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商業科

県商でしかできない
「体験活動」 地域産業界と連携をとり

校外ワークショップを企画・運営するなど、
実践的な学習活動を通して
ビジネスに関する課題を⾃ら発⾒できる⼒を育てます。

教育課程
2023年度⼊学⽣⽤

 ⽣徒⼀⼈ひとりの多様なニーズに
対応するため、２年⽣からは進学コースと
経営コースを⽤意しています。
 進学コースでは、４年制⼤学の選抜⼊試
に対応したカリキュラムが設定され、
⽬標とする進学先の⼊試形態に応じた
科⽬を選択し、履修することが可能です。
 経営コースでは各⾃の進路を意識した
科⽬を選択し、希望する進路に応じた
履修が可能です。

企業の取引や経営活動を帳簿に記録
する技術を学びます。

地元企業とコラボレーションして、
新しいモノやサービスの企画から
販売まで⾏います。

SDGｓの研究や、地域イノベーショ
ンワークショップなど、教室を⾶び出
して活動しています。

簿記 １年⽣ ソフトウェア活⽤ ２年⽣ 商品開発 2年⽣ 課題研究 3年⽣

特徴的な専⾨科⽬

ワープロや表計算・プレゼンテーショ
ンソフトの使い⽅からセキュリティに
⾄るまで技術と知識を学びます。



ビジネスに関する基礎を学ぶ

企業と顧客両⽅の視点を学ぶ

ビジネスの場で活躍できる
実践⼒を⾝につける

商
業
科
で
⾝
に
つ
く
⼒▲

1

ビジネス基礎や簿記、情報処理の授業を
通してビジネスに関する知識や技術を
習得し、経済の仕組みについて学びます。

２

顧客満⾜の実現を⽬指すマーケティング
などを学ぶとともに、学びを資格取得に
繋げながら進路についても考えます。

３

商業科の幅広い資格取得や地域での活動を
通して、社会で活躍できる⼈材となるため
の進路実現を⽬指します。

年⽣

年⽣

年⽣

商品の仕⼊れから販売、会計処理、市場予測など商品
販売に関わる知識を⾝につけます。簿記・情報処理・
マーケティングなどの資格取得で得た⾃信を⼤学進学
や就職試験に繋げます。

コンピュータの仕組みやネットワークの知識、
データを加⼯・分析・活⽤する技術など、ICT機器を
活⽤・管理できるようになります。

マーケティングや広告、販売促進、ビジネスマナー
などで学んだ知識を活かして地域でのワークショップ
を企画・開催します。体験的な学習を通して社会性や
実践⼒が⾝につきます。

 中学までは勉強する意欲が持てませんでしたが、
県商で簿記や情報処理などの社会に通じる実践的な学問を
学ぶなかで、５教科の内容と社会で求められている知識が
⼀致していることがわかり、意欲的に勉強するようになりま
した。 進路指導では先⽣⽅が真摯に私の進路実現に向き合
い、多くの時間を作ってくださり、感謝しています。

（富⼭⼤学 経済学部 経営法学科）

「勉強する意欲が持てない⾃分が、県商に来て変わった。」

北川 壮真さん

 在学中に参加した台湾インターンシップでの兵庫県ＰＲは
異⽂化理解を深め、⾃分の視野を広げることができ、
とても良い経験となりました。
 今の仕事では商品開発の授業で学んだ"相⼿の⽴場になって
物事を考える"ことを活かし、⽇々業務に取り組んでいます。

「商業科での学びを仕事に活かせているという実感」

（第五管区海上保安本部 ⼀般事務）森⼝ まどかさん



情報科

最新の設備と
⾃由な環境で学ぶ プログラミングやコンピュータサイエンスを学ぶ中で、

物事を順序⽴て、論理的に考える⼒を⾝につけます。
情報科専⽤のフロアでは、
いつでも最新のパソコンを使うことが出来ます。

教育課程 2023年度⼊学⽣⽤

 情報系の科⽬を中⼼に商業科⽬全般を学習します。１・２年⽣では、基礎から発展的な内容まで学習し、
⾼度な検定取得にも対応しています。３年⽣では、普通教科も含めて幅広い選択科⽬の中からの選択が可能
で、各⾃の進路⽬標達成に向けて授業を履修することができます。

