Ⅱ 教務関係

１ 生徒異動事務の処理要領
（趣 旨）
第１条 この規定は沖縄県高等学校管理規則第２２条、第２５条、第２７条、第２８条、第３０条及び第３
１条、第３２条、第３３条、第４６条の規定に基づき、転学、転入学、転科、退学、留学、休学、休学取
消し、復学、再入学、死亡に関し必要な事項を定めるものとする。
（編入学）
第２条 編入学をしようとする者は、次の書類を校長に提出しなければならない。
(1) 編入学願
(2) 従前在学していた学校の単位修得及び学業成績証明書（第２１号様式）
２ 第１学年の途中又は第２学年に編入学することのできる者は、相当の年齢に達し、当該学年に在学す
るものと同等以上の学力があると校長が認めた者とする。
３ 前項の規定による編入学は、選考のうえ許可することができる。
４ 編入学を許可された者は、指定された期日に保護者同伴で登校し、次の諸手続きを行うものとする。
(1) 入学金の納入（沖縄県立の高等学校から転入学したものを除く ）。
(2) 授業料等諸校納金の納入
(3) 誓約書（第６号様式）、保証書等の提出
(4) 保護者及び本人の戸籍抄本又は住民票謄本
５ 普通教科科目については編入学以前の学校における修得単位数を本校における修得単位数に置き換え
るものとし、卒業認定における専門教科科目については、２５単位以上履修するものとする。
６ 教務主任並びに当該学年主任は、編入学を許可された者をホームルームに編入するとともに、事務長
に連絡する。
７ ホームルーム担任は、編入学した生徒に次の指導を行う。
(1) 学校及びホームルームで守るべき諸注意
(2) 毎月納入すべき諸経費
(3) 必要な教科書及び教材等の購入方法
(4) 生活指導資料の作成
(5) 生徒手帳等の購入方法
８ 学籍係は、「編入学許可書」を転出先の学校長あて発送するとともに、生徒指導要録の写し及び健康
診断書等の送付を請求する。
９ 学籍係は、前項の送付を受けた生徒指導要録の写し等をホームルーム担任に回付する。
10 ホームルーム担任は、編入学を許可された者の指導要録を新たに作成し、編入学欄に必要事項を記 入
し、出欠記録の備考欄に従前在学していた学校における出欠の概要等を記入する。
（転学・転入学）
第３条 他の学校に転学しようとする者は、保護者と連署のうえ、転学願（第７号様式）を校長に提出しな
ければならない。
２ 校長は、前項の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、
生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。
３ 転入学をしようとする者は、次の書類を校長に提出しなければならない。
(1) 転入学願
(2) 在学学校長の転入学依頼書
(3) 在学証明書（第２０号様式）
(4) 単位修得及び学業成績証明書（第２１号様式）
４ 転入学した生徒が教育課程の相違のため、本校で定められた教育課程の一部が習得できない場合は、
普通教科科目及び専門教科科目とも転入学以前の習得単位を本校の教育課程教科科目の修得単位として
置き換えることができる。
５ 校長は、教育上支障がなく、かつ適当と認める場合には、相当学年に転入学を許可することができる。
６ 転入学を許可された者については、「第２条 編入学」の４項～１０項の規定を準用するものとする。
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（転 科）
第４条 他の学科に転科しようとする者は、保護者と連署のうえ、転科願（第９号様式）を校長に提出しな
ければならない。
２ 校長は、前項の転科願を受けた場合において、教育上支障がなく、かつ、適当と認める場合には、職
員会議に諮り相当学年に転科を許可することができる。
３ 前項の規定による転科の許可は、学年の始めに行うものとする。
４ 転科を許可された者については、 「第２条 編入学」の６項～７項の規定を準用するものとする。
（退 学）
第５条 退学をしようとする者は、保護者と連署のうえ、退学願（第１０号様式）をホームルーム担任を経
て校長に提出しなければならない。
２ ホームルーム担任は、前項の関係書類に副申書を添えて教務主任、事務長、教頭を経て校長に提出し
なければならない。
３ 校長は、前項の事由が正当であると認めるときは、退学を許可することができる。
４ 学籍係は、退学を許可された生徒を退学者名簿に記載する。
５ ホームルーム担任は、退学した生徒の指導要録、健康診断書等に必要事項を記入のうえ、学籍係に提
出する。
（留 学）
第６条 外国の高等学校（外国の高等学校とは、外国における正規の後期中等教育期間をいう。以下同じ 。）
