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ＴＥＬ：０８５９－２６－１３１１

ＦＡＸ：０８５９－２６－１３１２

Ｅ-mail：yonago-h@mailk.torikyo.ed.jp
ＵＲＬ：http://www.torikyo.ed.jp/yonago-h/
創 立：昭和４８年

学校案内図

生徒数 (平成２６年５月１日現在）

１年 ２年 ３年

総合学科 男 女 男 女 男 女

46 107 43 105 33 114

平成２７年度 設置学科（入学予定定員） 利用交通機関

○総合学科 （１５２） ・JR米子駅よりバス７分「米子高校」下車

・JR米子駅より自転車２０分

このような人を求めています。
○ 何事にもチャレンジする人

○ 夢をあきらめない人

○ 自分の可能性を伸ばしたい人

先輩から一言
△ 総合学科の米子高校にはたくさんの選択科目

があります。自分自身で科目選択ができるの

で、進路がまだ決まってない人でも必ず進路

が見つかります。学校祭などの楽しい行事も

たくさんあります。生徒と先生の仲も良く、

楽しい高校生活を送ることができます。

(３年次生 女子）

△ 「産業社会と人間」の時間には社会人の方の

話を聞いたり、学校や職場を訪問したりもし

ます。また、系列や選択科目について、説明

を聞いてから、それぞれで面接を受けるので、

２年次以降の進路についてじっくり考えるこ

とができます。

(２年次生 男子）

△ 米子高校では、いろいろなことにチャレンジ

ができます。クラブ活動も盛んで設備も充実

しています。また、アメリカや韓国に姉妹校

があり、アメリカや韓国への短期海外留学も

できます。来年６月にはアメリカから高校生

が来ます。

（１年次生 女子）

夢を描こう、「自分色」の。
本校は平成１０年に普通科から県下初の総合学

科に改編されました。総合学科とは入学後に将来

の進路について考えることができる学科です。多

数の設置科目の中から、自分の興味・関心に基づ

いて主体的に科目を選択し、進路実現を目指しま

す。

では、自分の興味や関心を生かした進路をどう

やって見つけるのでしょうか。本校では『夢を描

こう、「自分色」の』を合言葉に、１年次の「産

業社会と人間」という授業で、自分の生き方在り

方についてしっかり考えます。その中で自分の夢

を見つけ出し、２年次以降はその実現に向けて、

必要な科目を集中的に学習します。少人数授業が

特徴で、進学、就職のそれぞれに対応しています。

３年次のテーマ学習では、進路の調査研究と発表

を行いながら目標の達成に結びつけていきます。

また、アメリカ、韓国の高校と姉妹校提携を結

び、ホームステイ等を通じて国際交流を推進して

いることも本校の特色です。

本校の中長期目標
生徒の個性・能力の伸長をはかりながら、確

かな学力と豊かな人間性の涵養に努め、地域に

信頼され地域に貢献する人材を育成する。

鳥取県立米子高等学校
所在地：〒683－0023　米子市橋本30番地1
ＴＥＬ：０８５９－２６－１３１１
ＦＡＸ：０８５９－２６－１３１２
Ｅ-mail：yonago-h@mailk.torikyo.ed.jp
ＵＲＬ：https://www.torikyo.ed.jp/yonago-h/
創　立：昭和48年

学校案内図

利用交通機関
・JR米子駅よりバス７分「米子高校」下車
・JR米子駅より自転車20分

夢を描こう、「自分色」の。
　「協力」「創造」「理想」を校訓とする本校は、平成10年
に総合学科に改編され創立50周年を迎えます。総合学科と
は入学後に将来の進路について考えることができる学科で
す。多数の設置科目の中から、自分の興味・関心に基づい
て主体的に科目を選択し、進路実現を目指します。
　では、自分の興味や関心を生かした進路をどうやって見
つけるのでしょうか。本校では『夢を描こう、「自分色」
の』を合言葉に、１年次の「産業社会と人間」という授業
で、自分の生き方在り方についてしっかり考えます。その
中で自分の夢を見つけ出し、２年次以降はその実現に向け
て、必要な科目を集中的に学習します。少人数授業が特徴
で、進学、就職のそれぞれに対応しています。
　３年次の探究学習では、地域の調査研究と発表を行いな
がら目標の達成に結びつけていきます。
　また、アメリカや韓国の高校と姉妹校提携を結び、ホー
ムステイ等を通じて国際交流を推進していることも本校の
特色です。

学校教育目標
　生徒の個性・能力の伸長をはかりながら、確かな学力
と豊かな人間性の涵養に努め、他者と協働し地域の未来
創造に貢献する人材を育成する。

こんな皆さんを待っています。
　　　　　○何事にもチャレンジする人
　　　　　○夢をあきらめない人
　　　　　○自分の可能性を伸ばしたい人

生徒数

総 合 学 科

１年 ２年 ３年

男 女 男 女 男 女

51 98 37 112 43 104

令和５年度　設置学科（入学予定定員）
　　〇総合学科（152）

（令和４年５月１日現在）

～ 先輩からのメッセージ ～～ 先輩からのメッセージ ～
〇最もよかったことは、自分の興味のある系列で学べること
です。中学生の頃から英語が好きで、英語の授業が多くあ
る学校なので選びました。実際、授業は充実しており、中
国語、ハングルの授業も選択できます。日々学ぶことがた
くさん溢れ、楽しい学校です。また、各種検定に対しても
アドバイスや指導をしていだだくことができます。自分の
好きな事を極めたい人、資格取得を考えている人にぴった
りな学校です。

