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鳥取県立鳥取工業高等学校
所在地：〒689-1103　鳥取市生山111番地
ＴＥＬ：０８５７－５１－８０１１
ＦＡＸ：０８５７－５１－８４９９
E-mail：toriko-h@mailk.torikyo.ed.jp
ＵＲＬ：https://www.torikyo.ed.jp/toriko-h/
創　立：昭和14年

学校案内図

生徒数

学　科　名
１年 ２年 ３年
男 女 男 女 男 女

工業

機　械　科 18 0 40 0 24 0
制御・情報科 32 3 30 0 26 7
電　気　科 11 0 14 0 25 0
建設工学科 18 1 31 2 32 5

(令和４年５月１日現在)

令和５年度　設置学科（入学予定定員)
　○機械科（38）　　○制御・情報科（38）
　○電気科（38）　　○建設工学科　（38）

利用交通機関
・ＪＲ因美線「津ノ井駅」下車徒歩7分
・日交バス
���若桜線・若葉台線「津ノ井小学校前」下車徒歩5分
���津ノ井倉田循環線「鳥工前」下車すぐ

　鳥取工業高校は、“ものづくり”の学校です。
　ここでしか学べない技術を学びませんか？

○先端技術を学べます
　AI実習、ドローン演習、先進的ロボット製作など、時
代に対応した先端技術が学べます。いろいろな学問分野
を融合したSTEAM教育にも力を入れており、皆さんがわ
くわくするような魅力ある授業に、学校をあげて取り組
んでいます。

○進路支援が充実しています
　就職希望者の就職内定率は堂々の100％！大学や短大
等への進学に向けたサポートも充実しており、毎年およ
そ３分の１の生徒が進学しています。上級学校卒業時の
就職も支援しており、面倒見の良さは抜群との高い評価
を受けています。

○資格取得をバックアップします
　技能士、電気工事士、測量士補など、将来役に立つい
ろいろな資格・検定の取得に向けて、皆さんを強力にバッ
クアップ！　マンツーマンや少人数の指導により、毎年
たくさんの生徒たちが資格・検定を取得し、将来に生か
しています。
〈取得・合格状況の一例（令和３年度）〉
測量士補６名、電気工事士25名（第一種・第二種）、危
険物取扱者６名、技能検定（普通旋盤作業８名、電子機
器組立26名、機械検査15名、建築大工２名）

　
鳥工生からのメッセージ

　鳥工の魅力は、やはり資格・検定の取りやすさに
あります。様々な施
設・道具が充実して
おり、幅広い知識を
持った先生方が丁
寧に教えてくださ
います。
　また、鳥工といえ
ばフェンシング部
やバレー部が活躍し
ていますが、車やロボットを作って大会に参加する、
工業高校ならではの部活動もあります。
　校内には利用し
やすい食堂のほか
各種自動販売機も
設置されており、過
ごしやすい環境が
整っています。
　この学校で学ぶ
ことは、進学や就職など、将来必ず役に立ちます。
少しでもものづくりに興味があれば、ぜひ鳥取工業
高校に来てみてください。� （生徒会長）

こんな皆さんを待っています
○ものづくりが好き、または工業技術に興味を
持っている人
○高校生活をとおして自分の可能性を伸ばした
い人

鳥工マスコット
キャラクター
ぱむせぶくん

学校案内公式ホームページ

資格補習
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学校案内図

生徒数

学　科　名
１年 ２年 ３年
男 女 男 女 男 女

工業

機　械　科 18 0 40 0 24 0
制御・情報科 32 3 30 0 26 7
電　気　科 11 0 14 0 25 0
建設工学科 18 1 31 2 32 5

(令和４年５月１日現在)

