
 

小諸商業高等学校定時制 

学 校 案 内 

長野県小諸商業高等学校定時制課程 
〒384-0028 長野県小諸市田町 3-1-1 
☎ 0267-22-0103(代表) 0267-22-0734(定時制直通) 
E-mail kosho-hs@nagano-c.ed.jp 
https://www.nagano-c.ed.jp/kosho/teijihp/ 

きみたちは未来からの留学生だ！大人たちができなかった夢を実現しよう！ 
学校長 岩本秀幸 

本校定時制課程は県内唯一の商業科で、商業教育を通じて実社会に通用する知識・技術を身につけ、「働くこと」の意義
を理解し、自己理解を深め、将来の自己の在り方を考え、社会的に自立していくことを目指しています。 
日々の授業で、「商業」の専門的な学習をしていくことはもちろんですが、夜間定時制ということで、昼間、仕事に就く

など社会経験を積むことも可能です。 
「人間」とは人と人との間で生きていく存在ですが、商業はその間をより円滑にする術でもあります。そうした様々な術

を学んでほしいと思います。 
あらためて、「相手を思いやる心」 「人としての正しい心」 「勉強する心」を育みながら自分の未来を切り拓いていき

ましょう。 
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定時制商業科という選択 



登下校の様子  

クラスマッチの様子 

  

４年間の学習計画 

 

 

日 課 表              校舎正面 
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5:30 ～ 6:15 第Ⅰ時限 

6:20 ～ 7:05 第Ⅱ時限 

7:10 ～ 7:55 第Ⅲ時限 

8:00 ～ 8:45 第Ⅳ時限 

8:45 ～ 9:15 クラブ（火木金） 

商業科目について 

簿記  

「お店や会社など企業の活動」の記録を、決められたル

ールに基づいて「帳簿」に効率よく記入し、企業の成績表

ともいえる「決算書」にまとめる技術や方法を学びます。 

 

情報処理 

コンピュータが、仕事や家庭でどのように活用されて

いるのかを知ったうえで、Word や Excel などのソフトウ

ェアを用いて文書、表やグラフなどの作成方法を学びま

す。 

 

ビジネス基礎 

 経済のしくみの中におけるビジネスに関する基礎的な

知識を深め、実際に電卓の機能を使い、売買や金融などに

関するビジネス計算について学びます。 

 



取得をめざす資格 

○ 全国商業高等学校協会主催 
  簿記実務検定，情報処理検定，珠算電卓実務検定，

ビジネス文書実務検定，商業経済検定 

○ 全国経理教育協会主催 

簿記能力検定 
○ 日本商工会議所主催 

簿記検定 
○ 日本情報処理検定協会主催  

  情報処理技能検定，日本語ワープロ検定, 

 文書デザイン検定 

 

卒業生の主な進路先（過去５年間） 

＜進学先＞  

千葉商科大学 高崎商科大学 淑徳大学   

ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 など 

＜就職先＞  

浅間技研工業 デリシア ホクト 千曲バス 

上燃 (有)芳光 内堀製作所 大平ビルサービス 

社会福祉法人佐久平福祉会 ENEOSウィング など 

 

 

定時制卒業生より 

 

千葉商科大学 

商経学部商学科 

菊池 慶 

（平成 29 年 3月卒業） 

  

 

私は税理士になるために千葉商科大学に進学し、日々試験勉

強に励んでいます。 

 小諸商業高校では、商業系の専門科目である「簿記」や「情

報処理」等を学びました。この学習が基礎となり、大学ではさ

らに高度な資格試験に入学と同時にチャレンジし、大学 2年生

で日商簿記 1級と税理士試験科目「簿記論」に合格できました。 

 小諸商業高校定時制課程の強みは、「将来に役立つ資格を取

得できる」ことと、「先生との距離が近い」ということです。資

格は、将来の幅を広げるだけでなく自分自身の自信にもつなが

ります。その資格取得に向けて小諸商業高校の先生方は授業時

間外であっても親身になって対応してくれます。資格取得だけ

でなく、将来についての相談が出来る先生が身近にいることは

大きな強みです。その強みを生かしながら、自分らしく高校生

活を過ごすことができる場所が小諸商業高校定時制課程です。 

授業風景 

 

 

外部講師によるワークショップ 

 

１年間の行事 

４月 

入学式   ９月 ２学期中間考査 

対面式   

１０月 

クラスマッチ 

クラブ発足式   個人面談 

５月 

生徒総会   県生活体験発表会 

１学期中間考査   人権教育 

東信定通体育大会   薬物乱用防止講座 

６月 

個人面談     生徒会役員選挙 

県定通体育大会   １１月 ２学期期末考査 

クラスマッチ     卒業生と語る会 

１学期期末考査   
１２月 

生徒総会 

７月 

保健講話   保護者懇談会 

芸術鑑賞   １月 個人面談 

交通安全講話   

２月 

予餞会 

保護者懇談会   学年末考査 

９月 
校内生活体験発表会   SOSの出し方教育 

東信生活体験発表会   ３月 卒業式 

 



 定時制 Ｑ＆Ａ 

 

Q1.小諸商業高校定時制とはどういう学校ですか？ 
本校は県内唯一の商業科の定時制高校です。学年制をとっているので、卒業する

まで４年間を必要とします。少人数なので先生との距離が近く、自分のペースでゆ

っくり学習が進められます。商業科目は約１／３、普通科目は約２／３です。 

 

Q2.学校徴収金と夕食費はいくらかかりますか？（2021年度） 

徴収金年額 43,380 円 （全員） 

 入学時に 25,000円  

残りは月額 1,838円×10回 

  夕食費年額 30,810 円 （希望者のみ） 

   入学時に 10,000円  

残りは月額 2,081円×10回  

  

◆学校徴収金は、教材費、生徒会費、学年会費、PTA会費、クラブ振興会費な

どです。 

 
Q3.授業についていけるか心配ですが… 

授業ではプリントを作成したり、電子黒板を利用するなどわかりやすく丁寧に

行うよう心がけています。分からない点が出てきた場合には、授業前や放課後を利

用して個別に教えてもらうこともできます。 

 

Q4.バイク等での通学は可能ですか？ 
原付免許を取得して通学することが可能です。また、3年生以降は普通自動車免

許を取得し、自動車で通学することも可能となります。 

 

Q5.制服がありますか？ 
全日制のような制服はありませんので全員私服で通学しています。もちろん派

手な服装ではなく、高校生としてふさわしい服装です。 

 

Q6.どんなクラブがありますか？ 
 ◇バドミントン部（女子 2018年度 全国・北信越大会出場） 

 ◇卓球部（女子 2018,2019,2021年度 男子 2021年度 全国・北信越大会出場） 

 ◇芸術部 

 

Q7.夕食はどうしますか？ 

希望者は、始業前の４時 50分から給食室でお弁当を食べます。県からの補助で

低価格です。１食１５８円。 

 

Q8.アルバイトの状況はどうですか？ 

  約７割の生徒が、コンビニ、スーパー、ガソリンスタンド、飲食店などで働いて

います（2020年度末）。社会に直接関わるため定時制では就労を勧めています。 


