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V 生徒管理等 

 

1 生徒の異動事務処理要領 

1-1 転科手続 

（1）転科を希望する生徒は、学校所定の転科願を保護者連署の上学級担任に提出し、学級担任は副申

書を添えて学校長に提出する。 

（2）学校長は、以下の要件を満たしていれば、学年末成績会議に諮り許可することができる。 

① 転科を希望する生徒の進路、適性、関心、成績等を勘案し、転科が適切であると認められる場合 

② 欠員がある場合 

③ 転科後、教育課程において必修科目、専門科目等相応の修得が可能な場合 

（3）転科の時期は 1学年より 2学年に進級する場合に限るものとする。 

1-2 転（編）入学手続 

（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 

 ④ 住民票謄本 

（2）転入学の理由が正当で、単位取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

められるときは、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をとる。 

 ① 入学金の納入（沖縄県立高等学校から転入学したものは除く） 

 ② 誓約書の提出 

 ③ その他 

（4）学籍係は転入学を許可された生徒を適当な学級へ編入する。 

（5）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日本体育・学校健康センター加入証明書その他必要な書類の送付を受ける。 

（6）学級担任は転入生に下記の連絡及び指導を行う。 

 ① 諸注意 

 ② 毎月納付すべき諸会費 

 ③ 教科書や教材等及びその購入方法 

 ④ 制服及びその購入方法 

 ⑤ その他 

（7）学級担任は次の事務を行う。 

 ① 生徒指導要録の作成 

 ② その他 

（8）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、歯の検査票及び日本体育・学校

健康センター加入証明書を養護教諭に回付する。 
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1-3 転学手続 

（1）転学をしようとする者は、転学願を学級担任及び教務を通し、教頭を経て学校長に提出をする。 

（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具し、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 

 ④ 戸籍抄本又は住民票謄本 

（3）転学先校長から転入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、歯の検査票及び日本体育・学校健康センタ－加入証明書 

 ③ その他転学先校長が指示するもの 

（4）生徒指導要録の原本は必要事項を記入の上、除籍者綴にとじこむ。 

1-4 退学手続 

（1）学級担任は正当な理由により生徒が退学を願い出た場合は、学校所定の退学願を提出させ副申書

を添え、教頭を経て学校長に提出する。 

（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除籍するととも

に学級担任に通知する。 

（3）学級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、諸表簿とともに教務へ

提出する。 

（4）教務は除籍者名簿に記載して除籍するとともに事務長へ通知する。更に退学した生徒の指導要録、

健康診断票等を除籍者綴にとじこむ。 

1-5 休学手続 

（1）学級担任は、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

載するとともに学級担任に通知する。 

（3）休学の期間は 3ヵ月以上 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）の手続をとり通算して 3年以内の期

間を限り休学を延長することが出来る。 

（5）通算して 3年を満了してもなお復学できない者については除籍する。 

（6）学級担任は指導要録に必要事項を記入し、1月以内に教務部学籍係へ提出する。 

1-6 復学手続 

（1）学級担任は生徒が休学の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

に応じて健康診断書（休学事由が結核性疾患の場合は健康診断書が必要）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学級担任に通知する。 

（3）学級担任は、教務から旧指導要録、諸表簿の交付を受け、必要に応じて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、当該生徒の属している学年の課程

の修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。） 
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1-7 留学手続き 

（1）留学を希望する生徒は、原則として留学期間の開始される 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の書類がととのわない時は、派遣団体等が発行する上記①、②に準ずるもの。 

