
八頭高等学校５０年史年表

大正１５年  ３／1５ 文部省、鳥取県立八頭高等女学校の四月開校を認可する。鳥取県、四年制
（１９２６年） 八頭高女の学則を公布する。同日、生徒定員を一学級五〇名、学年各一学級

計定員二〇〇名と定める。同日、入学志願者を募集する。

 ３／２５ 中村恒三郎県学務部長、女師.高女校長事務取扱となる。八頭高女第一回
入学試験(筆記テスト)行われる－於鳥取師範学校。

　４／１３ 女師・高女の事務所を県庁内学務課より八頭郡賀茂村郡家に移す。三神竹三郎
、八頭高女校長事務取扱となる。

　４／１９ 旧八頭郡会議事堂を仮校舎として開校す。是日第一回入学式挙行、八頭高女の
開校記念日とする。旧税務所を寄宿舎にあてる。

　４／２０ 教員五名、書記一名をもって授業を開始する。是月、校友会を設立する。

　５／１５ 三神竹三郎、八頭高女初代校長に着任。

　６／２７ 本校舎の地鎮祭挙行－於久能寺「御建山」御蔵屋敷－。是日、「鳥取新報』女師・

高女の校風形成につき論説する。

P：六一三 （八頭高等学校５０年史ページ）

昭和　２年 　３／１７ 東校舎本館・雨天体育場落成、仮校舎より移転する。

（１９２７年）

　３／２２ 校舎竣工式。・

　１１／３０ 西校舎落成。

 是　年 入試、筆記試験行われる。

昭和　３年　　７／２１ 二年生、大山登山を初めて行う、大山口より歩く。

（１９２８年）

　１０／　８ 御真影を奉戴。

　１０／１６ 秋季運動会。

　１２／２６ 三神校長転任し、山松鶴吉、女師校長兼、八頭高女校長事務取扱となる。

　　是　春 学校に吉野桜五〇本を植える。

　　是　年 若桜線の工事始まり、校門前の陸橋出来る。

昭和　４年 　　４　月 校友会会則出来る。

（１９２９年）

　　４／１９ 最初の修学旅行に出発、27日に帰鳥。

　　５／　１ 音楽練習室・家事室等竣工。、



　　７／１５ 是日より一一日間、八東川にて水泳訓練実施。

　　７／２１ 浦富に臨海学校、二五日迄。

　　７／２４ 大山登山。

　　是　年 遠足を四回行う(長谷寺。霊石山・高農・岡益石堂)。

昭和　５年　　２／　６ 第一回八頭高女父兄母姉会を開催、同教育後援会設立。

（１９３０年）

P：六三二

昭和　５年　　３／１５ 校歌制定。

（１９３０年）

　　３／１８ 『校友会誌』 第一号発行。

　　３／２２ 八頭高女第一回卒業式、卒業アルバム刊行。吉野桜一〇〇本植樹。

　　４　月 同窓会経営による補習科創設。

　　４／　９ 女師三年関西に修学旅行、八頭高女は不参加、一六日帰鳥。

　１０／３０ 女師四・五年、高女四年関東に修学旅行、一一月七日帰鳥。

　１２／　１ 若桜線郡家－若桜間開通。

昭和　６年　　３／１０ 『校友会誌』 第二号発行。

（１９３１年）

　　３／１７ 卒業生送別園遊会行う。

　　３／２３ 第二回卒業式。

　　４／１９ 創立五周年記念式挙行。

　　９／１８ 満州事変起る。

　　９／２１ 大山登山。

　１１／３０ 山松校長辞任、川上喜市女師校長に着任,

　１２／２６ 川上喜市、八頭高女第三代校長に着任。

　　是　年 桃・梅等数百本を植える。

　　是　年 八頭高女生、千人針をぬう。



昭和　７年　　１／２８ 上海事変。

（１９３２年）

Ｐ：六三三

昭和　７年　　２／１９ 「高等女学校令施行規則」、「高等女学校及実科高等女学校教授要目」を改正、

（１９３２年） 公民科を加える。

　　３／１８ 『校友会誌』第三号発行。　是月、校友会の組織を自治制に改める。

　　３／２３ 校旗制定式。

　　３／２４ 第三回卒業式。

　　５／１５ 『月報』 発刊。　五・一五事件。

　　５／２８ 植村輝子独唱会 （於付小－育英－）

　１０／２３ 校地内の古墳発掘。 (古墳時代後期)

　１０／３０ 奉安殿地鎮際。

　　１１月 郷土室落成。

　　２／１４ 女子師範と八頭高女の教育後援会。

昭和　８年　　３／１８ 『校友会誌』 を改め 『緑丘』 とする、四号発行。第四回卒業式。

（１９３３年）

　　４／　７ 国際連盟脱退に関する詔書奉読式。

　　６／　３ 奉安殿用小石拾いの奉仕。

　　６／１３ 奉安殿落成式挙行。

　　７／２０ 大山登山。浦富臨海訓練。

　　８／２２ 図書館竣工.

