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島尻特別支援学校 幼児児童生徒指導内規 

 

第1 章 幼児児童生徒心得 
 

（礼法） 

第1 条 言葉づかいは、丁寧に、応対は誠実な態度で行う。 

 

（服装・容儀） 

第２条 生徒は登下校時及び校時中は、以下の学校指定の制服を着用すること。 

（ア）男子（ベルト着用） 

夏・・・黒の標準型学生ズボン、白の半袖か長袖シャツ 

冬・・・標準型学生服 

（イ）女子（生地は、黒のサージ） 

夏・・・黒のヒダスカート（ヒダ数20～40 とし、長さはひざ頭（ひざ中央）より 

下7.5ｃｍ以内とする。）、白の半袖シャツ 

黒のビロードリボン 

冬・・・黒のヒダスカート（ヒダ数20～40 とし、長さはひざ頭（ひざ中央）より 

下7.5ｃｍ以内とする。）、長袖丸首ダブルジャケット 

黒のビロードリボン 

（ウ）期間は夏服（５月～１1月）、冬服（１１月～５月）とする。また、気候を判断し、調整期間を設

ける。 

２ 作業学習や体育実技の場合は、本校指定の服装とする。 

３ 履物は、原則として運動靴、革靴とする。体育時や実習時には学校が認めた履物とする。 

４ 頭髪は、常に清潔に保ち、パーマ、染髪、エクステンション等は禁止する。 

５ アクセサリー（ピアス、ネックレス、ブレスレット、指輪など）、マニキュア、化粧等の使用は禁止

する。 

６ 身体に傷をつける有害なタトゥー等は禁止とする。 

７ みだりに制服を変形しないこと。 

８ 原則として防寒具は学校指定のジャージとする。過度なデザインや制服にふさわしくない防寒具の着

用は認めない。 

 

（学習） 

第３条 登校後、１日の心構えをし、授業の準備をすること。 

２ 学業に真剣に取り組むこと。 

３ 授業中は、教師の許可なく勝手に席を離れないこと。 

４ 授業中、病気その他事故が発生した時は、担当教師の指示に従うこと。 

５ 図書館利用の際は、図書館の運用規定に従うこと。図書館利用規定は別に定める。 

６ 集合や教室移動は、迅速に行い、他人に迷惑をかけないように静かにすること。 

７ 考査中、不正行為をしないこと。不正行為については別に定める。 

８ 考査の際は、受験心得を守ること。 

 

（通学） 

第４条 午前８時４５分までに登校し、完全下校は午後５時とする。 

２ 通学途上は常に交通マナーを守り、秩序ある行動をすること。 

３ 自力通学の路線バスの乗り降りは規則正しく行い、車中では他の乗客の迷惑にならないようにするこ

と。 

４ 車両通学（乗用車・二輪車）は全面禁止とする。車両通学の定義は別に定める。 

５ 事故を起こしたり、交通法規に違反した場合は、早急に学校へ報告すること。 

６ 自転車通学は全面禁止とする。 
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（施設及び用具） 

第５条 施設及び用具等を使用する際は、担当職員の指示を受けること。 

２ 施設及び用具等を破損または紛失したときは、直ちに担当職員に届け出てその指示に従 

うこと。 

３ 清掃用具は使用後定められた場所に整頓し、清潔を保つこと。 

 

（所持品・携帯電話等・その他について） 

 ※「携帯電話等」とはスマートフォンその他電子機器を含む。以降の記述も同様とする。 

第６条 所持品は、校名・学部・学年・組・氏名・を明記しておくこと。 

２ 身分証明書（生徒証）は、常に携帯すること。 

３ 教科等学習、各教科外活動に必要な用具（学用品）以外は、学校に持参しないこと。 

４ 貴重品は、原則として担任に預けること。 

５ 金品を紛失、または拾得したときには、速やかに職員または生徒指導部に届けること。 

６ 携帯電話等については、下記の使用心得を守ること。 

(1)原則として、登校時から終了時まで、電源を切り携帯電話を預ける。 

 

(友人との付き合い方) 

第７条 友人との付き合い方については以下のルールを守ること。 

 (1) 交際はオープンに、秘密にしないこと。 

 (2) 個人的なプレゼントや手紙、交換日記のやり取りはしないこと。 

 (3) 相手のプライベートゾーンに触るなど、過度の身体接触を含めた性的行為はしないこと。 

 (4) 友達と会う場合は、必ずお互いの保護者の許可をもらうこと。 

(5) 休日も学校で決められている友人との付き合い方のルールを守ること。 

 