に留学しようとする者は、保護者と連署のうえ、次の書類を校長に提出しなければならない。
(1) 留学願（第１１号様式）
(2) 留学先の高等学校の受け入れを証する書類
(3) 留学先の高等学校の教育課程に関する書類
２ 校長は、前項の留学願を受けた場合、教育上有益と認めるときは、留学を許可することができる。
３ 校長は、前項の規定により留学することを許可するときは、生徒の在学証明書、成績証明書その他必
要な書類を留学先の高等学校長に送付しなければならない。
４ 校長は、留学を許可するに当たっては、あらかじめ、留学先の外国の高等学校との間で協議を行い、
当該留学の概要を把握するものとする。ただし、やむを得ない事情により協議を行うことが困難な場合
は、学校間の協議を行わないことができる。
５ 留学の時期は、原則として２学期始めとする。
６ 修学の期間は原則として１年とする。ただし、校長は、教育上有益と認めるときは当該年度を通算し
て３年以内の期間に限り延長することができる。
７ 校長は、第２項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修
を本校における履修とみなし、３０単位を越えない範囲で単位の修得を認定することができる。
８ 留学した者が、復学しようとする場合は、次の書類を校長に提出して許可を受けなければならない。
(1) 復学願（第１４号様式）
(2) 留学した高等学校における単位修得証明書
９ 校長は、前項の規定により復学を許可した者については、次の各号の規定を準用する。
(1) 校長は、第７項における単位数が認定された場合、教育上支障がなく、かつ適当と認める場合は、留
学時点の一つ上の学年に復学をさせることができる。
(2) 校長は、前号の規程にかかわらず、当該生徒が留学時点の学年への復学を希望する場合には、これを
認めるものとする。
10 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、学則第３９条の規定に基づき、沖
縄県立高等学校管理規則第１１条１項に規定する学年の中途においても、各学年の課程の修了又は卒業
を認定することができる。その場合、卒業の日付は学校長が定めるものとする。
（休 学）
第７条 病気その他の事由により、３月以上出席することができず休学しようとする者は、保護者と連署の
うえ、休学願（第１２号様式）に医師の診断書等その事由を証する書類を添えて校長に提出しなければな
らない。
２ 校長は前項の事由が正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月以上１年以内とする。
４ 校長は、引き続き休学しようとする者が第１項に定める手続きを行ったときは、前項の規定にかかわ
らず、当該休学期間を通算して３年以内の期間を限り延長することができる。
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５ 休学の許可を受けた者がその許可を受けた、３月以内にその事由が消滅したときは、保護者と連署の
うえ、休学取消願（第１３号様式）に医師の診断書等その事由を証する書類を添えて校長に提出しなけ
ればならない。
６ 校長は、前項の事由が適当であると認めるときは、休学を取り消すことができる。
（復 学）
第８条 学籍係は、休学した生徒がその事由の消滅により復学を願い出たときは、復学願を提出させる。病
気を理由とする休学者の復学の場合には、さらに健康診断書（結核性疾患にあっては、保健所の診断書）
を添付させる。
２ 学籍係は、教務主任、教頭を経て校長の許可を得て、復学の事務を処理する。
３ 復学を許可された者については 「第２条 編入学」の４項、６項、７項及び９項の規定を 、準用する
ものとする。
４ ホームルーム担任は、休学期間が短く当該生徒の属している学年の課程の修了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。
（再入学）
第９条 退学した生徒が、再入学願（第１５号様式）を願い出たときは、校長は、その事由を調査のうえ相
当学年に入学を許可することができる。
２ 学籍係は、教務主任、教頭を経て校長の許可を得て、再入学の事務を処理する。
３ 再入学を許可された者については、「第１条 編入学」の４項、６項、７項及び９項の規定を準用する
ものとする。
（死亡した生徒の取扱い）
第10条 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、これを学籍係へ提出す
る。
２ 学籍係は、教務主任、教頭を経て校長の許可を受け、退学者名簿に記載し退学とする。
３ 学籍係は、ホームルーム担任から指導要録を受けて死亡の事実等を記入し退学者綴にとじこむ。