　　９／１８ 海州事変二周年記念訓話。

　　９／２２ 川上校長満州へ出張。

Ｐ：六三四

昭和　８年　１０／１９ 学校長、朝鮮・満州視察談講演。



（１９３３年）

　１０／２０ 終日大雨、通学生の一部を寄宿舎に収容。

　１０／２２ 四年生、京阪・東京・北陸方面へ修学旅行、三一日帰鳥。

　１０／３０ 御真影奉安殿奉還式。

　１１／１０ 国民精神作興二関スル詔書奉読。

　１１／１３ 国民精神に関する講演会。

昭和　９年　　１／２３ 大雪、君桜線は五日間不通。

（１９３４年）

　　３／１８ 第五回卒業式。

　　３／２０ 『緑丘』 第五号発行。

　　４　月 昭和九年度より制服改定される。

　　７／１４ 氷ノ山登山。

　　７／２１ 大山登山。　臨海訓練。

　　８／１８ 講堂地鎮際。

　　９／１８ 満州事変第三週年記念、上田少佐講演。　21・風水害。

　１０／２５ 修学旅行出発、関西・関東方面、二月一日帰鳥。

　１０／３１ 全校那岐山登山。

　１１／２０ 講堂落成式挙行。

　１１／２７ 農産物品評会。

　　是　年 制服を改定。　夏服より実施する。

Ｐ：六三五

昭和１０年　　３／１８ 第六回卒業式。

（１９３５年）

　　３／２０ 『緑丘』 第六号発行。

　　４／１０ 「建国ノ大義二基キ日本精神作興等二関シ教育関与者ノ任務達成方」を訓令。



　　４／１５ 学校放送全国向開始。

　１０／３０ 創立十周年記念 『学校一覧』 発行。

　１０／３１ 創立十周年記念式典・行事挙行、十一月二日迄三日間。

　　１１月 是月修学旅行、東京迄。

　１２／　５ 『月報緑丘教育』 創立十周年記念号発行、通算四〇号。

　　是　年 国体明徴声明。　天皇機関説問題化。八頭高女生の中退増加十三名。

昭和１１年　　２／　４ 数十年来の大吹雪、八頭高女生八八名寄宿舎に宿泊。

（１９３６年）

　　２／１３ 弓道・薙刀の武道部を新設。

　　２／２６ 二・二六事件。

　　３／１８ 第七回卒業式。

　　５／１６ 弓道場落成、道場開き。

　　９／１２ 県学務部の松久大佐の防空講演を聞く。

　１０／１６ 秋季運動会。

　１０／２３ 高女補習科の教育内容を県の統制下におく。

昭和１２年　　１／２５ 三一日迄武道部の第一回寒稽古。

（１９３７年）

Ｐ：六三六

昭和１２年　　３／　７ 『創立十周念記念誌』 発行一二〇〇部。

（１９３７年）

　　３／１８ 第八回卒業式。

　　３／３１ 川上校長転任。

　　４／　１ 大山正・第四代校長となる。　四月一二日着任。

　　４／　５ 保健所法・防空法公布。

　　５／　１ 学級別遠足 (船岡・砂丘・霊石山)。

　　５／２４ 同窓会十周年記念　「准戦体制と国家総動員の本質」　の講演。



　　６／　１ 修学旅行団出発、近畿・関東方面、一一日帰鳥。

　　６／　５ 霊石山へ還足。

　　７／　７ 日華事変起る。

　　７／２０ 師二・女三、大山登山、二一日帰校。

　　７／２９ 北支出征軍入の武運長久祈願祭を賀茂神社に開催。

　　７／３０ 千人針。　慰問袋・国防献金を送る。

　　８／２４ 「国民精神総動員実施要綱」を閣議決定。

　　９／２４ 在職・在校中死亡の教員・生徒の慰霊祭。

　１０／１１ 校友会臨時総会、事変部の新設。

　１０／２６ 非常時生徒訓練、鍛錬行軍を行う。

Ｐ：六三七

昭和１３年　　２／１１ 第二回国民精神総動員強調週間行事、紀元節建国体操・一日一善・.神社参拝・

（１９３８年） .時局講演・銃後美談・雪合戦・「堅忍持久」の清書会・強調週間を通じ

朝札時「愛国行進歌」「海ゆかば」の合唱。

　　３　月 愛国子女団結成。

　　３／１８ 第九回卒業式。

　　４／　１ 国家総動員法公布。

　　６／　２ 修学旅行団出発、近畿・関東・日光、十一日帰鳥。

　　７／２１ 全校集団勤労奉仕五日間。

　　７／２５ 『月報緑丘教育』　第六一号発行、本号より紙質低下。

　　是　夏 集団勤労奉仕作業の絵葉書二枚発行－事変部－。

　１０／２８ 衛生室落成式。　弓道場移転。

　１０／２１ 広東攻略。



　１１／１１ 十九日迄訓育週間、西晋一郎博士講演。

　１２／２３ 『時報緑丘教育』 六三号発行、本号より『月報』を『時報」と改める。

　　是　年 学校物資節約運動。入試は筆記テスト実施。

昭和１４年　　２／　６ 女学生の制服を統制する研究　(絹サージにジャンパー型が望ましい)。

（１９３９年）

　　３／１８ 第一〇回卒業式。

　　５／２２ 青少年学徒に勅語を賜る。学徒の集団勤労を組織的に実施と県の大綱決る。

　　６／　４ 関東へ修学旅行六三名。

　　６／　５ 出雲大社二七名参拝。

　　７　月 是月特別鍛錬。

　　７　月 26～8/4・陸軍病院看護婦見学実習。

　　７　月 大山登山。浦富臨海訓練。

Ｐ：六三八

　　７　月 21～25・夏季集団勤労作業 (屋内・外、砂利拾い)。

　　８／　４ 大山校長辞任。 ｢諸子の奮起を望む｣ と訓辞。

　１１／１５ 三日間八頭郡農会主催農産物品評会。

　１２／１０ 大山校長辞任。

　１０／１１ 岡野徳右衛門、第五代校長に着任　(静岡県田方郡対島字八幡野)