（禁止事項） 

第８条 下記の禁止事項を守ること。 

(1) 無断で他人の物品を使用しないこと。 

(2) 金品の貸し借りをしない。 

(3) 校内で許可なく火気を使用しないこと。 

(4) むやみに火災報知器、消火器、ＡＥＤに触れないこと。 

(5) 施設用具等を故意に破損したり、落書きしないこと。 

(6) みだりに他の教室へ立ち入らないこと。（誤解を受けるような行動をしない） 

（7）夜間１０時以降から早朝４時の外出はしないこと。（補導の対象となる） 

(8) 飲酒、喫煙、薬物乱用等は絶対に禁止。 

(9) 居酒屋、遊技場、カラオケボックス等、未成年者立ち入り禁止場所への出入りは 

しないこと。 

(10) 賭事、暴行、いじめ、脅迫、窃盗等に関する行為をしないこと。 

(11) 携帯、スマホ等による誹謗・中傷のメール、ライン等は絶対に禁止。 

(12) その他、生徒としての本分に反する行為をしないこと。 

 

(アルバイト) 

第９条 アルバイトは原則として禁止とする。 

 但し、内容によっては、家庭の事情や特別な理由、卒業後の就労に向けた訓練になることも考えられ

るので、下記の条件を守り学校に届け出をする。 

(1) 保護者の同意、学校の許可を得ること。また、責任は保護者が負うこと。 

※アルバイトに従事するにあたっての確認 

  ①学校生活に支障をきたさない。（長期休業中のみ許可する） 

  ②アルバイトで得た収入は保護者と確認の上、有効な使い方を行う。 

  ③各種法令（労働基準法、沖縄県青少年育成保護条例など）を順守し、年少者の適切なアルバイト

を行う。具体的には下記の事項などのこと。 
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   ア アルコール類を扱う業務には従事しない。 

イ 危険を伴う業務には従事しない。 

 

(2) 夜間や酒類を提供する飲食店等でのアルバイトは禁止。 

(3) アルバイトを行う際は必ず事前に生徒指導部と進路指導部に連絡する。 

 

（その他） 

第１０条 公衆道徳を重んじ、公共物を大切に取り扱うこと。 

２ 他団体の行事に参加するときは、学校長の許可を受けること。 

 

第２章 遅刻、早退、欠席の指導に関する規程 
 

（遅刻） 

第１条 始業のチャイムが鳴り終わるまでに、入室していなければ原則として遅刻とする。 

第２条 遅刻をした場合は、担任・教科担任等の指導・許可を得て入室する。 

 

（早退） 

第３条 登校後やむをえず早退する場合は、必ず早退届を学級担任もしくは副担任からもらい、それを携

帯して早退すること。※原則、保護者等への引き継ぎとする。 

 

（欠席） 

第４条 無届欠席については、その都度電話連絡などにより、保護者に確認し、長期欠席については各学

部で審議し対応する。 

 

第３章 自動車等免許取得に関する規程（高等部） 
 

（目的） 

第１条 交通安全規則を正しく理解させ、学業に支障なく原付及び普通自動車免許を取得できるよう指導

する。 

 

（免許取得） 

第２条 原付免許・ 普通自動車免許に関しては、就職・進学等で特に必要と認めた者のみ、取得を認め

る。 

２原付免許・普通自動車免許を取得しようとする者は、保護者の同意を得た上で、所定の「免許取得許

可願い」を提出し、学校長の許可を受け、受験（入校）手続きを行うものとする。 

 

3 上記以外の免許を取得した物、学校の許可なく免許を取得した者は懲戒の対象となる。なお、懲戒の

方法等については、別に定める。 

4 自動車教習所への入校は、学業に支障のないよう長期休暇中を利用することを原則とする。 

 

（免許取得に関する出席取り扱い） 

第３条 正規の手続きを経て、本免許、仮免許等の受験をした者の欠席は原則事故欠とする。 

（免許取得届け出） 

第４条 免許を取得した者は、速やかに生徒指導部に届け出なければならない。 

２ 取得の届け出のないまま、車両等の運転をしたことが発覚した場合は、懲戒等の対象とする。なお、

懲戒等の方法については、別に定める。 

 

（交通安全指導） 

第５条 免許取得者は、定期的に交通安全指導を受けなければならない。 

２ 交通安全指導を無断で欠席した場合は、懲戒等の対象とする。なお、懲戒等の方法については、別に
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定める。 

第４章 懲戒規程 
 

（趣旨） 

第１条 この規定は、学校教育法第１１条、第３５条、第４９条及び県立特別支援学校管理規則３９条に

基づき、本校生徒に教育上必要と認めたとき、その違反した行為に対して教育的効果を考え、指導の

一環として懲戒するための手続き及び方法を規定するものである。 

 

（処分） 

第２条 校長及び教員は、教育上必要があると認めたとき、生徒を懲戒することができる。但し、体罰を

加えることはできない。 

 

（懲戒） 

第３条 懲戒は訓告、停学及び退学とする。 

２ 出席停止(小中)、訓告、停学(高)及び退学の処分は、校長がこれを行う。 

３ 指導期間については原則として第４，５条の通りとする。ただし、状況に応じて校長 

が指導期間を決定することができる。 

４ 懲戒にあたる問題行動については第１０条に定めた通りとする。ただし、第１０条に 

定められた以外の問題行動が発生した場合は、校長が指導内容を決定することができる。 

 

