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Ⅱ 生徒の管理指導・徴収金 

 

1.生徒異動事務 

 

１.転入学について 

（１）転入学希望者の在学する校長は次の書類を提出する。 

ア 転学願(写し)        イ 在学校長の転学依頼書 

ウ 在学証明書及び修得単位数明記の学業成績証明書 

エ 保護者及び本人の住民票 

（２）校長は転入学を希望する生徒に対して転入試験を行うことができる。 

ア 試験科目は英語・数学・国語の３教科とし、試験内容の検討と評価は当該教科で行う。 

イ 受け入れについては、転入理由・教育課程の履修状況・出席状況・学業成績・転入試 

験の結果を総合的に判断し、職員会議で決定する。 

（３）校長は転入学の理由が正当であって教育上支障がなく、かつ適当と認められる場合、相当 

学年に転入学を許可することができる。但し、転入の時期は原則として学期始めとする。 

（４）校長は学年、学級の収容定員を考慮して職員会議に諮り、転入学の許可・不許可を決定し、 

許可する生徒の学年、学級を発表する。 

（５）教育課程係は、転入学を許可された生徒を学級に編入し、事務長に通知する。 

（６）転学を許可された生徒は定められた日に保護者同伴で登校し、教頭、学籍係、教育課程係、 

学級担任、事務同席のもと次の連絡及び手続を行う。 

ア 本校で守るべき諸注意及び身分証明書の交付(学籍係) 

イ 本校教育課程の説明及び教科書・副読本等教材の購入方法(教育課程係) 

ウ 誓約書・保証書、生徒環境調査票、顔写真(4葉)の提出(学級担任) 

エ 学校納付金の説明及び手続(事務) 

（７）学籍係は「転学許可書」を生徒の在学していた学校長に提出し、生徒指導要録の写し及び 

生徒学生健康診断票、生徒学生健康診断票（歯・口腔)の送付を請求する。 

（８）学籍係は、送付を受けた生徒指導要録の写し及び生徒学生健康診断票、生徒学生健康診断 

   票（歯・口腔)を学級担任に回送する。 

（９）学級担任は新たに当該生徒の生徒指導要録を作成し、転入学欄に必要事項を記入し、 

出欠の記録の備考欄に前に在学していた学校における出欠の概要等を記入する。 

 ※運用については別に定める。 
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２.転学について 

（１）学級担任は転学を希望する生徒がある時は、所定の転学願いを提出させ、副申書を添えて、 

教務、事務長、教頭、校長の許可を得、転学依頼書、成績証明書等を、学籍係を通じて送 

付する。 

（２）学籍係は、転学先から転入学許可の通知を受け、生徒の転学が確認されたとき転学願いに 

転入学許可の通知を添える。 

（３）学籍係は、生徒指導要録の写しと生徒学生健康診断票、生徒学生健康診断票（歯・口腔) 

   を転学先に送付し、生徒指導要録の原本、転学願、副申書、環境調査票に必要事項を記入 

   の上、転出者綴りに保管する。 

 

３．退学について 

（１）学級担任は、生徒が正当な理由によって退学を願い出たときは、所定の退学願いを提出さ 

せる。 

（２）学級担任は、退学願いに副申書を添えて学籍係、事務長、教頭を経て、校長の許可を受け、 

これを学籍係へ提出する。 

（３）学籍係は退学者名簿に記載し、退学願、副申書、生徒指導要録、誓約書（１年のみ）、生 

   徒学生健康診断票、生徒学生健康診断票（歯・口腔)、生活環境調査票、住民票謄本を学 

   級担任から受け取り、これを退学者綴りへ保管する。 

 

４．休学について 

（１）病気その他の事由により、３ヶ月以上出席することができない者は、保護者と連署の上、 

休学願に医師の診断書、その他事由を証する書類等を添えて校長に提出する。 

（２）校長は、前項の事由が適当であると認めるときは、休学を許可することができる。 

（３）休学の期間は３ヶ月以上１年以内とする。 

（４）引き続き休学の手続きを行ったときは、前項の規程に関わらず、当該休学を通算して３年 

以内の期間に限り延長することができる。 

（５）校長は、前項に定める休学の期間が満了し、なお復学できない者については、これを退学 

させるものとする。 

（６）休学の許可を受けた後、３ヶ月以内にその事由が消滅したときは、その事由を証明する書 

類を添えて休学取り消し願いを提出させ、その事由が正当と認められるときは、校長は休 

学の取り消しを行う。 
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（７）学級担任は、休学願いに副申書を添えて教務部、事務長、教頭を経て校長の許可を受け、 