昭和１５年　　１／２５ 全校霊石山雪中登山、スキー練習。

（１９４０年）

　　３／１５ 第十一回卒業式。

　　４／　８ 昭和十九・三・十八日卒業組入学式。

　　５／２２ ｢青少年二賜リタル勅語」下賜一周年記念日、奉読式、勤労奉仕。

　　５／２２ 23・高女、三・四年、津ノ井村へ勤労奉仕。

　　５／３１ 修学旅行隊出発、関東・関西方面、六月一〇日帰鳥。一隊、出雲方面。



　　６／　１ 夏服着用、制服感謝。

　　６／１４ 教員住宅鎮際挙行。

　　６／１８ 節米講習会(専攻科・補習科受講)。

　　６／２２ 自粛日。午後校内美化作業。

　　６／２９ 全校近村(国中・賀茂・船岡、計四〇〇名)田植奉仕。

　　７／　１ 興亜奉公日。定期考査開始、五日まで。

　　７／　４ 職員・生徒弁当調査。

Ｐ：六三九

　　７／　６ 支那事変三周年記念日、校長訓話。校内大掃除。

　　７／２２ 橋田邦彦、文部大臣に就任。

　　８　月 新体制運動始まる。

　　９／　２ 始業式。

　　９／３０ 三国同盟二関スル詔書奉読式。

　１０／　３ 防空大演習、見学者校外より多数集合。

　１０／　９ 銃後奉公強化運動に関する講話、一連の時局講演行われる－10日・高農配属将校、

村上大佐、24日松江海軍人事部長東郷大佐、26日・米原章三貴族院議員。

　１０／１２ 大政翼賛会結成。

　１０／１３ 二六〇〇年記念運動会開催。

　１０／１９ 映画　「民族ノ際典」見学－全校－。

　１０／２４ 結核予防薬　「AO」　の注射、第一回。

昭和１６年　　３／１５ 第十二回卒業式。

（１９４１年）

　　３　月 入試全廃－学科－、内申・面接。身体検査による。

　　４　月 国民学校制度始まる－義務教育八年－。



　　５／　７ 時局講演二時間　「戦線と銃後を貫く力」　大阪朝日新聞社・山北清次、その趣旨

「やがて安楽の日が来ると思うな」「白米を食べた事は昔語りと思え」「涙の中に

笑を見出すのだ」。

　　５／　８ 八頭高女報国団結成－名和神社に団旗を受けとる。

Ｐ：六四〇

　　５／１８ 『時報緑丘教育』 第七三号発行、以後発行されず。

　　６　月 関西に修学旅行－関東方面は中止－。

　１０／１８ 東条内閣成立。

　　是　年 三年・.四年高女生の束髪を指示、二年は髪をわける、一年おカッパ。

　１２／　８ 太平洋戦争始まる－宣戦布告－。

昭和１７年 　　１　月 文部省、学級増加・学校増設を強く要望。

（１９４２年）

　　３／１６ 第十三回卒業式。

　　３／１６ 大阪放送女性合唱団来演。

　　４　月 一学級増設。

　　４／　７ 入学式　(21年 3・22日第十七回卒業組)。

　　６／　４ 橋田文相来校。於鳥取師範学校、大東亜戦争完遂祈誓鳥取県教育者大会。

　　８／　１ 霊石山道場開き－堂庭－。

　　９／２９ 船上山道場出来る。

　　１０　月 修学旅行関東へ、三泊四日。大山登山は中止。修学旅行はこれが最後となる。

　　是　年 今年より同窓会名簿は発刊中止。

昭和１８年　　１／１２ 師範学校の専門学校への昇格。校舎・敷地　(併設の高女は従前通り)は

（１９４３年） 国有財産となることを通知、四月一日より実施。

　　３／１３ 第一四回卒業式。

Ｐ：六四一



　　４／　７ 第一八回入学式。

　　６／１１ 修学旅行日程について山陰道一日行程にかぎるの通達。是月、モンペ着用指令、

自治会強化、列車通学生は記章をつけるを決定。

　　６／２５ 「学徒戦時動員体制確立要綱」 閣議決定。

　　７　月 大山登山再開。

　　９／１０ 鳥取大地震。

　１２／２１ 「疎開二伴ウ生徒児童ノ取扱二関スル件」通達。

昭和１９年　　２／１０ 「決職非常措置要綱」。女学生の戦時救急看護訓練を強化。

（１９４４年）

　　３／１８ 第一五回卒業式。

　　３／３１ 専攻科設置。

　　３　月 学区制－八頭郡は八頭高女へ。

　　３／３１ 岡野校長辞任。

　　４／　１ 第六代石橋忠次　(福岡県八女郡星野村光延)　校長に着任。

　　４／　８ 入学式。

　　４／２５ 専攻科第一回入学式。

　　６／１０ バラック一棟・六教室－建築落成。

　　７／１８ 東条内閣総辞職・サイパンの日本軍全滅。

　　８　月 八頭高女三・四年第一回動員－若桜・下門尾へ－。

Ｐ：六四二

　　９　月 八頭高女三・四年動員－日産工場・千代河製作所・鳥取電機－。学校は陸軍管轄

被服製造工場となる、一・二年生の従事。

昭和２０年　　２／１６ 米軍機の日本本土空襲本格化。

（１９４５年）

　　３／２５ 第一六回卒業式 (16・4・8日入学組)－是年卒業は三期にわけて行われる。

　　３／２７ 専攻科第一回終了式。



　　４／　１ 専攻科第二回入学式 (21・3・23日終了組)。

　　４／　７ 入学式 (併中第一回　23・3・18日卒業組)。

　　５／２２ 「戦時教育令」 の公布、この頃、八頭高女に七九名の疎開生在校。

　　６／２５ 沖縄全滅。

　　８／１５ 終戦。　16日・動員解除ノ通牒、17日・解散。

　　９／１５ 「新日本の教育方針」 売表。

　　９／２６ 学校報国団解散。

　１０／　５ 「戦時教育令」 廃止。

　１２／　１ 「修身・日本史・地理」 の授業を停止。奉安殿撤去問題起る。

昭和２１年　　３／　９ 第一次米国教育使節団来日。

（１９４６年）

　　３／２２ 第一七回卒業式。専攻科第二回終了式－十六名－。

　　４　月 八頭高女、はじめて一年三学級定員一五〇名を募集。

　　４／１９ 二一年度入学式－一六四名－挙行。

Ｐ：六四三

　　７／１８ 中国女学校長会で女学校六年制を提案。

　　７／２１ 三年七〇名、東浜に臨海訓練。

　　７／２５ 三・四年六〇名、大山登山。

　　８　月 奉安殿撒去の指令。

　１０／１１ 文部省、男女共学実.施を指示。

　１１／　１ 八頭高女、創立二十周年記念式。

　１１／　３ 日本国憲法公布。

　１２／　６ 石橋忠次校長辞任。　7日・大塚照三校長着任。



　１２／２７ 六.三・三・四の新学制決定。

昭和２２年　　３／１８ 八頭高女第一八回卒業式。　31・教育基本法制定。

（１９４７年）