（2）学級担任は、正当な理由により生徒が留学を願い出た場合は、学校所定の留学願を提出させ、副

申書を添え、教頭を経て校長に提出する。 

（3）教務は授業料、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留学者

名簿に記載するとともに学級担任に通知する。 

（4）教務は留学を許可した生徒に対し留学許可証を交付する。 

（5）留学を許可された生徒の授業料等は許可の翌月から免除する。 

（6）留学の期間は原則 1年とする。ただし校長は教育上有益と認めるとき、当該留学を更新すること

ができる。 

（7）学級担任は指導要録に必要事項を記入し、1月以内に教務部学籍係へ提出する。 

1-8 留学修了手続き 

（1）留学より帰国した生徒は、原則として帰国後 1 週間以内に、留学修了（復学）の手続きを行う。

下記の書類を係に提出し、教頭を経て校長に提出する。 

 ① 留学修了届あるいは卒業願 

  ② 留学報告書 

  ③ 成績証明書の写し（留学先学校発行） 

  ④ 出席の記録の写し（留学先学校発行） 

  なお、帰国後に初めて来校する際には、研究推進部国際交流係および学級担任と必ず面談を行い、 

 今後について調整を行うこと。 

（2）校長は、つぎ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。 

  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単位以上で、本校における単位の総数が 74単位以上であり、 

     留学後の本校における履修単位数が本校における進級の要件を満たすこと。 

（3）教務は教頭を経て校長の許可を受け、復学（卒業）の事務処理をするとともに学級担任に通知す

る。 

（4）学級担任は、教務から旧指導要録、諸公簿の交付を受け、原級復学の場合は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。（進級復学または卒業の場合は、新たに指導要録を作

成する必要はない。） 

1-9 原級留置の手続 

（1）学級担任は原級留置に該当する生徒の指導要録の必要事項を記入し、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学級担任に回付する。 

（3）当該学級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。 
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1-10 死亡について 

（1）生徒が死亡した場合は、学級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、除籍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）学級担任は、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。教務はこ

れを除籍者綴にとじこむ。 

1-11 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、直ちに学級担任へ届け出させる。 

（2）学級担任は、必要に応じて戸籍抄本又は住民票謄本を提出させ、当該生徒の指導要録及び諸公簿

に記入又は当該欄を訂正する。 

 附 則 

この規程は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

この規程は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

この規程は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

 

2 生徒の出欠の取り扱いに関する規程 

（出席取り扱い） 

第 1条 次の事項に該当する欠席、欠課、遅刻は届け出により出席取り扱いとする。 

（1）公的行事に学校代表として参加することが事前に認められた者。 

（2）公的行事に居住地域代表として参加することが事前に認められた者。 

（3）調査、訓戒等で呼び出しを受けた者。 

（4）校長が特に必要と認めた者。 

（5）留学のための研修とその手続。 

（6）学校内での救急事故に伴って、保健室での処置または外部医療機関での受診が必要な者。 

   ただし、事案発生の当該日 1日に限る。 

（7）校内の健康診断において精密検査が必要と判断された者が外部医療機関で受診する場合。 

   ただし、受診日 1日に限る。 

（出停・忌引・留学等） 

第 2条 次の事項に該当する場合の欠席日数は、出席停止、忌引き等の日数となり、「出席しなければ

ならない日数」には含まれない。 

（1）法令の定めにより校長が出席を停止した場合。 

（2）懲戒により停学を命じられた場合。 

（3）進学、就職のための受験とその手続。 

（4）転学の期間 

（5）下記に定める忌引きに該当する日数 

 ① 父母・・・・・・・・・・・・7日 

 ② 祖父母、兄弟姉妹・・・・・・3日 

 ③ 曽祖父母、おじ、おば・・・・1日 

 ④ その他同居の親戚・・・・・・1日 
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２ 忌引きによる早退は、時間の多少に関わらず忌引き欠席「1日」とする。 

３  留学中の日数（留学願記載期間）は留学等の日数となり、「出席しなければならない日数」には含

まれない。 

（欠席） 

第 3条  生徒が病気またはやむを得ない事由により欠席するときは、保護者は電話連絡または欠席届を

提出しなければならない。ただし、病気が 1週間以上にわたるときは、医師の診断書を添える。 

２ 早朝講座だけ出席し、1～6校時すべてを病気またはやむを得ない事由により欠課するときは欠席と

する。 

（遅刻） 

第 4条 遅刻者は速やかに入室許可証の発行を受け、学級（教科）担任に提示し教室に入る。入室許可

証は学級担任で保管する。 

２ 授業の始業に間に合わない者は教科の遅刻となる。ただし、授業開始後、半分以上の時間を過ぎて

遅刻した者は欠課取り扱いとする。 

（欠課） 

第 5条 授業開始後、半分以上の時間の不在者を欠課とする。 

２ 保健室で休養する生徒は届出（指定用紙）によりその間、届出欠課とする。 

３ 学校行事の時の早退による欠課は、時間の多少にかかわらず行事欠課「1」とする。 

 附 則 

この規程は、平成 6年 4月 1日から施行する。 

この規程は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

この規程は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

この規程は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

この規程は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

 