これを学籍係に提出する。 

（８）学級担任は、生徒指導要録に必要な事項を記入し、これに休学願、副申書、誓約書（１年 

のみ）、生徒学生健康診断票、生徒学生健康診断票（歯・口腔)、生活環境調査票、住民 

票謄本を学籍係に提出する。学籍係はこれを休学者綴りに保管する。 

 

５．復学について 

（１）学籍係は、休学した生徒が事由の解消により復学を願い出たときは、復学願いを提出させ 

る。病気による休学の復学の場合は、診断書を要する。 

（２）校長は、復学の事由が正当と認められたときは、復学を決定することができる。 

（３）教育課程係は、復学を許可された生徒を相当学年・学級に編入する。学籍係は、「前記４ 

の（８）項」の保管された必要な書類を学級担任へ交付する。 

 

６．再入学について 

（１）退学した者が再入学を希望するときは、再入学願を校長に提出しなければならない。 

（２）校長は、再入学の事由が適当であると認めるときは、職員会議に諮り相当学年に再入学を 

許可することができる。 

（３）教育課程係は、許可された再入学者を相当の学年・学級に編入する。学籍係は、「前記３ 

の（３）」の保管された学籍書類一式を学級担任に交付しなければならない。 

 

７．死亡について 

（１）生徒が死亡した場合、学級担任は保護者に死亡届を提出させ、これを学籍係に提出する。 

（２）学籍係は、教務部、教頭を経て校長の許可を受け、退学者名簿に記載する。 

（３）学級担任は、生徒指導要録に死亡の事実等必要事項を記入し、副申書、誓約書（１年のみ） 

生徒学生健康診断票、生徒学生健康診断票（歯・口腔)、生徒環境調査票、住民票謄本を 

添えて、学籍係に提出する。学籍係は、これを退学者綴りに保管する。 

 

８．転科について 

（１） 普通科、フロンティア科の転科は認めない。 

平成 27年 3月 27日より一部改定 

平成 29年 3月 2日より一部改定 
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2．生徒の出欠席に関する規程 

 

第１条  欠席については、以下のように取り扱う。 

（１）正当な理由の無い欠席は、無届欠席とする。 

（２）欠席及び忌引きの際は、保護者が学校に連絡し手続きをとる。 

（３）一週間以上連続して病気等で欠席する場合は、原則として医師の診断書を提出させ 

   る。その際、ＨＲ担任は教頭に報告し、養護教諭に診断書を提出する。 

 

第２条  欠課については、以下のように取り扱う。 

（１）授業に出席しなかった者及び１５分以上遅れた者は、欠課とする。 

（２）正当な理由があって欠課をする際は、必ずＨＲ担任又は養護教諭に申し出て届け出をし、 

許可を受ける。但し、都合で手続きができなかった者は、後日直ちに手続きをとる。 

 

第３条  遅刻について、以下のように取り扱う。 

（１）始業時刻及び授業開始時刻（いずれもチャイムが鳴り終わった時点）に教室にいない者は、 

遅刻とする。 

（２）校時中に登校した場合、SHR は遅刻とする。 

 

第４条  次の項目に該当する者は、出席扱いとする。 

（１）派遣規程の条件を満たした対外試合の参加者。 

（２）学校が認めた健康診断に行く者。但し、用件が済み次第登校するように指導すること。 

（３）転学する者で、準備等で欠席した者。（転学願い提出月日から転学先の学校が受け入れた 

前日までの期間） 

（４）感染症の疑いがあり、学校の指導で帰宅又は通院する場合。 

（５）生活指導で授業に参加できない場合。 

（６）別室登校が職員会議で必要と認められた者（別室登校については生徒支援委員会規定に準 

ずる）。 

（７）その他、職員会議で認められた者。 

（８）けがや体調不良などで保健室に寄ったが校時途中に教室に戻った場合は、来室証明があれ 
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ば遅刻ではなく、出席扱いにする。ただし、学校要覧にある学校保健安全計画の規定によ 

り、２５分以上遅れた場合は、保健室扱いとする。 

第５条 次の項目に該当する日数は、出席しなければならない日数には含まれない。 

（１）法令の定めにより学校長が出校停止を命じた場合。 

（２）忌引（父母７日 祖父母・兄弟姉妹３日 曾祖父母・叔父叔母１日 同居の親族１日） 

（３）学校教育法第１１条による懲戒のうち、学校長が停学を命じた日数。 

（４）受験旅行の条件を満たした進学及び就職の受験。（出席停止・忌引等の「等」の扱いとな 

る。） 

平成 26年 3月 24日より一部改正 

平成 27年 3月 25日より一部改正 

平成 28年 3月 25日より一部改正 

平成 29年 3月 2日より一部改正 

3．出席簿記入要領 

 