　　４／　１ 六・三制発足。旧制中等学校に併設－新制－中学校を没置、同時に募集停止。

八頭高女一年の募集停止。二・三年に新制中学の課程を実施。

　　５／　３ 日本国憲法施行。

　　９／　５ 戦後はじめて八頭高等女学校同窓会員名簿発行－昭和一七年以来－。

　１０／２５ 八頭郡町村協議会、八頭高女と智頭農林校との新制高校昇格を決議、27日県

教学課に要望。

　１１／　１ 新制高等学校設置準備委員会設置。

昭和２３年　　２／　３ 八頭郡新制高等学校設置期成同盟第一回総会を開催。

（１９４８年）

　　３／　５ 文部省 「父母と先生の会」のパンフレット配布。

Ｐ：六四四

　　３／１８ 併設中学第一回卒業式 (二〇年四月七日入学組)。

八頭高女第一九回卒業式－旧制高女最後の卒業式－。専攻科第四回終了式。

　　４／　１ 『緑丘新聞』 第四号発行。新制高校発足 (県立二八・市立二・私立二）。

10・定時制男女若干名募集、是日出願受付。

　　４／　６ 開校式。　30・高校長会、高校二学期制を決定。

　　５／　１ 定時制入学式。　14・八頭高PTA発足。

　　６／　５ 八頭高校開校記念式。　25・「教育勅語」 など排除の次官通達。

　１０／　６ 運動会。　18・霊石山道場を国英村に売却。是月、学校五日制の来年度実施を発表。

　１１／　１ 教育委員会制度発足。　20・文化祭。

　　是年度　　 全日制生徒一年一五〇名、二年三五名、定時制一年六六名。

昭和２４年 　　１　月 是春、六代都市転入解除。　12・教職員、地方公務員となる。

（１９４９年）

　　２／　５ 二四年度の八頭高校施設について県当局に請願する。

　　２／１９ 高校十一校案決定。



　　３／１９ 旧制八頭高女専攻科第四回終了式。　18・国立鳥取大学設置認可。併中第二回

卒業式。　『緑丘新聞』　第一〇号発行。

　　４／　１ 高校三原則－総合制・学区制・男女共学－による統合高校一六校－県立一四・

私立二－発足。

八頭高校普通課程－郡家－・智頭農林高校－農林課程－統合八頭高等学校

となる。定時制課程－郡家・八上・若桜・用瀬校舎－を併設。　6・入学式。

Ｐ：六四五

　　５　月 統合八頭高校PTA発足。

　　６　月 『八頭高新聞』　創刊。

　　９　月 文芸部誌 『虹』 創刊。

　１０／　２ 八頭高普通部第一回運動祭。

　　是　秋 現行の校章 (菊) を制定.教育方針の制定。

　　是　秋 城崎・香住に遠足。

　１１／　４ 県指定研究 「特別教育課程」 発表、『特別教育課程研究』 刊行。

　　是年度 全日制普通部四二〇名　(男一九〇、女二三〇)、農林部－農林。

農村家庭課程－二八四　(男二六七女一七)、

定時制普通課程八上三〇　(男二三、女七)、同用瀬一九　(男一二、女七)、

同若桜二五　(男二五)合計七七八。

定時制課程－国中・智頭・八上・用瀬・若桜各教場。

別科－畜産別科　(智頭)、家庭別科　(智頭・八上)

昭和２5年　　３／　３ 新制八頭高等学校第一回卒業式－二〇名－。

（１９５0年）

　　４／　１ 智頭校舎・農村家庭課程廃止。　5・第二回入学式　(新入生、普・農計四一七)

　　４／２１ 京阪方面へ見学旅行。

　　５　月 生徒会設立に伴い校友会組織を編入する。　12・校内陸上競技大会

　　６／　２ 八頭高充実期成同盟会発足。　12・普通部の農繁休業を廃止。是月、朝鮮戦争始まる

　　７／１１ 生徒心得作成委員会成立。是月第二次農地改革終る。

　　８／１５ 八頭高当局、智頭校舎との完全統合を陳情。



Ｐ：六四六

　　９／　１ 鳥大学芸学部第一分室 (女子部)　移転。

　　９／　３ 農林部PTA、智頭校舎の独立を決議－智頭農林部独立期成同盟会の発足。

　　９／　５ 定時制用瀬校舎の男子生徒を郡家校舎に転校させる。

　１０／　７ 第二回合同運動会 (於、智頭校舎グランド)。

　１１／１７ 是日より 19日まで学校祭。

　　是年度 五日制実施 (来年度より中止)。一.年生に修学旅行用貯金を実施。

設置課程　○普通課程(郡家校舎)、農業課程(智頭校舎)－農業課程・林業課程。

○定時制課程－国中・智頭・八上・用瀬・若桜各教場。　○別科－畜産別科－(智頭)、

家庭別科　(智頭・八上)。郡家校舎のクラブ数三.○　(文化系一八・休育系一二)。

昭和２6年　　３／１０ 第二回卒業式。　31・用瀬校舎閉鎖、女子生徒郡家校舎へ転入。

（１９５１年）

　　４／　５ 五日制を廃止、六日制を実施。

　　４／１２ 二年制の家庭別科を新設。　30・郡家校舎の旧寄宿舎二棟を普通教室に改造する。

　　６／　７ 鳥取大学の事務官移転。

　　９／　８ サンフランシスコ平和条約調印。　(一九五二・四・二八発効)、日米安全保障条約調印

　１０／　５ 是日より三日間学校祭。　21・講堂の屋根をスレート葺替。

　１０／　３ 校歌制定。

　　是年度 本校にはじめて養護教諭を設置する。定時制を農業科とする。

Ｐ：六四七

区分 科 校舎

普通 郡家

家庭別 郡家

郡家

智頭

八上

智頭

農業・農村家庭定時制 農業

全日制 農業

課程

普通

農業・林業

農村家庭



若桜

昭和２７年　　２／２６ 「学校図書館の経営」 県指定研究発表会。

（１９５２年）

　　３／１０ 第三回卒業式。

　　４／２８ 日本主権回復。　17・鳥取大火

　　５／　１ 外務省欧米局外務事務官・柘植格氏の講演「世界情勢下における日本の立場と青年

　　５／２５ 校外指導－一年・津山、二年・三徳山、三年・玄武洞－。

　　７／２３ 25日まで東浜にて臨海学校。

　　９／２８ 30日まで三日間学校祭。是年より学校祭を三年に一度の開催とする。

Ｐ：六四八

####### 第三回鳥取県学校新聞コンクールに 『八頭高新聞』 一四号、第一位。

11月9日 校外指導－一年・摩尼寺、二.年・稲葉山、三年・三徳山－地方教育委員会発足。

是年度 全日制普通科定員二八○名・六学級編成、コース別編成を行い家庭.コースを新設。

はじめて 『学校.要覧』 発行。　11月全国高校PTA協議会発足。

是年度 八頭高等学校充実期成同盟会援助今年度総額五〇万円

(郡家校舎一九万二〇〇〇円)

