山梨県立

塩山高等学校
所在地
電 話
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ＵＲＬ
E‑mail
創 立

〒404―0047 甲州市塩山三日市場440―１
0553―33―2542
0553―33―7584
http://www.enzanh.kai.ed.jp/
enzan‑k＠pref.yamanashi.lg.jp
昭和31年４月１日（県立塩山高等学校）
昭和38年４月１日（県立塩山商業高等学校）
平成元年４月１日（県立塩山高等学校）
課 程 全日制
利用交通機関 JR中央線塩山駅下車 徒歩20分、
甲州市営バス・山梨市営バス５分
教員数 52名
生徒数 387名（男子192名、女子195名）
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(1年の商業系学科は、一括募集により商業科に人数を表記)
校訓の石碑

学校の特色

学科・コース
30人クラス編成で、特に大学進学に力を入れま
す。国社数理英の全てをバランス良く学び、課
外授業やサタデースクーリング（※１）などの
発展的学習にも取り組みます。さらに、他クラ
ス同様、部活動にも参加し、文武両道を実践し
ます。
基礎・基本の学習に重点を置き、幅広く教養を
普

身につけます。１年生は共通科目を学び、２年

通

科

の４つの教育目標の実現に向けて教育を推進していま
す。
普通科（英数コース含む）は、普通科目を中心に学習
し、大学などへの進学を目指します。商業科・情報ビジ
ネス科では、商業に関する専門科目を中心に学習し、将
来のスペシャリストを目指します。
また、総合制高校としての特色を生かし、就職希望の
普通科生徒は簿記や情報処理などの商業科目を、進学希
望の商業科生徒は普通科目を学ぶことができます。どの
科においても、進学から就職までの進路実現ができるよ
う生徒の適性に応じ、充実した進路指導を行います。
なお、商業科は一括募集とし、１年生は共通でビジネ
スの基礎を学び、商業の基礎的知識・技能を身につけま
す。２年生から、適性と進路に応じて商業科・情報ビジ
ネス科に分かれ、専門科目の学習を深めます。

英数コース

真理を探求し、理想の実現に努める。
自主協調の精神を養い、知性を高める。
豊かな創造力と健やかな心身を育てる。
進取の気風を培い、自己の可能性を開拓する。

通

１
２
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普

本校は平成26年度入学生から普通科、商業科、情報ビ
ジネス科からなる総合制高校として改編されました。
校訓 「和敬」「叡知」「創造」 のもと、

生から３年生にかけては希望進路や得意分野に
対応した授業を行い、意欲的に学習に取り組み
ます。
ビジネスに関する学習をします。マーケティン
グやビジネス経済、簿記などを学習し、企業の

商業科

経営管理（会社の運営）や会計処理（会社のお
金の出し入れ）に関する知識・技能を身につけ
ます。
情報処理に関する学習をします。パソコンを活

情報ビジ
ネス科

用し、プログラム言語（ソフト開発に必要な言
語）や各種アプリケーション活用技術（ビジネ
ス活動に有効なパソコン技術）を学び、情報管
理技術を身につけます。

※１

土曜学習会として、１・２年生は発展的な内容の講
義や自主学習を行い、３年生は受験に向け応用力の
養成に取り組んでいます。
普通クラス・商業系学科の生徒も参加しています。
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本校の取り組み

◇きめ細かな進学・就職指導
１年生の時から多様な進路ガイダンスや講演会、
課外授業、学習会を行います。２年生でのインター
ンシップや３年生での小論文対策指導、熱心な面接
個別指導など、きめ細かな指導を実施しています。
毎年、県内国公立大学(山梨大、都留文大、山梨県
立大)をはじめ多くの大学に合格者を出し、就職希
望者も全員就職先が決定しています。

◇ていねいな学習指導
本校では、全ての科において基礎基本から応用ま
で、わかる喜びを感じ、自ら学ぶ姿勢を育てる授業を
大切にしています。また、商業系学科では、簿記実務
検定・ワープロ検定・情報処理検定などの各種検定試
験に挑戦し、上位級の取得をめざします。