１．出欠管理は進路支援システムの勤怠情報管理において行う。 出席簿は補助簿とする。 

 

平成 26年 3月 24日より一部改正 

平成 27年 3月 27日より一部改正 

 

4．外国留学に関する規程 

 

第１条 この規程は、沖縄県高等学校管理規則第２９条により、生徒が外国の高等学校へ    

留学することに関し必要な事項を定める。なお、留学に関する審査等は国際交流委員会が行う。 

 

第２条 留学とは、本校に籍を置きながら外国の高等学校において学ぶことをいう。進級    

及び卒業を前提に留学をする場合は、手続・許可・単位の修得等の条件を満たさなければならな

い。 

 

第３条 留学を希望する者は、次の書類等を提出し、校長の許可を受けなければならない。 

（１）留学願 

（２）留学先高等学校が当該国における正規の後期中等教育機関であることを示す証明書 
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（３）斡旋団体の確認又は身元引き受け保証人の確認 

 

第４条 校長は、生徒が外国の高等学校へ留学を志願するとき、第３条の条件を満たし、    

教育上有益であると認められる場合、留学を許可することができる。 

 

第５条 出席状況不振者、学業不振者、生活態度不良な者は留学を許可しない。 

 

第６条 留学許可後、ＨＲ担任は次の学籍書類一式を学籍係に提出する。 

（１）生徒指導要録   （２）生徒学生健康診断票 （３）生徒学生健康診断票（歯・口腔)  

（４）生活環境調査票  （５）住民票謄本        （６）その他学籍書類 

 

第７条 留学を許可された者は、留学先高等学校において通学手続完了の後、速やかに次    

の書類を本校校長宛に送付しなければならない。 

（１）留学先の高等学校在学証明書 （２）留学先高等学校の教育課程表 

 

第８条 留学者が、留学の目的と異なる事態が生じた場合、留学許可を取り消す。 

 

第９条 留学中、第８条に該当したり、やむを得ない事由で留学を中止した場合、または    

進級や卒業に必要な単位を修得しない場合、その期間を休学として取り扱う。 

 

第 10 条  留学の時期は原則として、２学期始めとする。期間は１カ年を原則とするが、本    

人や保護者の申し出によりその理由が正当であると認められる場合は通算２カ年を限度に許可

することができる。 

 

第 11条  留学を終了する者は、次の書類を提出し、校長の許可を受けなければならない。 

（１）留学終了届 

（２）留学先高等学校単位修得証明書 

 

第 12条 単位の認定については、以下の通りに取り扱う。 

（１）校長は、留学を許可された者の留学先高等学校における学習内容及び活動等を総合的に評 

価し、留学の成果が十分であると認めたときは、留学先高等学校における履修を本校の履 
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修とみなし、進級又は卒業に必要な単位として認定することができる。 

（２）前項による単位の認定は、留学による単位とし、３０単位以内の範囲で認定する。認定に 

あたっては、包括的に扱うものとする。 

（３）留学により修得した単位は、留学出国時の当該学年の修得単位とみなす。 

 

第 13条 進級・卒業については以下の通り取り扱う。 

（１）留学終了後、１２条における単位が認定された者は、留学出国時の一つ上の学年に進級す 

ることを認めることができる。 

（２）留学開始学年が３学年の生徒で、１２条の要件を満たした者は、卒業を認めることができ 

る。卒業の日付は学校長が定める。 

 

第１４条 この規定の運用に関する必要事項は別に定める。 

平成 29年 3月 2日より一部改正 

 

5．生徒表彰に関する規程 

 

第１条 表彰は、生徒の平素の学習態度、訓育において望ましい考え方や行動の誘発、促    

進の動機づけとして行う。 

 

第２条 表彰及びその時期、方法については、その教育的意義とそれの及ぼす心理的意義    

を充分に考慮し、職員会議に諮り決定する。 

 

第３条 賞の種類と基準は、次の通りとする。 

（１）名護高等学校賞（１名） ※「評定平均」とは 3年間の平均である。 

  ① 各学年を通じ、各科目に評定２以下がなく、評定平均が４.８以上であること。 

  ② 3年間を通して、遅刻（SHRと教科の合計）が６回以下、無届欠席０、無届欠課０の者で、 

生徒指導による懲戒を受けなかった者。 

  ③ ＨＲ、生徒会または部、学校行事（教科外活動）のすべての分野において他の生徒の模範 

となる者。   

 ④ 上記①、②、③すべての条件に該当する者で、当該担任が推薦する者。 
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（２）皆勤賞 

