
 

 

１．本校の求める生徒像 

●高い目標を持ち、その実現のために自ら考え、主体的に学ぼうとする生徒。 

・授業に意欲的に参加し、粘り強く努力して自分の学力を伸ばそうとする生徒。 

・部活動や生徒会活動などに積極的に参加し、自らの能力を高めようとする生徒。 

 

２．選抜において重視する点 

●「一般選抜」 

・中学校における各教科の基本的学習事項が定着しているかどうか。 

・中学校での学習活動・部活動・生徒会活動などに熱心に取り組んできたかどうか。 

●「スポーツ特別選抜」「推薦選抜」 

・中学校での学習活動・部活動・生徒会活動などに熱心に取り組んできたかどうか。 

・夢や目標をもって、本校での学習活動・部活動に意欲的に取り組もうとしているか。 

 

３．入学定員 

 

４．スポーツ推進指定校推薦入学者選抜（スポーツ特別選抜）について 

●指定競技：男子ソフトボール 

●募集人員：４名以内 

       ※４名のうち身元引受人による県外受検生の合格者の上限を１名とする。 

●出願資格：平成２８年３月に中学校を卒業見込みの者で、スポーツの各種大会で実績を有する者又は

部活動等で優れた資質や能力を有する者で、当該中学校長が推薦する者とする。ただし、

入学後も応募したスポーツ(男子ソフトボール)の継続的な活動を希望する者とする。 

●出願期間：平成２８年１月１２日（火）から１月１５日（金）12 時までとする。 

持参の場合：１月 12 日（火）から１月 14 日（木）は 9 時から 17 時まで 

      １月 15 日（金）は 9 時から 12 時まで 

郵送の場合：１月 15 日（金）の 12 時以降に届いたものについては、１月 12 日（火）

までの消印があるものに限り受け付ける。 

●出願に当たっての提出書類 

（１）入学願書（「スポーツ特別選抜入学願書」を用いる。）および受検料 2,200円（島根県収入証 

紙を所定欄にはりつける。ただし、消印をしてはならない。） 

入学願書には希望する競技を明記すること。 

（２）写真 1枚 

たて 4cm×よこ 3cm(6か月以内に撮影したもの)を願書下部の｢受検票｣部分にはりつけるこ 

と。なお､写真は無帽･無背景・正面とし､本人を鮮明に識別できるもの。原則として制服とす

る。白黒･カラー写真の別は問わない。また、写真裏面に在学中学校名･氏名を記入しておく。 

（３）調査票（本校作成の様式） 

（４）中学校長推薦書（本校作成の様式） 

実績を証明する賞状の写しや新聞記事等を裏面にはりつけるか添付すること。 

（５）個人調査報告書（様式第２号） 

●面接検査の日時及び場所 

（１）期日・場所  平成２８年１月１９日（火） 島根県立三刀屋高等学校 

（２）時   程   ９：００～ ９：１５  受付（※受付時に受検票を渡します。） 

９：１５～ ９：３０  全体説明 

９：４０～       面接検査 

全日制課程 総合学科 １６０名（４学級） 

募募募   集集集   要要要   項項項   



●選抜方法：面接及び書類選考による。 

●合格内定通知：平成２８年１月２８日（木）10 時以降 

また、合格発表は平成２８年３月１８日（金）10 時とする。 

●そ の 他 

（１）スポーツ特別選抜と推薦選抜を同時に出願することはできない。 

（２）スポーツ特別選抜の合格内定者は、公立高等学校に改めて出願することはできない。 

（３）スポーツ特別選抜により合格とならなかった者は、スポーツ特別選抜を受験した高等学校を含

め、改めて公立高等学校に出願をすることができる。 

（４）受付場所は三刀屋高等学校総合学科棟 1 階入口。受検票は面接当日の受付で本人に交付する。 

（５）上履きを持参すること。 

 

５．推薦入学者選抜（推薦選抜）について 

●募集人員：入学定員の１５％程度 

       ※身元引受人による県外受検生については、スポーツ特別選抜・推薦選抜・一般選抜の

合格者の合計が入学定員の８％を超えないものとする。 

●出願資格：平成２８年３月中学校を卒業する見込みの者のうち、次の各事項に該当し、当該中学校長 

が推薦する者とする。 

（１）本校を志望する動機や理由が明確で適切であること。 

（２）本校総合学科での学習に興味関心があり、適性を有すること。 

（３）合格した場合、入学の意思が確実であること。 

（４）人物・学業が優秀で、次のいずれかに該当すること。 

ア．スポーツ活動での実績が顕著で、今後の活躍が期待できる者。 

イ．文化活動での実績が顕著で、今後の活躍が期待できる者。 

●出願期間：出願期間：平成２８年１月１２日（火）から１月１５日（金）12 時までとする。 

持参の場合：１月 12 日（火）から１月 14 日（木）は 9 時から 17 時まで 

      １月 15 日（金）は 9 時から 12 時まで 

郵送の場合：１月 15 日（金）の 12 時以降に届いたものについては、１月 12 日（火）

までの消印があるものに限り受け付ける。 

●出願に当たっての提出書類 

（１）入学願書（「推薦選抜入学願書」を用いる。）および受検料 2,200円（島根県収入証紙を所定 

欄にはりつける。ただし、消印をしてはならない。） 

入学願書には希望する競技または分野を明記すること。 

入学願書の提出は 1 人１校１学科に限る。 

（２）写真 1枚 

たて 4cm×よこ 3cm（6 か月以内に撮影したもの）を願書下部の「受検票」部分にはりつけ 

ること。なお、写真は無帽・無背景・正面とし、本人を鮮明に識別できるもの。原則として 

制服とする。白黒・カラー写真の別は問わない。また、写真裏面に在学中学校名・氏名を記 

入しておく。 

（３）調査票（本校作成の様式） 

（４）中学校長推薦書（本校作成の様式） 

実績を証明する賞状の写しや新聞記事等を裏面にはりつけるか添付すること。 

（５）個人調査報告書（様式第２号） 

（６）平成２７年度 学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号） 

 

