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Ⅲ 教 務 関 係

１ 職員会議に関する規程

第１条 校長は、 その職務を補助させるため、 職員会議を置く。

２ 職員会議は、 校長が主宰し、 校長が必要と認めた校務について審議し、 伝達を行い、 及び職

員相互の連絡調整を行うものとする。

第２条 職員会議は本校の職員をもって組織する。

第３条 職員会議の司会は週番があたるものとする。 ただし、 成績判定会議の司会は教頭が行う。

第４条 職員会議における事務と会議録の保管は次のように行う。

１ 出欠の点検、 職員会議の記録は週番が行う。

２ 会議録は教務が保管し、 職員の要求があれば閲覧させるものとする。

第５条 職員会議に提案する議題は運営委員会の前日までに教務主任、 教頭を経て校長に提出する

ものとする。

第６条 職員会議は議案の性質により、 当該議案の審議及び処理を各種委員会または校務分掌の部

に付託することができる。

２ 軽易な議案及び緊急な議案については、 職員朝礼で審議することができる。

第７条 出張、 休暇、 その他やむを得ない事由で、 職員会議に出席しなかった職員は可及的すみ

やかに職員会議録を閲覧するものとする。

第８条 この規程に定めるもののほか、 職員会議についての必要な事項は、 校長が定める。

附 則

この規程は、 昭和62年３月13日から施行する。

附 則

平成12年９月１日一部改正

２ 各部主任、 学科主任、 学年主任及び教科主任の職務に関する規程

１ 各部主任の職務

各部主任は部の責任者として校長、 教頭と連絡を密にし、 主として次の事項を行う。

(1) 部の企画運営

(2) 当該部の事務文書の割り振り、 連絡調整

(3) 関係公文書の処理及び保管

(4) 関係予算資料の作成及び執行

(5) 関係備品の管理及び帳簿の保管

(6) その他必要な事項

２ 学科主任の職務

学科主任は学科の責任者として校長、 教頭と連絡を密にし、 主として次の事項を行う。

(1) 学科の教育活動に附する事項についての連絡調整及び指導、 助言

(2) 関係予算資料の作成及び執行

(3) 関係備品の管理及び帳簿の整理保管

(4) 生徒の進路相談

(5) その他必要な事項



－ 61 －

３ 学年主任の職務

学年主任は当該学年の責任者として、 校長、 教頭及び関係部主任と連絡を密にし、 主として

次の事項を行う。

(1) 当該学年に関する事項の連絡調整

(2) 学年会の企画運営

(3) 学級編成に関すること

(4) 学年PTAの運営に関すること

(5) 生徒指導要録、 健康診断票等の配分及び整理 （学年会で生徒指導要録の点検をする）

(6) その他必要な事項

４ 教科主任の職務

教科主任は教科の責任者として校長、 教頭との連絡を密にし、 主として次の事項を行う。

(1) 教科会、 教科研究会などの企画運営

(2) 教科の年間指導計画の作成

(3) 学習指導の研究及び進度の調整

(4) 教科に関する成績評価の調整

(5) 教科書、 副読本、 教材、 教具等の選定

(6) 関係備品と管理及び帳簿の整理保管

(7) 他教科との連絡調整

(8) その他必要な事項

附 則

この規程は、 昭和62年３月13日から施行する。

３ 職員週番の服務に関する規程

第１条 職員週番は、 職員２名をもって構成し、 その割当は教務部が行う。

第２条 職員週番の任務は、 概ね次のとおりとする。

(1) 職員朝礼の司会

(2) 職員会議の司会・記録

(3) その他

第３条 職員週番の勤務は、 毎週月曜日から金曜日までとする。 ただし土曜日、 日曜日又は祝祭

日に行事のある場合には、 原則として翌週の職員週番が当たるものとする。

附 則

この規程は、 昭和62年３月13日から施行する。

平成14年４月１日一部改正

平成24年８月28日一部改正