（訓告） 

第４条 訓告は、保護者同伴の上、校長が訓戒を与え、一定の指導期間を設けて指導する。 

２ 指導期間については、生徒指導委員会の審議を経て決定する。 

３ 指導期間中は反省日誌を提出させ、関係職員の指導を受ける。 

４ 指導期間中、反省の様子が見られない場合は、期間を延長することができる。 

 

（出席停止・停学） 

第５条 出席停止・停学は、保護者同伴の上、校長が訓戒を与え、一定の指導期間を設け 

て指導する。 

２ 期間については、有期（7 日以上）及び無期（30 日以上）とする。 

３ 期間中は原則として、出校を停止し、自宅謹慎とする。 

４ 期間中は出校日を設け、反省日誌を提出させ、関係職員の指導を受ける。 

５ 期間中、反省の様子が見られない場合は期間を延長することができる。 

出席停止は、小学部及び中学部の児童生徒のみ適用する。 

停学は、高等部生徒のみ適用する。 

 

（退学） 

第６条 退学は、沖縄県立特別支援学校管理規則３９条に該当するものについてのみ行い、保護者の出席

を求め、校長が訓戒を与え、退学の勧告をする。 

退学は高等部の生徒のみ行うことができる。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。 

(2).学力劣等で成業の見込みがない者 

(3) 正当な理由がなく出席が常でない者 

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 

 

（懲戒の手続き） 

第７条 生徒が懲戒に該当する問題行動をしたとき、関係職員は早急に事情を聴取し、生徒、保護者に弁

解や反論の機会を十分に配慮し、事実確認を十分図った上で生徒指導委員会にかけなければならない。

生徒指導委員会は、校長、担当教頭、部主事、生徒指導部、当該学年主任と当該学級担任及び教育支

援部をもって構成する。 
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（懲戒処分の決定） 

第８条 懲戒処分の決定は次の通りとする。 

(1) 懲戒の決定については、生徒指導委員会が学部会に提案し、その審議を経て校長が決定する。 

(2) 緊急を要する場合は、生徒指導委員会で懲戒を決定し、後日、学部会に報告する。 

 

（懲戒処分の言い渡し及び解除） 

第９条 懲戒処分の言い渡し及び解除は、保護者又はこれにかわる者の同席の下、部主事、生徒、生徒指

導部、学級担任、その他関係者が立合い、校長が行う。 

２ 懲戒期間中は、反省日誌及び教科担当による課題等を適宜提出させ、生活態度等を勘案し、懲戒の解

除を審議する。 

３ 懲戒を受けた生徒の反省が認められるとき、生徒指導委員会は学部会に提案する。 

４ 懲戒を解除するときは、次の書類を提出させる。 

(1) 反省日誌 (2) 誓約書 (3) その他 

 

（懲戒等の指導基準と指導方法） 

第10 条 懲戒等の指導基準及び指導方法については生徒指導運用規定によるものとする。 

 

第５章  生徒指導の取り扱い 

 

第1条 第１章から第４章までの事項については生徒の実態及び家庭の状況等に応じて弾力的に取り扱う。 

 

  附 則 

この基本方針は、平成24年７月19日 より施行する。 

平成26年４月１日 一部改正 

平成28年５月18日 一部改正 

平成30年４月６日 一部改正  
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車両（乗用車・二輪車等）通学の定義 
以下は車両通学とみなし禁止とする。違反をした場合は懲戒指導の対象とする。 

【運転】 
１．車両を運転し、登校した場合。 

２．学校に行く目的で、車両を途中まで運転した場合。 

（例：学校の近くまで運転し校外駐車 ⇒ 徒歩で登校 

   バス停近くまで運転し校外駐車 ⇒ バス、徒歩で登校 など） 

３．乗用車・二輪車等車両を運転し下校した場合。 

４．自宅に帰る目的で、車両を下校途中から運転した場合。 

（例：徒歩で下校 ⇒ 途中校外駐車していた車両を運転し帰宅 など） 

【同乗（保護者、および学生以外の成人親族による送迎は除く）】 
５．車両に同乗し登校した場合。 

６．学校に行く目的で、車両を途中まで同乗した場合。 

（例：学校の近くまで同乗、下車 ⇒ 徒歩で登校 

   バス停近くまで同乗、下車 ⇒ バス、徒歩で登校 など） 

７．車両に同乗し下校した場合。 

８．自宅に帰る目的で、車両を下校途中から同乗した場合。 

（例：徒歩で下校 ⇒ 途中、知人の車両に同乗し帰宅 など） 

 

 ※校外における全ての教育活動（特体連体育大会、駅伝大会、校外学習、遠足、就業体験・・・等）

についても、上記１～８を適用する。 

 ※休日、長期休業期間等においても上記を適用する。 