  ① ３カ年皆勤賞・・３カ年を通して、欠席、欠課、遅刻が全くない者。 

  ② 懲戒による停学指導を受けた者は該当しない。 

（３）特別活動賞   ※「評定平均」とは 3年間の平均である。 

  ① 技能、指導力及び人間性に優れ、生徒会活動や部活動及び、検定取得・大会出場等の文化・ 

学術的活動において顕著な実績を修めた者。 

     ・生徒会活動は１年以上務めた者 

     ・団体ベスト４以上、個人ベスト８以上、もしくは県代表 

  ② 評定平均が４.０以上である者。 

  ③ ３年間を通して、遅刻（SHRと教科の合計）が９回以下、無届欠席０、無届欠課０の者で、 

生徒指導による懲戒を受けなかった者。 

  ④ ＨＲ活動においても積極的に参加し、協力した者。 

  ⑤ 上記①、②、③、④すべての条件に該当する者で、当該担当教師が推薦する者。 

（４）その他の賞 

  ① １２ヵ年皆勤がいれば表彰する。 

 ② その他、必要と認める賞については、職員会議に諮り決定する。尚、名称についてはその 

都度検討する。 

平成 26年 1月 23日より一部改正 

平成 28年 3月 25日より一部改正 

6．生徒派遣に関する規程 

第１条 この規程は高等学校教育の一環として、教育的諸活動への生徒派遣に関して必要    

な事項を定め、その適切な運用を期するために定める。 

第２条 学校代表の選手等は、次の各項の条件を備えていることを原則とし、本規定による取り

扱いで疑義が生じたときは、職員会議で審議する。 

（１）出席状況が各学期無届欠席７日以上、無届欠課、SHR遅刻７回以上のそれぞれに該当しな 

い者で判断は次の基準による。 

   ①１学期の大会 前学年３学期の出席状況 

   ②２学期の大会 １学期の出席状況 

   ③３学期の大会 ２学期の出席状況 

（２）単位保留科目（単位保留懸念科目を含む）が４科目または 11単位以内の者で判断は次の 

基準による。 
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   ①１学期の大会 過年度（追試修得を除く。以下同じ。）の保留単位数の合計 

   ②２学期の大会 過年度の保留単位数と１学期の保留懸念単位数の合計 

   ③３学期の大会 過年度の保留単位数と２学期の保留懸念単位数の合計 

（３）大会当日に懲戒及び校納金未納による指導中でない者。応援時の参加もこれに準じる。 

 

第３条 派遣の期間は、大会参加に支障をきたさない最短期間とする。ただし、県外への    

派遣に際しては職員の承認を受けて数日前から認めることもある。 

 

第４条 派遣の経費は、ＰＴＡ選手派遣費、県高体連補助金、県高野連補助金、県高文連補助金

を以って充てる。 

平成 28年 3月 25日より一部改正 

 

（県内派遣） 

第５条 県内への生徒派遣は以下の通りとする。 

（１）県高文連、県高体連、県高野連、その他本校が加盟する諸連盟、諸団体または教育的文化

的諸機関の行う行事に教育上必要と認められる場合に行う。 

（２）平日（出席扱いに関わる場合）の生徒派遣について 

  ① 高校総体県予選と県高校新人大会は部員全員派遣を認めることができる。 

  ② ①については、そのいずれかを全国大会沖縄県予選に替える事ができる。 

  ③ 文化部も①に準ずる。 

  ④ 野球部は、夏と秋の大会を①に当てる。 

  ⑤ ①、②、③、④以外の大会は、職員会議に提案する。 

（３）諸登録料に関しては、団体登録料のみ実費を支給する。 

（４）大会参加料は、所属する各協会各連盟が主催及び共催する大会に年３回まで支給す   

る。支給の対象は、団体戦は１チームとし、個人戦は県高校総体の参加資格のチーム数までとす

る。尚、文化系の大会もこれに準ずる。 

（５）派遣費については、以下の通りとする。 

  ① 体育系クラブの派遣費適用は、年間３大会とする。但し、離島開催の大会派遣費につい 

   ては県外派遣規程に準ずる。 

  ② 文化系クラブの派遣費の適用は、年間３大会とし、発表展示等の参観は５人以内まで支給 

   する。但し、離島開催の大会派遣費については県外派遣規程に準ずる。 
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  ③ 派遣費適用人数は、試合登録人数とする。（マネージャー１人を含む） 