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４ 各種委員会

◎印は委員長，○印は副委員長

委員会名 所 管 事 項 委 員

①学校行事の運営並びに調整に関する事項の審議 校長，◎教頭，事務長，

②他の委員会に属さない学校運営上の事項及び庶務事項の審議 各部主任，(但し,寮務は除く）
運営委員会

処理 各学科主任，各学年主任

③校務分掌の検討，割り振りに関すること。

①教育課程の編成，実施に関する事項の審議 教頭，◎教務主任，教育課程係，進

教育課程委員会 ②教育課程の改正に関する調査 路指導主任, 各学年主任，各学科主

任，各教科代表

①生徒の懲罰に関する事項の審議及び指導処置 教頭，◎生徒指導主任，生徒指導部

②校内外における生活指導に関する事項の審議 職員，当該学科主任，当該学年主

生徒指導・学寮 ③生徒会，部活動，ＨＲ活動に関する事項の審議 任，当該ＨＲ担任

委員会 ①入・退寮に関する選考 教頭,◎寮務主任，寮務部職員，

②学寮運営の研究・運営，寮生の生活指導に関する事項 当該学年主任 但し、学寮運営委

員には事務長が加わる

進路推薦委員会
①進学者，就学者の推薦及び受験についての審議処理 ◎教頭，○進路指導主任，3学年主

②進路指導及び学力向上に関する調査研究 任，3年学級担任

①図書館の運営及び図書資料の選定に関する事項の審議 教頭，◎図書視聴覚情報部主任，

図書視聴覚 ②視聴覚教室の運営及び視聴覚資料の選定に関する事項の審議 視聴覚係，各教科代表１名

委員会 処理

③講演，映画・演劇鑑賞等に関する推薦，価値に関する審議

①校地，校舎，施設の整備計画及び保全，防火に関する事項の 教頭，事務長，◎環境保健主任，環

施設委員会
審議 境保健部職員，体育科主任，各学科

②学校環境の整備，美化，緑化に関する事項の審議 主任

③学校施設，体育館等の運営及び使用に関する事項の審議

①職場研修会の計画・運営 校長，◎教頭，事務長，○教務主任

研修・研究紀要 ②学力向上に関する調査研究 各部主任，各教科主任

委員会 ③初任者研修に関する事項

④研究紀要の編集・発刊に関する事項

⑤県外視察に関する事項

①防災計画の策定 ◎教頭，○事務長，各部主任，各学

防災対策委員会 ②防災意識の高揚等 科主任，寮務係，当該ＨＲ担任

③防災器具等の点検・管理

①学校保健計画及び保健統計実施計画 校長,◎教頭,事務長,○保健主

②学校施設等の安全管理等の具体的な対策 事,養護教諭,教育相談係,教務･

学校保健委員会 ③長期休暇における健康生活の指導 生徒指導･寮務･環境保健各部主

任,体育科主任,各学年主任,健

康指導係,校医,PTA役員,

生徒代表

高校入試検討
①高校入試選抜に関する研究 校長，◎教頭，教務主任，入試係，

委員会
②付加問題の計画，実施，依頼等 各教科主任

③その他入試に関すること

内規検討委員会
①学校内規の改廃，整備に関する事項の審議 ◎教頭，教務主任，生徒指導主任，

進路指導主任，各学科主任

①小論文の指導事項に関する調査・研究 ◎教頭、○進路指導部主任、

小論対策委員会 進路指導部小論係，

国・英・数・地歴公民・理各１名，

図書視聴覚情報部１名
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委員会名 所 管 事 項 委 員
①開邦祭に関する企画・立案および調整 ◎教頭，事務長，教務行事係,

開邦祭実行委員会
○教務，生徒指導，進路指導，環境

保健，図書視聴覚情報各部主任，

生徒会顧問，各学年主任

留学及び国際交流
①留学生の選考・派遣および受入に関する事項の審議 ◎教頭，○英語科主任，留学係，当

②国際交流事業に関する事項の審議 該学年主任，当該学科主任，
委員会

当該ＨＲ担任，その他

衛生委員会
①校内の安全管理及び衛生管理の企画及び推進 校長，◎教頭，事務長，保健主事，

養護教諭，職員代表 (教務主任)