郡家校舎在籍生徒数

年 1 2 3 4 計

性別 男 女 男 女 男 女 男

普 150 133 124 141 123 128 － 799

別 － 49 － 26 － － － 75

定 17 1 18 6 15 3 12 72

昭和２８年　　３／１０ 第四回卒業式。　24・標準服制定、二八年度新入生より実施。

（１９５３年）

　　４／　１ 鳥取県立高等学校再編成により、智頭校舎と分離、郡家校舎は鳥取県立八頭高等

学校となる。全目制家庭科　(定員五〇名)を新設。家庭別科一年生徒募集停止。

　　４／２６ 校外教授として春季遠足、三年城崎日和山海岸。

Ｐ：六四九

　　６／　４ グランド拡張のため、校庭北側バラック一棟六教室を取除く。　11・来年度より高校

入試に英語を加えるを発表。



　　６／１５ バレーコート完成。

　　７／　１ 東部地区高校長会、生徒の制服採用を決定。クラブ活動として剣道復活。

　　７／２５ 大山登山、臨海学校　(三日間)。

　　８／１８ 校内給水設備完了。

　　９／　９ 東部地区高校指導連盟結成。

昭和２９年　　２／　２ 県指定校として「地域社会の実態に即した家庭課程家庭科の教育過程」の研究発表。

（１９５４年）

　　３／２９ 修学旅行復活 (東京・日光方面)

本校　(郡家校舎)二.八年度、全日制普通科定員二五〇、定時制農業課程定員五〇、

全日制家庭科五〇名、家庭別科五〇名、在籍生徒数一〇四七名。

　　４／　５ 家庭科被服教室(二)、研究室(三)を新築竣工。二九年度より鳥取・岩美.・気高は

自由学区となる－中学区制実施－

　　４／２５ 校外教授　(一年津山、二年宇倍野山、三年城崎日和山)。

　　５／１３ 元の寄宿舎食堂を移転し、図書館六〇坪に改造増築。

　　６／１８ 家庭科校舎・図書館竣工式。

　　７／２４ グランド地鎮祭、ブルドーザー作業開始。是月　大山登山、臨海学校。

　　１１　月 校外教授　(若桜方面生徒－広富野、郡家方面生徒－霊石山、智頭方面生徒－

芦津・那岐山、鳥取方面生徒－砂丘)

Ｐ：六五〇

昭和３０年　　３／１０ 講堂三六坪増改築。

（１９５５年）

　　４／１９ 本校の運動場を基盤として、八頭郡公設グランド建設、六三二四坪第一期工事完了、

第四種陸上競技場として公認。

　　４／２７ 公設グランド第二期工事起工。

　　４／２９ 校外指導 (一年津山、二年三徳山、三年城崎日和山)。

　　５／３０ 調理室竣工。

　　６／　７ 学校記念日制定される。



　　　７　月 大山登山、臨海学校。

　１０／２７ 学校祭 (三日間)。

　１１／１６ 沢田元国連大使本校で講演。

　１２／１３ 『八頭高新聞』 第二四号、県一位および中国一位となる。

昭和３１年　　３／２７ 修学旅行出発 (東京・日光方面)。

（１９５６年）

　　４／　１ 初代校長小林俊治倉吉東高校へ転出し、第二代校長黒阪一郎鳥取東高校より着任。

定時制課程、郡家・八上校舎の生徒募集停止。八上校舎の全生徒を郡家校舎に編入

収容す。若桜校舎の課程を普通課程に変更す。

　　４／２２ 校外指導 (一年津山、二年三徳山、三年城崎日和山)。

　　７／２３ 大山登山。

Ｐ：六五一

　　４／２４ 臨海学校

　１０／２８ 校外指導 (一年那岐山、二年膏谷、三年稲葉山)。　1日・任命制教育委員会発足。

　１１／　７ 県指定校として、家庭科 「調理実習室に関する研究」 の研究発表。

　　是年度 学区制問題審議。

昭和３２年　　２／２６ バッジテスト優秀校として県教委より表彰。

（１９５７年）

　　　２　月 文部省産業教育研究指定報告書 『調理室の施設改修と学習指導法の研究』 刊行。

　　３／　８ 校旗、制定される。

　　３／２７ 修学旅行出発　(東京・日光)。

　　５／１９ 校外指導 (一年津山、二年育谷、三年城崎日和山)。

　　７／２５ 大山登山。　28・陥海学校。

　１０／２７ 校外指導 (一年那岐山、二年三徳山、三年稲葉山)。

　　是年度 鳥取県立学校管埋規則公布。勤評問題表面化す。



　　１／２０ 県研究指定校として、｢問題生徒の発見と指導｣ につき研究発表。

昭和３３年　　３／２６ 校舎の敷地　(国有財産分)　無償で県へ払下げとなる。

（１９５８年）

　　３／２８ 修学旅行 (東京・日光方面と九州方面の二班に分かれて) 出発。

　　４／２０ 校外指導 (一年多鯰池、二年三徳山、三年城崎日和山)。

　　５／　２ 県立学校職員に対して 「勤務成績の評定に関する規程」 公布。

　　　７　月 大山登山、臨海学校。

Ｐ：六五二

　　９／　１ 鉄筋校舎建築起工式、15・日教組・勤評反対統一行動。

　１０／　４ 十周年.記念体育際及び文化際 （三日間）

　１１／　７ 校外指導 (一年摩尼寺、二年戸倉峠、三年稲葉山）。

　　是年度 下駄履き禁止。

昭和３４年　　３／　１ 第三校舎 （元寄宿舎） を鉄筋校舎九教室に改築落成式および十周年記念式挙行。

（１９５９年） 十周年記念誌発行。

　　４／１９ 校外指導 (一年津山、二年高清水、三年城崎日和山）。

　　　７　月 大山登山。臨海学校。

　　７／２９ 鉄筋校舎増築工事着工。

　　８／　９ 鳥取県立八頭高等学校同窓会会則を改正。旧制八頭高女と合併する。

　１１／　８ 寄宿舎開寮される。

　１１／２４ 第５校舎移転作業。

　１１／２６ 寄宿舎移築起工式。 (旧校長校舎裏)