２ 生徒の出欠席の取り扱いに関する規程
（趣 旨）
第１条 この規定は、沖縄県立高等学校管理規則第４１条及び４２条の規定に基づき、生徒の出欠に関し、
必要な事項を定めるものとする。
（定 義）
第２条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 欠席 日課のうち、すべての単位時間の教育活動に参加しないものをいう。
(2) 欠課 日課のうち、その単位時間の教育活動に参加しないものをいう。
(3) 遅刻 日課のうち、その単位時間に遅れて参加するものをいう。
(4) 公欠 学校教育の一環としての教育活動のために欠席又は欠課をし、出席扱いを受けるものをいう。
(5) 忌引 親族の死亡により、欠席をするものをいう。
(6) 出席停止
関係法令の定めにより、関係機関又は校長から出席停止を命じられて欠席するものを
いう。
（授業日数等）
第３条 生徒の授業日数及び「出席しなければならない日数」の取り扱いについては、次の各号に掲げると
おりとする。
(1) 授業日数
授業日数とは、当該生徒の属する同一の学科又は学年について、授業（特別活動を含む）の総日数を
いう。
(2) 転学、退学の場合の授業日数
転学については、受入校の許可をした日の前日までの日数を、退学については、退学を許可された
日までの日数をそれぞれの授業日数として算出する。
(3) 転入学、編入学の場合の授業日数
転入学又は編入学を許可された日から、授業日数を算出する。
(4) 休学を取り消した生徒の授業日数
現に休学していた期間中の日数を加算し、かつ、その期間中はすべて欠席として加算する。
- 36 -

（出席停止、忌引き等）
第４条 次に掲げる事由に該当した場合は、出席及び欠席のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令の定めにより、校長が出席を停止した場合（法定伝染病、非常変災、授業料未納等）
(2) 次に定める忌引に該当する日数。
父母＝７日、祖父母・兄弟・姉妹＝３日、曾祖父母・伯叔父母・同居親族＝１日
(3) 懲戒による停学の場合。
（出席扱い）
第５条 次に掲げる事由に該当した場合は、届出により出席扱いとする。ただし、関係職員が職員朝礼等で
説明し校長の承認を得るものとする。担任はその旨を出席簿に記入する。
(1) 学校代表として派遣された場合。ただし登録選手以外は職員会議で審議決定する。
(2) 進学又は就職のための手続きをする場合。ただし、一日を要しない場合。
(3) 職員会議の承認を得て参加する各種研修、集会、地域行事等に参加する場合。
(4) ３年生の普通運転免許取得については「原付教習・救護法・仮免許検定・卒業検定・公安検定」の
それぞれ1回に限り認める。ただし、定期考査・学校行事のある日にはこれを認めない。
(5) 生徒指導又は調査等で呼び出しを受けた場合。
(6) その他校長が適当と認めた場合。
（欠席届）
第６条 生徒が病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする場合は、保護者から事前に（やむを得
ない場合は事後速やかに）電話又は所定の「欠席届」により、ホームルーム担任に連絡しなければならな
い。
（学校行事における欠課の取り扱い）
第７条 学校行事における生徒の欠課については、１時間につき１時間の欠課扱いとする。
（欠席・欠課・遅刻等の特例）
第８条 公的交通機関の事故その他不可抗力の事由による欠席・欠課・遅刻については、事情聴取のうえ、
やむを得ないと認められた場合は出席扱いとする。
２ バスストの際、やむを得ず始業時に登校できない生徒の欠席･欠課･遅刻の取り扱いに関しては、次の
各号に掲げる自宅から学校までの距離に応じて行うものとする。自宅から学校までの距離は別表による。
(1)６km未満
・・・ 通常の遅刻・出欠の取り扱いとする。
(2)６km以上10km未満 ・・・ 始業時より１時間の遅れを認め、その時間は出席扱いとすることができる。
(3)10km以上14km未満 ・・・始業時より２時間の遅れを認め、その時間は出席扱いとすることができる。
(4)14km 以上・・・出停・忌引きと同等の取り扱いとすることができる。