人権委員会
①人権に関する調査・研究および職員研修企画等 校長，◎教頭，教務主任，教育相談

係，生徒指導主任，養護教諭

カウンセリング ①教育相談に係る検討，連絡調整 ◎教頭，教育相談係，養護教諭，当

委員会 該学年主任，当該ＨＲ担任，その他

①生徒の実態把握 ◎教頭、○特別支援教育コーディ
特別支援教育 ②個別の支援計画の作成 ネーター,教育相談担当,養護教諭,
委員会 ③本教育に関する校内研修 教務学籍係,当該学年主任,

④その他 当該ＨＲ担任,関係職員
学校徴収金等検討①学校徴収金に関すること ◎教頭, ○事務長, 各部当該主任
委員会 ②修学旅行・卒業アルバムに関すること 各学科・教科当該主任, 保護者代

③学校指定物品に関すること等 表, 関係職員
①情報教育に関する重要事項の審議 ◎教頭, 事務長, ○進路相談支援ｼｽ

②教員の情報ﾘﾃﾗｼー に関する研修の企画・推進 ﾃﾑ, 校内LAN, 進路情報係, 視聴覚

情報管理委員会 ③校内LAN等に関する情報機器の管理・運営 係 但し、個人情報保護に関しては各部主

④開邦高校ﾎー ﾑﾍ゚ ｼー゙ の管理・運営 任を加える。その中で教務主任も副委員長と

⑤個人情報保護等に関すること する。

①キャリア教育の企画・立案 ◎教頭, 事務長, ○教務主任, 教
ｷｬﾘｱ教育 ②総合的な学習の時間に関する研究及び企画・運営 育課程係, ○進路指導主任, 進路

委員会 ③就業体験（インターンシップ）実施に関わる企画・運営 ｷｬﾘｱ教育係, ｲﾝﾀー ﾝｼｯﾌ゚ 係, 各学年
主任

修学旅行検討 ①修学旅行の企画立案 ◎教頭, 事務長, ○2学年主任,
委員会 ②修学旅行の旅行先・宿泊地及び業者の選定 1学年主任, 教務主任, 生徒指導主

③修学旅行に関する資料収集・冊子の作成 任, 各学科主任
学力向上対策 ①学力向上に関する調査研究 教頭, ◎教務主任, ○進路指導主
委員会 ②３年生の進路希望に関する調査 任, 3学年主任, 各3学年教科代表

③進路別学習時間割の企画 ※議事内容に応じて教育課程係と時間割係、

進路指導部講座係も加える。

平成26年３月５日 一部改正
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５ 考査及び成績評価に関する規程