表計算やデータベースソフトウエアの
活⽤について学習します。

Webプログラミングを学習し、
Webサイトやアプリの開発を⾏います。

システム開発や、ネットワークの
構築実習を⾏います。

ソフトウエア活⽤１年⽣プログラミング ２年⽣ ネットワーク活⽤ ３年⽣ ネットワーク管理 3年⽣

特徴的な専⾨科⽬

プログラミングの実践を通して論理的な
考え⽅や課題解決能⼒を⾝につけます。

商業科⽬を表します



1 ICT活⽤に関する基礎を学ぶ

コンピュータサイエンスや情報機器の
利⽤、プログラミングに関する基礎知識を
学習します。

２ 学びを深化させる

表計算やデータベースソフトウエアの活⽤
について学習し、各種検定試験や競技⼤会
に挑戦します。情報系の⼤学と連携した
取り組みにも参加します。

３ ⾼度IT⼈材へと成⻑する

今まで⾝に付けた、知識とスキルを
活⽤して、スマートフォンアプリの開発や
WEBサービスシステムの開発を⾏います。

年⽣

年⽣

年⽣

情
報
科
で
⾝
に
つ
く
⼒

最新のICT機器を活⽤したプログラミングや
情報セキュリティーなどの専⾨学習を通して、
国家試験や⾼度な資格に挑戦します。

ICTやプログラミングの知識を活⽤して、企業会計や
経済活動の分析⼒、実社会における様々な課題解決能
⼒が⾝につきます。

プログラミングやアルゴリズムの学習を通して論理的な
思考⼒を⾝につけることが出来ます。筋道を⽴てて相⼿
に説明できるため、良い関係を築くことが出来ます。

▲
【受験可能な試験】※全商協会主催除く

 現在は⼤学院⽣として超⾳波を⽤いたドローンの
屋内測位⼿法の検討を⾏っています。アルバイトでは、
企業の社内業務システムを開発しています。
 ⼤学受験の時、書類制作や⾯接で不安だった時、
先⽣⽅が最後まで指導し、励ましてくれました。
 先⽣⽅にはとても感謝しています。

「今の私があるのは、情報科の環境のおかげ」

 県商卒業後、プログラマーとして就職しました。
 主に⼯場で使われる⽣産管理システムの開発・検証を
しています。現場での使⽤⾔語はJAVAやB.NETが
多いです。「⾼卒なのに新⼊社員の中で⼀番優秀だ。」と
⾔ってもらえています！
 ⾼校で⾝につけた知識は、実際に使える知識なので
とても役に⽴っています。

岡⽥ 樹さん
岩⼿県⽴⼤学⼤学院ソフトウェア情報学研究科

⾼橋 あかりさん
⽇東コンピューターサービス株式会社 Iotソリューション部

「情報科の授業は実社会で使える内容ばかり」

ITパスポート・情報セキュリティマネジメント試験・
基本情報技術者試験・応⽤情報技術者試験



会計科

多様なニーズに対応する
２つのコース

先が読めない時代だからこそ、
「過去を分析」し、「未来を考える」⼒が必要。
その⼒を「会計」で⾝につけられる兵庫県下唯⼀の学科。

教育課程 2023年度⼊学⽣⽤
 簿記会計の基礎基本を１年⽣の間に⾝につけます。2年⽣はコースに分かれて学習。
簿記を極める「スーパー会計コース」では、⽇商簿記検定１級など上級試験に挑戦します。「システム会計コース」では
パソコンスキルを⾝につけます。簿記会計だけでなく、様々な種類の検定試験に挑戦できるのもこのコースの魅⼒です。
２年⽣から課題研究が設置されていることも会計科の特⾊の⼀つ。世の中の課題を、簿記会計の視点で解決していく⼒を
⾝につけます。