３ 考査及び成績評価に関する規程
第１章 考 査
（考査の種類等）
第１条 考査の種類及び実施時期は、次のとおりとする。
(1) 定期考査
１、２学期は各２回、３学期は１回実施する。
(2) 追考査
正当な理由により定期考査を受けられなかった生徒に対して実施する。
(3) 追認考査
単位未修得の科目を有する生徒に対して実施する。１年に４回実施する。
(4) 特別追認考査
第４回追認考査終了後、卒業認定に必要な単位を修得していない生徒に対して実施する。ただし受験でき
るのは現年度科目のみとし、特別追認考査によって単位を認定された科目の評定は、「２」とする。

(5) 実力考査
必要に応じて行う。
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（職員心得）
第２条 時間割係は定期考査の時間割を１週間前までに、監督割当表を３日前までに発表する。
２ 考査時間割、監督割当て等、考査に関わることは時間割係が行う。
３ 時間割係は考査受け渡し場所を設営すると共に、次の様式により答案綴表紙を作成すること。
年度
学期
考査
クラス
年
考査教室
考査科目
科目担当者
監督者
受験すべき人数
欠席者
受験者数
特記事項

中間・期末
組

４ ホームルーム担任は、当該ホームルームの生徒に対し、「考査の受験心得」の周知徹底に努めること。
また、毎日朝のＳＨＲにおいて指定座席の指導を行うこと。
５ 定期考査は、全教科目実施することを原則とする。ただし、実技を伴うものはその限りでない。
６ 定期考査は、１００点満点とし、平均点が６０点になることを目標に出題する。
７ 定期考査の問題は、問題に関係のある科目担任が難易度や妥当性を充分に検討し、共同で作成する。
８ 考査問題の印刷、保管、部数の点検、問題の訂正等は当該科目担任の責任で行うこと。
９ 考査問題等は原則として考査実施前に、必要事項を記入した答案綴表紙を添えて所定の場所におくこと。
（部活動の制限）
第３条 部活動は、定期考査１週間前から定期考査期間が終了まで２時間以内の活動を認める。
（受験心得）
第４条 原則として考査の１週間前より考査期間中は、職員室、準備室及び印刷室への生徒の入室を禁止す
る。
２ 考査期間中の机の配列は、出席番号順とし、特に左右の机間を充分に広げる。
３ 質問・小用等の場合は黙って挙手し、監督者の指示に従う。
４ 答案の提出は、考査時間終了後に行う。
５ 考査中は物品の貸し借り、勝手な離席及び座席変更は認められない。
６ 不正行為の事実が認められた場合は、その科目は０点とし、その行為は懲戒に付す。
（監督心得）
第５条 問題及び答案の授受は職員室で行う。
２ 監督者は事前に第４条の「受験心得」を充分に把握しておくこと。
３ 考査の始業終業時間を厳守すること。
４ 監督者は不正行為ができないような雰囲気を作り、不正行為の未然防止に努め、監督としての業務に
専念する。
５ 机の配列が出席番号順であることを確認し、特に左右の机間を充分に広げる。
６ 問題配布は、不必要な道具を片付けさせてから行う。この場合、列毎の枚数を教卓で数えて各列同時に
配布するのが望ましい。
７ 質問・小用等の場合は黙って挙手させ、監督者の指示に従わせる。
８ 不正行為があった場合は、直ちに答案を没収し、関係職員（科目担当者、ホームルーム担任、生活指導
係、教頭、校長）に報告する。没収した答案用紙は他の答案用紙と一緒に科目担任に提出する。
９ 答案の提出は、終わりの合図があるまでは認めない。
10 考査終了後は、速やかに答案を回収して出席者と答案の枚数を確認し、番号順に整理し、答案綴表紙
に必要事項を記入のうえ科目担任に提出すること。
11 故意の不受験、答案不提出又は白紙答案提出等の場合は、すみやかに当該科目担任へ報告する。
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（懲戒中による別室指導中の生徒の取り扱い）
第６条 懲戒等による別室指導中の生徒は、教室にて受験する。

