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諏訪実業高等学校

商業科・会計情報科

商業 っ て どん な 学 習をす る の ？
★中学校で習っている普通科目（国語や数学、英語など）とは違って、

はじめて勉強する「専門科目」
★実際の社会で行われていることを学び、

働くために必要な「実践的」な勉強

実習による
体験的な学び!!

ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎・・・経済を支える仕組みや商品の流れ、売買、関連機関、コミュニケーションを学びます。
簿
記・・・会社でのお金のやりとり（取引）を記録・計算する方法を学習します
情 報 処 理・・・パソコンの仕組みや、表計算やワープロの操作技術を学習します。
課 題 研 究・・・諏訪地域の企業を調べたり、諏実タウンの企画・運営について学びます。
校外に出て調査する等、机上だけでは学べないことを実習できます。
総 合 実 践・・・会社をつくり、実際の会社と同じような取引を行って、
さまざまな書類をつくったり、商品のやり取りの方法を学びます。
他にも ビジネス情報、マーケティング、ｅｔｃ

就職に有利
自分で会社を経営したり、会社で働く時には、
商業科目を学んで「良かった」と思うことがたくさんあります。
だから、商業を学んだ生徒が欲しいという企業は多く、就職内定率も高いです。

検定試験に合格することで「できる！」ことを、社会に証明できます。
難しい資格を取得した人＝しっかり勉強ができる人と評価され、
商業科目のような実践的な勉強をした生徒をさらに伸ばしたいと考える大学が多く、
推薦入学で四年制大学や短期大学へ進学する生徒も多いです。

進学に有利

たくさんの資格が取れる！！

進学

全国商業学校協会主催の簿記・ビジネス文書・電卓・珠算・情報処理・
英語などの検定や、日本商工会議所主催の簿記検定をはじめ、数多くの
資格が取得できるよう商業科・会計情報科ともカリキュラムを組んでい
ます。放課後の補習など、生徒が自らで進んで検定取得に向け、一生懸
命勉強しています。最近では高度資格（IT パスポート他）に挑戦する意
欲的な生徒も増えてきており、希望者には補習を行っています。
Ｈ３０卒業生は、全商検定６種目１級合格者が１名、５種目１名、４
種目２名、３種目７名という成績を残しました。他にも、国家資格であ
る情報セキュリティマネジメント試験に１名、IT パスポート試験に２名
合格（平成 23 年～毎年１名以上合格しています）しました。
また、パソコン部は全国大会の常連で、今年は個人で全国大会に出場
しました。

専修大・國學院大・愛知学院大・山梨学院大・諏
訪東京理科大・松本大 他
〔短大〕長野県短大・大月短大・松商短大・松本短
大・信州豊南短大・長野女子短大 他
〔専門学校〕松本看護・岡谷医師会附属準看護学院
・長野県福祉大学校・諏訪中央病院看護・ｴﾌﾟｿﾝ
情報科学・東京ＣＰＡ会計学院・東京ＩＴ会計・
松本医療福祉・松本理美容 ほか県内外多数

〔大学〕長野大・福知山公立大・日本大・駒澤大・

就職
長野銀行・諏訪市役所・諏訪広域消防・セイコー
エプソン・京セラ岡谷工場・日本郵便信越支社・
信州諏訪農業協同組合・野村ユニソン・長野オリ
ンパス・日本電産サンキョー・日東光学・キッツ
茅野工場・キッスメタルワークス・RAKO 華乃井ホ
テル・カゴメ富士見工場 など

夢が叶う！！
過去３年間の進路状況

学びの核(コア)をつくる

商 業 科

最初は幅広く、
その後は個性や進路や夢に合わせて
１年次には「知識の吸収・理解・確認」をしながら基礎学力定着をはかり、
商業に関する科目を幅広く学習します。
２年・３年次には会計・情報・マーケティングの３コースに分かれ、学ぶ
核(コア)を決めて資格取得や進路実現を目指します。将来のビジネスの場
で活躍できるように実践力を身につけます。
３年
１年

２年
原価計算

ビジネス基礎 簿記
情報処理

コース選択（財

総合実践

課題研究

経済活動と

務会計Ⅰ・ビジネス情報・

法

商品開発）自由選択

商取引・マーケティング）自由選択

コース選択（財務会計Ⅱ・電子

高度資格で未来へｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 会計情報科
会計と情報に的を絞って、
ﾌﾟ！
より専門的に
簿記会計と情報処理に的をしぼり、１年次から授業時間を
増やして学習します。２年次には日商簿記検定２級や全商情
報処理検定１級など社会的評価の高い資格に挑戦します。専
門知識を生かして四年制大学・短期大学等への進学、将来の
専門職を目指します。
1年
簿記

ビジネス基礎

情報処理 原価計算

２年

３年

財務会計Ⅰ 原価計算

総合実践 課題研究

ビジネス情報

マーケティング 選択科目

原価計算 情報処理

学びの成果をイベントで活かす！！

今年は､10 月 14 日(月)に実施

→・諏実タウンで簿記・情報処理・マーケティング等の知識を発揮！！
→・キッズ・ビジネスタウンで商業の知識を小学生に指導！！

『くくり募集』とは・・・
入試では商業科 80 名と会計情報科 40 名を合わせた
「商業科 120 名」を募集します。
合格発表後、選科説明会を開催しますので、そこで各科の特徴
をよく理解した上で、どちらの科にするか希望票を提出します。
入学後、商業科（2 クラス）会計情報科（1 クラス）に分かれ
て勉強がスタートします。

