平成３１年度 龍野東中学校 入学案内
たつの市立龍野東中学校
１ 学校の所在地

〒679-4122 たつの市龍野町日飼 100 番地

℡ ６２－１１１７

２ 生徒数（平成 3１年 2 月現在予定）
新１年生 184 名（5 ｸﾗｽ）

２年生 208 名（6 ｸﾗｽ）
（男子 303 名

３ 学校教育目標

３年生 214 名（6 ｸﾗｽ）

特別支援学級（2 ｸﾗｽ）

女子 307 名） 合計 610 名

命を大切にし、こころ豊かに自立する生徒の育成をめざす。

【校訓】

遠大なる理想

→大きな理想を持とう

あふるる友情

→仲良く協力しがんばろう

不屈の闘志

→何事にもくじけずがんばろう

龍野東中学校５つの誓い
１．学校は勉強するところです
２．一日は、あいさつで始まり、あいさつで終わります
３．目と耳と心で話を聴きます
４．｢トイレは学校の鏡｣学校を美しく使います
５．｢ありがとう｣の感謝の心を大切にします

４ 教育課程

A 各教科

国語・社会・数学・理科・音楽・美術・保健体育・技術家庭・英語

※評価・・・・・・定期テスト・実力テスト・提出物・授業中の態度などにより
観点別に評価を行う。
※教科担任制･････各教科の専門の先生が、授業を行う。

B 道徳
C 特別活動（学校行事・生徒会活動・学級活動）
D 総合的な学習
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５ 生徒会・委員会活動
龍野東中学校の生徒一人ひとりが生徒会の一員となり、生徒会をつくります。自分たちのことは
自分たちで話し合い、決定していきます。生徒会は、生徒会執行部が中心となり運営していきます。
体育祭や文化祭は大変盛り上がります。その他、日々の学校生活で守るべきルールなども決めます。
生徒同士で行事の企画運営をするので、お互いに議論を深めながら協力して、進めていきます。
生徒全員が主役です。
平成３１年度

『

前期生徒会スローガン

挑戦

～可能性は無限大～』

生徒会組織
生徒会執行部(会長・副会長・各委員会委員長・学年総務)
風紀委員会

学年総務

厚生委員会

七
大
委
員
会

代議員会

全校生徒

交通委員会
整美委員会

3 年代議員
2 年代議員
1 年代議員

広報委員会
保体委員会

選挙管理委員会

部活動

図書委員会

園芸委員会

６ 日課表

（５０分授業）
※８時２０分に教室で着席しておかないと遅刻になります。

朝読書・朝会

８：２０～８：３５

１校時

８：４０～９：３０

２校時

９：４０～１０：３０

３校時

１０：４０～１１：３０

４校時

１１：４０～１２：３０

4 月～秋季大会

18:00

昼食・昼休み

１２：３０～１３：１０

秋季大会～10 月末

17:30

５校時

１３：１５～１４：０５

11 月～1 月末

17:00

６校時

１４：１５～１５：０５

2 月～2 月末

17:30

清掃

１５：０５～１５：２０

3 月～3 月末

18:00

黙想・終会

１５：２０～１５：３５

部活動

完全下校時刻

１５：３５～

７ 部活動
中学校生活の特色の一つに、放課後等に同好の生徒が集まって、相互に心と体を鍛えあい、心と技を
磨く部活動があります。思い出深い充実した中学校生活を送るため、部活動に入部することをお勧めしま
す。なお、入部については、入学後に、各部の活動をよく見てから自分に適したものを選んで入ることが
大切です。本校に現在ある部活動は、次のとおりです。
(運動部） 陸上競技

野球

バレーボール
(文化部） 美術

家庭科

ソフトボール ソフトテニス

水泳競技
生花

剣道

卓球

サッカー

ギター･マンドリン
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吹奏楽

バスケットボール

８ 自転車通学について
① 自転車通学許可区域

神岡・誉田小学校区の全域、
小宅小学校区の一部(学校から 1.4 ㎞以内は徒歩)
（別紙地図参照）
特別な理由があるときは学校長の許可を得る。

②通学用自転車について
華美なものはさけ、乗りやすさを重視したもの
ライト・ベル・反射板・荷台・鍵・両足スタンドがついているもの
※ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸやｽﾎﾟｰﾂﾀｲﾌﾟ・ｽﾃｯﾌﾟ等の付属品やｶﾗｰﾘﾝｸﾞ禁止
③ カバンは、荷台にひもでくくりつけることがのぞましい。
④ 雨天のときは男女ともカッパ(上下・ﾍﾞｰｼﾞｭ色)を着用する。カサさし運転は禁止。
⑤ ヘルメットを必ず着用する。
⑥ 校内(校門内)は乗車しない。(校門←→自転車置き場)自転車を降りて押す。
⑦ 自転車とヘルメットに鑑札をつける。入学後に購入(300 円)→鑑札番号
⑧ ｢自転車通学誓約書｣を提出し、誓約内容を守る。＜本日配布→入学式当日に担任へ提出＞
※誓約を守れない場合は、自転車通学許可を取り消します。
◎

