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鳥取県立米子西高等学校
所在地：〒683－8512　米子市大谷町200番地
ＴＥＬ：０８５９－２２－７４２１
ＦＡＸ：０８５９－２２－７４２３
E-mail：yonagow-h@mailk.torikyo.ed.jp
ＵＲＬ：https://www.torikyo.ed.jp/yonagow-h/
創　立：明治39年４月１日

学校案内図

生徒数
１年 ２年 ３年 合計

男　子 119 103 87 309

女　子 161 173 184 518

計 280 276 271 827

（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)　　　　
　〇普通科（280）

伝統と充実した教育環境
　本校は明治39年、私立米子女学校として開校し、
昭和24年に男女共学の鳥取県立米子西高等学校とな
りました。その後、昭和62年４月に大山を望む丘陵
地（未来ヶ丘）に全面移転して、今年で創立117年
になります。
　広大な校地に、ゆとりある校舎と充実した体育施
設・グラウンド等が整備されており、勉学・部活動
ともに十分な活動ができる教育環境を備えていま
す。

教育目標と重点事項
　質の高い授業と親身な指導を通して、進路実現に
必要な学力をつけるとともに、多様な価値観を尊重
し、主体的に生きる力を育み、持続可能な地域を創
造する人財の育成を図る。
　具体的に①～③を重点事項としています。
　①主体的に取り組む態度・思考力・実践力の育成。
　②他者を認め、人とつながる力の育成。
　③�地域を知り、地域に参画、寄与しようとする力

の育成。

こんな皆さんを待っています
　◎生徒会活動や部活動等に熱心に取り組んだ実績が

あり、今後もリーダーシップを発揮しようとする
意欲のある者

　◎勉強と部活動の両立を目指し、意欲的な高校生活
を送ろうと考えている者

　◎主体的に学び、上級学校への進学を志している者
　◎自己を厳しく律しながら規律正しい生活を送れる者

　在校生の声　　（生徒会長）

　私たちが通う米子西高校は、勉強、部活動、行事全
てに全力で取り組む学校です。仲間と切磋琢磨し合い
ながら、自分の進路実現に向けて日々努力をしていま
す。
　米子西高校では３年間に渡り、総合的な探究の時間
に「みらいチャレンジ活動」として自分たちの設定し
たテーマを元に探究活動を行います。チームで協力し
て活動を行うことで仲間との距離も縮まるため、普段
関わることの無い人と話す機会も増えます。この活動
は大学進学に活かすこともできるため、取り組み方に
よっては自分の強みにすることもできます。
　また、米子西高校には沢山の行事があります。新
型コロナウイルスの影響で縮小化などもされています
が、例年、遠足や球技大会、「翠風祭」という全校が
一丸となって取り組む学校祭を行い、１年を通して行
事を楽しむことができます。３月には「翠燦く」とい
う文化の祭典もあり、とても盛り上がります。
　さらに部活動も充実しています。中学校にはない部
活動も沢山あり、毎年全国大会や中国大会に出場する
部活動は運動部・文化部問わず多くあり、皆勉強と両
立しながら活動を行っています。
　このように米子西高校は文武両道を目指して活動を
しています。皆さんも米子西高校に入学し、楽しく充
実した高校生活を送ってみませんか？皆さんが桜並木
を通り、米子西高校に入学される日を心待ちにしてい
ます。� （令和４年度生徒会長）

利用交通機関
・ＪＲ米子駅より徒歩15分

公式ホームページ
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学校案内図

生徒数
１年 ２年 ３年 合計

男　子 119 103 87 309

女　子 161 173 184 518

計 280 276 271 827

（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)　　　　
　〇普通科（280）

伝統と充実した教育環境
　本校は明治39年、私立米子女学校として開校し、
昭和24年に男女共学の鳥取県立米子西高等学校とな
りました。その後、昭和62年４月に大山を望む丘陵
地（未来ヶ丘）に全面移転して、今年で創立117年
になります。
　広大な校地に、ゆとりある校舎と充実した体育施
設・グラウンド等が整備されており、勉学・部活動
ともに十分な活動ができる教育環境を備えていま
す。

