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【学校の特色】
校 訓

誠

実

・商業科目「課題研究」の発表の場として校内課題研
究発表大会を開催したり、山梨県商業高等学校生徒
商業研究発表大会に参加して、プレゼンテーション
能力の育成を図っています。平成２９年度は、優秀
賞を受賞しました。

＜教育目標＞
１ 確かな学力の定着を図り、生涯にわたり主体的
に学習する資質を養う。
２ 心身ともに健康で豊かな心を持ち、自ら考え行
動できる能力を育てる。
３ ビジネスに関する専門的知識と技術を修得し、
社会の発展に貢献できる産業人を育成する。

【学科・教育課程の特色】
本校には、「商業科」と「情報処理科」があり、次の
ような特色があります。いずれの学科でも、普通科目の
ほかに数多くの商業の専門科目を学習し、各種の資格を
取得することで進路選択の幅を広げています。また、進
学希望者には、選択科目の設置や進学課外の実施により
対応しています。

本校は、１９５６年に創立し、６２年の歴史をもつ
県立としては唯一の商業の専門高校です。学業や課外
活動における地域との連携や、専門高校としての特性
を生かした実践的な学習活動を展開しています。

＜商業科＞
簿記会計やビジネス経済を中心に様々な分野を学習し
ます。また、情報処理に関する学習も行い、技術や資格
を身に付けることができます。

○地域とともに歩む学校
・「地域活性化」をコンセプトに、富士川町の特産
品の「ゆず」や「ラ・フランス」を使った商品の
開発に継続して取り組んでいます。
・チャレンジショップ「いきいきショップ増商」を
運営し、地域のイベントなどを中心に、開発した
商品の販売実践を行っています。
・地元商工会の協力のもと、富士川町商店街のＨＰ
作成サービスなどに取り組んでいます。
・課外活動では、年６回「ボランティア・アクト」
の奉仕活動を展開しています。放課後各部の生徒
が、一斉にそれぞれ町の指定した場所に行き、老
人ホームなどの草取り、児童館や保育園での子供
とふれあいなどを行っています。

＜情報処理科＞
情報処理を中心に、簿記会計なども幅広く学習します。
特に情報教育に関しては、プログラミングやネットワー
クの基礎、システム開発など、より専門的な学習を行っ
ていきます。
＜履修する専門科目＞（単位数は科で異なります。）
商 業 科
情報処理科

○ビジネスのスペシャリストを目指して
・商業科目の学習成果として資格取得を奨励してい
ます。全商協会が主催する検定１級に３種目合格
する「全商３冠」の獲得や、さらに難易度の高い
日商簿記検定２級やＩＴパスポート試験などを目
指し、そのための課外授業も充実しています。
・学校設定科目「就業体験」を２年次必修科目とし、
ビジネスマナーの習得を通して心豊かな教育に取
り組んでいます。

ビジネス基礎 簿記 情
必 報処理 財務会計Ⅰ 原
修 価計算 課題研究 総合
実践

ビジネス基礎 簿記 情
報処理 財務会計Ⅰ 原
価計算 ビジネス情報
課題研究 総合実践

ビジネス実務 マーケテ
ィング 商品開発 広告
と販売促進 ビジネス経
選
済 ビジネス経済応用
択
経済活動と法 財務会計
Ⅱ ビジネス情報 電子
商取引

マーケティング 商品開
発 広告と販売促進 ビ
ジネス経済 経済活動と
法 財務会計Ⅱ プログ
ラミング 電子商取引
ビジネス情報管理
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【取得できる資格】

最近は、進学する生徒が増えています。進学希望者に

本校では、主として次の資格が取得可能です。
○全国商業高等学校協会主催
簿記検定 情報処理検定 ビジネス文書検定

対しては、進路に対応した選択科目の履修や進学課外が
実施され、手厚い進路指導を行っています。
＜昨年度の進路状況＞ ( )内は人数

珠算電卓検定 商業経済検定 英語検定等

■進学先

現在までに８冠(１級８種目合格)、７冠、６冠、

健康科学大学 山梨学院大学(５) 青山学院大学 神奈

５冠と卒業時までに数多くの資格を取得し、社会

川大学 駒澤大学(２) 専修大学 東京経済大学(２)

