
安芸太田町立加計小学校 

生徒指導規程   

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規定は，本校の教育目標を達成する

ために制定するものである。児童が自主

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 学校生活に関すること 

（登下校等）  

第２条 全学期を通じて，登下校の時間を守る。 

（１）登校 ７時５０分から，８時１５分までに

登校する。 

   ２  スクールバス利用者は，決められた

時間に，決められた場所にて乗降す

る。その他の方法で登校する場合は，

保護者の責任においてなされること

とする。 

（２）下校 年間を通じて１６時１０分に一斉下

校する。（但し水曜日は１５時１０分

とする。） 

   ２  登下校は，決められた通学路を通り，

登下校の約束を守る。 

   ３  欠席・遅刻，早退する場合は，事前

に保護者が学校と通学班の人に連絡

する。 

 

（服装） 

第３条 校内，学校行事及び校外での学習活動（社

会見学など）の際は，基本的に基準服を

着用する。 

  ２ 基準服は，別に定める基準服の規定に則

る。 

  ３ 登下校時は，ランドセルを使用し，赤白

帽子を着用する。 

（髪型） 

第４条 学習の妨げにならない髪型とし，華美に

ならないものにする。 

２ 染色・脱色・そり込み・後ろ髪を長くす

るなど小学生にふさわしくない髪型をし

ない。 

３ 髪が目にかからないようにする。礼をし

た後，髪が顔に残る場合，前髪・横髪は

とめたり，後髪はまとめたりする。   

  ４ ピンやゴムは，黒色・茶色・紺色で飾り

のないもののみ使用してよい。 

  ５ 小学生としてふさわしくない髪型や飾り

をしている場合は，児童本人に指導後，

保護者連携をし，指導を行う。 

     

（化粧・装飾） 

第５条 次のことを禁止する。 

（１） ピアス，ネックレス，ブレスレットなど

の装身具。 

（２） 口紅，マニキュアなどの装飾。 

（３） まゆ毛を細くする。 

 ２ 違反があった場合は，児童本人に指導後，

保護者連絡をし，指導を行う。 

 

（持ち物） 

第６条 不要な物（金銭・携帯電話・ゲーム機・

カード類など）の学校への持ち込みは禁

止する。 

２ ランドセルにつけるものは，防犯ブザー

と熊除けの鈴，自分の目印になるキーホ

ルダー（１個）とする。 

３ 筆箱装着のキーホルダーは禁止する。 

  ４ 学習時には，鉛筆を使う。（シャープペン

シルは禁止する。）カラーペンは，赤ペン

を入れて３本までとする。 

５ 違反があった場合は，児童本人に指導後，

保護者連絡をし，指導を行う。 

 

（校内での過ごし方） 

第７条 だれもが気持ちよく安全に生活するため

に，以下のことを基本とする。 



（１） 校舎内では，静かにし，廊下や階段は右

側を歩く。ボールは，校舎内では投げた

りついたりしない。 

（２） 学習中の教室の出入りは，必ず先生の許

可を得ること。教室以外の学習も同様で

ある。 

（３） 雨天の時は，教室やワークスペースなど

で静かに過ごす。また，体育館使用割り

当て表に従って，体育館を使用すること

とする。 

（４） 体育館は，以下のきまりを守る。 

① 朝は体育館を使用しない。 

② ボールを蹴らない。 

③ ステージの上では遊ばない。 

④ 指定された体育倉庫以外には，出入りし

ない。 

⑤ トイレの使用は，先生の指示がある時の

みとする。（通常は，施錠されている。） 

⑥ 体育の時間は，先生の指示に従う。 

（５） 給食時は，エプロン・帽子・マスクを着 

    用して当番活動を行う。 

（６） 掃除は，無言で，決められた手順に沿っ

て，時間いっぱいすみずみまでていねい

に行う。 

（７） 下校後，忘れ物などがあり校舎内に入る

時は，先生の許可をもらう。 

 

第３章 校外での生活に関すること 

（外出） 

第８条 外出の際は，行き先・目的・帰宅時刻（午

後５時まで）を必ず家の人に伝える。 

  ２ 友だちの家で遊ぶ時は，礼儀正しくし，

その家のきまりを守る。また，自分の家

の人に，友だちの家に行ったことを伝え

る。 

  ３ 原則として，保護者のいない家には遊び

に行かない。 

４ 学校管理下以外の外出については，保護

者の責任においてなされるものとする。

保護者同伴で出かけることを原則とする。 

５ ショッピングモール・ゲームセンター・

ゲームコーナー・映画館・飲食店などの

出入りは，保護者同伴とする。 

６ お遣いは，保護者の責任においてなされ

ることとする。 

７ ものの貸し借りはしない。（お金・ゲー

ム・ＣＤなど） 

  ８ 児童同士で，おごり合いや買い食いはし

ない。 

９ 危険な場所（空き家・工事現場など）に

は行かない。川や山での遊びや花火など

するときは，保護者の責任においてなさ

れることとする。 

 