教育目標と重点事項
　質の高い授業と親身な指導を通して、進路実現に
必要な学力をつけるとともに、多様な価値観を尊重
し、主体的に生きる力を育み、持続可能な地域を創
造する人財の育成を図る。
　具体的に①～③を重点事項としています。
　①主体的に取り組む態度・思考力・実践力の育成。
　②他者を認め、人とつながる力の育成。
　③�地域を知り、地域に参画、寄与しようとする力

の育成。

こんな皆さんを待っています
　◎生徒会活動や部活動等に熱心に取り組んだ実績が

あり、今後もリーダーシップを発揮しようとする
意欲のある者

　◎勉強と部活動の両立を目指し、意欲的な高校生活
を送ろうと考えている者

　◎主体的に学び、上級学校への進学を志している者
　◎自己を厳しく律しながら規律正しい生活を送れる者

　在校生の声　　（生徒会長）

　私たちが通う米子西高校は、勉強、部活動、行事全
てに全力で取り組む学校です。仲間と切磋琢磨し合い
ながら、自分の進路実現に向けて日々努力をしていま
す。
　米子西高校では３年間に渡り、総合的な探究の時間
に「みらいチャレンジ活動」として自分たちの設定し
たテーマを元に探究活動を行います。チームで協力し
て活動を行うことで仲間との距離も縮まるため、普段
関わることの無い人と話す機会も増えます。この活動
は大学進学に活かすこともできるため、取り組み方に
よっては自分の強みにすることもできます。
　また、米子西高校には沢山の行事があります。新
型コロナウイルスの影響で縮小化などもされています
が、例年、遠足や球技大会、「翠風祭」という全校が
一丸となって取り組む学校祭を行い、１年を通して行
事を楽しむことができます。３月には「翠燦く」とい
う文化の祭典もあり、とても盛り上がります。
　さらに部活動も充実しています。中学校にはない部
活動も沢山あり、毎年全国大会や中国大会に出場する
部活動は運動部・文化部問わず多くあり、皆勉強と両
立しながら活動を行っています。
　このように米子西高校は文武両道を目指して活動を
しています。皆さんも米子西高校に入学し、楽しく充
実した高校生活を送ってみませんか？皆さんが桜並木
を通り、米子西高校に入学される日を心待ちにしてい
ます。� （令和４年度生徒会長）

利用交通機関
・ＪＲ米子駅より徒歩15分
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おもな学校行事

進路実現に向けて

最近の主な進路（過去 3ヵ年）

部　活　動

�４月　入学式　
�９月　翠風祭
12月　「みらいチャレンジ活動」校内発表会
�３月　卒業式
　　�����文化部総合芸術祭「翠

みどりかがや

燦く」
他にも球技大会や遠足などの行事もあります。

　２年次生から進路希望により文科類型・理科類型に分かれて学習を進めていきます。また、「総合的な探究
の時間」の授業を「みらいチャレンジ活動」と称し、「自立する力」や「主体的に取り組む意欲」などの育成
を目指して、１年次生から３年次生までの体系的な学習プログラムを組んでいます。特に２年次生は、地域経
済の活性化や地域福祉、教育など様々な分野に分かれて課題研究を行います。さらに、進路講演会の開催や各
教科による講習、小論文指導などの進学指導を手厚く行い、生徒の進路実現に向けて取り組んでいきます。

【国公立大学】
鳥取大、島根大、岡山大、広島大、山口大、北海道大、群馬大、埼玉大、東京海洋大、東京藝術大、静岡大、
神戸大、大阪教育大、和歌山大、徳島大、香川大、愛媛大、高知大、福岡教育大、琉球大、公立鳥取環境大、
島根県立大、三条市立大、長岡造形大、都留文科大、福知山公立大、兵庫県立大、神戸市外国語大、岡山県立大、
新見公立大、県立広島大、広島市立大、下関市立大、山口県立大、山口東京理科大、周南公立大、高知県立大、
高知工科大、北九州市立大　等
【主な私立大学】
鳥取看護大、早稲田大、青山学院大、中央大、明治大、法政大、津田塾大、東洋大、駒沢大、専修大、明治学
院大、京都産業大、京都女子大、京都外国語大、同志社大、同志社女子大、立命館大、龍谷大、追手門学院大、
大阪経済大、関西大、関西学院大、近畿大、関西外国語大、甲南大、神戸学院大、就実大、広島修道大、安田
女子大�等