第１章 考 査

第１節 通 則

第１条 考査の種類及び実施時期は次のとおりとする。

一 全生徒に関わるもの

(1) 定期考査 ５月、 ７月、 10月、 12月、 ２月 （３年生を除く）

(2) 実力考査 ４月、 ９月、 １月 （３年生を除く）

(3) 臨時考査 随時

二 一部の生徒に関わるもの

(1) 繰り下げ考査 随時

(2) 追認考査 学年度内の学校の定めた日

第２条 時間割係は、定期考査の時間割を１週間前までに発表する。

第３条 定期考査は、原則として各学年・学科別に同一問題で行う。

第４条 筆記用具以外のものは、教室の後ろの棚または廊下に置くこと。

第５条 考査問題の印刷、保管、監督との受け渡しは、当該科目の担任が責任をもって行う。

第２節 受験者の心得

第６条 考査期間中の座席の順は、出席簿番号順とする。

第７条 考査中、物品の貸し借り、勝手な離席は禁止する。

第８条 考査終了の合図があるまでは、特別の事情がない限り途中での答案の提出は認めない。

第９条 考査一週間前から考査終了まで職員室、準備室及び印刷室への出入りは禁止する。

第３節 監督者の心得

第10条 監督に専念して、不正行為の防止につとめる。

第11条 問題や答案用紙の受け渡しは、職員室の所定の場所で行う。

第12条 考査は合図と同時に開始し、合図と同時に終了する。

第13条 考査終了後、答案用紙の番号、氏名を考査教室で確認し、答案用紙に必要事項を記入の上、

各教科・科目担任に返す。

第14条 考査中不正行為を発見したときは、当該生徒の答案を取り上げて、直ちに生徒を退室させる。

考査終了後、当該生徒名を科目担任、ホームルーム担任及び生徒指導部へ連絡する。

第２章 評 価

第15条 各教科・科目の評価は、 下記の資料に基づいて総合的に行う。

(1) 定期考査

(2) 実力テスト

(3) 臨時考査

(4) 製作物、 研究物、 レポート、 宿題等

(5) 実技及び実習

(6) 平素の学習態度

(7) 出席状況

２ 前項各号の資料の学習評価に占める割合については、当該教科・科目担当者間で合議し、公平を

期するように努め、評価は学年別、学科別に行うことを原則とする。

第16条 学習成績の評定は、各教科・科目の目標や内容に照らし、１学期、２学期は100点法、学年

末は５段階法で表示するものとする。

２ ５段階法と100点法の関係はおおむね次のとおりとする。
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５段階法 １００点 法
５ ８０ ～ １００
４ ６５ ～ ７９
３ ５０ ～ ６４
２ ３５ ～ ４９
１ ０ ～ ３４

３ 開邦中学校の学習成績の評定は、各教科の目標や内容に照らし、前期（４月～９

月）、後期（10月～３月）の２回行う。前期・後期とも観点別学習状況を総括して、

５段階評価で行う。

４ 定期考査や実力テスト後に、素点通知表を100点満点で出す。

５ ５段階法と100点法の関係はおおむね次のとおりとする。

（中学校）考査における達成率の目安

評定 １００点法

５ ８５ ～ １００

４ ７０ ～ ８４

３ ５０ ～ ６９

２ ３５ ～ ４９

１ ０ ０ ～ ３４

第17条 定期考査を欠いた者の成績の処理は、次のように行う。

(1) 不受験の理由が正当（病気、忌引または停学等）と認められる場合には本人の申し出により追

考査を行うことができる。

(2) 前号による追考査が行い難い場合は、次のとおり処理するものとする。

① 忌引き、出席停止、校長が必要と認めた出席扱いにより中間考査又は期末考査のいずれかを

欠いた場合の見込み点は、次の通りとする。

（受験できなかった考査の平均点）

見込み点＝（受験した考査の得点）×

（受験した考査の平均点）

② 病気、その他正当と認められた理由により考査を欠席した場合は、前記①の見込み

点の８割程度とする。

③ 当該学期のいずれの考査も欠いた場合、１学期においては、定期考査の成績以外｛第15条

(2)～(7)｝等に基づいて評価する。２学期または３学期においては、前学期までの当該生徒の

定期考査における成績の平均点を算出し、その８割を与えてその学期の定期考査の成績とする

ことができる。

２ 次のいずれかに該当する場合は、その科目の得点は０点とする。

(1) 正当な理由のない不受験

(2) 不正行為

(3) 答案不提出

第18条 実力テストを欠いた者の成績の処理は、定期考査を欠いた者の成績処理に準ずることができ

る。

附 則

この規程は、 昭和61年８月21日から施行する。

平成25年8月28日一部改正 平成27年3月9日一部改正 平成28年3月4日一部改正

６ 単位認定、 進級及び卒業認定に関する規程

（単位の認定）

第１条 次の各号に該当する者は履修科目の単位を修得したものとして、成績判定会議を経て校長が
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これを認定する。