◇「チャイム席」と声かけあいさつ運動

《主な学校行事》
４月

始業時刻を落ち着いて迎え学校生活の成果を上げる
よう、朝のＳＨＲはもちろん、それぞれの授業開始時
にも、チャイムの鳴り始めに着席していることを徹底
しています。また、「一日の始まりはあいさつから」
を合い言葉に、PTAの協力を得て、「声かけあいさつ
運動」を行っています。

入学式、創立記念日、オリエンテーション、公開授
業

５月 県総体、生徒総会、第１回定期試験
６月 バイク免許取得説明会、第２回定期試験
７月 学園祭、三者懇談、夏季課外
８月

インターンシップ、学校説明会、各部合宿、夏季課
外、登校学習会、第１回確認試験

９月

一日体験入学、生徒会役員選挙、交通安全スピーチ
コンテスト

10月

体育祭、芸術鑑賞会、三者懇談、学校公開期間
第３回定期試験

◇活気ある部活動
本校の運動部は14、文化部は12あり、多彩に活動し
ています。特に、運動部ではウエイトリフティング･
ソフトボール･弓道･ハンドボ−ルが全国レベルです。
文化部では放送･演劇･吹奏楽･書道･美術･商業系各部
が熱心に活動し、関東･全国大会に出場しています。

11月 強歩大会、第４回定期試験
12月 沖縄修学旅行、センター試験対策講座、冬季学習会
１月 センター試験対策講座、第２回確認試験

※全国大会や関東大会で優勝する

２月 （前期高校入試）、職場見学、第５回定期試験

など､目覚ましい活躍を見せて

３月 卒業式、（後期高校入試）、春季学習会

いるウエイトリフティング部

《卒業生の合格者状況》（過去3年間）
平成29年度

平成28年度

平成27年度

普通科 商業二科 普通科 商業二科 普通科 商業二科
大

※様々な取組が認められ、美しい県土づくり大賞
において、商業科と英数コース３年生が奨励賞
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◎主な合格実績

◇交通安全教育の推進

学

短

大

大月

専

門

共立高等看護 甲府看護 帝京山梨看護 山梨県
歯科衛生 甲府医療秘書 帝京福祉 県立産業技
術 県立峡南高等技専 県立農業 山梨県美容
サンテクノカレッジ 甲府商科 山梨秀峰調理師
山梨情報 優和福祉 大原学園 など

就

職

警視庁 山梨県警 ＪＡフルーツ山梨 自衛隊
東京電力 ＪＲ東日本 ツルハドラッグ 桔梗屋
小林リース 澤田屋 サンキムラヤ ＴＤＫ
シャトー勝沼 シャトレーゼ 壽光会 大丸商事
サントネージュワイン 平山 ＴＨＫ オギノ
富士食品工業 富士精密 世田谷製作所 石友
ホテル鐘山苑 ホテルふじ 帝国インキ製造
ぶどう畑 ワタキューセイモア など

本校では、１年生から通学のためのバイク免許取得
を許可しています。年間を通して交通安全教育に力を
入れ、交通事故・違反「０」を目指しています。

◇社会に目を向ける活動
学校全体として社会貢献活動に取り組んでいます。
全校生徒による地域清掃活動、茶道部・ボランティア
部・吹奏楽部などによる社会福祉施設への訪問、新聞
を利用したNIEの推進など、社会に目を向ける活動に
力を入れています。

◇商業教育の推進と充実した設備

（過去3年間）
山梨 都留文科 山梨県立 長野 健康科学
帝京科学 山梨英和 山梨学院 帝京 松木 奈良
実践女子 城西国際 高千穂 中京学院 立正
東京家政学院 東京経済 ヤマザキ動物看護
東京工科日本 日本女子 明星 早稲田 など

大

200台近いパソコンを保有し、情報処理室など70台
のパソコンを最新機器に更新するなど、施設が充実し
ています。また、ビジネス基礎・課題研究などの授業
を通し、商業教育の基本である接遇（もてなしの心）
の姿勢を身につけます。
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帝京学園

山梨学院

など