第２章 評 価
（趣 旨）
第７条 この規定は沖縄県立高等学校管理規則第３４条の規定に基づき学習の評価に関し必要な事項を定め
る。
（成績評価）
第８条 成績の評価は、下記の資料に基づいて総合的に行う。
①定期考査 ②研究物・レポート・ノート・宿題等 ③製作物・実技等 ④平素の学習態度 ⑤出席状況 ⑥
その他
２ 前号の比率については各教科で定める。
（成績の表示）
第９条 成績の評価は絶対評価とし、各学期の評定は１００点法で表示する。
（平均点）
第10条 評定の平均点は６０点程度とする。
（５段階評定）
第11条 学年末の評定は、各学期の評定を平均し、下記のように定める。

５段階法

１００点法

目標の達成の程度

５

８０～１００

特に高い程度に達成している

４

６５～７９

高い程度に達成している

３

５０～６４

おおむね達成している

２

３５～４９

達成が不十分である

１

０～３４

達成が著しく不十分である

（追認考査）
第12条 追認考査によって単位を認定された科目の評定は、 「２」とする。
（不受験者の取扱い）
第13条 定期考査を不受験した生徒の取り扱いは、次のとおりとする。
(1) 正当な理由がある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) 正当な理由があると認められる場合で、追考査を行うことができなかった場合は、次の方法で評価す
ることができる。
ア ある学期の中間又は期末考査のいずれかを欠くときは、受験した考査の成績を参考にして評価する。
イ ある学期に受験した考査がない場合は、他の学期の成績を参考にして評価する。
(3) 不受験の理由が正当でないと認められる場合は、当該考査の得点を０点とする。
４ 単位認定、進級及び卒業認定に関する規程
第１章 履修認定及び単位認定
（履修認定）
第１条 履修認定は各教科科目の担任による報告に基づき、校長がこれをおこなう。
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２ 履修とは、当該科目の出席時数が年間授業時数（３５×単位数、ただし出席停止、忌引きを除く）の
３分の２以上あること。
３ 補充授業について
当該科目の出席時数が年間授業時数の３分の２を満たさない生徒について、規定によって補充授業等
を行い、履修を認定することができる。
(1)対象生徒
病気などの正当な理由がある生徒を対象とする。
※正当な理由とは、病気や家庭の事情等による「届け出欠席・欠課」のある生徒をいう。
当該科目の欠席時数のうち、無届の欠席が補充可能時間を超えるものは、原則として補充授業等の
対象に該当しない。
(2)補充可能時間
補充可能時間は履修単位数１単位あたり原則として２時間を目処とする。
※補習可能時間＝単位数×２時間
(3)補充授業等の時期
補充授業等の時期は、別紙運用規程によって定める。
(4)補充授業等の手続き
補充授業等の手続きは、別紙運用規程によって定める。