  ④ 試合が南部地区で行われる場合、宿泊を認める。 

  ⑤ 試合が中部地区・那覇地区で行われ、第一試合の場合、宿泊を認める。 

  ⑥ 派遣費交通費を以下の通りに、地区別に定める。派遣費は交通費・宿泊費（１泊３６００ 

円）の５割とする。 

北部１（大宜味村・東村・国頭村）                   1,000円 

北部２（宜野座村・金武町・恩納村・本部町・今帰仁村）          500円 

北部３（名護市）                             0円 

中部 （うるま市・読谷村・嘉手納町・北谷町・宜野湾市・ 

北中城村・中城村・西原町・沖縄市）   2,000円  

那覇・南部（上記以外の市町村（離島を除く））             3,000円 

  ⑦ 九州大会・全国大会等が県内で開催され、大会に参加する場合、県内派遣の３大会に数え 

   ない。 

  ⑧ 主催団体からチームや個人への補助がある場合、ＰＴＡ選手派遣費に償還する。但し、国 

体はその限りではない。 

 

 （県外派遣） 

第６条 県外への生徒派遣は以下の通りとする。 

（１）全国及び九州の高文連・高体連・高野連の主催する大会または共催・後援する大会とする。 

（２）派遣人員の取り扱いについては、原則として、派遣費適用人数とする。但し、その他の生 

徒の派遣については保護者の了解を得て、職員会議に提案する。 

（３）派遣の適用は、県内の公式大会で成績優秀と認められ、所属する連盟から沖縄代表として 

推薦された場合派遣する。混成チームの県代表となった場合は、推薦された選手のみを派 

遣する。  

（４）派遣費適用は、最短期間と試合登録人数（マネージャー１人を含む）分とする。 

（５）派遣費は、航空運賃・交通費・宿泊費・宿泊に含まれない食事代（昼食代 600円、夕食代 

1,000円）の５割とし、参加料は全額支給とする。 

（６）主催者が経費を負担する招待がある場合には派遣する。 

（７）派遣予算計画書は、必要最小の経費で作成すること。 

（８）主催団体からチームや個人への補助金がある場合、ＰＴＡ選手派遣費に償還する。但し、 

国体はその限りではない。 
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（９）大会参加及び派遣費については職員会議の承認を得ること。 

 

第７条 引率は派遣人数、１５人につき１人とする。 

 

第８条 派遣費請求の際、本島内大会の場合は、ＰＴＡ会計に提出する。県外・離島の大会の場

合は、職員会議の承認後、ＰＴＡ会計に提出する。 

 

第９条 生徒・教職員以外の派遣については、別に定める。 

平成 26年 3月 24日より一部改正 

平成 27年 3月 27日より一部改正 

 

7. 自然災害時における生徒の登校および安全確保に関する規程 

 

（風水害（台風等）の場合） 

第１条 暴風（特別）警報等発表時における学校の臨時休業や生徒の安全確保については、平成

26 年 7 月 31 日教保第 10257 号「暴風（特別）警報等発表時における学校の臨時休業及び園児・

児童・生徒の安全確保について（通知）」の通りとする。 

 

第２条 暴風（特別）警報等の解除に伴い、正午までに解除された場合、５校時より授業を行う。

正午以降の解除は引き続き臨時休業とする。 

 

第３条 暴風（特別）警報等が解除されたにもかかわらず、事故・暴風被害等の関係で登校でき

なかった生徒の出欠取り扱いは、その都度職員会議で審議し決定する。 

平成 26年 12月 4日より一部改正 

 

8．バススト時における生徒の登校に関する規程 

 

第１条 全面バスストの場合は次の通りとする。 

（１）授業は、平常通り実施する。 

（２）Ａ地区の生徒は、時間通りに登校とするが、遅刻については、柔軟に対応する。Ｂ地区の 

生徒はできるだけ登校するように努力するものとし、登校困難なものは、出席扱いとする。 

Ａ地区・・本部線方面は、屋部までの地区。伊豆味線方面は、中山までの地区。                  

羽地・辺土名線方面は呉我・仲尾次までの地区。二見線方面は、世冨慶までの地区。恩納
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線方面は、数久田までの地区。 

Ｂ地区・・本部線方面は、安和以降の地区。辺土名線方面の真喜屋以降の地         

区。恩納線方面は、許田以降の地区。久志・久辺地区。 

 

第２条 部分バスストの場合は、欠路線についてのみ、１条に準ずる。 

平成 26年 12月 4日より一部改正 

 

9．学生寮 寮則 

 

（目的） 

第１条 県立名護高等学校寄宿舎（学寮）は、本校及び県立名護商工高等学校の在籍生徒で就学

困難な生徒の就学支援を行う施設として、規則正しい学寮生活を通して人格の形成と学力向上に

努め、社会に有為な人材を育成することを目的に、学寮規則を定め学寮運営と寮生の指導に当た

る。なお、学寮運営及び寮生の管理指導において、学校長が最終責任を負うものとする。 

 

