鹿島台商業高等学校
１ 基本データ

校訓 努力以て道を拓き 誠実以て衆に奉ず
創立：昭和 44 年
課程・学科：全日制課程・商業科
生徒数：２６１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

２ 学校の特色

キャッチフレーズ

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

（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，
県立２番目の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）設置学科等
(過去３年間の学科コース別・前後期選抜
別の出願者数・合格者数)
＜前期選抜＞
商業科

出願者数
合格者数

H29
53
48

H28
55
48

H27
43
41

H29
37
33

H28
48
42

H27
55
52

＜後期選抜＞
商業科

出願者数
合格者数

（３）教育方針
本校の基本方針は「商業に関する基礎的
な知識・技能の確実な習得を目指すととも
に，ビジネスに対する望ましい心構えや態
度を身に付けさせ，地域経済の発展に寄与
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JR 東北本線鹿島台駅より 徒歩 25 分
する人材を育成する。また，社会生活にお
ける基本的なモラルなどの倫理観や勤労
観・職業観を涵養し，将来のスペシャリス
トを育成する。
」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ます。
（４）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学年で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」
，
「珠算・電卓実務検定」
，
「簿記
実務検定」
，
「ビジネス文書実務検定」
，
「商業
経済検定」
，
「秘書検定」
，
「英語検定」等です。
また，３年間をとおして「総合的な学習の
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。
（５）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）
，学習成果発表会などがあ
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・
鹿商祭などの企画運営を行っています。さら
に，定期的に生徒一人一人の要望等を調査す
る自主的な活動も行っています。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，全校生徒
によるものは年１回，部活動単位では通年で
通学路のクリーンアップを行っています。ペ
ットボトルキャップやプルタブ回収にも積
極的です。
運動部は野球部，陸上競技部，バレー部，

バスケット部，硬式テニス部，ソフトテニス
部，卓球部，サッカー部，カヌー部，柔道部，
バドミントン愛好会があります。
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。運動部では５
月上旬の大崎地区総合体育大会をはじめ，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。特に昨年度はカヌー部，コンピュ
ータ部ワープロ班が東北大会に出場しました。
また，コンピュータ部商研班も，過去には商
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・全国大会に出場し
ています。今年も全国大会出場を目指して活
動しています。
（６）卒業生の進路状況
進路一覧(過去３年間)
進

路

大学
短期大学
専各学校
就職（県内）
就職（県外）
その他
卒業生計

H28

H27

H26

1
2
11
68
0
11
93

1
0
15
70
2
1
89

1
0
13
80
1
7
102

主な進路先（平成２９年３月卒業生）
（ ）内は人数 （1）は省略
＜私立大学＞
石巻専修大学，仙台青葉学院短期大学,
東北生活文化大学短期大学部
＜専修各種学校＞
東北電子専門学校，東北保健医療専門学校,
仙台医療福祉専門学校，仙台接骨医療専門
学校，ホンダ・テクニカルカレッジ関東,
宮城県立石巻高等技術専門校
＜就職＞
アルプス電気古川工場,アクアネット,
阿部長商店南三陸ホテル観洋,極洋食品,
キョーユー,協和運輸倉庫,近物レックス東
北支社,クミアイ化学工業,サンデリカ仙台
第一事業所,塩竈港運送, 精工宮城工場,
白石食品工業仙台工場,太子食品工業,
高木商店仙台工場,東北岡島工業,東北セン
コー運輸,鳴子ホテルマネジメント，渡會,
フジ・コーポレーション,不二サッシ東北,
古川星陵病院,古川農業協同組合,丸山運送,
マルブン食品,三亥,みどりの農業協同組合,
大和福壽会,やまや,レンタルシステム東北

３ 入試情報

４ 写真で見る学校生活

（１）募集定員
商業科

男女１２０名

（２）前期選抜の内容
イ 学科別の募集割合等
商業科 定員の４０％以内（４８名以内）
ロ 出願できる条件
次の１～３の全ての条件に該当していることを自己アピール
できること。
１ 本校で学ぶ意識を明確に持っており，入学後に商業（ビジネ
ス・会計・情報処理）の専門的な知識・技術の習得と各種資格
取得に積極的に挑戦し，将来は地域経済の発展に貢献できる生
徒
２ 中学校で学んだ基礎的な学習内容をよく理解し，基本的な生
活習慣が身に付いている生徒
３ 中学校時代に部活動又はボランティア活動に熱心に取り組み，
本校入学後も引き続き学校の中心的な存在として活躍できるこ
とを自己アピールできる生徒
ハ 学力検査点
国語，数学，英語 各１００点
ニ 学校独自検査の内容
個人面接（配点１５０点） １５分程度

（３）後期選抜の内容

我が校のＰＲポイント

イ 学科別募集人数
商業科 ７２名（予定）
ロ 面接・実技の有無
集団面接
ハ 傾斜配点の有無
なし
二 調査書点と学力検査点の比重
６：４
ホ 学科の第２志望
該当なし

（４）平成２９年度転編入学試験について
日 程
平成 29 年 4 月～12 月 随時

対象学年
全学年

平成 30 年 1 月～3 月 随時

新 2・3 年

※海外からの編入学は随時

試験科目等
国語・数学・
英語・簿記・
面接
国語・数学・
英語・簿記・
面接

本校では授業の一環として鹿島台昭和のふれあい互市な
どの地域行事にも積極的に参加し，地域に根ざした教育活動
を行っています。
「キャリア教育」を学校の特色とし，キャリアセミナーを
全学年一斉で実施するなど，進路指導を中核とした系統的な
キャリア教育を実施しています。また、宮城大学事業構想学
部と連携して地域の課題解決を考える授業をしたり，先進的
なビジネス教育の取組として学習成果発表会で，起業家教育
の成果を発表したりしています。
授業では複数の先生によるティームティーチングで『きめ
細かな指導』や，基礎学力を高める『振り返り学習』を行っ
ています。先生方の分かりやすい授業が評判です。
さらに，進路実現に向けたサポート体制も充実しています
ので，安心して将来へ向けて取り組むことができます。夢に
向かって，やる気あふれる皆さんを本校が全力で応援しま
す。
「鹿商に入学してよかった！」と思える充実した高校生
活を送りましょう。
在校生・教職員一同，中学生のみなさんをお待ちしていま
す！ ！