� （３年次生女子）
〇２年次より生活福祉系列に進み、保育士になろうと、保
育技術検定の取得や保育造形など保育に関する授業を
選択して進学しようと頑張っています。また、部活動で
は、ダンス部に所属しています。日々の練習は大変です
が、いいダンス作品が出来たときに仲間と喜びを分かち
合えてとてもうれしいです。自分自身で授業を選択でき
るところが最大の魅力である学校です。

� （３年次生女子）
〇２年次から６つの系列に分かれ、数多くの選択科目があ
り、その中から自分の学びたい科目を選択し、学習する
ことができることが魅力です。生徒一人ひとりがのびの
びと個性を伸ばすことができる学校です。

� （３年次生男子）
学習成果発表会 手話言語授業

公式ホームページ
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１．米子高校の総合学科の特色
  普通科目と専門科目の中から、興味・関心、進路希
望にあわせて科目を選択して学習することができま
す。２年次で６つの「系列」の中から１つを選択し、
その「系列」の科目を中心に学習します。ただし、「学
科」や「コース」とは異なり、他の系列の科目も選
択して学習することが可能です。

２．進路状況（過去３年間）
 ＜進学＞〇 国公立大学 

島根大、公立鳥取環境大、島根県立大、周南公立大、高知県立大、新見公立大
　　　　 ○ 私立大学 

鳥取看護大、流通経済大、日本大、創価大、京都産業大、龍谷大、大阪芸術大、安田女子大 
神戸親和女子大、日本体育大学　他

　　　　 ○ 公立短期大学 
島根県立短大、大分県立芸術文化短大、倉敷市立短大、津市立三重短大、大月市立短大、　他

　　　　 ○ 私立短期大学 
鳥取短大、美作大学短大、嵯峨美術短大、武庫川女子短大、関西外国語短大　他

　　　　 ○  専門学校等 
 YMCA米子医療福祉専門学校、米子医療センター附属看護学校、鳥取県立農業大学校　他

 ＜就職＞○県内民間　日本郵便、鳥取西部農業協同組合、社会福祉法人こうほうえん　他
　　　　 ○県外民間　株式会社ケイ・テック、株式会社レールテック、株式会社ジーユー　他
　　　　 ○公 務 員　鳥取県警察、自衛隊

３．部活動
運動部   硬式野球　テニス（男女）　卓球（男女）　バレーボール（女）

 バスケットボール（男女）　剣道(男女）　弓道（男女）　陸上（男女）
 バドミントン（男女）　水泳　ダンス　サッカー（女）　
 ソフトボール（女）
 文化部   茶華道　美術・漫画研究　放送　演劇　JRC　吹奏楽
 写真　韓国文化　ガーデニング　UTA（うた）　パソコン研究
 イングリッシュ　社会問題研究　書道　家庭クラブ

「自然科学」系列
　理系科目を中心に学びます。大学への進学や
医療・看護系への進学を目指したり、自然科学
や環境などに関する理解を深めたりします。

「数学Ⅱ」「発展数学」「化学基礎探究」「生物」「フ
ラワーデザイン」「農業と環境」など

「生活福祉」系列
　介護・保育に関する科目を中心に学びます。体
験的な授業も多く、進学・就職両方に対応します。

「社会福祉基礎」「生活支援技術」「手話言語」
「フードデザイン」「食文化」「保育音楽」
「保育造形」「ファッション造形基礎」など

　「健康スポーツ」系列
　理論も含めた体育に関する科目を中心に学習
し、生涯スポーツについて理解を深めます。

「スポーツ概論」「スポーツ」「運動生理学」
「レクリエーション指導」など

「国際文化」系列
　人文科学や外国の文化、語学などの科目を中
心に学びます。文系の進学に幅広く対応します。
大学入試共通テストにも対応します。

「英語コミュニケーション」「多文化理解」
「世界史探究」「ハングル」「中国語」など

「情報ビジネス」系列
　商業・情報などに関する科目を中心に学びます。
ビジネスマナー等の知識・技術を身につけ、商業
系での進学、就職に対応します。

「簿記」「情報処理」「ビジネス法規」
「総合実践」「ソフトウェア活用」など

「工芸デザイン」系列
　デザイン・絵画・工芸などの美術に関する科目
 を中心に学びます。美術系進学にも対応します。

「絵画」「鉛筆デッサン」「発展染色」「応用陶芸」「コ
ンピュータアート」「応用書道」など

米子高校
マスコットキャラクター▲