（学寮運営委員会） 

第２条 学寮の管理運営及び寮生の管理指導のため、学寮運営委員会を設置する。 

学寮運営委員会は教頭・事務長・生徒指導部代表・舎監で構成し、委員長は委員から選出する。 

 

（舎監） 

第３条  

１．舎監の勤務時間は次の通りとする。 

   午前６時から午前８時３０分までと、午後５時３０分から午後１１時まで 

２．舎監の業務は以下の内容とする。 

  （１）保護者の代行者として家庭的雰囲気作りに努め、寮生指導をする。 

  （２）寮生が自己確立できるように努める。 

  （３）寮生の親睦のため、学寮行事を計画する。 

  （４）寮生が自主学習できる雰囲気作りを行う。 

  （５）環境の整備と寮生の健康管理を行う。 

  （６）寮生の保護者との連絡を密に行う。 

  （７）寮生の生活における、必要事項の報告連絡を行う。 
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  （８）規則正しい生活のため、生活指導を行う。 

  （９）学寮運営委員会において、施設設備の管理と運営、寮費の収支、寮生の生活指導に関 

することを協議する。 

    （10）各部屋の定期点検（月２回）を行う。また、緊急の場合等必要に応じて部屋点検を行 

う。 

    （11）学寮日誌の作成・記入 

（12）代直割当計画表の作成 

（13）その他、学寮運営・管理に関すること。 

   

（代直） 

第４条 舎監の代直については、金・土曜日、祝祭日前日は「宿直」、土・日曜日、祝祭日は「日

直」を行う。また、夏期休業中においては「日直」を行う。ただし、閉寮期間を除く。代直は本

校の職員を以て、以下の要領で行う。 

   １．土・日曜日、祝祭日の日直（８：３０～１７：３０） 女子職員が当たる。半日に割 

り当てても良い。 

     ２．金・土曜日、祝祭日の前日の宿直（１７：３０～翌８：３０）男子職員が当たる。 

３．夏季休業中の日直（８：３０～１７：３０） 男女を問わず、通常勤務として、全職 

員が当たる。半日に割り当てても良い。 

４．業務  代直の勤務時間及び業務内容は舎監業務内容に準ずる。 

 

（寮費・会計報告） 

第５条 学寮運営の経費は寮費及び入寮費を持ってあてる。金額は以下の通りとする。 

  １．寮費（１ヶ月）      ２４，０００円 

  ２．入寮費（入寮時のみ）        ３，０００円 

  ３．寮費は毎月 10 日までに指定銀行口座に振り込むことを原則とする。あるいは、舎監に

直接支払いする。 

  ４．寮費を三ヶ月滞納する生徒は退寮とする。 

  ５．舎監及び会計は１２月と３月に寮費会計収支決算報告を保護者会及び学寮運営委員会に 

行うこととする。 

 

（閉寮期間） 
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第６条 学寮の閉寮期間は次の通りとするが、明確な期間は学校行事を考慮して決定する。 

  １．夏季    ８月上旬～８月下旬 

  ２．冬季   １２月下旬～翌年１月上旬 

  ３．入試期間  ３月 

  ４．学年末   ３月下旬～４月上旬 

 

（問題行動） 

第７条 問題行動については下記の通り（Ａ）（Ｂ）に定め、問題行動が有った生徒については

学寮運営委員会に諮り処分を決定する。 

  １．問題行動（Ａ）は以下の内容とする。 

   （１）飲酒及び同席 

   （２）喫煙及び同席 

   （３）異性間の部屋の出入り 

   （４）学校の懲戒指導を受けた場合 

   （５）部外者の無断出入り・宿泊をさせた場合 

   （６）無断外出・外泊 

      （７）いじめ・暴力行為等があった場合 

  ２．問題行動（Ｂ）は以下の内容とする。 

   （１）学寮の秩序を乱す行為や寮生の本分に反する行為 

   （２）舎監の指導に応じない場合 

   （３）学寮生活心得を遵守しない場合 

      （４）正当な理由がなく点呼に欠席する場合 

   （５）その他指導が必要と思われること 

  ３．問題行動の処分内容は以下の通りとする。 

   （１）問題行動（Ａ）処分内容 

      ①問題行動１回目は、１ヶ月程度の自宅通学一時退寮とする。 

      ②問題行動２回目は、退寮とする。 

   （２）問題行動（Ｂ）の処分内容 

         ①違反１回目  保護者同伴 校長厳重注意 

      ②違反２回目  １ヶ月程度の自宅通学一時退寮 

         ③違反３回目  退寮 
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     なお、（Ａ）（Ｂ）違反回数は学年進行の累積とする。 