自転車通学許可生徒以外にも、休日や長期休業日の部活動での登下校に限り、
自転車の使用を許可しています。
｢自転車(臨時鑑札)使用許可願｣と臨時鑑札代 250 円を提出し、誓約内容を守る。
〈入部する部活動が決定したら、顧問より配布→提出。自転車に臨時鑑札をつける。〉

※自転車保険については、本冊子ｐ７に記載

９ 通学路について
入学後、通学路の確認をします。(校外生徒会)
基本は広い、歩道のついた道。交通量の多いところは避ける。
交通ルールを遵守し安全に登校します。
特に、自転車については加害者になってしまうことがあります。気をつけましょう。
○徒歩通学…右側通行 3 列以上禁止。歩道を歩く。歩道のないところは白線より出ない。
白線のないところは 1 列での通行がのぞましい。
○自転車通学…左側 1 列通行。2 列以上並進禁止。一旦停止(止まれ・踏切)厳守。
歩道は自転車に乗っても良いが車道側を通行。歩行者優先。
｢自転車通学誓約書｣を守る。

《MEMO》

3

１０ 学校での服装、頭髪などの身だしなみ規定
①男子

冬の制服 （１０月～５月）
・ラウンドカラー標準服（黒）
・標準ズボン（型はストレートとする。）
・ボタンは東中校章入りをつける。
・標準服の下に着る服は学校指定のポロシャツ（夏制服）
普段の生活では体操服でも可。
・防寒でセーター等を着用するときは、白・黒・紺色・グレーで制服の外に出ないものとする。
・ベルト 黒（カジュアルなものは禁止）
夏の制服 （６月～９月）
・学校指定ポロシャツ 半袖でも長袖でもよい。丈にあったものを着る。
・下着…白色 ※禁止‥ガラつきのＴシャツ・ハイネック
・標準ズボン・ベルト（デザインは冬に同じ）

②女子

冬の制服 （１０月～５月）
・学校指定のセーラー服（紺色）
・ネクタイ（紺） １５cm以上で結ぶ。
・セーター等を着用するときは、白・黒・紺色・グレーで制服の外に出ないものとする。
・スカート（紺色、ひざが見えない程度の長さ）
夏の制服 （６月～９月）
・学校指定ポロシャツ 半袖でも長袖でもよい。丈にあったものを着る。
・下着…白色 ※禁止‥ガラつきのＴシャツ・ハイネック

③くつ下
④靴

・スカート（デザインは冬に同じ）

男女とも白（ワンポイント可） ※長さはくるぶしが隠れ､ひざ頭が出る間の範囲まで
・通学用（白の運動靴）※禁止…ハイカット・厚底・色つき・エナメルなど
・上履き【指定のスリッパ】
・体育館シューズ【指定】とシューズ袋 (学年色)

⑤かばん【指定】スクールバッグ(正カバン)
⑥名札

【指定】 各学年色の指定(学年色)

※新入生は入学式当日に配布します。

⑦頭髪

・男女とも，頭髪は中学生の学習にふさわしい髪型とする。
・奇抜な髪型をしない。脱色・染色・パーマ・ワックスなど一切の細工は禁止。
頭髪以外も、眉そり・ピアス・マニキュアなど一切の化粧や細工は禁止。

＜男子＞前髪は眉毛まで、横髪は耳にかからない。後ろ髪は襟にかからない。
※ 短髪でも一部だけを長く伸ばす髪型は禁止。
＜女子＞前髪は眉毛まで、後ろ髪は肩にかからない程度を基本とする。
髪が肩にかかれば後ろでくくる。（ゴム、ヘアピン等は目立たない色）
※ エクステ(付け毛)や頭頂部・前頭部でくくること等も禁止。
⑧防寒具 ・手袋、マフラー（ネックウォーマー）を冬季間のみ許可（３月末まで）
⑨不要物について
学習活動に不要なものは持ってこない。原則として学校で預かり返せません。
スマホや携帯電話等の学校への持ち込みも禁止しています。
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１１ 給食
各学級では、当番制で給食準備をしています。
当番の服装（エプロン、三角巾、マスク）については、各自で用意してください。
※小学校で使っていたものでも可。
※給食のアレルギー対応については別紙をご覧下さい。

