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Ⅵ 図書館・視聴覚関係

１ 図 書 館 規 程

第１条 本図書館は、 沖縄県立開邦高等学校図書館という。

第２条 本図書館は、 本校の教育目標を達成するために必要な図書及びその他の資料を収集整理保管し、

生徒、 職員、 卒業生及び PTA 会員に提供して有効な利用をはかることを目的とする。

第３条 本図書館運営の組織については、 次のとおりとする。

１． 本図書館に若干の係職員、 司書、 生徒図書委員をおく。

２． 係は、 原則として校務分掌上の図書視聴覚部の係がこれにあたる。

３． 係職員及び司書は、 次に掲げる業務を分掌する。

(1) 企画 (2) 広報 (3) 図書館利用指導 (4) 読書指導

(5) 調査、 統計 (6) 貸出、 返却、 資料整理 (7) 図書購入、 図書紹介

(8) 施設、 備品の充実

第４条 本図書館の運営並びに業務については、 次のとおりとする。

(1) 図書館運営委員会

(2) 図書選定委員会

(3) 生徒図書委員会

２ 図書館運営委員会は、 教頭、 教務主任、 図書館係職員、 司書をもって構成し、 図書館運営に関す

る基本的事項を研究、 協議する。

３ 図書選定委員会は、 各学科、 教科及び部の係をもって構成し、 図書の選定をする。

４ 生徒図書委員会は、 1 ～ 3 年の各学級 （ 1 名） で選出された図書委員と希望図書委員で組織し、

図書館運営に協力する。

５ 生徒図書委員の任期は、 原則として 1年とする。 （ 4月～翌 3月）

第５条 本図書館は、 開架式とし、 日本十進分類法 （NDC） を採用する。

第６条 本図書館に、 次の帳簿並びにカードを備える。

図書原簿、図書除籍簿、定期刊行物受払簿、寄贈図書台帳、図書以外の資料台帳、図書館日誌、備品

台帳、基本カード、著者名カード、書名カード

第７条 本図書館の細則として 「図書館利用規程」 を別に定める。

第８条 本図書館の資料整理の細則として 「図書整理規程」 を別に定める。

附 則

この規程は、 昭和 61年 8月 21日から施行する。

平成 16年 3月 24日 一部改正
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２ 図書館利用規程

第１章 総 則

第１条 本図書館を利用できる者は、 次のとおりとする。

(1) 本校生徒、 職員

(2) 本校卒業生

(3) PTA 会員

(4) その他

但し、 (1)以外は許可を得るものとする。

第２条 本図書館の開館時聞及び休館日は次のとおりとする。

(1) 開 館 始業時間～下校時間

(2) 休館日 学校休校日は休館とする。 但し、 長期休業期間の開館については、 図書館運営委員会

で協議し、 職員会議を経て決定する。

(3) 休館日以外にも、 都合により臨時に閉館することがある。

第２章 閲覧及び貸出返却

第３条 書架に配架された図書は、 館内で定められた時間内は自由に閲覧することができる。 但し新聞、

雑誌、 特殊な資料は、 定められた場所で閲覧しなければならない。

第４条 館外貸出を希望する者は、 館外貸出ガード、 ブックカードに、 必要事項を記入して、 貸出係

を経なければならない。

第５条 館外貸出冊数は、 一人２冊とし、 期間は、 貸出の日から数えて５日目の５時までとする。 但

し、 前条の手続きを経て引き続き貸出することができる。

第６条 次の図書及び資料は、 館外へ貸出することはできない。

(1) 「禁帯出」 のラベルの貼ってある図書

(2) 貴重図書

(3) 辞典類、 各種年鑑

(4) 郷土資料

(5) 新聞、 雑誌等

(6) 大冊書、 書画等、 取扱上破損しやすいもの

第７条 図書返却については、 次のとおりとする。

(1) 図書の返却の際には、 所定の手続きを経て、 係員の点検をうけなければならない。

(2) 図書を借りたら、 他人に転貸することを禁じ、 本人が責任をもって返却しなければならない。 館

外貸出の返却期間を守らないときは、 適当な処置を講ずる。

(3) 生徒が休学、 転学、 退学、 卒業のとき、 また職員が休職、 転任のときは、 貸出中の図書や資

料は、 直ちに返却しなければならない。

第８条 各教科準備室で研究上必要とする図書は、 図書館の係の承認を経て１年以内にわたって貸出する

ことができる。

２ 前項の手続きを更新することによって引き続き貸出することができる。

第９条 教科に貸出中の図書の保管並びに借覧の事務は、 それぞれの教科が責任をもって行う。
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第３章 雑 則

