
課
程

 学校名
学年
年次

学科・コース 募集人員 試験期日
出願期間
出願期限

試験科目 その他

鳥取東 １・２・３年 普通科・理数科
１年 １名
２・３年 各学科１名ずつ

8月10日 7月20日～8月2日 国､数､英､面接

鳥取西 １・２・３年 各学年若干名 9月16日 9月5日～9月9日 国､数､英､面接 ２学期制

鳥取商業 １・２・３年 各学年若干名 8月3日 7月13日～7月20日 国・英・簿記・面接

鳥取工業 １・２・３年

１年 機械科
　　　制御・情報科
　　　電気科
　　　建設工学科
２年 制御・情報科
　　　電気科
　　　建設工学科
３年 機械科
　　　制御・情報科
　　　電気科
　　　建設工学科

１年 機械科　若干名
　　　制御・情報科　若干名
　　　電気科　若干名
　　　建設工学科　若干名
２年 制御・情報科　若干名
　　　電気科　若干名
　　　建設工学科　若干名
３年 機械科　若干名
　　　制御・情報科　若干名
　　　電気科　若干名
　　　建設工学科　若干名

7月25日 7月4日～7月11日 国、数、英、専門、面接

鳥取湖陵 １・２・３年

１年 食品システム科
　　　緑地デザイン科
　　　電子機械科
　　　人間環境科
　　　情報科学科
２年 緑地デザイン科
　　　電子機械科
３年 食品システム科
　　　緑地デザイン科
　　　電子機械科
　　　人間環境科

１年 食品システム科　若干名
　　　緑地デザイン科　若干名
　　　電子機械科　若干名
　　　人間環境科　若干名
　　　情報科学科　若干名
２年 緑地デザイン科　若干名
　　　電子機械科　若干名
３年 食品システム科　若干名
　　　緑地デザイン科　若干名
　　　電子機械科　若干名
　　　人間環境科　若干名

8月5日 7月6日～7月22日 国、数、英、専門、面接

青谷 １・２・３年 各年次若干名 7月22日 7月1日～7月15日 国､数､英､面接

岩美 １・２・３年 　 各学年６名程度 7月25日 7月4日～7月6日 国､数､英､面接 　

八頭 １・２・３年 各学年若干名 8月5日 ～7月26日 国､数､英､面接

智頭農林 １・２・３年 各学年若干名 7月28日 7月1日～7月8日 面接､作文

倉吉東 １・２・３年 各年次若干名 9月1日 8月22日～8月26日 国､数､英､面接 ２学期制

倉吉西 １・２・３年 各年次若干名 9月8日 8月29日～9月2日 国､数､英、書類審査、面接 ２学期制

倉吉農業 １・２・３年 各学年若干名 8月5日 7月4日～7月14日 国､数､専門、面接
専門（１年：農業と環境、２・３年：志望する科により
１科目）

倉吉総合産業 １・２・３年 全学科 各学年・各科若干名 7月29日 7月11日～7月12日 国、数、英、専門、面接
専門（機械科：機械設計、電気科：電気基礎、ビジ
ネス科：簿記、生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ科：被服製作（実技））

鳥取中央育英 １・２・３年 普通コース・体育コース 各年次・各コース若干名 7月26日 7月11日～7月15日 国､数､英、面接

米子東 １・２・３年 各年次若干名 8月2日 7月19日～7月26日 国､数､英

米子西 １・２・３年 各学年若干名 8月2日 7月15日～7月25日 国､数､英

米子 １・２・３年 各年次若干名 8月2日 7月12日～7月19日 国、数、英、面接

米子南 １・２・３年
ビジネス情報科
生活文化科環境文化コース

ビジネス情報科：若干名
生活文化科環境文化コース：若干名

8月17日 7月29日～8月4日
国､数､英、商業（ビジネス情報科
のみ）、家庭（生活文化科のみ）

米子工業 １・２・３年

１年 機械科
　　　電気科
　　　建設科土木コース
２年 電気科
　　　環境エネルギー科
　　　建設科土木コース
　　　建設科建築コース
３年 電気科
　　　情報電子科
　　　環境エネルギー科
　　　建設科土木コース
　　　建設科建築コース

