
 
 

 

 

 

 

 
 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

本校は，昭和２５年宮城県南郷農業高等学校

定時制分校から始まりました。幾多の変遷を経

た後，実業界で活躍できる人材育成と地域の要

望により，昭和４４年４月分離・独立し商業高

等学校としてスタートした学校です。 

学校の教育環境は，大崎市鹿島台の北西部の

高台に位置し，校地面積約８３，０００㎡，建

物延べ面積約９，３００㎡と，広大な敷地を有

しています。たいへん緑の多い自然に恵まれた

環境です。 

商業高校特有の施設設備としては，第一情報

処理実習室・第二情報処理実習室・総合実践室・

マーケティング実習室などがあり，商業を学ぶ

ための施設が充実しています。 

 

 

（２）教育方針 

本校の基本方針は「生徒が心身ともに健康

で，将来，社会において活躍できる人材とな

れるよう基本的な生活習慣を身につけさせ，

社会で必要な知識や技術の修得ならびに倫理

観や道徳心の涵養に努める。もって生徒や保

護者，地域の期待に応えられる学校を目指

す。」です。起業家教育をさらに発展させ，地

域と連携した活動を行う中で，人とのつなが

りを大切にし，他者を思いやる心を育ててい

きます。 

また，学習習慣を確立させるとともに，進

路指導を中核に３年間を見通した系統的なキ

ャリア教育を推進し，進路意識の高揚を図り

ます。学校行事と部活動を活発化させ，生徒

が充実感を味わえるような学校づくりに努め

ています。 

 

 

 

 

 

 

（３）教育課程の特色 

１・２学年においては，生徒全員が普通科目

と商業科目を共通に学習し，幅広い知識を養い

ます。３学年においては，商業科目と普通科目

の混合選択群を２つ設け，自身の能力や特性，

進路希望に合わせて授業を選択し，学習するこ

とができます。  

 商業の専門分野を学習する高校生として，

様々な職業資格取得ができるように科目を設

定しています。取得できる職業資格は「情報処

理検定」，「ビジネス計算実務検定」，「簿記実務

検定」，「ビジネス文書実務検定」，「商業経済検

定」，「ビジネスコミュニケーション検定」，「英

語検定」等です。  

また，３年間をとおして「総合的な探究の時

間」（週１時間）で，外部講師も入れた充実し

た進路指導に力を入れています。 

さらに，起業家教育を推進し，年度末の学習

成果発表会では３年間の集大成として，街づく

りや地域の活性化などをテーマとした課題解

決型学習の成果をグループごとに発表します。 

 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

学校行事は，対面式，芸術鑑賞会，体育祭，

学校祭（鹿商祭），就業体験（２学年）や修学

旅行（２学年），学習成果発表会等があります。 

 生徒会活動は，生徒会執行部により年２回の

生徒総会の議事運営や計画実施，体育祭・鹿商

祭等の企画運営を行っています。さらに，定期

的に朝の挨拶運動を行い，明るい学校作りを目

指しています。各種委員会も学校全体の活性化

のために活動しています。ボランティア活動と

して，図書委員会では児童館での絵本の読み聞

かせを行い，生徒会を中心に有志で通学路のク

リーンアップを行っています。 

 運動部は，硬式野球部，陸上競技部，バスケ

ットボール部，ソフトテニス部，卓球部，サッ

カー部，カヌー部，柔道部，バドミントン部が

あります。運動部では，それぞれ目標に向けて

毎日一生懸命活動に励んでいます。カヌー部は，

東北大会に出場経験があります。 

文化部は，コンピュータ部，簿記部，芸術部，

家庭部，軽音楽部があります。コンピュータ部

は，商業経済分野の調査研究等の生徒商業研究

発表県大会で優勝，東北大会・全国大会に出場

経験があります。 

 

 

 

 

 

（５）卒業生の進路状況 

進路一覧(過去３年間，進学者・就職者数) 

 

進  路 R3 R2 R1 

大 学 5 4 4 

短期大学 1 1 1 

専各学校 17 13 9 

就職（県内） 41 44 61 

就職（県外） 0 0 0 

その他 5 10 5 

卒業生計 69 72 80 

 

主な進路先（令和４年３月卒業生） 

      ( )内は人数  (1)は省略。 

＜私立大学＞ 

東北学院大学，石巻専修大学(2)，東北工業大

学，東北文化学園大学，仙台赤門短期大学 

 