 

（入寮更新） 

第８条   

１．寮生は学年末に入寮更新手続きを行うこと。手続きを行わない者は退寮とする。 

２．学寮運営委員会は入寮更新の可否に関しては、寮内の生活態度・校内の勤怠状況・学習

成績等を基に審議する。更新が認められなかった寮生は退寮とする。 

３．更新手続き提出書類は以下の通りとする 

   （１）学年末成績証明書（１・２年生） 

   （２）生活環境調査書 

   （３）保険証の写し 

   （４）保証人の証明書（変更者のみ） 

   （５）その他必要なもの 

 

（学寮自治組織） 

第９条 学寮に自治組織を置く。 

  １．寮長     ２名（男女各１名）   

  ２．副寮長        ２名（男女各１名） 

  ３．生活班 美化班 レク班 

４．その他必要に応じて設置 

   必要に応じて活動に取り組む 

 

（学寮生活心得） 

第 10 条 寮生は学寮規則を遵守し、学寮規則第１条の目的を達成するため、以下のことを学  

寮生活心得として日課を実践すること。 

 

  （１）舎監の指導の下、学寮規則並びに学寮生活心得を遵守し、学寮の秩序を守るため規則 

正しい生活を営む。 

  （２）自己実現に向かって自主自律の涵養と自主学習に努める。 

  （３）共同生活を通して協働・協和の精神を身につける。   

  （４）学寮の雰囲気作りと良い伝統確立に努める。 
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  １．学寮日課 

    日課は次の通りとし、寮生は日課を守り生活すること。 

   ７：３０        朝の点呼 

   ７：１５～８：１５   朝食 

   ８：２０        登校 

  １６：００        下校 

  １８：３０～２０：３０  夕食 

  １８：３０～２２：００  入浴 

  ２１：００        門限・夜の点呼・清掃 

    ２２：００        学習時間 

  ２３：００        消灯 

   

  ２．門限   

門限は午後９時とする。塾や部活動の大会等で門限に間に合わない場合は、事前に舎監に

連絡し許可を受けること。 

 

  ３．欠席・外出・外泊・帰省届 

  （１）欠席届は本人が記入し、舎監の許可を受けること。舎監と保護者は欠席生の理由を当 

該学校（担任）へ連絡すること。 

  （２）寮生は早退する場合は担任へ連絡すること。担任は舎監・教頭へ連絡すること。 

  （３）外出の際は舎監に連絡し、許可を得ること。 

（４）寮生の外泊は認めない。但し、親族の引き受け人がいる場合は保護者の確認のもと、 

特別に許可する。 

（５）寮生は帰省する場合、帰省届を提出し、保護者から寮へ連絡を入れる。 

（６）台風等の自然災害を含めた閉寮の場合、原則として帰宅とする。ただし、離島・遠隔 

地の生徒の場合は保証人が引きとる。病気の場合も、これに準ずる。 

 

  ４．部外者   

  （１）部外者の建物への立ち入りや宿泊は認めない。但し、家族はその限りではない。 

    （２）部外者等の面会人は面会記録簿に記入し、舎監の許可を得ること。 
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  （３）面会時間は、午後８時３０分までとする。 

 

   ５．部屋の使用 

    （１）部屋の使用は同居者と協力し、常に整理整頓・衛生的に使用すること。 

   （２）部屋の備品等の使用は大切に取り扱い、壁への釘打ち等は禁止とする。 

    （３）部屋での食事や、食堂の食器を部屋に持ち込むことは禁止とする。 

  （４）外出する場合は戸締まり・施錠を徹底すること。     

    （５）ＴＶ・ＴＶゲーム・ビデオ・電気ストーブ・冷蔵庫等電化製品の部屋への持ち込みは 

禁止する。 

 

  ６．学習時間・学習室利用 

    （１）学習時間は自学習に取組み、学力向上に努めること。 

    （２）学習室は協力して使用し、私物等を置かないこと。 

    （３）学習室使用は２３：００までとする。 

 

   ７．点呼・清掃 

    （１）午前７時半と午後９時に点呼を行う。点呼には全寮生徒は必ず出席すること。 

    （２）学寮内の美化・衛生管理のため美化清掃活動を行うこと。 

    （３）ゴミの分別は徹底すること。 

 

   ８．食堂の利用 

    （１）食事は午後８時半迄とする。食後の食器等の片付けは各自で行うこと。 

    （２）食堂のテレビ視聴は午後１０時までとする。 

    （３）午後１０時以降の食堂利用は、舎監の許可を得ること。 

  （４）休日の食堂利用は、生徒用備え付け調理器具を利用すること。利用後は食器等片づけ 

を行い、衛生面に注意すること。 

    （５）調理室の無断使用は禁止する。 

 