（単位認定）
第２条 単位修得の認定は、各教科科目の担任による学習成績の評定に基づき、次の各号の規定に該当する
生徒に対し、校長がこれをおこなう。
(1) 当該教科・科目の学習成績の認定が「２」以上の者。
(2) 当該教科・科目の出席時数が年間授業数（３５×単位数、ただし出席停止、忌引を除く）の３分の
２以上ある者。ただし、補充授業により履修認定された者についてはその限りではない。
(3) 補充授業により、授業時数を満たした際の評価は、学習成績の評価が「２」以上ある者については、
原則として評価を「２」とし、学習成績が「１」のものについては、次年度の追認考査を受験させる。
（単位保留）
第３条 当該科目の学習成績の評定が「１」の者は、単位修得の認定を保留 （以下「単位保留」という。）
する。
第２章 進級及び原級留置
（進 級）
第４条 進級は、生徒が次の各号に該当するとき、校長がこれを認定する。
(1) 学校が定めた教育課程において、当該学年の全教科科目を履修した者。
(2) 当該学年の出席すべき日数（年間授業日数－出席停止－忌引き）の３分の２以上の出席がある者。
（原級留置）
第５条 校長は、生徒が次の各号の一に該当するときは、職員会議で審議のうえ、原級に留め置くものとす
る。
(1)学校が定めた教育課程において、当該学年の全教科科目のうち一つでも未履修科目のある者。
(2)出席日数が当該年度の出席すべき日数(年間授業日数－出席停止－忌引き)の３分の２に満たない者。
（原級留置者の取扱い）
第６条 原級留置になった生徒は、学校が定める教育課程の当該学年の教科・科目のすべてを再履修するも
のとし、学習成績の評価及び評定は、再履修した教科・科目によって行う。
（転入生及び復学生の扱い）
第７条 転入生並びに復学生の出席日数及び授業時数の算定は、当該年度の転入前の学校及び休学前におけ
る出席日数及び授業時数を通算したものとする。
第３章 卒業認定
（卒業認定）
第８条 校長は、学校の定める教育課程を各学年において履修し、その成果が満足できるものと認められ、
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かつ教科・科目についての８０単位以上を修得した生徒に対して卒業を認定する。ただし、平成２４年度
卒業生までは７４単位以上を修得した生徒に対して卒業を認定する。
２ 転入生及び留学生の転入学以前の学校及び留学先の学校で履修・修得すべき教科・科目及び単位数につ
いては、その生徒の在学していた当該学校の規定によるところとし、必ずしも本校の教育課程の全部を
履修・修得しなくてもよい。
第９条 追認考査により卒業の要件を満たした者の卒業年月日は、卒業認定が３月までの場合はその年の卒
業年月日とする。
（卒業未認定者の取り扱い）
第10条 卒業未認定者に関しては、別に定める。
５ 諸表簿記載要領
第１条 出席簿は職員室の所定の場所に保管する。
第２条 授業終了後、教科、科目担任は出席簿を所定の位置に返す。
第３条 出席簿の記入。
(1) 出席簿の記録は黒インクまたは黒のボールペンで記入する
(2) 個人の出席簿に出欠を記載したものは必ず各ホームルームの出席簿に転記する
(3) 教科・科目担任が記録していない場合には、その旨を連絡してその日のうちに記入させるなどホー
ムルーム担任は常に出席簿の整理に務めなければならない。
第４条 各欄への記入法
(1) 時限欄のSHR欄に、ホームルーム担当名「または補充者名」授業欄には科目名を記入する。
(2) 学校行事を行った場合は、授業欄にその行事を記入する。学校行事が日曜日等に行われる場合は、
その振替日の欄に記入する。
(3) 考査の際は、監督者が授業欄に考査科目名を、備考欄に監督者名を記入する。
(4) 自習の際は、授業欄に科目名を、備考欄に「自習」と記入する。
(5) 備考欄はその他必要に応じて記入する。
(6) 集計、累計の欄には、それぞれの項目に応じて記入する。ただし、事故欠及び欠課の場合は次のよ
うに記入すること。
① 欠席の場合 全事故欠日数/届出事故欠日数
② 欠課の場合 全欠課時数/届出欠課時数
(7) 行事欠課は記録にとどめる。
第５条 HR担任は週末毎に、集計、累計を行う。
第６条 記録は次表の方法で行う。

種 類

記入方法

無届欠席・欠課

／

遅

訂

正

備

考

刻

事故欠席・欠課

×

病気欠席・欠課
忌

引

キ

見

学

見

生徒指導等

指

教室で指導の場合は、他の生徒に準ずる。別室指導の
場合は、ホームルーム担任が朝、鉛筆書きして出欠
の確認を行った後、記入する。
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出席扱い
（公欠）