＜専修各種学校＞ 

仙台高等技術専門校(2)，東京法律公務員専門

学校仙台校，ＳＥＮＤＡＩ中央理容美容専門

学校(2)，仙台こども専門学校，仙台ＥＣＯ動

物海洋専門学校，赤門鍼灸柔整専門学校，  

仙台ヘアメイク専門学校，仙台ウェディング

＆ブライダル専門学校，仙台医療秘書福祉専

門学校，仙台理容美容専門学校，宮城調理製

菓専門学校，仙台医健・スポーツ専門学校，   

東北電子専門学校(2)，日本電子専門学校 

 

＜就職＞ 

アイエーオートバックス東北本社，アルファ

イン，医療法人松田会介護老人保健施設エバ

ーグリーン・イズミ，エムジー，いすゞ自動

車東北(2)，医療法人華桜会，  ウェルファ

ムフーズ，エスワイピー，共伸プラスチック，

極洋食品，旭陽電気，協和運輸倉庫，ＫＤＤ

Ｉプリシード，ケミコン東日本(4)，コスモ警

備，サイコー，齋藤工務店，白石食品工業，

仙台ガスエンジニアリング，  太平ビルサ

ービス，ダブルストーン，千坂  千賀の浦

福祉会，ティ・ディ・シー，東軌工業，東北

大蔵電気，東北ライト製作所(2)，日産サティ

オ宮城，ネッツトヨタ仙台，半田屋，  マ

ミーホーム，水野水産(2)，宮城交通，ロジク

リエート，やまや，一般曹候補生，自衛官候

補生  

 

 

 

 

鹿島台商業高等学校 
校訓 努力以て道を拓き 誠実以て衆に奉ず １ 基本データ 

 創立：昭和４４年 

課程・学科：全日制課程・商業科 

生徒数：９１名 

所在地：〒989-410４ 

    大崎市鹿島台広長字杢師前44 

ＴＥＬ：0229-56-2664 

ＦＡＸ：0229-56-2461 

ホームページアドレス： 

https://kasimadai-ch.myswan. ed.jp 

電子メールアドレス： 

kasimadai-ch@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

JR東北本線鹿島台駅より 徒歩25分 

 

 

 

 

２ 学校の特色 

 
 
 
 

チーム鹿商の一員として 

学習と部活動に励み，マナーとキャリア

を身に付け，地域とともに歩む 

キャッチフレーズ 

 



 

 本校の求める生徒像及び選抜方法等の詳細については，「求める生徒

像・選抜方法一覧」を御覧ください。 

 

（１）第一次募集について 

 イ 学科別の募集定員及び各選抜における選抜人数等 

学科 
募集 

定員 

選抜人数等 

共通選抜 特色選抜 

割合 人数 割合 人数 

商業科 120 50% 60 50% 60 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜商業科＞  共通選抜 → 特色選抜 

 

 ハ 第２志望とすることができる学科・コース 

  ＜商業科＞   なし 

   

 二 共通選抜及び特色選抜について 

 

共通選抜 

  学力検査点（５００点満点）と調査書点（１９５点満点）の満点を

原点とした相関図を用いて選抜する。 

 

  相関図での学力検査点と調査書点の比重 

  ＜商業科＞ 学力検査点：調査書点 ＝  ３：７ 

 

特色選抜 

  調査書点，学力検査点及び面接の得点を合計した点数を基に，調査

書の記載事項も用いて，求める生徒像に照らして総合的に審査し，選

抜する。 

 

  配点 

学

科 
調査書 学力検査 

面接･実技･

作文 
合計 

商

業

科 

270点 
※全教科の全

学年の評定を 

2倍 

500点 面接 
100点 
※集団面接 

30分程度 
870点 

(注) 倍率 1倍については，記載を省略しています 

 

（２）第二次募集について 

 次の検査の点数を基に，総合的に審査し，選抜する。 

  配点 

学

科 
調査書 学力検査 

面接･実技･

作文 
合計 

商

業

科 

270点 
※全教科の全

学年の評定を 

2倍 

300点 
※国語・数学・

英語各100点 

満点 

面接 
100点 
※個人面接 

15分程度 

670点 

(注) 倍率 1倍については，記載を省略しています 

 

（３）過去の入試実施状況について（参考） 

過去３年間の学科コース別・出願者数・合格者数（第二次募集は除く） 

学科 年度 R4 R3 R2 

商業

科 

出願者数 24 21 47 

合格者数 24 21 47 

 

 

 

 

 

 

 

（４）令和4年度転編入学試験について 

 

日 程 対象学年 試験科目等 

令和4年 6月～12月 随時 全学年 国・数・英・簿記・面接 

令和4年 1月～ 3月 随時 新 2・3年 国・数・英・簿記・面接 

※ 編入学は３月のみ 

※ 海外からの編入学は随時 

 

 
 

 

 

 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 


