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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

普通
普通コース 26 29 28 31 49 48

体育コース 23 1 21 2 13 4

学年合計 49 30 49 33 62 52

（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)　　　　
　○普通科（120）
　（２年次より未来探究、社会探究、スポーツ探究の３類型）

利用交通機関
・ＪＲ由良駅下車徒歩10分
・バス「北栄町役場前」下車徒歩５分

116年の伝統を誇る「克己」の精神116年の伝統を誇る「克己」の精神
校　訓

教育目標

校訓「克己」を通じた人格の完成
　育成に当たっての目標
　１　志を持ち、それを叶える確かな学力が身につく
　２　 自らを律し、何事も率先して自ら行う力が身

につく
　３　自他を思いやり、他と協力する力が身につく
　４　 地域を支える社会人として必要な資質が身に

つく
　この４つの目標のもと、将来社会において自信と
誇りをもって、堂々と生き抜く、有為な人材の育成
を目指していきます。
　明治40年「育英黌」開校より令和４年度で116年
目を迎えます。

こんな生徒を求めます！こんな生徒を求めます！
○高い目標を持ち、努力する人。
○明朗で、思いやりのある人。
○公正で、自分の意見を言える人。

　本校は「克己」という校訓をかかげ、生徒
一人ひとりが明るく楽しく生活しています。
２年次に「地域探究の時間」という学習を行
います。地域の活性化に貢献するために、グ
ループに分かれそれぞれが探究していきます。
また、部活動にも力をいれていて、陸上部や
レスリング部などが強化指定になっています。
先輩や仲間は優しい方々が多いのでとても過
ごしやすい環境です。学校祭や運動会も学校
全体で盛り上がります。ぜひ、勉強も部活も
楽しく充実した学校生活を育英で送ってみま
せんか！� （３年次　在校生）
　本校では、水球部、バレーボール部、陸上部、
レスリング部、山岳部など多くの部活動が全
国の舞台で活躍し、その他の部活動も上のレ
ベルを目指して日々活動しています。学校で
はすべての生徒が文武両道を達成するため、
勉学に励んでいます。僕は野球部に所属して
いて、県外から入学したので緑風寮で生活し
ています。寮があるので県外や遠方からでも
入学でき、充実した生活を送ることができま
す。僕たちのように毎日何かに打ち込み、刺
激ある日常を育英で一緒に過ごしましょう！
志が高く鳥取県の力になれるような人の入学
を待っています。
� （令和４年度　前期生徒会長）

在校生からのメッセージ

公式ホームページ

大栄町役場
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＜未来探究類型＞
国公立大学への進学をはじめ、
　　　高い進路目標の実現をめざします！
　進学に必要な学力を育成
するための授業を行ってい
ます。進路目標に応じた科
目選択により、自らの学習
計画に基づいた主体的な学
習をすることができます。

＜社会探究類型＞
地域に貢献する志を
　　　　　育みます！
　探究学習やボランティア
活動を通して、地域に貢献
するために必要な力を身に
付けることができます。

＜スポーツ探究＞
夢は日本一！ 
　　　高いレベルで文武両道をめざします！
　全国総体、国体などの全
国大会に数多く出場してお
り、トップレベルの実力と
高い目標を持った仲間が集
まります。

過去３年間の主な進路先

■国公立大学
鳥取大学　島根大学　富山大学　山口大学　徳島大学
高知大学　公立鳥取環境大学　福知山公立大学　
岡山県立大学　周南公立大学　山口東京理科大学

■私立大学
鳥取看護大学　東洋大学　城西大学　千葉工業大学
日本大学　日本体育大学　順天堂大学　神奈川大学
国士舘大学　京都産業大学　龍谷大学　大阪体育大
学　桃山学院大学　流通経済大学　奈良大学　環太
平洋大学　美作大学　福岡大学　他

■短期大学　　　
島根県立大学短期大学部　三重短期大学　鳥取短期
大学　帝京大学短期大学部　龍谷大学短期大学部　
美作大学短期大学部　他

■専門学校
県立鳥取看護　県立倉吉総合看護　県立歯科衛生　
ＹＭＣＡ米子医療福祉　鳥取市医療看護　他

  

進みたい道がある ! !
叶えたい夢がある ! !

＝学校行事＝

４月　応援歌練習
（育英生として愛校心
と団結力が深まりま
す）

７月　育英祭
（伝統ある最大の学校
行事！クラスの結束力
が一気に高まります）

９月　３年スポーツ探
究類型キャンプ実習
（将来のリーダーを目
指し集団生活を通して
自立心が高まります）

１月　北栄町高校生議会
（北栄町議会において
地域探究での成果をも
とに高校生目線で提言
します）

全国制覇を目指す！
（運動部・文化部とも全国レベルです）
陸上競技　レスリング　水泳（競泳・水球）
バレーボール　ソフトボール　山岳　野球
バスケットボール　サッカー　ソフトテニス　
バドミントン
新聞　美術　音楽　書道　茶道　華道　解放研��

10月　２年大学等
見学研修：関西方面
（憧れの大学などを見
学し、進路の参考にし
ます）

１月　２年スポーツ探
究類型スキー実習
（華麗なシュプールを
描き、スキー検定３級・
４級を受検します）

■就職
鳥取県警　東部消防　自衛隊　チュウブ　井中組
エースパック　明治製作所　山陰アシックス工業　
神鋼機器工業株式会社　TOTO株式会社　他