 ９．その他 

  （１）入浴時間は午後１０時までとし節水に努めること。 

 （２）洗面室・洗濯室の衛生保持に努めること。また、私物は置かないこと。 
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 （３）アルバイトは原則認めない。但し、学校の許可を得ている者は認めるが、午後９時 

（門限）に間に合わすこと。 

 

  この規則は 平成２１年３月１９日 改正し 平成２１年４月１日施行する。 

 この規則は 平成２７年２月１８日 改正し 平成２７年４月１日施行する。 

平成 27年 3月 27日一部改正。 

 

10．学校徴収金に関する規程 

 

この規程は学校徴収金の納付に関する必要な事項を定めるものとする。 

 

（管理監督者の職務） 

第１条 管理監督者の責務は次のとおりとする。 

（１）校長は、学校徴収金全般について把握し、その執行に当たり関係職員に対し必要な指導 

及び監督を行うものとする。 

（２）教頭は、学校徴収金の執行に関与し、関係職員に対して必要な指導及び監督を行うものと 

する。 

（３）事務長は学校徴収金の執行に関し、公費に準じた会計処理及び現金の出納が行われるよう、 

関係職員に対して必要な指導及び監督を行うものとする。 

 

（学校徴収金検討委員会） 

第２条 学校徴収金検討委員会の役員は次のとおりとする。委員長は教頭、委員は事務長、各学

年・各教科・各部署代表者、ＰＴＡ（保護者代表）、ＰＴＡ会計、歳入担当事務職員をもって構

成する。    

 

(徴収金額） 

第３条 学校徴収金の金額は、各担当者が学校徴収金審議依頼書を提出し、学校徴収金検    

討委員会で審議し決定する。 

 

 

（学校徴収金の納付時期） 
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第４条 学校徴収金は年３回に分割して口座振替で徴収する。ただし各月の納付期限は     

下記のとおりとする。ただし、口座振替日が祝祭日、週休日にあたる場合はその翌営業日とする。 

 （１）４月分 ４月２５日 （新入生についてはオリエンテーション時） 

  （２）７月分 ７月１０日 

  （３）９月分 ９月１０日 

 

（転学及び転籍の場合の学校徴収金） 

第５条 転学又は転籍した場合は、転学、転籍した翌月(転学した日が月の初日の場合はその月

まで徴収）以降の学校徴収金については返還する。 

 

（休学者の学校徴収金の免除等） 

第６条 休学した生徒については休学した日の属する月の翌月（休学した日が月の初日で   

あるときは、休学した日の属する月）から復学する日の属する月の前日までの学校徴収金は免除

する。 

 

（徴収の猶予） 

第７条 経済的に困窮していると認められる場合は、学校徴収金の徴収猶予を受けること   

ができるものとする。 

（１）「学校徴収金猶予願」を校長に提出し、学校徴収金検討委員会で認められた場合は、３ 

ヶ月に限り、徴収猶予を受けることができる。 

（２）猶予期間中は猶予願いを提出した生徒への督促は行わない。 

 

（督  促） 

第８条 猶予期間経過後も納入に応じない者、又は、猶予願いを提出せずに納入に応じない場合

は教頭で督促（指導）にあたる。  

 

（会計処理） 

第９条 学校徴収金の執行は「私費会計処理方針」に基づき行うものとする。 

（１）執行しようとするときは「支出伺書」に必要事項を記入し決済を受ける。 

（２）原則として、口座により徴収金を管理し、収支が確認できるようにする。 

（３）執行終了後は、速やかに決算報告書を提出する。また、決算を持ち越す場合については、 
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各年度毎に会計報告をする。 

（４）会計に関する文書等は、後任者に引き継ぐとともに会計年度終了後５年間保存する。 

 

（諸 帳 簿） 

第 10条 会計処理にあたり次の帳簿を置く。 

 （１）現金出納簿 （２）証拠書類綴 （３）預金通帳等 

 

（会計職員） 

第 11条 会計職員はＰＴＡ事務職員と県歳入事務担当者とする。 

 

（会計監査） 

第 12条 会計監査は保護者代表（ＰＴＡ会計監査員）が行う。 

執行状況を把握するため、年度中途で中間監査を教頭、事務長で行うことができる。 

 

（会計年度） 

第 13条 会計年度は４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。 

 

 附則 この規程は、平成２２年４月１日から改定。平成２３年４月１日一部改正。 

 