令和５年度　設置学科（入学予定定員)
　○機械科（38）　　○制御・情報科（38）
　○電気科（38）　　○建設工学科　（38）

利用交通機関
・ＪＲ因美線「津ノ井駅」下車徒歩7分
・日交バス
���若桜線・若葉台線「津ノ井小学校前」下車徒歩5分
���津ノ井倉田循環線「鳥工前」下車すぐ

　鳥取工業高校は、“ものづくり”の学校です。
　ここでしか学べない技術を学びませんか？

○先端技術を学べます
　AI実習、ドローン演習、先進的ロボット製作など、時
代に対応した先端技術が学べます。いろいろな学問分野
を融合したSTEAM教育にも力を入れており、皆さんがわ
くわくするような魅力ある授業に、学校をあげて取り組
んでいます。

○進路支援が充実しています
　就職希望者の就職内定率は堂々の100％！大学や短大
等への進学に向けたサポートも充実しており、毎年およ
そ３分の１の生徒が進学しています。上級学校卒業時の
就職も支援しており、面倒見の良さは抜群との高い評価
を受けています。

○資格取得をバックアップします
　技能士、電気工事士、測量士補など、将来役に立つい
ろいろな資格・検定の取得に向けて、皆さんを強力にバッ
クアップ！　マンツーマンや少人数の指導により、毎年
たくさんの生徒たちが資格・検定を取得し、将来に生か
しています。
〈取得・合格状況の一例（令和３年度）〉
測量士補６名、電気工事士25名（第一種・第二種）、危
険物取扱者６名、技能検定（普通旋盤作業８名、電子機
器組立26名、機械検査15名、建築大工２名）

　
鳥工生からのメッセージ

　鳥工の魅力は、やはり資格・検定の取りやすさに
あります。様々な施
設・道具が充実して
おり、幅広い知識を
持った先生方が丁
寧に教えてくださ
います。
　また、鳥工といえ
ばフェンシング部
やバレー部が活躍し
ていますが、車やロボットを作って大会に参加する、
工業高校ならではの部活動もあります。
　校内には利用し
やすい食堂のほか
各種自動販売機も
設置されており、過
ごしやすい環境が
整っています。
　この学校で学ぶ
ことは、進学や就職など、将来必ず役に立ちます。
少しでもものづくりに興味があれば、ぜひ鳥取工業
高校に来てみてください。� （生徒会長）

こんな皆さんを待っています
○ものづくりが好き、または工業技術に興味を
持っている人
○高校生活をとおして自分の可能性を伸ばした
い人

鳥工マスコット
キャラクター
ぱむせぶくん

学校案内公式ホームページ

資格補習
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建設工学科　住みよい街を考える技術者へ
　「地図に残る仕事がしたい！」という想いを持っ
た建設技術者を目ざして、実習・体験学習・製図・
測量・模型製作などを学習します。２年次からは生
徒の希望により建築類型と都市環境類型に分かれま
す。
〈取得可能な資格・検定〉
○測量士補
○２級土木施工管理技士
○２級建築施工管理技士

制御・情報科　コンピュータ技術を学び未来を支える技術者へ
　ものをつくり制御する技術と情報を伝える技術の
基礎を学習します。２年・３年次には制御系、情報
系科目を選択し、それぞれの分野の学習を深めま
す。さらに３年次ではプログラム開発、ロボットな
どの制御対象物製作及びそ
れらの制御プログラムの学
習を行います。
〈取得可能な資格・検定〉
○技能士
○基本情報技術者試験
○ITパスポート技術者試験

機械科　産業界の期待を担う技術者に！
　機械科では機械に関する基本的な知識や技術、ま
た、コンピュータ制御による機械加工などの先端技
術を学習し、機械技術者の育成を目指しています。
設計、製図を中心に学習し、体験的な学習で理解を
深めていきます。
〈取得可能な資格・検定〉
○技能士
○ガス溶接技能講習
○初級CAD検定
○機械製図検定
○品質管理検定

電気科　実力と誇りを持った電気技術者へ 
　電気は私たちの生活を便利で豊かなものにしま
す。電気科では電気を作る発電、電気を運ぶ送電・
配電、電気を使う需要家まで、一連の流れを系統的
に学習し、電気のプロフェッショナルである技術者
をめざしています。
〈取得可能な資格・検定〉
○第二種電気工事士
○第一種電気工事士
○第三種電気主任技術者
○消防設備士