１２ 徴収金
（１） 学年集金について
① 集金額

（学校）

4,000 円×12 ヶ月＝48,000 円（４月から来年３月末まで）

② 支出内容 各教科の教材費＋諸経費
※諸経費の内訳
400 円×12 ヶ月＝4,800 円

・ＰＴＡ会費

※兄弟姉妹が在籍している生徒については、学年末に返金します。
・生徒会費

250 円×12 ヶ月＝3,000 円

・資材費

100 円×12 ヶ月＝1,200 円

・スポーツ文化振興費 300 円×12 ヶ月＝3,600 円

③ 集金方法
ＪＡ兵庫西の口座からの自動振替となります。
（手数料がかかります。
）
※ＪＡにて口座開設をお願いします。口座振替依頼書は、入学式当日に担任へ提出して下さい。

④ 振替日
毎月 8 日が振替日です。ただし、金融機関が休業日の場合は、翌営業日となります。
再振替日は、18 日です。
⑤ その他
集金額は、1，2 年生は月額 4,000 円、3 年生は月額 5,000 円です。その他、詳細につい
ては、入学後に説明します。

（２） 修学旅行費について

(学校)

修学旅行費の積み立ては行わず、３年生の修学旅行前に一括集金とします。
なお、費用は、例年 70,000 円程度となっています。

《MEMO》

5

１３ 入学式の日程等について
（１） 第５３回入学式当日の流れ･･････平成 31 年４月 9 日（火）午後２時開式
①学級編成の確認

13:00～

北館南側（木工室・金工室前）に掲示してある学級編成から、自分の名前とクラスを確認
する。
13:00～

②受付

新入生は、北館南側付近の受付で、学級担任より名札を受け取り、各自で制服につける。
保護者の方は、受付で、たつの市教育委員会発行の「入学通知書」を提出してください。
③新入生点呼

13:20

北館南側に学級毎に集合する。
（プラカードで学級を表示）
諸注意のあと、学級担任の指示で教室へ移動する。
④体育館入場

13:50～

⑤入学式

14:00～15:00

⑥学級指導

15:15～

学級指導の後、下校する。
※保護者の方も各学級の教室に入ってください。

（２） 持参物
〈新入生〉上履き、体育館シューズ、体育館シューズ入れ、筆記用具
スクールバッグ（名前を必ず書いておくこと）、口座振替依頼書
[自転車通学予定者]：自転車通学誓約書、ヘルメットを着用して登校してください。
〈保護者〉入学通知書、スリッパ、履き物入れ

（３） 駐車場所
〈新入生〉新入生自転車････････生徒用自転車置場
〈保護者〉自転車、単車････････生徒用自転車置場
自転車は、｢校内降車｣にご協力ください。
自動車･･････････････････運動場
係の誘導に従って、徐行をお願いします。

（４）入学当初の予定
※入学当初は、例年、次のような予定ですが、変更もありますので、ご了解願います。

４月 10 日(水) ･･････････
４月 11 日(木)

対面式、クラス写真、生徒会オリエンテーション 等

･･････････ 離任式、進級テスト 等

４月 12 日(金)以降

･･････

発育測定、心臓検診 等
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１４ その他
（１） 体育時の服装について

【学校指定のもの】

<男女とも>
・半袖体操服(白) クォーターパンツ(紺)
・長トレシャツ･トレパン(緑) …

トレパン裾部分

※H31 よりワンポイントなど一部変更

・水着 〈男子〉学校指定のもの

<女子>学校指定のもの ※H28 より変更

（２） 教科書、学用品等について
① 教科書･････入学後、配布します。
② 学用品･････教科担任が、最初の授業で指示します。
③ 各教科の問題集、資料集等･･････授業で使用するものについては、教科担任が
準備します。
④ その他･･････学習の仕方等は、授業の中で指示します。

（３） 物品購入について
物品取扱店

標準服・雨カッパ

カナジ

62-0423

野口

62-0790

カナジ

62-0423

体操服・水着
体育館シューズ・上履き

キシザワ 63-1778

スクールバック

キシザワ 63-1778

（４） 自転車保険について
近年、自転車事故によるケガあるいは補償問題が各地で起こっています。
兵庫県では、平成２７年１０月より自転車の損害賠償保険の加入が義務づけられております。

（５） 緊急連絡メール登録について
入学後に登録の仕方を掲載したプリントを配布します。「学年、学級、出席番号、生徒氏名」
を入力し、送信することになります。学校のパソコンに登録されれば、
「登録完了」の返信メー
ルが届くことになります。本校では緊急時だけでなく、成績表など配布物や行事の案内なども
配信しています。配布の案内は、入学後に配布します。

（６） 龍野東中学校公式ホームページについて
龍野東中学校公式ホームページでは、
「学校だより」
「生活指導だより」
「トピックスでは生徒
感想」
「各種案内」などを随時掲載しています。
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