昭和３５年　　２／　６ 増築校舎竣工し、落成式。

（１９６０年）

　　２／２７ 寄宿舎竣工検査。

　　　３　月 是月、「八頭高女・八頭高校同窓会合併同窓会会員名簿」第一号刊行。



　　４／　７ 寄宿舎落成式。

　　４／２４ 校外指導　(一年砂丘、二年三徳山、三年城崎日和山)。

Ｐ：六五三

　　７／２１ 大山登山。臨海学校。

　１０／２０ 校外指導 (全学年船上山)。

昭和３６年　　３／２１ 修学旅行出発 (東京・日光方面と九州方面の二班に分かれて)。

（１９６１年）

　　４／　１ 三代西村実義校長着任。

　　４／１９ 校外指導 (一年砂丘、二年三徳山、三年城崎日和山)。

　　７／２１ 大山登山。臨海学校。

　　９／２９ 北体育館起工式。　26・高校学力テスト実施。

　１０／　２ 学校祭 (三日間)。

　１０／　６ 第四校舎取りこわし開始。

　１１／１０ 校外指導 (一年鉢伏山、二年稲葉山、三年浦富)。

昭和３７年　　３／２３ 修学旅行 (東京・日光方面と九州方面の二班に分かれて) 出発。

（１９６２年）

　　　３　月 昭和三六年度卒業生、はじめて卒業アルバムを刊行する。

　　　４　月 昭和三七年度より、従来のアルファベット順を止め、クラス名を数番に改める。

　　４／１６ 北体育館落成式行われる。

　　４／１９ 校外指導 (一年砂丘、二年三徳山、三年浦富)。

　　７／１７ 臨海学校。

　　７／２１ 大山登山。

　１０／２５ 校外指導 (一年長尾鼻、二年引原ダム、三年久松山)。

Ｐ：六五四

　　４／１６ 家庭科県研究校指定 「新教育課程おける家庭一般の取扱い方｣。



　　是年度 大学区制、高校再編、高校急増対策審議。

昭和３８年　　１／　５ 若桜地区　ＰＴＡ。

（１９６３年）

　　１／２５ 26日まで厳冬休暇。

　　２／１２ 予餞会

　　２／２６ 佐治地区　ＰＴＡ。

　　３／　８ 第十四回卒業式。

　　３／２４ 29日まで修学旅行。

　　４／　１ 若桜分校定時制課程の募集停止、全日制普通課程新設。

　　４／　５ 入学式。　昭和三八年度、全国にさきがけて専任カカウンセラー制度をとり.入れる。

　　２／２６ 校外教授 (一.年砂丘、二年三徳山、三年講堂でバレー)

　　３／２４ 25日まで二年、大山登山。

　　８／　５ 全国高校家庭クラブ研究発表会で本校優勝。

　　８／１１ 女子バレー部、全日本高校選手権で第三位。　21・出校日。

　１０／　３ 秋季運動会。　18～22・中間考査。

　１１／１２ 冊子 『学校カウンセリングの取り扱いについて』 を刊行。　16～17・能研テスト。

　１２／１０ クラブ部室改室。　11～14・期末テスト。

昭和３９年　　１／１４ 校碑、若人の像除幕式。

（１９６４年）

　　１／１８ 美容講習。　26・倉古西高来校視察。

Ｐ：六五五

　　２／１０ 家庭科染料洗濯室移築。

　　２／１０ クラブ部室改築 (木造平屋)。　07～12・三年、期末考査。

　　３／１０ 第一五回卒業式。



　　３／１３ 入学試験。

　　３／２５ 第四校舎 (現三年の教室)　新築。

　　４／　６ 入学式。　八頭高開校以来の入学数計七七三名。　三九年度女子制服改定－.