鳥工版 STEAM（スティーム）教育とは？

部　活　動 

進 路 状 況

たとえば「ドローンを例に考えてみると…」

数
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芸術・文学

工学技術

飛ぶときの
軌道は？

開発の
歴史は？

経済効果は？

飛ぶ仕組みは？

研究成果の
効果的な
プレゼンは？

あるものについて学ぶとき、
　・Science（科学）
　・Technology（技術）
　・Engineering（工学）
　・Art（リベラル・アーツ＊）
　・Mathematics（数学）
　　＊芸術・哲学・文学・歴史・経済など
といったいろいろな面から研究することで、深く理解
し、より良い Art（作品）をつくり上げていく。
こうした学びを、本校では「鳥工版 STEAM 教育」と
よんでいます。

５分野の頭文字を
とって、STEAMだよ

【主な進学先】
鳥取大学、公立鳥取環境大学、千葉工業大学、金沢工業大学、大阪工業大学、大阪産業大学、
近畿大学、岡山理科大学、広島工業大学、鳥取短期大学、産業技術短期大学、鳥取市医療看
護専門学校、名古屋工学院専門学校、中日本航空専門学校、ホンダテクニカルカレッジ関西、
トヨタ神戸自動車大学校、京都建築大学校、神戸電子専門学校

【主な就職先】
［県内］㈱イナテック鳥取、㈱エスジーズ、FDK ㈱鳥取工場、大鳥機工㈱、㈱懸樋工務店、
㈱興洋工務店、㈱コクヨMVP、三洋製紙㈱、三洋テクノソリューションズ鳥取㈱、㈱大真空、
ダイヤモンド電機㈱、ダイヘン産業機器㈱、大和建設㈱、㈱鳥取メカシステム、日立フェラ
イト電子㈱、㈱藤原組、㈱正光鳥取工場、マルサンアイ鳥取㈱、㈱吉谷機械製作所、やまこ
う建設㈱
［県外］川崎重工業㈱、京セラ㈱綾部工場、㈱きんでん、島根電工㈱、住友電気工業㈱伊丹
製作所、トヨタ自動車㈱、( 財 ) 中国電気保安協会、中国電力㈱、㈱中電工、西日本旅客鉄道㈱、
阪急電鉄㈱、日立金属㈱山崎製造部、三菱電機㈱姫路製作所、ユニチカ㈱宇治事業所
［公務員］自衛隊、鳥取県警察、鳥取県職員、鳥取県東部広域行政管理組合

文化部
吹奏楽　電子技術　解放研
技術研究　写真　新聞　将
棋　家庭（家庭クラブ、茶
道、華道）
同好会：文芸　機械　制御
情報　電気技術　建設工学

運動部
陸上　水泳　卓球　バレー
ボール　バスケットボール
硬式野球　軟式野球　剣道
ソフトテニス　サッカー　
バドミントン　フェンシン
グ　テニス　弓道　山岳
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機機械械科科  産産業業界界のの期期待待をを担担うう技技術術者者へへ  
機械科では機械に関する基本的な知識や技術、
また、コンピュータ制御による機械加工などの
先端技術を学習し、機械技術者の育成を目指し
ています。設計、製図を中心に学習し、体験的
な学習で理解を深めていきます。 

<取得可能な資格・検定> 

○技能士 
○ガス溶接技能講習 
○初級 CAD 検定 
○機械製図検定 
○品質管理検定 

制制御御・・情情報報科科  

ものをつくり制御する技術と情報を伝える技術 
の基礎を学習します。２年・３年次には制御系、
情報系科目を選択し、それぞれの分野の学習を深
めます。さらに３年次ではプログラム開発、ロボ
ットなどの制御対象物製作 
及びそれらの制御プログラ 
ムの学習を行います。 
<取得可能な資格・検定> 
○技能士 
○基本情報技術者試験 
○