(1) 当該科目の学年評定が２以上であること。

(2) 当該科目の出席時数が授業時数（35×単位数）の３分の２以上であること。ただし、正当な理

由で３分の２に満たない場合は補充することができる。

（進 級）

第２条 校長は、 次の各号に該当する者の進級を認定する。

(1) 学校の定める教育課程における当該学年のすべての履修科目を履修している者。

(2) 各教科以外の教育活動の成果が良好と認められる者。

(3) 授業日数の３分の２以上出席している者。

（卒 業）

第３条 校長は、 次の各号に該当する者の卒業を認定する。

(1) 学校の定める教育課程における履修すべき科目を履修した者。

(2) 74単位以上を修得した者。

(3) 各教科以外の教育活動の成果が良好と認められる者。

（追認考査）

第４条 学年末成績判定会議で単位不認定科目がある者については、年度内に追認考査を受けること

ができる。追認考査においても単位を取得できない者に対しては、翌年度の５月と８月、10月に再

追試を行う。

追認考査により単位が認定された場合は、その科目の評定は「２」とする。

（出席日数）

第５条 復学並びに転入生の出席日数の算定は休学前における出席日数または転入前の学校の出席日

数に通算したものとする。

（履 修）

第６条 教科･科目の目標に到達するように授業を受け、授業時数の３分の２以上の出席をもって履

修したこととする。

附 則

この規程は、 昭和61年８月21日から施行する。

平成12年９月１日 一部改正 平成20年 一部改正 平成24年８月28日 一部改正

●申し合わせ事項 （指導方針）

１ 補充は各学期ごとに行い、補充時数は原則として、各学期当該教科の単位数×２以内

とする。

２ 単位保留が懸念される生徒に対しては、できるだけ各学期ごとに補習や課題を与える等

の指導を行う。

３ 進級については、単位不認定科目や出席状況を把握し、学科の特性（専門科目等の取得

状況）も考慮して審議し、校長が決定する。

４ 進級できない者については、当該学年で履修すべき全科目を再履修することとする。

７ 出席簿について

(1) 出席簿は進路相談支援システムによるものを公簿とし、従来の出席簿は補助簿として扱う。

中学校は、従来の出席簿を公簿とする。

(2) 補助簿の記載方法については別に定める。

平成16年３月17日 一部改正 平成20年４月30日 一部改正

平成20年10月８日 一部改正 平成28年３月４日 一部改正
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８ 留学及び国際交流に関する規程