合格してから、どちらにするか決めればいいのです。

今年の予定

諏実タウン（販売実習） 地域に笑顔を届けます

10 月

経営理念
・地域に根差した笑顔あふれる諏実タウン
・諏実を知ってもらえて何度でも来たくなる諏実タウン
商業科・会計情報科では諏実タウンと呼ばれる販売実習とキッズビジネスタウンを実
施しています。
今年はテーマ「心満意足」、サブテーマ「あなたに満足を届けます」のもと、10 月 12
日（土）・13 日（日）に実施します。服飾科と合同の学校全体のイベントとしてパワー
アップして実施します。
今年のテーマに込めた思いは次のようになります。「諏実タウンの経営理念を話し合
った結果、地域に根差した諏実タウンにしたいという意見が出てきました。そこで、こ
こでしか経験できないもの、サービス（一般のお店にはなく、高校生の私たちにしか出
来ないようなもの）を提供することによって、地域の方々に満足してもらいたいと思っ
てテーマを設定しました」

総務部で諏実タウンの運営方針についてブレーンストーミングをしました。何回か話
し合いを重ねることで積極的に発言する姿が見られるようになり、積極性・自主性が伸
びていることを感じました。さらに、コミュニケーション能力の伸長を感じたのが、自
分の意見をとにかく積極的に発言するという段階から、他者の発言にしっかりと耳を傾
け、それについて自分の考えを述べることができる様になったことです。まだまだ拙い
ところもありますが、着実に議論の質が高まってきています。
ＳＷＯＴ分析による諏実タウンの「強み」「弱み」「機会」「脅威」についても話し合
い、模造紙にまとめました。商業科・会計情報科では今まで学んできたことを活かして、
イベント成功に向けて頑張っています。

授業の様子

普段の授業を大切に！！
商業科・会計情報科では地域と連携した探究的な学びを行っていますが、普段の授業
も大切にしています。普段の授業の中で、以下のような質問が生徒からありました。経
済活動と法で「危険負担において、動産などの不特定物は債務者主義なのに、どうして
不動産などの特定物は債権者主義で、買い主が負担しなければならないのですか」とい
ったものでした。もちろん、「特定物は債権者主義」と覚えておけば問題を解くことは
できますが、肝心なことは単に暗記をすることではありません。なぜ、そのように法律
に違いが出るのかを自らが考えることを大切にしています。

昨年の実績
・全国商業高等学校主催検定 1 級６種目

取得者

１名（会計情報科）

・全国商業高等学校主催検定 1 級５種目 取得者 １名（会計情報科）
・全国商業高等学校主催検定 1 級４種目 取得者 ２名（会計情報科）
・全国商業高等学校主催検定 1 級３種目 取得者 ７名（商業科２名、会計情報科１名）
・情報セキュリティマネジメント試験（国家資格） 合格者 １名（会計情報科）
・ＩＴパスポート試験（国家資格） 合格者 ２名（商業科１名、会計情報科１名）
・全国商業高等学校協会主催情報処理検定１級ビジネス情報部門 合格者 １４名
・全国商業高等学校協会主催情報処理検定１級ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ部門 合格者 ９名（会計情報科）
・全国商業高等学校協会主催簿記実務検定１級 合格者 １３名
・全国商業高等学校協会主催ビジネス文書実務検定１級 合格者 ７名
・全国商業高等学校協会主催珠算・電卓実務検定１級電卓部門 合格者 ２３名
・商業総合競技大会においてパソコン部は県大会で 2 位、個人で全国大会に出場
・商業新人競技大会においてパソコン部は団体、珠算は個人で北信越大会に出場

今年の取組

諏実タウン

地域に満足を届けます

今年の諏実タウンは 10 月 12 日（土）・13 日（日）に実施予定でしたが、台風の影響で
急遽 14 日（月）に半日だけの営業となりました。予定にはなかった月曜日の営業で、
お客様が本当に来てもらえるのか生徒も心配していましたが、沢山のお客様に来ていた
だき、生徒も笑顔で対応していました。キッズビジネスタウンは残念ながら中止となり
ましたが、14 日（月）に来年度への引継ぎを兼ねて１年生が小学生役となって生徒だけ
で実施しました。
テーマ

心満意足～あなたに満足を届けます～

食堂では、茅野の糸萱かぼちゃを使用したメニューを提供しました。単なる商品の販売
ではなく、地域食材の情報発信も行いました。また、テンホウ様とコラボして生徒が商
品開発した商品も販売しました。

今年の取組

商業系クラブの活躍

商業総合競技大会

本校にはパソコン部・ワープロ部・珠算部・簿記部があります。
６月 15 日におこなわれた長野県商業総合競技大会では、パソコン部会計情報科の生徒
が団体２位、個人でも入賞を果たし、個人で２名の生徒が全国大会に出場しました。

11 月２日（土）には新人戦が行われます。北信越大会出場を目指して頑張っています。

商品開発の取組
３年会計情報科マーケティングでは匂い袋第２弾として「文香」を
開発しました。12 月には総合教育センターの生徒研究発表会にも参
加します。また、商業科２年商品開発の生徒も商品開発に取り組ん
でいますので期待していてください。

今後の検定日程
11 月 10 日（日）
11 月 17 日（日）

全商珠算・電卓実検定
日商簿記検定

1 月 19 日（日）
1 月 26 日（日）

全商情報処理検定
全商簿記実務検定

11 月 24 日（日）
12 月 15 日（日）

全商ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務検定
全商英語検定

2月

全商商業経済検定

2 日（日）

商業科との違い ディープな会計情報科
１年生は９月に情報処理検定３級を受験し、１月に２級を受験します。また、日商簿記
検定３級合格を目指して勉学に励んでいます。
２年生は１月に情報処理検定１級と全商簿記実務検定１級合格を目指して勉学に励ん
でいます。

