
 

令和４年度 生徒心得 

   北九州市立篠崎中学校 

 
 
１、登下校 
 

  ○ 登 校 ８：２０までには校門を通過し、８：２５までには自分の席につくようにする。 

 

  ○ 下 校 ［一般生徒］ 15：20～16：15   下校完了 

                  （16：30）完全下校 

       ［部活動 ］ 原則 17：00終了  

対応可能部活動 放課後から２時間 

        ［部活生徒］ 17：55（18：45）           下校完了  

            

   (1) 定められた通学路を通る。 

   (2) 交通マナーを守る。  ※ 清水小学校通り踏切 小学生：歩道橋を使う 中学生：踏切を渡る 

   (3) ひとりで登下校をしないようにする。 

   (4) 買い食いをしない。 ※ 部活動時も途中で買いには行かない。 

   (5) 自転車通学はしない。 

  (6) 欠席、遅刻、早退については必ず保護者からの届け出が必要。 

  (7) 遅刻した場合（通院の場合なども）は職員室へ寄ってから教室へ行く。 

(8) 登校後は許可なく外出しない(忘れ物は家庭連絡をし、持ってきてもらう)。 

  (9) 職員玄関は原則使用しない。 
 
 
 
２、頭髪・眉 
 

(1) 中学生らしい髪型を心がける（学習の妨げにならない髪型）。 
   ○ 目にかからない程度。 

髪ゴム色、ピン：華美なおしゃれにならない物にする。 
    ※ パーマ、脱色、染髪、整髪料等の使用はしない、特殊な髪型にしない。 
  (2) 眉毛は扱わない。 

(3) 頭髪に関して、特別に手を加えている場合は、きちんと家で修正してくる。 
 

 
 
 
３、携行品 
 
  (1) 学校生活に必要のないものはもってこない。 

スマートフォン（携帯電話）、漫画、お菓子、遊び道具、危険なもの等を持ってこない。 
        学校で一時預かり、保護者の方に返却。 
  (2) 平日は、学校指定の篠中バック（R4から 2種類）、サブバック（サブバックの購入義務はな

い）を使用。サブバックのみや部活動バックのみの使用はしない（学校行事等で、特別の場合
は適宜指示がある）。 

   (3) 装飾品は使用しない（ピアス・指輪・マニキュア・ネイル・ネックレス・カラーコンタクト等）。 
(4) バックにアクセサリー等は付けない（お守りのみ可）。 

 
 
 



 

 
４、服装 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【共通】

白・黒・紺・茶・灰を基調としたもの　　他の色・柄物・パーカー・ハイネックはさける

※儀式の時はカッターorブラウスorポロシャツを着用

※体操服可

白・黒・紺・茶・灰を基調としたもの　他の色・柄物はさける　

くるぶしが隠れる程度の長さのもの

通学靴 全体が白色を基調としたひも靴で運動に適するもの（スニーカー、ハイカットはさける）

名札 プレート式　学校名・学年色・クラス番号・氏名記載　クリップ・安全ピン　

ベルト 黒・紺・茶の無地（編み込みや飾りのある穴等のものはさける）

【標準服（学生服、セーラー服）】

冬上学生服 黒　詰襟　ボタン留５、袖２（ボタンは篠中もしくは全中のもの）　標準仕様規格

夏上カッター・ブラウス 白　半袖・長袖可　市販品可　ボタンダウンはさける　ズボンから出さない

ズボン 黒　標準仕様規格

冬上セーラー 紺　白の3本ライン　標準セーラー服

タイ 白　学校指定のもの　

冬ジャンパースカート 紺　膝が隠れる程度の丈

夏スカート 紺　学校指定の吊りスカート　膝が隠れる程度の丈　肩紐は中に入れない

【北九州スタンダードタイプ（ブレザータイプ）】

冬上ブレザー 濃紺　袖ボタンなし　袖に反射材

ポロシャツ
白　半袖or長袖　ボタン２つか３つ（第1ボタンは開けて良い） スラックスから出すタイプ
市販品可　ポケット付き・無し可　ボタンダウン可　ボタンや糸の色は白以外さける