（目的）

第１条 この規程は、 沖縄県立高等学校管理規則第29条２の規定に基づき、 本校生徒の外国の高等

学校への留学に関し必要な事項並びに国際交流に関する事項を定めるものとする。

（国際交流委員会）

第２条 留学生の選考・派遣及び受入に関する事項の審議並びに国際交流に関する事項を審議するた

めに国際交流委員会を設置する。

２ 本委員会の構成は次のとおりとする。

教頭 （委員長）、 英語科主任 （副委員長）、 英語科留学係、 当該学年主任、 当該学科主任、

当該ホームルーム担任、 関係教科代表。 また、委員長は必要に応じて上記構成員以外の者を招集

することができる。

（留学の許可）

第３条 校長は、 生徒が外国の高等学校への留学 （以下 「留学」 という。）を志願するときは、

次の各号のいずれにも該当する場合に、 留学を許可することができる。

(1) 外国の高等学校において教育を受けることが教育上有益であると認められること。

(2) 留学する外国の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。

(3) 留学の期間が概ね１年以上で、 通算して２年以内であること。

(4) 以下の生徒は原則、校長の留学許可を受けられない。

① 学業評定に「２」以下をもつ者。

② 勤怠状況の悪い者。 正当な理由のない遅刻、 欠課、 欠席が各学年６回までとする。

③ 生活態度に問題がある者。

（単位の認定）

第４条 校長は、外国の高等学校における生徒の履修に関する証明書等の資料に基づき、留学の終了

した時点において30単位以内の範囲で、 本校において単位を修得したものとして認定することが

できる。

（進級及び卒業）

第５条 校長は、 次の条件を満たす生徒については、 留学が終了した時点において学年の途中にお

いても、進級または卒業を認定することができる。

(1) 進級：認定できる単位の総数が20単位以上で、 進級後の学年における学習が著しく困難でな

いこと。

(2) 卒業：認定できる単位の総数が20単位以上30単位を超えない範囲で、本校における修得単位と

の合計が74単位以上であること。

（留学の願い出）

第６条 留学を希望する生徒は、 原則として留学斡旋団体に申し込む前に学校長に伺いをたて、留

学の開始される30日以前において所定の留学願を提出しなければならない。 留学願には次の書類

を添付することを原則とする。

(1) 留学先の高等学校の入学許可を示すもの。

(2) 留学先の高等学校の規模、 授業内容等がわかるもの。

(3) 上記(1)または(2)の書類が整わない時は、派遣団体等が発行する上記(1)、(2)に準ずるもの。

（国際交流）

第７条 国際交流生の選考・推薦等については第３条に準ずる者とする。 ただし、期間については、

当該関係機関の指定する期間とする。

附 則

この規程は、 平成元年７月13日より施行する。

平成12年４月１日一部改正。

平成15年５月19日一部改正。 平成24年９月19日一部改正。
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９ 生徒の異動事務要領

１ 転（編）入学

(1) 転入学希望者は次の書類を本校校長に提出するものとする。

① 在学校長の転学依頼書 （転学理由を明記したもの）

② 在学証明書

③ 学業成績証明書

(2) 転入学の理由が正当で、単位修得状況が転入学に差し支えない場合でかつ教育上支障がないと

認められるとき、原則として転入学試験を行い、その結果に基づいて転入学を許可する。

(3) 転入学を許可された者は定められた日に保護者同伴で登校し次の手続きをとる。

① 入学料納入 （沖縄県立高等学枚の出身は除く）

② 施設充実費及び所定の諸会費納入

③ 誓約書提出

④ その他

(4) 転入学を許可した場合はその生徒が在学していた学校の校長にその旨を通知し、その生徒の指

導要録の写し（転学してきた生徒については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む）、

健康診断票及び歯の検査票及び独立行政法人日本スポーツ振興センター加入証明書その他必要な

書類の送付を受ける。

(5) ホームルーム担任は転入生に下記の連絡及び指導を行う。

① 諸注意

② 毎月納入すべき諸会費

③ 教科書及びその購入方法

④ 制服及びその購入方法

⑤ その他

(6) ホームルーム担任は次の事務を行う。

① 生徒指導要録の作成

② その他

(7) 教務は送付を受けた指導要録の写し、健康診断票を学級担任に、歯の検査票及び独立行政法人

日本スポーツ振興センター加入証明書を養護教諭に回付する。

２ 転 学

(1) 転学をしようとする者は、 転学願をホームルーム担任及び教務を通し、 教頭を経て校長に提

出する。

(2) 校長は転学願を受けた場合において、事由が正当であると認めるときはその事由を記し、次の

書類を転学先の校長に送付する。

① 転学依頼書

② 在学証明書

③ 学業成績証明書

(3) 転学先校長から転入学許可の通知を受けた場合は次の書類を送付する。

① 指導要録の写し （転学してきた生徒については転学により送付を受けた指導要録の写しを

含む）

② 健康診断票及び歯の検査票及び独立行政法人日本スポーツ振興センター加入証明書

③ その他転学先校長が指示するもの

３ 退 学

(1) ホームルーム担任は正当な理由により生徒が退学を願い出た場合、学校所定の退学願を提出さ

せ副申書を添え、 教頭を経て校長に提出する。

(2) 教務は諸会費の納入、図書の貸借等を確かめた上で教頭を経て校長の許可を受けて処理すると

ともにホームルーム担任に通知する。
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(3) ホームルーム担任は退学した生徒の指導要録に退学年月日等の必要事項を記入し、諸公簿とと

