三刀屋高等学校 グランド デザイン
【 校訓】 誠実・ 剛健 礼儀・ 規律 勤労・ 勉励
（ １ ） 可能性に挑み、 協働をとおして道を拓いていく 人材の育成

教育
目標

目指す
生徒像

（ ２ ） ふるさとを愛し人を愛し、 高い志をもって社会に貢献する人材の育成
勉学・ 勤労に主体的に取
り 組み、 自らの可能性を
広げていく 生徒【 学力】

・ 学校後援会
・ 体育後援会

・ 教科学習 ・ 探究学習（ 未来創造） ・ 学校設定科目
・ アカデミ ッ クインターンシッ プ ・ 台湾研修 など
※学校外の取り組み
ボランティ ア、 雲南スペシャルチャレンジなど

○雲南市
・ 掛合分校
・ 大東高校

・ 雲南会（ 同窓会）

・ 学校評議員会

出雲養護

・ NPO カタリバ
・ キラキラ雲南
・ 雲南市内企業等

生徒の興味・ 関心、 能力・ 適性、 希望進路等により、 自ら主体的
に考え判断するよう 、 また自己の個性伸張を図るため、 多種多様
な幅広い選択科目から主体的に選択できる単位制をとり、 学ぶこ
との楽しさを知る教育を重視した特色ある教育課程を編成。
キャリア教育の推進

学校雲南
分教室

自他の人権を重んじ、 誠
実な言動で人間関係を築
いていく 生徒【 人間力】

総合学科 学びの内容

雲南ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊｲｽｸｰﾙｺﾝｿｰｼｱﾑ
三刀屋高校

興味・ 関心と健全な批判精
神をもち、 社会とかかわっ
ていく 生徒【 社会力】

人権教育・ 特別支援教育・ 生徒指導の充実

地域との連携・ 協働
総合学科 学びの取り 組み
【 自己実現の基盤】
学力の育成
(1 )「 三高ト ライアングル学習」 強化
(2 )授業改善 (３ )試験問題・ 学習評価の工夫
(４ )ICT 活用教育の推進 (4 )図書館の利活用の促進

【 自己実現の推進】
キャリ ア教育の推進
(1 )３ 年間の見通しとねらいの明確化、 振り 返り
(2 ) 地域資源の活用等 (3 )教科学習等との連携
活躍の場がある環境づく り 【 承認】 ★積極的発信
(１ )部活動の活性化 (2 )生徒主体の活動の活性化
(３ )交流の活性化 (４ )活躍の機会や場の創出

居場所のある環境づく り

【 帰属】

(1 )支持的風土の醸成 (２ )広い視野と豊かな感性の育成

合い言葉
『 小さな挑戦、 小さな善行、 確かな志
～自立した大人となるために～』

求める
生徒像

志をもって粘り強く
努力し 、 自らを高め
よう とする生徒

安心・ 安全な学びの環境づく り 【 安心・ 安全】
(1 ) 人権教育・ 道徳教育の推進 (2 )生徒理解と組織的支援

(3 )教育環境・ 生活環境・ 職場環境の整備と快適化

高等学校の学びに必要

他者と協働しながら、主

自他をともに大切にし、

な基礎的学力を身に付

体的に活動することが

良好な人間関係を築い

けている生徒 【学力】

できる生徒 【社会力】

ていく生徒 【人間力】

スクールポリシー

三刀屋高等学校

Ⅰ 生徒育成方針 ～こんな生徒を育てます～
校訓 「 誠実・ 剛健 礼儀・ 規律 勤労・ 勉励」
＜教育目標＞
１ 可能性に挑み、 協働をとおして道を拓いていく 人材の育成
２ ふるさとを愛し、 高い志をもって社会に貢献する人材の育成

＜目指す生徒像＞
１ 勉学・ 勤労に主体的に取り 組み、 自らの可能性を広げていく 生徒 （ 学力）
２ 興味・ 関心と健全な批判精神をもち、 社会とかかわっていく 生徒 （ 社会力）
３ 自他の人権を重んじ、 誠実な言動で人間関係を築いていく 生徒
（ 人間力）

Ⅱ 教育課程編成・ 実施方針 “ 県内唯一「 普通科型総合学科」 の魅力を最大限生かします”
「 三高ト ライアングル学習」 （ 授業・ 課題研究・ 家庭学習の連関強化）
により次の８ つの力を育てていきます」
① 広い視野( 多角的な視点） …多角的な視点で物事を捉える力
② 当事者意識（ 主体性） …身の回り の課題や所属するコミ ュニティ に対して自
分事としてとらえる力
③ 目標設定力（ 計画性） …自ら高い目標を設定、 目標の実現に向けて計画を立
てる力
④ 思考力（ 批判力） …問題の原因や構造を深く 考え、 因果関係を整理する力
⑤ 実践力・ 行動力…掲げた目標や解決してみたい課題に対して、一歩踏み出して
行動する力
⑥ 自己主張・ 自己表現…自分の気持ちや考え、 意見を相手に伝える力
⑦ 協働する力…異なる世代・ 背景や価値観を持つメ ンバーとも協働して物事を
進める力
⑧ 振り 返る力( メ タ認知） …目標に対して、自身の現状を客観的に見つめて改善
する力
【 学びの土台】 （ 教育環境）

●学びの土台となる教育環境を提供していく とともに、 自己実現の基盤（ 心柱） となる確かな学力を
育成するため、 授業を充実させ、 三高ト ライアングル学習を進めていきます。
●主体性を育み、 高校生活やその後の人生がより 豊かなものとなっていく よう キャリ ア教育を推進し
ていく とともに、 全ての教育活動を通して社会力、 人間力を育んでいきます。
●特別支援教育、 生徒指導、 人権教育の充実により 、 一人一人を大切にしていきます。

～カリ キュラムの特徴～
１

系列別に選択できる授業を多く し、 進路別に細かく 対応できるよう しています。

２

探究学習として「 未来創造探究Ⅰ、 Ⅱ」 を設定し、 地域の魅力や課題の発見と解決に必要
な知識及び技術を身につけ感性を養う とともに、 主体的・ 協働的に課題解決を図ろう とす
る態度や意欲を養います。
３ 授業改善や学習評価の充実に加え、I CTを積極的に用いたり 、図書館の利活用を図ったり す
ることにより 、 深い学びにつながるわかり やすい授業を行います。

Ⅲ 生徒募集方針 ～こんな生徒を待っています～
＜求める生徒像＞

志をもって粘り強く 努力し、 自らを高めよう とする生徒
・ 高等学校の学びに必要な基礎的学力を身に付けている生徒 【 学 力】
・ 他者と協働しながら、 主体的に活動することができる生徒 【 社会力】
・ 自他をともに大切にし、 良好な人間関係を築いていく 生徒 【 人間力】