出席扱い理由
（例）サッカー

授業料未納

未納
１本線

最初の日に「未納」と記入し出席を認められる
日の前日まで連続して線を引く。

出
停
（伝染病等）

理由記入
（例）結膜炎
１本線

最初の日に「結膜炎」と記入し出席を認められ
る日の前日まで連続して線を引く。

停

休
退

学

学
学

不可抗力

出停
１本線

最初の日に「停学」を記入し出席を認められる
日の前日まで連続して線を引く。

休学２本線

休学した日に「休学」と記入し２本線を引く。

退学
２本線

上記に準ずる。

理由記入

＊ 事故欠、病欠の場合は理由を記入する。
＊ 誤記の訂正は、横２本線を引き、訂正印を押す

第７条 忌引き日数
(1) 忌引きとして認められる日数は生徒出席扱いに関する規定により次のとおりである
父母 ７日
祖父母、兄弟、姉妹 ３日
曽祖父母、伯（叔）父母 １日
その他の同居の親族 １日
(2) 忌引きは出席でも欠席でも欠課でもない
(3) 途中からの忌引きは１日の忌引きとして数える。ただし、教科の忌引きはその時間のみとする 。
第８条 学習記録報告書（伝票）の記入要領
１ 評定
(1) １、２、３学期とも素点で記入し、学年末には５段階評定とする。ただし、３学年については、１、
２学期とも５段階仮評定を所見欄に表記すること。
(2) 成績不振者及び出席時数不足の者については、次のように記入する。
①素点評定が３４点以下の場合は、評定点数を赤丸で囲む。
②出席時数不足の場合は、欠課時数を赤丸で囲む。
２ 授業時数は教務部学籍係から示されたものを記入する
３ 欠席時数
欠席時数には、忌引き、出停、停学等も含めるものとし、その時数は括弧書きで表記する。
４ 遅刻回数
遅刻回数は、その教科・科目の遅刻回数を表記する
第９条 学習成績一覧表の記入要領
１ 各教科・科目の「単位数」、「授業時数」、「評定」、「欠課 」、「チコク」等の記入は、学習指導
報告書に準ずる。
２ 「修得単位数」は、各教科・科目の修得単位数の合計を表記する。
３ 「出停・忌引き等 」、「出席しなければならない日数」の算出方法は、「生徒の出・欠席等の取扱い
及び指導に関する規定」第４条に定めるものによる。
４ 「欠課時数」は、出席簿の累計欄に準ずる。
５ ホームルーム担任は、学習成績一覧表作成後、速やかに、教頭、校長の検印を受ける。
- 42 -

６ 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４３条の規定に基づき、生徒の表彰に関し、必要な事項を
定めるものとする。
（目 的）
第２条 表彰は性行、学業その他について優秀な生徒に与え、それらの育成と奨励に資することを目的とす
る。
（表彰の決定）
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。
（賞の名称及び基準）
第４条 賞の種類及び表彰の基準は次のとおりとし、(1)、(3)、(4)、(5)、(6)は３年生のみを対象とする。
なお、表彰は校長が行い、賞状等を与える。
(1) 皆勤賞
３ヶ年をとおして無欠席、無遅刻、無欠課の者。
(2) １ヶ年皆勤賞
１ヶ年をとおして無欠席、無遅刻、無欠課の者。
(3)特別活動賞
ホームルーム、生徒会、又は部活動において顕著な功績のあった者で性行及び出席状況が良好である者。
(4) 学科賞
成績優秀、性行及び出席状況が良好で、当該学科における諸活動が他の模範と認められる者。
(5) 商業賞
全国商業教育研究会及び沖縄県商業教育研究会主催の検定４種目以上の２級（１級種目を必ず含む）
を取得した生徒を対象とする。
(6) その他必要と認める賞
職員会議でその都度審議する。
（表彰の時期）
第５条 表彰の時期は、原則として次のとおりとする。
(1) ３ヶ年皆勤賞については卒業式当日に行う。
(2) ３年生の１ヶ年皆勤賞、特別活動賞、学科賞、商業賞は卒業式予行の日に行う。
(3) １・２年生の１ヶ年皆勤賞は修了式に行う。
（記 録）
第６条 表彰を受けた生徒については、ホームルーム担任が生徒指導要録に記載するものとする。
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