もに教務へ提出する。

(4) 教務は退学者名簿に記載して、退学者名を事務長へ報告する。更に退学した生徒の指導要録、

健康診断票等を退学者綴にとじこむ。

(5) 教務は、 退学をした生徒名を、 速やかに教育委員会に報告する。

４ 休 学

(1) ホームルーム担任は、正当な理由により生徒が休学を願い出た場合は、学校所定の休学願を提

出させ（病気の場合は医師の診断書を添付） 副申書を添え、 教頭を経て校長に提出する。

(2) 教務は諸会費の納入、図書の貸借等を確かめた上で教頭を経て校長の許可を受け、休学者名簿

に記載すると共に学級担任に通知する。

(3) 休学の期間は３カ月以上１年以内とする。

(4) 休学している者が１年以内に復学できない場合は改めて(1)の手続きをとり、通算して３年以

内の期間に限り休学を延長することができる。

(5) 通算して３年の期間が満了し、なお復学できない者については退学させるものとする。

(6) ホームルーム担任は指導要録に必要事項を記入し、学年末まで保管する。

５ 復 学

(1) 学籍係は生徒が休学事由の消滅によって復学を願い出た場合は、学校所定の復学願及び必要に

応じ健康診断書（休学事由が結核性疾患の場合は保健所の健康診断書が必要）を提出させ、教頭

を経て校長に提出する。

(2) 教務は教頭を経て校長の許可を受け、復学の事務処理をするとともにホームルーム担任に通知

する。

(3) ホームルーム担任は、教務から旧指導要録、諸公簿の交付を受け、必要に応じ新たに指導要録

を作成して復学年月日等の必要事項を記入する。(休学した期間が短く該当生徒の属している学

年の課程の終了の認定に差し支えないときは、新たに指導要録を作成する必要はない。）

６ 再入学

(1) 退学した者が、再入学を願い出たときは、再入学願を校長に提出しなければならない。

(2) 校長は、職員会議に諮ったうえ、その可否を決めるものとする。

(3) 再入学を許可された者については、管理規則第20条及び第21条の規定を準用するものとする。

７ 原級留置

(1) ホームルーム担任は原級留置に該当する生徒の指導要録に必要事項を記入し、当該生徒の諸公

簿とともに教務に提出する。

(2) 教務は次年度のクラス編成の際、その生徒の書類を当該ホームルーム担任に回付する。

(3) 当該ホームルーム担任は当該生徒の新たな指導要録を作成して必要事項を記入する。

８ 死 亡

(1) 生徒が死亡した場合は、ホームルーム担任は保護者から死亡届を提出させ、副申書を添えてこ

れを教務へ提出する。

(2) 教務は、 教頭を経て校長の許可を受け、 退学者名簿に記載して除籍するとともに事務長に通

知する。

(3) ホームルーム担任は、当該生徒の指導要録に死亡の事実等必要事項を記入し、教務へ提出する。

教務はそれを退学者綴にとじこむ。

９ その他

(1) 本籍地、現住所、姓名、家族構成等に変動の生じた生徒は、 直ちにホームルーム担任へ提出

させる。

(2) ホームルーム担任は、必要に応じて戸籍抄本又は住民票抄本を提出させ、当該生徒の指導要録
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及び諸公簿に記入又は当該欄を訂正する。