（安全） 

第９条 交通のきまりを守る。 

２ 自転車に乗る時は，必ずヘルメットをか

ぶる。 

３ 交通量が多い道や急な坂道，せまい道な

ど危険な道路では自転車に乗らない。 

４ 自転車に乗って，スピードの出しすぎや

飛び出しをしない。 

  ５ 低学年は，自転車を車道では乗らない。 

  ６ 自転車は，保護者の許可をもらって乗る。 

 

（防犯） 

第 10条 防犯に努める。 

  ２ 知らない人からものをもらったり，知ら

ない人について行ったりしない。 

３ 知らない人に声をかけられたら，すぐに

大人に知らせる。 

４ 知らない人に，友だちの名前や電話番号

などを教えない。 

 

 

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 11条 次の問題行動を起こした児童に対して，

教育上必要と認められる場合は，特別な

指導を行う。 



（１） 法令・法規に違反する行為 

  ① 万引き・窃盗 

  ② 威圧・強要行為 

  ③ 建造物・器物損壊 

  ④ 飲酒・喫煙   

⑤ その他，法令・法規に違反する行為 

（２） 本校のきまりなどに従わない行為 

   ① いじめ，暴力 

② 指導に従わないなどの指導無視及び暴言

など 

③ その他，学校が教育上指導を必要とする

と判断した行為 

 

（特別な指導） 

第 12条 特別な指導では，説諭・反省文を書かせ

る等，発達段階に応じた反省指導を行う。 

  ２ 特別な指導は，必ず複数の教員で行う。

必要に応じて管理職も指導に入る。 

  ３ 特別な指導の際には，指導にあたった教

員が時系列で記録をとる。 

  ４ 特別な指導は，別室にて行い，その後，

担任・生徒指導主事等が保護者連絡を行

う。 

  ５ 特別な指導をした場合は，その後の児童

の様子を十分観察し，指導にあたる。 

 

（反省指導） 

第 13条 特別な指導のうち，反省指導は次のとお

りとする。  

（１） 本人への説諭及び保護者への連絡または   

面談。 

（２） 学校反省指導（別室反省指導・授業反省        

指導，奉仕活動等） 

（反省指導の実施） 

第 14条 反省指導は，次の通りとする。 

（１） 登校させて別室で行う反省指導 

（２） 通常の学校生活（授業等）で行う授業反

省指導 

（３） 奉仕活動による反省指導 

 

（学校反省指導の期間） 

第 15条 別室反省指導の期間は，概ね１日から５

日とし，授業反省の期間は５日から１０

日とする。ただし，問題行動の程度や繰

り返し等により指導期間を変更するこ

とがある。 

 

 

 

附則 

 この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

 

【加計小学校基準服の規定】 

基準

服 

○上衣…イートンＷ（紺） 

・学校が定める名札をつける。 

・夏季（６月～９月）は，白シャツ（ポ

ロシャツ，カッターシャツ，ブラウス） 

○下衣は…スカート（紺）・ズボン（紺） 

・冬季は，スラックス（紺）でもよい。 

（スカートの下に体操服の短パンやア

ンダーパンツなどをはく場合は，スカ

ートの裾から見えないようにする。） 

防寒

着 

○衣替えは，６月１日，１０月１日を基

準とし，前後２週間は移行期間とす

る。 

○寒いときは，制服の下にベストやセー

ター（白・黒・紺。ワンポイントはよ

い）を着てもよい。 

○登下校時や外遊びの際，ジャンバー，

手袋を着用してよい。 

（教室内では，必ず外すこと。） 

（登下校時は，マフラー，耳あて，ネッ

クウォーマーもよい。） 

帽子 ○赤白帽子（登下校時） 

体操

服 

○原則として学校が定めるものを着用

する。（平成２７年度以前の入学者に

ついては，当時の学校指定のものを着

用してよい。 

○体育においては赤白帽子。 



水着 

○紺又は黒のスクール水着。（伸縮性の

あるタイプ） 

・丈長タイプ，肩や袖がついているもの

も良い。 

・女子は，セパレート型でもよい。 

（男子のサーフパンツタイプの水着や，

女子のフリルやスカートのようなも

のがついたチュニックタイプの水着

は禁止） 

靴 

○通学（体操）用 

・白を基調としたもの（中学校に準ずる）

で，運動ができる靴。（すべりやすい

底の靴は走りにくいので履かない。ハ

イカットの靴は禁止） 

○屋内（体育館使用時も）用 

・学校指定のもの。 

・記名は，上から見て分かるところへ書

く。 

靴下 

○白・黒・紺など派手でないもの（ワン

ポイントはよい。） 

・冬季は，タイツ（無地の黒，または紺）

でもよい。（体育の時は，脱ぐ。） 

その

他 

○下着について 

・シャツは，白を基調としたものとし，

色物や柄物は禁止する。 

 