 

 



●作文検査・面接検査の日時及び場所 

（１）期日・場所  平成２８年１月１９日（火） 島根県立三刀屋高等学校 

（２）時   程   ９：００～ ９：１５  受付（※受付時に受検票を渡します。） 

９：１５～ ９：３０  全体説明 

９：４０～１０：３０  作文検査 

１０：４０～       面接検査 

●選抜方法：面接･作文及び書類選考による。 

●合格内定通知：平成２８年１月２８日（木）10 時以降 

また、合格発表は平成２８年３月１８日（金）10 時とする。 

●その他 

（１）推薦選抜とスポーツ特別選抜を同時に出願することはできない。 

（２）推薦選抜による合格内定者は、公立高等学校に改めて出願することはできない。 

（３）推薦選抜により合格とならなかった者は、改めて推薦選抜受検校を含め、公立高等学校に出願

することができる。 

（４）受付場所は三刀屋高等学校総合学科棟 1 階入口。受検票は検査当日の受付で本人に交付する。 

（５）筆記用具、上履きを持参すること。 

 

６．一般入学者選抜（一般選抜）について 

●募集人員：入学定員から、スポーツ特別選抜および推薦選抜の合格内定者数を引いた数 

       ※身元引受人による県外受検生については、スポーツ特別選抜・推薦選抜・一般選抜の

合格者の合計が入学定員の８％を超えないものとする。 

●出願資格：次の（１）から（３）のいずれかに該当する者とする。 

（１）中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者 

（２）平成２８年３月中学校又はこれに準ずる学校を卒業する見込みの者 

（３）学校教育法施行規則第 95 条の規定に該当する者 

●出願期間：平成２８年２月１日（月）から２月８日（月）12 時までとする。 

持参の場合：２月１日（月）から２月５日（金）は 9 時から 17 時まで 

      ２月８日（月）は 9 時から 12 時まで 

      土・日曜日は受け付けない。 

郵送の場合：２月８日（月）の 12 時以降に届いたものについては、２月４日（木）ま

での消印があるものに限り受け付ける。 

●入学願書等の提出 

（１）本校を第 1 志望校として出願する場合 

入学志願者は、次に掲げるものを、卒業又は卒業見込みの中学校の校長を経由して、所 

定の期間中に三刀屋高等学校長へ提出すること。 

ア．入学願書（本校作成の入学願書を用いる。） 

入学願書の第 2 志望校欄の記載に当たっては、第 2 志望校へ出願するものは第 2 志望校

名及び学科名を赤で記入し、第 2 志望校へ出願しない場合は斜線を赤で記すこと。 

ただし、分校を第 2 志望として併願する場合、第 1 志望校第 2志望学科欄に学科名の上

に括弧書きで分校名を赤で記入する。 

イ．写真 1枚 

たて 4cm×よこ 3cm（6 か月以内に撮影したもの）を願書下部の「受検票」部分にはり

つけること。なお、写真は無帽・無背景・正面とし、本人を鮮明に識別できるもの。原 

則として制服とする。白黒・カラー写真の別は問わない。また、写真裏面に出身中学校 

名・氏名を記入しておく。 

 



ウ．受検料（学力検査料 1,400 円及び入学検定料 800円、合計 2,200 円分の島根県収入証紙 

を入学願書の所定欄にはりつける。ただし、消印をしてはならない。） 

（２）本校を第２志望校として出願する場合 

本校を第 2 志望校として出願する者は、「（１）本校を第 1 志望校として出願する場合」 

に準じて、所定の期間中に入学願書を三刀屋高等学校長へ提出する。この場合、第１、第 

２志望校欄（学科名を含む）は朱書すること。なお、受検料については、入学検定料 800 

円のみを納付すること。（島根県収入証紙を入学願書の所定欄にはりつける。ただし、消印

をしてはならない。） 

● 学力検査実施期日及び教科 

３月８日(火) 

受付 諸注意･入場 国語 数学 

8:30～8:50 8:50～9:15 9:20～10:10 10:30～11:20 

社会 
昼食 

英語 理科 

11:40～12:30 13:20～14:10 14:30～15:20 

 

●合格発表：平成２８年３月１８日（金）10 時。合格者(受検番号のみ)を学校に掲示するとともに、 

      当日 10 時 30 分以降 17 時まで三刀屋高等学校ホームページにて掲載する。 

 

７．注意事項 

 （１）出願、学力検査、検査場等については島根県教育委員会および松江市教育委員会の定める平成 

２８年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱を参照してください。 

 （２）保護者が県外に居住する受検生については、平成２８年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要

綱に定める出願手続に従ってください。詳しくは本校へお問い合わせください。 

（３）入学予定のみなさんは、以下の日程で入学前説明会を行いますので、保護者同伴で出席してくだ 

さい。 

   登校日（入学前説明会） 

     平成２８年３月２５日（金） 8:45 ～ 13:30 終了予定 

      １．高校生活についての指導 

      ２．進路適性検査 

      ３．教科書販売 

      ４．体操服注文 

      ５．制服注文・採寸 

      ６．入寮説明会 

   ※詳細については、合格発表日に中学校を通して「新入生の手引き」を配付しますので、それを 

ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