に出て行った数多くの先輩達が様々な分野で活躍

日本大学 大月短期大学 帝京学園短期大学 山梨学院

しています。

短期大学(３) 国際短期大学 埼玉女子短期大学 大原

○その他

学園甲府校(12) 甲府商科専門学校 甲府医療秘書学院

日本商工会議所主催 簿記検定

甲府看護専門学校(３) サンテクノカレッジ(３) 帝京

経済産業省後援 ＩＴパスポート試験

山梨看護専門学校 山梨県歯科衛生専門学校 山梨秀峰

実務技能協会主催 秘書検定

調理師専門学校 大原学園東京校織田ファッション専門
学校 尚美ミュージックカレッジ専門学校 東京ベルエ
ポック専門学校 東邦歯科医療専門学校 日本工学院八
王子専門学校 代々木アニメーション学院
■就職先
アイパックスイケタニ 穴水 イトウ・アット・ホーム
いちやまマート かげつ キヤノンファインテックニス
カ(２) ＫＦＫファクトリー ケンコーマヨネーズ
コイケ(４) 甲府東洋 巨摩野農業協同組合 サニカ
サンウッド サンキムラヤ 三甲 サンコールエンジニ
アリング シーマ電子 ジット シミズフレッシュデリ

【活発な部活動】

カ 下部ホテル シャトレーゼ 新旭電子工業山梨

本校の女子バレーボール部は県内屈指の強豪校で、
インターハイと春高バレー全国大会に、共に３０回の

住友電工デバイス・イノベーション 滝田建材 ちぼり

出場を果たしています。その他に、全国大会や関東大

キネヤ ツルヤ化成工業(２) ＴＤＫ甲府 常磐ホテル

会に出場の実績を持つ、バドミントン部・ソフトテニ

ナンブフーズ 内藤ハウス 日本郵便南関東支社(２)

ス部・弓道部などの運動部が活躍しています

ハイランドリゾート はくばく 東日本イノアック

文化部では、商業研究部が出場する商業実務競技大

日立オートモティブシステムズ フォネット 富岳通運

会において毎年好成績を上げ、簿記の部で９年連続を

ロジスティクス ふじかわ農業協同組合(２) 富士興業

はじめ、情報処理の部、珠算の部などで全国大会に出

富士通アイ・ネットワークシステムズ マックスバリュ

場しています。

東海 マルエスフリージングジャンクション ミラプロ

＜本校で活動している部活動＞

メッツ身延工場 ヤマト運輸 山梨旭ダイヤモンド工業
山梨さえき ワンアンドオンリー

[体育局] 野球部，バドミントン部，バレーボール
部（女），ソフトテニス部，卓球部，弓道部，陸

【おもな学校行事】

上部，剣道部

４月 入学式，生徒総会，授業公開，ＰＴＡ総会
進路模試

[文化局] 商業研究部，箏曲部，美術部，家庭部，
書道部，茶道部

５月 高校総体，中間試験，授業公開
６月 進路説明会(３年)，中学生一日体験入学
７月 期末試験，三者懇談，インターンシップ
８月 中学生一日体験入学，夏季課外，進路模試
９月 模擬面接会(３年)
10 月 中間試験，進路説明会(２年)
11 月 緑誠祭・増商デパート，修学旅行(２年)
職業体験(１年)，芸術鑑賞会
12 月 期末試験，課題研究発表会
１月 進路模試

【個性を生かした進路対策】
本校では、進路見学会、進路説明会、職業体験、学力
増進課外等を実施する中で、様々な情報提供を行い、
「自ら選ぶ進路」を目指して進路指導を行っています。
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２月 スキー教室(１年)，進路見学会(２年)
３月 卒業式，学年末試験