セーラー服を廃止する－。

　　４／２１ 校内マラソン。

　　５／　２ プール起工式。　7・校内陸上。　27・教育長来校。

　　６／１０ 女子バレー部、国体で準優勝。

　　６／１７ 校舎建築意見交換会。

　　６／２９ 文部省視学委員、松本文子氏来校。

　　７／２０ 沢田女史講演会。終業式。

　　７／２１ 23日まで大山登山。　27・緊急職員会議 (校長退職の件)。

　　８／　１ 西村校長病気のため田村教頭校長代理。

　　８／１６ 第四代山本嘉将校長、鳥取図書館より着任。

　　９／　１ 第四校舎、プール落成.式。　5・交通規制指導。

　　９／　９ 恩田春治氏講演、「南米事情について」。　18・建築委員会。

　　９／２３ 25日まで学校祭。　26～27・中国五県水上競技大会　(於本校)。

　１０／１０ 24日までオリンピック東京大会。

Ｐ：六五六

　１０／２６ .校外教授　(一年引原ダム、二年網代海岸、三年城崎日和山)。
28・福山芦陽高校来校。

　１１／１０ 音楽鑑賞会。生徒会選挙。

昭和４０年　　２／　４ 大雪のため臨時休業。
（１９６５年）

　　２／　８ 予餞会。

　　３／２２ 修学旅行第一隊出発。

　　３／２３ 修学旅行第二隊出発。

　　３／２４ 修学旅行第三隊出発。



　　４／　５ 入学式。　22・校内マラソン。　28・建築に関する各部打合せ会。

　　５／１０ 校外教授 (一年砂丘、二年三徳山、三年霊石山)。　21～25・中間考査。

　　６／１９ 就職に関する講演。

　　７／　６ 進学に関する講演。　10・就職模試。

　　７／１４ 校内水泳大会。　夏季休業。

　　７／２４ 26日まで二年大山登山。　30・関西模試 (一年)。

　　８／　８ 女子バレ－部、全日本高校選手権で準優勝。　21・出校日。　30・始業式。

　　９／２１ 進学に関する講演。

　　９／３０ 運動祭。

　１０／　１ 西村前校長告別式。

　１０／１３ 矢部貞治氏講演。　21～25・中閻考査。　30・県高校陸上 (於本校)。

　１１／　４ 校外教授 (一年芦津、二年浦富海岸、三年.長尾鼻青谷灯台)。　5・校内球技大会。

Ｐ：六五七

昭和４１年　　３／１０ 第一七回卒業式。
（１９６６年）

　　３／１５ 高校入試。

　　３／１５ 第二校舎　(教務室の棟)　新築。

　　３／２２ 修学旅行第一隊出発。

　　３／２３ 修学旅行第二隊出発。

　　４／　５ 入学式。　6・着任式。

　　４／１５ 第二校舎竣工式。

　　４／１８ 四一年度建築について、県当局と学校との打合せ会。

　　４／１９ PTA総会。

　　４下旬 文部省および県教委指定生徒指導研究推進校となる。

　　４／２２ 校内マラソン大会。

　　４／２６ 演劇鑑賞。

　　５／１０ 県教育委員、教育長視察。　20～24・中間考査。

　　７／１３ 校内水泳大会。　18～19・PTA。

　　７／２４ 25日まで二、三年希望者大山登山。

　　７／２６ 野球部、全国高校野球選手権県予選で米東を敗り、東中国大会出場決定。

　　８／１４ 同窓会総会。　20・出校日。　29・昭和四一年度建築起工式。



　　８／３０ 進学講演会(旺文社)。

Ｐ：六五八

　　９／２７ 運動際。

　１１／　２ 生徒会選挙。　18・遠足(一年・高清水高原、二年・蒜山、三年大山)。　20・能研テスト。

　１２／　９ 建国記念日を二月一一目とするを答申o

昭和４２年　　１／　６ 予餞会。
（１９６７年）

　　１／３０ 第三校舎 (図書館の棟) 改築。県外観察報告会。

　　　３　月 四二年度より高校入試五教科学力検査実施。

　　４／１０ 「同窓会会員名簿」 第二号刊行。

　　５／　４ 成績評価に１０点法採用。生徒指導研究について中間報告。

　　５／　９ 遠足 (一年三徳山、二年砂丘、三年大山）

　　６／１６ 石庭完成披露　（知事、町村長来訪）。

　　７／３０ 野球部、東中国大会で倉敷工に敗れる。

　　８／　１ 特別交通教室設置。

　　９／２２ 24日まで学校際。

　１１／　１ 遠足 (一、二年霊石山、三年稲常河原)。

昭和４３年　　１／３１ 予餞会。
（１９６８年）

　　２／１５ 第一校舎 （校長室、事務室の棟）。

　　３／　９ 第一九回卒業式。

　　３／１４ 高校入試。終業式。

Ｐ：六五九

　　３／２５ 南体育館新築。　PTA評議員会。

　　４／　９ 視聴覚部を新設。　27・第二校舎・南体育館竣工式。

　　５／３０ 冊子 『健全なる自主性の開発』 刊行。

　１０／２３ 明治百年記念式。

　１１／１６ 土曜午後、能研テスト (二、三年希望者)。

　１２／　６ 11日まで期末考査。　24・終業式。

昭和４４年　　１／３１ 予餞会。
（１９６９年）

　　３／１０ 第二〇回卒業式。　14・高校入試。　24・終業式。

　　４／　１ 第五代前田忠雄学校長着任。



　　４／　５ 入学式。

　　４／１６ 遠足。

　　７／２８ 30日まで、二年蒜山キャンプ。

　１０／１３ 遠足 (一年高清水、二年砂丘、三年三朝高原)。

　１２／　１ 冬時間実施。　3～4・PTA。

　１２／２５ 第二・第六校舎間の渡廊下竣工。

昭和４５年　　３／１０ 第二一回卒業式。　14・入試。　24・終業式。
（１９７０年）

　　３／２５ 自転車置場新設。

　　４／　１ 今年度から小学区制撤廃。　6・始業式、入学式。

Ｐ：六六〇

　　４／１５ 春季遠足 (一年霊石山、二年稲常河原、三年鳥取砂丘)。

　　４／２５ 校内マラソン大会。

　　５／　４ 校内陸上競技大会－午後－。

　　５／　９ 家庭クラブ総会。　21・防火訓練。

　　５／２５ 是日より四日間、第一学期中間考査。

　　６／　７ 学校記念日。

　　６／１０ 一・二年実力テスト、三年進学・就職模試。　11・三年進学模試。　14、15・県高校総合
体育大会。

　　６／１９ 進学講演会－駿台予備校。岩田拓郎－。

　　７／　３ 是日より四日間期末考査。　7・二年球技大会。　8・一年球技大会。　9・三年球技大会
11・公務員模試。

　　７／１８ 二年蒜山キャンプ－二泊三日－。　20・同和教育講座。　21・一学期終業式。