　本校では文武併進の精神のもと、部活動も盛んに
行われています。ここ近年、運動部では陸上、バレー
ボール、ビーチバレー、テニス、体操、ボート、アー
チェリー、空手道が全国大会に出場しています。
　全国でもトップクラスの実力を誇る箏曲をはじめ、
吹奏楽、書道、美術、放送、写真の各部も全国高校
総合文化祭に出場しています。

［運動部 ]　　　　　　　　　　　　　　　　
硬式野球・軟式野球・サッカー・テニス・ソフトテニス・
バスケットボール・バレーボール・卓球・ソフトボー
ル・体操・陸上競技・水泳・ハンドボール・剣道・弓道・
バドミントン・応援・ボート

翠風祭 文化部総合芸術祭「翠燦く」

国公立大学 私立大学 短期大学 専修・各種学校
68 348 32 58

令和３年度卒業生の合格者（延べ人数）

［文化部］
科学研究・美術・書道・演劇・茶道・華道・吹奏楽・
ESS・JRC・箏曲・放送・写真・文芸・社会問題研究・
漫画研究・合唱

春高バレーボール

おもな学校行事
４月　入学式
９月　翠風祭
２月　「みらいチャレンジ活動」
　　　成果発表会
　　　文化部総合芸術祭「翠燦く」
３月　卒業式
他にも球技大会や遠足などの行事もあります。 翠風祭 文化部総合芸術祭「翠燦く」

進路実現に向けて
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　「総合的な探究の時間」を利用した「みらいチャレンジ活動」では、探究的な活動を通して地域が抱える課題を
発見し解決への糸口を考察したり、さまざまな学問について探究し考察を深め、それらを校内にて発表するこ
とで「自立する力」と「主体的に取り組む意欲」を身につけることを目的に２年次生を中心に活動を行っていま
す。このような活動や進路講演会などを通して進路意識の高揚を図ります。また、２年次生からは進路希望によ
り文科類型・理科類型に分かれて学習を進めていきます。

令和２年度卒業生の合格者（延べ人数）
国公立大学
38

私立大学
278

短期大学
55

専修・各種学校
73

最近の主な進路（過去３ヵ年）
【国公立大学】
鳥取大、島根大、岡山大、広島大、山口大、室蘭工業大、横浜国立大、静岡大、滋賀大、兵庫教育大、香川大、徳島大、
愛媛大、高知大、九州大、琉球大、東京藝大、東京海洋大、都留文科大、滋賀県立大、大阪市立大、神戸市外大、福知
山公立大、公立鳥取環境大、島根県立大、新見公立大、岡山県立大、尾道市立大、県立広島大、広島市立大、福山市
立大、山口県立大、高知県立大、高知工科大、北九州市立大、名桜大　等

【主な私立大学】
青山学院大、中央大、津田塾大、明治大、専修大、創価大、大東文化大、日本大、神奈川大、京都産業大、京都女子大、
京都外大、同志社大、同志社女子大、立命館大、龍谷大、大阪経済大、関西大、関西学院大、近畿大、関西外大、武庫川
女子大、岡山理科大、就実大、広島修道大、安田女子大　等

部活動
　本校では文武併進の精神のもと、部活動も盛んに
行われています。ここ近年では、陸上、バレーボール、
テニス、体操、水泳、弓道が全国高校総体に出場して
います。全国でもトップクラスの実力を誇る箏曲を
はじめ、吹奏楽、書道、美術、放送、写真の各部も全国
高校総合文化祭に出場しています。

［運動部］
硬式野球・軟式野球・サッカー・テニス・ソフトテ
ニス・バスケットボール・バレーボール・卓球・ソ
フトボール・体操・陸上競技・水泳・ハンドボール・
剣道・弓道・バドミントン・応援・ボート

［文化部］

科学研究・美術・書道・演劇・茶道・華道・吹奏楽・
ESS・JRC・箏曲・放送・写真・文芸・社会問題研究・
漫画研究・合唱

春高バレーボール
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