルダー・シール等）をつけ

ない。 

（2）不要物 

・学校生活に不要な物は，学校に持って来ない。 

・貴重品や不要なお金は持って来ない。 

（3）携帯電話 

・本校では，携帯電話・スマートフォンの持込

を禁止している。校外での使用については，

次の五箇条を家庭で約束し保護者の責任の

下で行う。 

１ 夜９時以降は使用しない。  

２ 個人情報を開示しない。 

３ ネット上の友達と会わない。 

４ フィルタリングに必ず加入する。 

５ 困ったときは，家族・学校に相談する。 

（4）その他                 

・事情があり持って来たときには，その日の朝

に担任か部活動顧問に預ける。 

 ・規程どおりにできない場合は，保護者を通じ

て担任に届け出て，許可を得る。 

 

【校内での過ごし方】 

第 5 条 

（1）授業 

・チャイムが鳴る前に教科書，ノート，筆記用

具等の準備をし，着席しておく。 

・授業開始・終了の挨拶は，語先後礼・五秒礼

で行う。 

 ・授業中は，教員の指示に従い，勝手に立ち歩

いたり，授業場所から離れたりしない。 

 ・授業中は，私語をしたり，居眠りをしたりし

ない。 

 

（2）休憩時間 

・他学級の教室には入らない。他の学年の階や

ベランダ，非常階段には行かない。 

（3）保健室利用 

  ・担任または授業を行っている教員に保健連絡カ

ードを記入してもらい利用する。 

  ・養護教諭が不在の場合は，職員室の担任また

は学年の教員に要件を伝える。 

（4）部活動 

 ・部活動規程に定める通りとする。 

 

【登下校・欠席・遅刻等】 

第 6 条 

（1）登下校 

 ・始業時刻は，８時 20分とする。８時 20分の

チャイムが鳴る前に入室完了しておく。入室

完了できない場合は遅刻となる。 

 ・登下校中，買い物をしない。 

（2）欠席・遅刻する場合 

 ・8時 10分までに，保護者が欠席・遅刻の理由

を学校に連絡する。 

 ・遅刻して登校したときは，必ず職員室に寄り，

遅刻証明書を受け取り学級に行く。 

（3）完全下校時刻 

・３月から９月までは，18時 15分。 

・10月から 10月新人戦までは，18時 00分。 

・10月新人戦から１月は，17時 15分。 

・２月は，17時 45分。 

 

第3章 校外での生活に関すること 

【校区外の生活】 

第 7 条 

（1）大型店および娯楽施設等への入店 

・生徒だけで，大型ショッピングモール，ゲー

ムセンター，カラオケボックス，ボーリング，

映画，演劇，コンサート，まんが喫茶，ネッ

トカフェ等への立ち入りを禁止する。 

（2）金品の貸し借り 

    ・生徒同士で金銭や物品の貸し借りや売買をし

ない。 



第4章 特別な指導に関すること 

【問題行動への特別な指導】 

第８条 

次の問題を起こした生徒で，教育上必要と認

められた場合は，特別な指導を行う。但し，発

達段階や問題の程度，繰り返し等の状況を考慮

して指導を行う。 

（1）法規・法令に違反する行為 

① 飲酒・喫煙 

② 暴力・威圧・強要行為 

③ 建築物・器物破損 

④ 窃盗・万引き 

⑤ 薬物等乱用 

⑥ 交通違反 

⑦ 刃物等所持 

⑧ 金品強要 

⑨ その他，法令・法規に違反する行為以上の事

例が発生した場合は，保護者に来校をお願

いし，場合によっては，関係諸機関（西部こ

ども家庭センター・警察・民生課等）と連携

を図る。 

（2）本校の規則等に違反する行為 

① いじめ 

② 指導不服従（指導に従わない，暴言） 

③ 授業エスケープ・授業妨害 

④ 髪形・染髪 

⑤ 不要物 

⑥ その他，学校が教育上指導を必要とすると

判断した行為 

以上の事例が発生した場合は，学校において

速やかに事実確認・指導をし，当該生徒の反省

を促す。また，保護者に来校をお願いし，場合

によっては，関係諸機関と連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

【反省指導】 

第９条 

特別な指導のうち，反省指導は次のとおりと

する。 

（1）説諭 

（2）別室指導 

一定期間，生徒を別室において，担任または

学年の生徒指導担当教諭，生徒指導主事の複数

の教員が面接，反省文の記入，生活指導や学習

指導(授業)等を行うことによって，望ましい生

活や学習態度を育てる。 

（3）授業反省指導 

別室での反省指導において一定の成果が見

られたと判断された場合や，別室反省指導を行

うほどではない場合に，通常の授業において担

任等が生徒の学習意欲や態度，生活の状況を評

価したり，反省したりすることによって，望ま

しい生活や学習態度を育てる。 

 

以上の事例が発生した場合は，学校において

速やかに事実確認，指導をし，当該生徒の反省

を促す。また，保護者に来校をお願いし，生徒

の問題行動及び反省の状況等を説明するとと

もに，再発防止に向けての具体的な取組につい

て共通理解を図り，生活改善をする。 

 

【反省指導の期間】 

第１０条 

 反省指導の期間は，発達段階や問題の程度や繰

り返し等により校内委員会で協議し，指導期間を

決定する。 

 

附則 

 この規程は令和３年３月 27 日に改訂し，令和

３年４月１日より施行する。 

 

 

 

 



【指導の流れ一覧】 

※ 指導の流れは絶対的なものではありません。必ず，学年主任・学年生徒指

導担当・生徒指導主事・管理職等と連携をして進めてください。 

 問題行動種別 指導内容 

１ 

【触法行為】 

暴力行為・器物破損・ 

喫煙・飲酒・万引き・ 

深夜徘徊等 

①事実確認 

②保護者連絡・面談（確認した事実を伝える） 

③特別な指導（別室または居残り） 

④五者（本人・保護者・担任・学年主任・生徒指導主

事）面談及び管理職説諭 

※正確な事実確認を基に，その場にいた生徒全員に

同じ指導を行う。 

２ いじめ 

①事実確認 

②保護者連絡・面談（確認した事実を伝える） 

③指導（内容によっては特別な指導） 

④謝罪 

⑤四者（本人・保護者・担任・学年主任）面談及び管

理職説諭（場合によっては五者） 

※正確な事実確認を基に，その場にいた生徒全員に

同じ指導を行う。 

３ 

指導不服従 

（授業エスケープや授業妨

害等含む） 

①事実確認 

②説諭 

③反省文（場合によっては当該教諭への謝罪） 

④保護者連絡 

※度重なる場合は別室指導・管理職説諭も加える。 

４ 頭髪（髪形・染髪） 

①事実確認（複数で確認） 

②保護者連絡・改善の協力要請 

③改善（できるまで登校させない） 

④改善の確認 

⑤反省文 

※小さい違反については，日々その場で指導する。 

５ 

不
要
物 

間食・ゲーム・マンガ

等 

①事実確認 

②説諭 

③反省文 

④保護者連絡 

⑤不要物の学期末返却（返却の必要のあるもの） 

携帯電話等（高価な

もの） 

①事実確認 

②説諭 

③反省文 

④保護者連絡 

⑤保護者へ返却 