22～26・全校補習。

　　８／１０ 全校登校日。

　　９／　１ 第二学期始業式。　2・一、二年実力テスト、三年進学模試。　3・一、二年実力テスト、
三年進学模試。

　　９／１１ 同窓会館起工式。　15・旺文社模試。

　　９／２５ 学校祭第一日発表会・展示会。　26・第二日発表・展示会。
27・第三日運動会・展示会。

　１０／２１ 是日より四日間中間考査。　26・二、三年秋季遠足－大山－。

　１１／　６ 一年浦富海岸へ遠足。　7・一年関西模試。　9・生徒会後期役員選挙。　
17・一、二年実カテスト、三年進学模試。

Ｐ：六六一



　１２／１０ 是日より四日間期末考査。　25・第二学期終業式。

昭和４６年　　１／１１ 第三学期始業式。　13、14・三年進学PTA。　26～30・三年期末考査。
（１９７１年） 30・於北体育館予餞会。

　　２／　５ 大雪のため臨時休校。　8・同窓会館竣工式。　26・講演会 「世界の生活と教育」。

　　３／　４ 是日より四日間期末考査。

　　３／１０ 第二二回卒業式。　15・高校入試。　17・入試合格者発表。　18新入生テスト。
24・昭和四五年度終業式。

　　４／　５ 昭和四六年度始業式、入学式、PTA総会。

　　４／１３ 春季遠足 (一年霊石山、二年.砂丘・多鯰池、三年砂丘・十六本松)。

　　４／２０ 三年進学・就職模試。

　　５／　１ 校内マラソン大会、　10・(観劇・於北休育館)－京都ドラマ劇場。
14・職員レントゲン撮影。　26～28・中間交差。

　　６／　６ 是日より二日間高校総合休育大会。　16～17・三年模試。　22・英語科L.・L教育
研究会。　24・校内討論会。

　　７／　３ 是日より四日間期末考査。　16・防火避難訓練。　18～20・二年蒜山高原教育。　
21・終業式。

　　８／１１ 全校登校日。　国家公務員模試験。

　　９／　１ 第二学期始業式。　2～3・普通科実力テスト。

　　９／２１ 運動祭。

Ｐ：六六二

　１０／　１ 文化クラブ発表会。　19～21・中間考査。

　１０／２２ 秋季遠足　(一年三朝高原、二年高清水高原、三年津山城跡)。

　１１／　４ ピッチングハウス・弓道場完成。

　１１／３０ ＬＬ研究発表会。

　１２／　６ 是の日より冬時間。　9～13・期末考査。　25・二学期始業式。　
是冬より全校石油ストーブに切換。

昭和４７年　　１／１１ 三学期始業式。　26～29・三年期末考査。
（１９７２年）

　　１／３１ 予餞会。

　　３／　４ 8日迄　。一・二年期末考査。　10・第二三回卒業式。　14・高校入試。
18・入試合格発表。　19・（合格者テスト　(国・数・英)。

　　３／２４ 終業式。

　　４／　１ 第六代国田隆広校長着任。

　　４／　５ 昭和四七年度始業式・入学式。　13・春季遠足　(一年霊石山、二・三年鳥取砂丘)。
25・於本校高校バレー大会。



　　５／１１ 校内陸上競技会。

　　９／　６ 防火避難訓練、　15～21日まで赤痢予防につき臨時休校。　26・運動祭。

　１０／　２ 二年高原教育　(於蒜山、一泊二日)。

　１０／２０ 秋季遠足　(一年三朝高原、二年大山・蒜山、三年津山城跡)。
21・第ニグランド竣工式。

　１１／１４ 女子のハイソックス禁止を指示。

Ｐ：六六三

　１２／２５ 講演－石破鳥取県知事－第ニグランド完工記念。

昭和４８年　　３／１０ 第二四回卒業式。　24・終業式。
（１９７３年）

　　３／３１ 第ニグランド付属施設完成。

　　４／　５ 昭和四八年度始業式・入学式。　13・春季遠足。　20・玉つげ五〇本植樹。

　　５／１２ 校内マラソン。

　　６／１４ 是日より　26日まで、一年各クラス単位で青年の家に研修。

　　７／１７ 二年高原教育一泊二日。　是夏、男子夏服にマ－ク着用。

　　９／２１ 23日まで学校祭。

　１０／２６ 秋季遠足　(一年那岐山、二年山陰海岸、三年津山城跡)。

　１２／　３ 冬時間の実施、是年度制帽自由化。

昭和４９年　　１／３１ 予餞会。
（１９７４年）

　　３／　９ 四八年度第二五回卒業式。　この年度新クラブハウス完成。　
23・終業式。　四九年度より同和教育部設置。

　　４／　１ 第七代河本晴正校長着任。5・昭和四九年度始業式。　入学式。　
18・春李遠足　(一年鳥取砂丘、二年霊石山、三年鳥取砂丘)。　
26・昭和四九年度箪.回創立五十周年記念誌編集委員会。

　　５／　９ 観劇(於北体育館)-京都ドラマ劇場公演。

　　７／　３ 八頭高同窓会名簿の作成はじまる。 29・二年高原教育 (二泊三日・於鏡ケ成)。

　　９／１２ 運動察。

Ｐ：六六四

　１０／　３ 校内マラソン大会 (是年より秋に実施)。　17・.第五回記念誌編集委員会。　
22・秋季遠足 (一年三徳山、二年姫路－新日鉄広畑工場、三年津山城跡）。　
26・第一回リーダー講習会・於氷ノ山ユースホステル。

　１０／３１ 第一回学校史編集委員会。

　１２／　６ 中田寿徳教頭入院。

昭和５０年　　１／１３ 大雪につき臨時休校。　22・大雪のため午後放課。



（１９７５年）
　　２／１７ 大雪につき六限後放課。

　　３／１０ 第二六回卒業式。　24・終業式。　30・中川寿徳教頭没。

　　４／　５ 昭和五〇年度始業式・入学式。　五十年史編集委員会新発足。　15・春季遠足。　
26・第二回リーダー講習会 (於氷ノ山)。

　　７／１６ 二年高原教育 (於鏡ケ成、二泊三日)。　19・五十周年記念の一事業として灯籠寄付
と中庭－石庭－の改修完了を是日報告。

　　９／１４ 音楽部、昭和五〇年度NHK全国学校音楽コンクール鳥取県大会において最優秀校
となる。

　　９／１９ 21日まで創立五十周年記念学校祭。

　１０／　８ 校内マラソン大会。　9・避難訓練実施。

　１１／　１ 八頭高等学校創立五十周年記念式典 『八頭高等学校五十年史』 刊行。

P：六六四 （八頭高等学校５０年史ページ）
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県高校総合

三年球技大会。
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