電電気気科科  実実力力とと誇誇りりをを持持っったた電電気気技技術術者者へへ  
電気は私たちの生活を便利で豊かなものにし
ます。電気科では電気を作る発電、電気を運ぶ
送電・配電、電気を使う需要家まで、一連の流
れを系統的に学習し、電気のプロフェッショナ
ルである技術者をめざしています。 

建建設設工工学学科科  住住みみよよいい街街をを考考ええるる技技術術者者へへ  
「地図に残る仕事がしたい！」という想いを持
った建設技術者を目ざして、実習・体験学習・
製図・測量・模型製作などを学習します。２年
次からは生徒の希望により建築類型と都市環
境類型に分かれます。 

<取得可能な資格・検定> 

○第二種電気工事士 
○第一種電気工事士 
○第三種電気主任技術者 
○消防設備士 

<取得可能な資格・検定> 

○測量士補 
○
○

鳥鳥工工版版 SSTTEEAAMM（（スステティィーームム））教教育育ととはは？？ 
あるものについて学ぶとき、 

・Science（科学） 
・Technology（技術） 
・Engineering（工学） 
・Art（リベラル・アーツ＊） 
・Mathematics（数学） 

＊芸術・哲学・文学・歴史・経済など 

といったいろいろな面から研究することで、深く 
理解し、より良い Art（作品）をつくり上げていく。 
こうした学びを、本校では「「鳥鳥工工版版 SSTTEEAAMM 教教育育」」と 
よんでいます。

【主な進学先】 
鳥取大学、公立鳥取環境大学、千葉工業大学、金沢工業大学、大阪工業大学、大阪
産業大学、近畿大学、岡山理科大学、広島工業大学、鳥取短期大学、産業技術短期
大学、鳥取市医療看護専門学校、名古屋工学院専門学校、中日本航空専門学校、ホ
ンダテクニカルカレッジ関西、トヨタ神戸自動車大学校、京都建築大学校、神戸電
子専門学校 

【主な就職先】 
［県内］㈱イナテック鳥取、㈱エスジーズ、FDK㈱鳥取工場、大鳥機工㈱、㈱懸樋工
務店、㈱興洋工務店、㈱コクヨ MVP、三洋製紙㈱、三洋テクノソリューションズ鳥
取㈱、㈱大真空、ダイヤモンド電機㈱、ダイヘン産業機器㈱、大和建設㈱、㈱鳥取
メカシステム、日立フェライト電子㈱、㈱藤原組、㈱正光鳥取工場、マルサンアイ
鳥取㈱、㈱吉谷機械製作所、やまこう建設㈱ 

［県外］川崎重工業㈱、京セラ㈱綾部工場、㈱きんでん、島根電工㈱、住友電気工業
㈱伊丹製作所、トヨタ自動車㈱、(財)中国電気保安協会、中国電力㈱、㈱中電工、
西日本旅客鉄道㈱、阪急電鉄㈱、日立金属㈱山崎製造部、三菱電機㈱姫路製作所、
ユニチカ㈱宇治事業所 

［公務員］自衛隊、鳥取県警察、鳥取県職員、鳥取県東部広域行政管理組合 

運運動動部部  文文化化部部   

陸上 水泳 卓球 バレーボ
ール バスケットボール 
硬式野球 軟式野球 剣道 
ソフトテニス サッカー 
バドミントン フェンシン
グ テニス 弓道 山岳 

  
吹奏楽 電子技術 解
放研 技術研究 写真 
新聞 将棋 家庭（家庭
クラブ、茶道、華道）
同好会：文芸 機械  
制御情報 電気技術 
建設工学  
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たとえば「ドローンを例に考えてみると…」 

経
済 芸術・文学 

⾶ぶときの軌道は？ 

開発の 
歴史は？ 

動く仕組みは？ 

経済効果は? 

工学技術 

ココンンピピュューータタ技技術術をを学学びび  
未未来来をを支支ええるる技技術術者者へへ 