スラックス
濃紺　ベルトを着用すること
※ベルトレスタイプはベルトを着用する必要はない

スカート グレンチェック　膝が隠れる程度の丈

※ 標準服にスタンダードタイプを混ぜて使用できるのは、カッター・ブラウスをポロシャツに変更のみ。

※ スタンダードタイプと学生服・セーラー服との混合併用はできない。

標準服・北九州スタンダードタイプについて

インナー（中着）

靴下

防寒着
カーディガン・ベスト・セーター（黒・紺の無地）市販品可、タイツ（黒・ベージュの無地）
学校指定のウインドブレーカー・ダッフルコート



 

 

・ 冬服実施期は、登下校時には冬服を着用する。 

※ 教室、廊下は夏服やジャンバースカートでも可。 

・ 冬の体操服着用可（どこでも着用OK＝教室、廊下、登下校時OK）。 

※ 冬服実施期は、冬の体操服の下に、冬の標準服上 or冬のスタンダード上を着用する。 

※ 冬服実施期以外は、カッターシャツやポロシャツの上に冬の体操服を着用することは可能。 

・ 儀式の時はカッター・ブラウス・ポロシャツを着用する。 

  儀式：入学式・始業式・対面式・カルチャーフェスタ・修了式・卒業式   

・ 通学靴：全体が白色を基調としたひも靴で運動に適するもの（スニーカー、ハイカットはさける） 

・ 名札：名札は左胸に付ける（学級保管）。 

・ ボタンは常にとめる。袖ボタンも常にとめる。 

・ 上靴はその学年で定められたものを履く。 

・ 上靴、下靴ともにかかとを踏んで履いたりしない。 

・ 熱中症・紫外線対策として体育帽子、日傘、日焼け止めクリームは年中使用可。 

授業中に水分（お茶、水、スポーツドリンク）を取ることは可。 

・ 冬（着用期間は、案内プリントを配布）は、登下校中のみ手袋、ネックウォーマー、マフラーを着

用してもよい。ただし、校内では着用しない。また、学校指定のウインドブレーカー・ダッフルコ

ート、市販品可のカーディガン・ベスト・セーター（黒、紺の無地）を着用してもよい（ウインド

ブレーカー・ダッフルコートは校内では着用しない）。 

  タイツは黒 orベージュの無地とする。 

  ひざ掛けは教室内でのみ使用可。廊下や登下校時は使用しない。 

・ 体操服は定められたものを着用する。 

・ 平日の登下校は標準服 or北九州スタンダードを着用する（部活の朝練前・部活後も着替える）。 

・ 適切でない服の場合、学校貸出用の制服に着替えるか、家で着替える。 

・ ボタンや白タイが無い場合は学校のものを購入(木曜売店開店)する。 

白タイを忘れた場合は職員室で借りて、責任を持って返す。 

・ 適切でない靴下の場合は、職員室にて 100円で靴下を購入して、履き替える（貸し出しなし）。 

・ 適切でない中着については、職員室にて 200円で中着を購入して、着替える（貸し出しなし）。 

・ 名札をなくした場合は、新しい名札を購入する(100円)。 

  ※ 名札は学級で朝配布、帰りに回収。 

・ 上靴を忘れた場合は、職員室前の貸し出し表に記入し、借りて、責任持って返す。 

  落書き、破れがひどいものについては、購入する。 

   
   
５、日常生活 
 
  (1) 友人宅への外泊はしない。 
  (2) 友達同士、または、単独での夜間外出はしない。夜間の外出は保護者同伴を原則とする。 
    (3) 金品の貸し借りはしない。 
    (4) 暴力行為、いじめ等は決してしない。 
    (5) 事故や問題の起こった場合は、ただちに警察や学校へ連絡する。 
       ※ 不審者からの声掛け、痴漢、恐喝などは加害者の特徴等をつかんでおき、直ちに 110番へ

連絡する。 
       小倉北警察署・・・・・583－0110      篠崎中学校 ・・・・・561－0131 

 

 

 

 

 



 

 

６、その他 

 

(1) 保健室の使用は、1 日 1 時間以内を原則とする。 

  体調がもどらない場合は家庭に連絡の上、下校する。 

(2) 学年集会や全校集会時は黙想で待機する。 

(3) 他学年の廊下や他クラスの教室へは原則行かない。 

 