１年 機械科　若干名
　　　電気科　若干名
　　　建設科土木コース　若干名
２年 電気科　若干名
　　　環境エネルギー科　若干名
　　　建設科土木コース　若干名
　　　建設科建築コース　若干名
３年 電気科　若干名
　　　情報電子科　若干名
　　　環境エネルギー科　若干名
　　　建設科土木コース　若干名
　　　建設科建築コース　若干名

7月28日 7月7日～7月15日 国､数､英､専門、面接

境 １・２・３年 各年次若干名 8月2日 7月19日～7月26日 国､数､英

境港総合技術 １・２・３年 全学科 各学年・各科２名ずつ 8月18日 7月27日～7月29日
１年：国､数､英、面接
２・３年：国､数､英、専門、面接

日野 １・２・３年 各年次若干名 7月21日 6月27日～7月1日 国､数､英、面接

鳥取緑風 １～４年 各年次若干名 9月8日 9月1日～9月2日 国、数、英、面接 ２学期制

倉吉東 １・２・３年 各年次若干名 9月9日 8月30日～9月2日 国､数､英､面接 ２学期制

米子東 １・２・３年 各年次若干名 9月9日 8月29日～8月30日 国、数、英、面接 ２学期制

米子白鳳 １～４年 各年次若干名 9月9日 8月22日～8月29日 国、数、英、面接 ２学期制

鳥取緑風 １～３年 各年次若干名 9月8日 9月1日～9月2日 国、数、英、面接 ２学期制

米子白鳳 若干名 8月24日 8月24日 面接
２学期制
説明会参加受付期間：7月27日～8月3日
説明会：8月12日

※詳しくは各高等学校にお問い合わせください。

令和４年度１学期末（２学期制の１学期末含む）における転入学試験の実施計画
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課
程

 学校名
学年
年次

学科・コース 募集人員 試験期日
出願期間
出願期限

試験科目 その他

鳥取東 １・２・３年 普通科・理数科
１年 １名
２・３年 各学科１名ずつ

8月10日 7月20日～8月2日 国､数､英､面接

鳥取西 １・２・３年 各学年若干名 9月16日 9月5日～9月9日 国､数､英､面接 ２学期制

鳥取商業 １・２・３年 各学年若干名 8月3日 7月13日～7月20日 国・英・簿記・面接

鳥取工業 １・２・３年

１年 機械科
　　　制御・情報科
　　　電気科
　　　建設工学科
２年 制御・情報科
　　　電気科
　　　建設工学科
３年 機械科
　　　制御・情報科
　　　電気科
　　　建設工学科

１年 機械科　若干名
　　　制御・情報科　若干名
　　　電気科　若干名
　　　建設工学科　若干名
２年 制御・情報科　若干名
　　　電気科　若干名
　　　建設工学科　若干名
３年 機械科　若干名
　　　制御・情報科　若干名
　　　電気科　若干名
　　　建設工学科　若干名

7月25日 7月4日～7月11日 国、数、英、専門、面接

鳥取湖陵 １・２・３年

１年 食品システム科
　　　緑地デザイン科
　　　電子機械科
　　　人間環境科
　　　情報科学科
２年 緑地デザイン科
　　　電子機械科
３年 食品システム科
　　　緑地デザイン科
　　　電子機械科
　　　人間環境科

１年 食品システム科　若干名
　　　緑地デザイン科　若干名
　　　電子機械科　若干名
　　　人間環境科　若干名
　　　情報科学科　若干名
２年 緑地デザイン科　若干名
　　　電子機械科　若干名
３年 食品システム科　若干名
　　　緑地デザイン科　若干名
　　　電子機械科　若干名
　　　人間環境科　若干名