第 10条 クラス、 団体で図書館を利用する際は、 あらかじめ図書館係の許可を得るものとする。

第 11 条 閲覧図書は、 ていねいに取り扱い汚損のないように留意する。 万一紛失、 破損した場合は弁

償しなければならない。

第 12 条 図書館では、 静粛を旨とし、 音読、 雑談、 飲食物の持ち込み、 その他室内の秩序を乱し、

閲覧者に迷惑をおよばすような行為をしてはならない。

附 則

この規程は、 昭和 61年 8月 21日から施行する。

平成 16年 3月 24日 一部改正

３ 視聴覚教室及び機器の利用規程

(1) 視聴覚教室及び機器等は係で管理し、 利用の調整をはかる。

(2) 利用の際は前日までに視聴覚係、 又は管理責任者に申し出ること。

(3) 視聴覚機器等は視聴覚教室で管理することを原則とするが、 使用の便を考えて各教科に分散管理する

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。

４ 放送室の利用及び放送に関する規程

(1) 放送室及び放送施設は視聴覚係及び放送部顧問で管理する。

(2) 放送機器の利用は職員、 生徒会、 放送部に限る。 ただし、 生徒が使用する場合には顧問、 または

職員の許可を得てから使用する。

(3) 平常の放送部の放送活動は昼食時 （ 12時 45分～ 1時 10分） とし、 顧問の許可を得て放送する。

附 則

この規程は、 昭和 61年 8月 21日から施行する。
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５ 開邦高校インターネット利用規程

＜生徒向けガイドライン＞

インターネットは単なる道具ではありません。電子メールでも、WWWでも、その情報の先には、必ずそれ

に関わる人がいるのです。 インターネットは、 人間が作っている文化です。 文化があれば、 ルールが

ある。 また、 自由であればあるほど、ルールは守るべきものです。

１． 利用時間

① 校内でのインターネットの利用は、原則として昼休み、放課後(SHR終了後～下校時まで)とする。使

用に際しては、教室管理者あるいは担当の先生の指示に従う。

② 図書館及び進路室でのインターネットの利用は、それぞれの事情に応じて行う。

２． 利用の仕方

① コンピュータ教室 （LL 教室、電算室、情報教室）を使用する際には、教室管理者の許可を得て、

使用記録簿に必要事項を記録した上で使用する（使用者名、 時間、 利用内容）。

② 授業と関連した利用については、 授業を担当する先生の指導の下で行う。

③ ホームルーム活動、 部活動で利用するときは、 担任、 部顧問の指導の下で利用する。

④ 放課後のコンピュータ教室の利用は、 授業での課題作成等の生徒を優先する。

⑤ プリンターを使用する際は、 教室管理者あるいは担当の先生の許可を得る。

３． 禁止される行為

① コンピュータを使用する場所への飲食物の持ち込み

② 公序良俗、 法令に違反する行為を目的とした利用

③ 犯罪的行為に結びつく行為

④ Chain Mail などのインターネットシステムの破壊行為

⑤ ネットワーク上で他人を誹謗中傷、侮辱するような発言の発信

⑥ 他人の知的所有権や著作権を侵害するような行為

⑦ 有料データベースの利用、 オンラインショッピングの利用

⑧ アプリケーションのインストール

⑨ 使用権のないコンピュータへの侵入など不正な行為

⑩ 高校生にふさわしくない接続先へのアクセス

⑪ 校内業務を妨げる行為

４． 自分自身の安全のために

① ネットニュース、 E-mail などに、 自宅住所、 自宅電話番号を書かないこと

② 許可無く個人写真と氏名を同一ページに掲載するなど、 個人が特定できる情報を発信しないこと

③ ネットワーク上でトラブルが生じた場合には直ちに保護者と係の先生にに連絡すること

５． コンピュータ全般の利用上の注意

① コンピュータの電源を切るときは、 必ず使用していたアプリケーションソフトとシステムを終了さ

せてから電源を切るようにする。

② 操作中に異常や問題が生じたときも、すぐに電源を切ったり、強制終了をせず、係の先生に連絡す

ること

③ コンピュータは、 自分だけが利用するものではありません。 システムやアプリケーションそのも

のの設定を変更して他人に迷惑をかけないこと