登校時（下校時）  

・ 1 年生：下足箱（西側入口）→西階段→学年廊下→教室 

・ 2 年生：下足箱（中央階段側入口）→東階段→学年廊下→教室 

・ ３年生：下足箱（中央階段側入口）→中央階段→学年廊下→教室 

移動教室時 

・ ３年生：中央渡り廊下 2 階を使用 

・ 1 年生：中央渡り廊下３階を使用（雨天時は 2 階を使用） 

・ ９、１０組：東側渡り廊下２階を使用 

・ 2 年生：東側渡り廊下３階を使用（雨天時は 2 階を使用） 

給食時 

・ １年生：中央階段を使用し 1 階まで降りる→配膳室→中央渡り廊下３階を使用 

・ ２年生：東階段を使用し 1 階まで降りる→配膳室→東側渡り廊下３階を使用 

※（１、2 年生：雨天時は 2 階を使用） 

・ ３年生：中央階段を使用し 1 階まで降りる→配膳室→中央渡り廊下２階を使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

篠崎中学校 １日の生活 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】８：２５教室着席できるように登校！ 

・余裕をもって登校する。遅刻は厳禁！ 

・忘れ物がないように準備は前日にする。 

・８：２５のチャイム席を守ること。 

・欠席等は、８：２０までに保護者が学校に TEL。 

（篠崎中  ０９３－５６１－０１３１） 

・篠崎ノートを提出する。 

・財布などの貴重品があれば担任の先生に預ける。 

 

【３】 健康観察 （８：２５～８：４０） 

担任の先生→ 健康観察 

８：３０になったら… 

 元気に「おはようございます！」 

担任の先生 → 出席確認 

 

 

 

【４】 朝の学活 （８：４０～８：４５） 

・朝の会で１日の目標を確認する。 

・担任の先生からの朝の連絡をしっかりと聴く。 

・朝の連絡が始まるまでは、朝読書に取り組む。 

【５】 ８：５０から授業開始 （１～４校時） 

・教科によって先生が変わる教科担任制。 

・チャイム席を必ず守る。 

・特別教室への移動はすみやかに行う。 

教室の戸締まりの徹底。 

評議委員は出席簿を持って行く。 

・はっきりとあいさつをする。 

 授業の始まり…「お願いします。」 

 授業の終わり…「ありがとうございました。」 

・授業中は、先生の話を真剣に聞く。私語をしない。 

配布物の整理。ノートをしっかりとる。 

・１０分間の休みは遊びのための時間ではない。 

まず次の授業の準備をしてトイレなどに行く。 

・体育のときに更衣（着替え）をする教室 

女子 → 更衣室   男子 → 教室 

【１１】 下校 （１５：20～） 
・委員会や部活動のない人は、１６:１５ 
までには、学校を出て下校する。 

・部活動は、原則、１７時まで 
平日、２時間 休日。３時間までです。 
遅くなっても１７：５５（１８：４５） 
には門を出ます。 

【７】 昼食 （１２：３０～１３：１０） 

12:20～ 給食の用意開始。当番の生徒は手を洗って 

エプロン・三角巾・マスクを着けて、教室前廊下に

並ぶ。先生の指示で、配膳室へ行く。 

※ マスク・はし忘れ→先生に相談する。 

12:20～ 配膳室では、クラスごときちんと並んで 

入室し食缶や食器を運ぶ。 

当番以外の人は自分の席に座り、読書。 

12:30～ みんなで「いただきます。」 

13:10～ みんなで「ごちそうさま。」 

片付け以外では教室から出ない。 

食べ終わったら、自分の食器類は自分で片付ける。 

全員が片付けしたら、当番の人は配膳室へもどす。 

【１１】 帰りの学活 （１５：１０～１5：２０） 

・篠崎ノートやその他の配布物を確認する。 

・篠崎ノートの連絡欄に、次の日の教科連絡や 

必要なことがらを確実に記入する。 

・帰りの会で１日を反省し、担任の先生の話を 

しっかりと聴く。 

・元気な声で「さようなら！」 

【１０】 ５・６校時 （１３：３０～）  

・１３：２５に着席完了。 

・新鮮な気持ちで授業に臨む。 

【９】 当番清掃 （１３：１０～１３：３０） 

・私語をひかえて、みんなの力を合わせて清掃。 

・時間いっぱい作業をし、他の場所に行かない。 

【８】 昼休み （１３：１０～１３：３０） 

・仲間と楽しく、歓談や読書を 

【１】朝読書 （８：００～８：４０） 

・来た人から静かに読書。 

【６】ｼｮｰﾄﾎｰﾑﾙｰﾑ （１２：２０～１２：３０） 

・給食準備  ・教科連絡 