8月5日 7月6日～7月22日 国、数、英、専門、面接

青谷 １・２・３年 各年次若干名 7月22日 7月1日～7月15日 国､数､英､面接

岩美 １・２・３年 　 各学年６名程度 7月25日 7月4日～7月6日 国､数､英､面接 　

八頭 １・２・３年 各学年若干名 8月5日 ～7月26日 国､数､英､面接

智頭農林 １・２・３年 各学年若干名 7月28日 7月1日～7月8日 面接､作文

倉吉東 １・２・３年 各年次若干名 9月1日 8月22日～8月26日 国､数､英､面接 ２学期制

倉吉西 １・２・３年 各年次若干名 9月8日 8月29日～9月2日 国､数､英、書類審査、面接 ２学期制

倉吉農業 １・２・３年 各学年若干名 8月5日 7月4日～7月14日 国､数､専門、面接
専門（１年：農業と環境、２・３年：志望する科により
１科目）

倉吉総合産業 １・２・３年 全学科 各学年・各科若干名 7月29日 7月11日～7月12日 国、数、英、専門、面接
専門（機械科：機械設計、電気科：電気基礎、ビジ
ネス科：簿記、生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ科：被服製作（実技））

鳥取中央育英 １・２・３年 普通コース・体育コース 各年次・各コース若干名 7月26日 7月11日～7月15日 国､数､英、面接

米子東 １・２・３年 各年次若干名 8月2日 7月19日～7月26日 国､数､英

米子西 １・２・３年 各学年若干名 8月2日 7月15日～7月25日 国､数､英

米子 １・２・３年 各年次若干名 8月2日 7月12日～7月19日 国、数、英、面接

米子南 １・２・３年
ビジネス情報科
生活文化科環境文化コース

ビジネス情報科：若干名
生活文化科環境文化コース：若干名

8月17日 7月29日～8月4日
国､数､英、商業（ビジネス情報科
のみ）、家庭（生活文化科のみ）

米子工業 １・２・３年

１年 機械科
　　　電気科
　　　建設科土木コース
２年 電気科
　　　環境エネルギー科
　　　建設科土木コース
　　　建設科建築コース
３年 電気科
　　　情報電子科
　　　環境エネルギー科
　　　建設科土木コース
　　　建設科建築コース

１年 機械科　若干名
　　　電気科　若干名
　　　建設科土木コース　若干名
２年 電気科　若干名
　　　環境エネルギー科　若干名
　　　建設科土木コース　若干名
　　　建設科建築コース　若干名
３年 電気科　若干名
　　　情報電子科　若干名
　　　環境エネルギー科　若干名
　　　建設科土木コース　若干名
　　　建設科建築コース　若干名

7月28日 7月7日～7月15日 国､数､英､専門、面接

境 １・２・３年 各年次若干名 8月2日 7月19日～7月26日 国､数､英

境港総合技術 １・２・３年 全学科 各学年・各科２名ずつ 8月18日 7月27日～7月29日
１年：国､数､英、面接
２・３年：国､数､英、専門、面接

日野 １・２・３年 各年次若干名 7月21日 6月27日～7月1日 国､数､英、面接

鳥取緑風 １～４年 各年次若干名 9月8日 9月1日～9月2日 国、数、英、面接 ２学期制

倉吉東 １・２・３年 各年次若干名 9月9日 8月30日～9月2日 国､数､英､面接 ２学期制

米子東 １・２・３年 各年次若干名 9月9日 8月29日～8月30日 国、数、英、面接 ２学期制

米子白鳳 １～４年 各年次若干名 9月9日 8月22日～8月29日 国、数、英、面接 ２学期制

鳥取緑風 １～３年 各年次若干名 9月8日 9月1日～9月2日 国、数、英、面接 ２学期制

米子白鳳 若干名 8月24日 8月24日 面接
２学期制
説明会参加受付期間：7月27日～8月3日
説明会：8月12日

※詳しくは各高等学校にお問い合わせください。
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令和４年度１学期末（２学期制の１学期末含む）における編入学試験の実施計画