 

3 留学に関する規程 

（目的） 

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

への留学に関し必要な事項を定めるものとする。 

（留学の許可） 

第 2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。 

（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）留学期間が原則 1年であること。但し校長は教育上有益と認めるとき、当該留学を更新すること

ができる。 

（留学許可の条件・取消）   

第 3条  留学を許可するには下記の要件を満たすものとする。 

（1）留学を許可する場合は、留学の意義、理由が生徒の教育上適切であること。 
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（2）本校在学中の成績及び出席状況が良好であること。ただし以下の生徒は校長の留学推薦を受けら 

  れない。 

 ① 応募時点において評定に「1」がある者。 

 ② 応募時の当該または前学期において単位保留懸念科目が 1単位以上ある者。 

 ③ 応募時の当該または前学期、必修である講座を含めて遅刻・無届欠課・無届欠席の回数のいずれ 

  かが 3回以上ある者。（ただし当該学年に関しては応募時点までとする） 

 ④ 応募時に生徒指導にかかる懲戒指導を受けている者。 

（3）生徒に留学の理由と異なる事態が生じた場合や，留学許可後の勤怠状況及び生活態度に著しい問  

  題がある者は留学の許可を取り消すことが出来る。 

（4）留学中の生徒の外国での生活にかかわる責任は保護者にあるものとする。 

（留学の願い出） 

第 4条 留学を希望する生徒は、原則として留学期間の開始される 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）の書類がととのわない時は、派遣団体等が発行する上記（1）（2）に準ず 

  るもの。 

（単位の認定）   

第 5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。 

２  単位の認定にあたっては、各教科・科目ごとではなく、包括的に扱うものとする。 

（進級及び卒業） 

第 6条 校長は、つぎ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。 

（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単位以上で、本校における単位の総数が 74単位以上であり、 

     留学後の本校における履修単位数が本校における進級の要件を満たすこと。 

第 7条  その他次の各号に留意する。 

（1）留学を許可した生徒に対し留学許可証を交付する。 

（2）留学を許可された生徒の授業料等は許可の翌月から免除する。 

（3）留学が許可された生徒については、それに伴う研修、手続き等に出席扱いで参加できるものとす

る。 

 附 則 

この規程は、平成 6年 4月 1日から施行する。 

この規程は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

この規程は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

この規程は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。（留学派遣に関する規程） 
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4 生徒の表彰に関する規程 

（趣旨） 

第 1条 この内規は沖縄県立高等学校管理規則第 43 条の規程に基づき生徒の表彰に関する事項を定め

るものとする。 

（表彰の内容） 

第 2条  表彰は職員会議の審議を経て、校長がこれを決定する。 

（賞の種類） 

第 3条 賞の種類及び基準は次の通りとする。 

（1）皆 勤 賞  在学 3カ年間全員対象の早朝講座・夏期講座・冬期講座を含めて無遅刻、無欠課 

         及び無欠席の者。ただし、懲戒による出校停止を受けなかった者とする。 

（2）特別活動賞   技能、指導力、人間性に優れ、生徒会活動や部活動、ＨＲ活動の発展に寄与し、 

         他の模範とするにたり、かつ学業成績及び出席状況が良好な者。 

                 ※学業成績が 3カ年の平均評定で「3.7」以上の者。 

                 ※各学年の遅刻、無届け欠席、無届け欠課がそれぞれ 10 回を 越えない者。 

（3）成績優秀賞  在学中 3カ年間の評定がすべて「5」の者。 

（表彰） 

第 4条  表彰の時期については原則として卒業式に行う。 

 附 則  

この規程は、平成 8年 4月 1日より施行する。 

この規程は、平成 15年 4月 1日より施行する。 

この規程は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

この規程は、平成 28年 4月 1日から施行する。 
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