10 別室登校の生徒の取り扱いに関する規程
（趣旨）

第１条 この規程は、登校しながらも教室に行けない状態の生徒に対し、学校生活に慣れるための居

場所として、教室以外の施設(以下「別室」という。)を活用し、教室復帰を促す事を目的とする。

（別室登校の定義）

第２条 心因的な事情等により、登校していても教室に行けない生徒に対し、別室で指導を行う事と

する。

（別室登校生徒の認定）

第３条 原則として、専門医の診断書により、心理的理由で集団での学習が困難と認められた生徒を、

カウンセリング委員会で検討し認定する。

（別室登校の支援期間）

第４条 別室登校の支援期間は、原則として２ヶ月とする。その支援期間中に教室復帰ができない場

合は、当該生徒の心身の状態を判断し、支援期間の延長を職員会議に提案する。尚、別室当校の継

続は原則として１ヶ月とする。また、生徒の別室登校を終了する際にも職員会議に提案する。

（別室登校の取り扱い）

第５条 別室登校が認められた場合、教育相談室、保健室などのしかるべき場所での登校が確認され

た時には、出席扱いとする。

第６条 出席扱いは、生徒が教育相談室、保健室などへの登校を始めた時点にさかのぼって適用する。

ただし、自主的に教室へ戻ることも可能とする。

第７条 当該生徒への対応及び指導方法については、カウンセリング委員会で話し合い、関係職員で

生徒の状況を観察しながら、適宜必要な指導を行う。

第８条 ホームルーム担任は、当該生徒の出欠を確認し、学年会・教科担任と連絡を取る。

第９条 教科担任は課題を与える物とする。

（成績評価・単位認定等）

第10条 原則として、定期考査などを受験させ、評価を行う。

第11条 実技を伴う教科などの場合は、レポートまたは課題などで総合的に評価する。

第12条 教科担任は、 レポートや課題などを与え、評価の参考としてもよい。

附 則

この規程は、平成16年２月19日から施行する。

平成21年改正

平成26年３年18日 一部改正
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11 生徒の表彰に関する規程

（趣旨）
第１条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第43条の規定に基づき、生徒の表彰に関
する事項を定めるものとする。
（目的）

第２条 表彰は、学業、性行等が特に優れ、平素の学校生活における指導的・模範的な生
徒に与え、それらの育成と奨励のために行う。
（決定）

第３条 表彰は職員会議の審議を経て校長がこれを決定する。
（種類及び基準）

第４条 賞の種類および表彰の基準は次の通りとする。
(1) 皆勤賞及び精勤賞
① ３カ年皆勤賞

早朝講座から終業時まで遅刻・欠課・欠席及び懲戒による出席停止のない者
② ３カ年精勤賞

早朝講座から終業時まで欠席が皆無で、遅刻・欠課が各３回以内の者
③ １カ年皆勤賞

早朝講座から終業時まで遅刻・欠課・欠席及び懲戒による出席停止のない者
④ 12カ年皆勤賞

小・中・高等学校を通して遅刻・欠課・欠席及び懲戒による出席停止のない者
(2) 特別活動賞
① 生徒会活動・HR活動において特に顕著な功績のあった者で、学業成績が優秀(4.3

以上）で、出席状況が良好で、生活態度が他の生徒の模範となる者。
② 所属部の活動に特に顕著な功績と実績があり、学業成績が優秀(4.3以上)で、出席

状況が良好で生活態度が他の生徒の模範となる者。
③ その他、外部の表彰を受けた者のうち、その表彰が教育上必要と認められ、他の

生徒の模範となる者。
（推薦）

第５条 特別活動賞及びその他の表彰については、生徒会顧問及び部活動顧問等の推薦に
より、３学年会で調整し、職員会議の審議を経て校長が決定する。
（表彰の時期）

第６条 表彰は、次のとおり表彰を行う。
(1) ３カ年皆勤賞は卒業式で表彰を行う。
(2) ３カ年精勤賞は卒業式予行で表彰を行う。
(3) １カ年皆勤賞はホームルームで表彰を行う。
(4) 12カ年皆勤については後援会長名で卒業式に表彰する。
（記録）

第７条 表彰を受けた生徒については、学籍係が生徒表彰記録簿に記載し、ホームルーム
担任が生徒指導要録に記載する。
（その他）

第８条 学校外から表彰のあるときは、賞状・賞品を受け、これを全体集会時に伝達表彰
する。

附 則
この規程は、平成 17年４月１日から施行する。