モノ作りにどのくらいの原価（おカネ）
がかかったのかを正しく計算する⽅法を
勉強します。

株式会社における取引の記録・計算・
整理に関する知識と技術を
⾝につけます。

企業環境の変化をふまえたうえで会計
の役割を考え、新しい会計基準や
財務諸表などについて学びます。

⾃分で課題を⾒つけ、その解決のために
⾃ら考え実践していきます。会計科らし
くおカネをテーマにする⼈が多いです。

原価計算 １年⽣ 財務会計Ⅰ １年⽣ 簿記論・財務諸表論 2年⽣ 課題研究 ２・3年⽣

特徴的な専⾨科⽬

商業科⽬を表します



簿記会計に関する基礎を学ぶ

実務家から学ぶ

ビジネスの課題を
会計の⼒を使って解決する

▲

会
計
科
で
⾝
に
つ
く
⼒

1

会社のおカネの流れから、会社の価値や
利益などがわかる資料を作成できるよう
になります。

２

複数の実務家と連携を図り、実在する企業
の分析や、実社会で本当に求められる⼒に
ついて学びます。

３

⽇経ストックリーグやマネジメントゲーム
等の実践的な学びを通して、課題に向き合
い解決する⼒を養います。

年⽣

年⽣

年⽣

⽇本商⼯会議所主催簿記検定２級に全員挑戦します。
多くの企業や⼤学で取得が求められるこの検定。
会計科ではクラスの約半数が合格して卒業していきます。

企業活動や業界の動向について、財務情報を基に分析で
きるようになります。そして、世の中の情勢をふまえ、
投資先を選択できる⼒が⾝につきます。

「⼿に⼊れたのは、合格証書と忍耐⼒」

「会計科で過ごした３年間は、⼈⽣の中で⼀番成⻑できた３年間」

吉岡紗希さん

 野村證券→DELL(外資系ITメーカー)を経て、現在は
(株)サーキュレーションにて、経営コンサルタントをしています。
テレビ局の新規事業⽴ち上げや、⼤⼿化粧品会社の商品開発など、
充実感あふれる毎⽇を送っています。
 県商を選んだことは⼈⽣の⼤きな転機だったと思います。正直、
家族は普通科⾼校に進学しないことに対して疑問を抱いていました。
そんな中でも⾃⾝の決断でこの環境を選択し、本当に良かったと
⼼から思えます。検定取得や⽬指す将来像に向かい、切磋琢磨できる
素晴らしい仲間と出会えたこと、真剣に私たちの成⻑と向き合って
くれる先⽣⽅がいる環境。今までの⼈⽣を振り返っても、
⼀番成⻑できた場所だったと⾃信を持って断⾔できます。

（⻑崎⼤学 経済学部 ）

 ⽇商簿記検定２級取得が僕の⽬標でした。検定試験１か⽉前からは、
毎⽇、⽔泳部の練習の後、簿記室で勉強しました。⼀度の挑戦では
合格できませんでしたが、諦めずに挑戦し続け無事に合格することが
出来ました。忍耐⼒が⾝についたと実感しました。
 ⼤学では⽇々の講義の中で⾒つけた疑問をそのままにせず質問してい
ます。将来起業する上で必要な知識を学んでいます。

⽥端 諒太郎さん

【受験可能な試験】※全商協会主催除く

 （関⻄学院⼤学卒業 経営コンサルタント（株）サーキュレーション）

企業の決算書が読めるようになり、将来性を判断する
ことができるようになります。つまり、⾃分の将来に
ついて、明確に計画⽴てることが出来ます。

⽇本商⼯会議所主催簿記検定１・２級
全国経理教育協会上級



課題研究の授業成果をワークショップとしてアウトプットします。
外国の遊びを通じて異⽂化を知る多⽂化共⽣や障がいのある⼈もない
⼈も住みやすい街づくりをテーマにしたブース、アップサイクル等
多種多様な研究を地域に向けて発表しています。

須磨離宮公園ハロウィンキャンドルナイトのボランティアに
参加しました。使⽤するキャンドルは廃棄になるろうそくを集め
再度溶かし再利⽤して製作し、企画から準備、当⽇の点灯まで
環境問題や地域貢献をテーマに取り組みました。

商品開発の授業で地域企業とコラボした新商品を開発し、
神⼾⼤丸店で販売を⾏いました。商業の学習で得た知識や技術を、
実社会で試す取り組みを積極的に⾏っており、地域の⽅々と共同で、
より実践的な活動を展開しています。

経済活動と法の授業では、神⼾地⽅裁判所に出向き、裁判の傍聴と
施設⾒学を⾏いました。参加した⽣徒の感想として
「⼀⽣忘れられない体験になった」という意⾒が多く、裁判制度の
重要性と意義について学ぶ良い機会になりました。

▶▶  商業科ならではの活動

地域の⼦ども向け出張講座として、ブランチ神⼾学園都市店で
マイクロビットで⾏うプログラミング講座を開催しました。
ライトやボタン、⾊々なセンサーをプログラミングで操作し、
楽しみながらプログラミングを体験できる講座を開催しました。

夏の甲⼦園⼤会 兵庫県予選（ほっともっとフィールド神⼾）の
スコアボード操作全般を県商情報科の⽣徒が担当します。
選⼿のプレーを記録する重要な役⽬を、選⼿と同じ⾼校⽣が、
熱い情熱と責任を持って取り組んでいます。

IT夢コンテストとは全国の中学・⾼校・⼤学⽣を対象に情報技術で
実現できる未来の社会や新たな「夢」を語るコンテストです。
令和２，３年度はコンテストが中⽌となりましたが、令和元年度は
神奈川県で⾏われた全国⼤会に出場しました。

▶▶  情報科ならではの活動

ワークショップ企画 イベントボランティア

神⼾⼤丸店での販売実習 裁判の傍聴と施設⾒学

プログラミング講座 球場ボランティア

ＩＴ夢コンテスト 岩⼿県⽴⼤学との連携事業
⼤学⽣との交流を通して、⾼校⽣の進路意識や学習意欲の向上を
図っています。無⼈航空機と画像認識を利⽤した安全⾃動航⾏
システムの開発や、トイドローン⾃動航⾏プログラミング技術の
習得について研究を⾏っています。



会計科での専⾨的な学びを地域の⼦どもたちに向けて発信する
おこづかい講座を開催しています。
⼦どもたちの⾝近なものを例にとり、お⾦を管理し運⽤する体験を
通して、お⾦を⼤切にする気持ちを伝えています。

「ネスレ⽇本と環境を考える取り組み」としてお菓⼦のパッケージを
美術作品へと変貌させる体験から、デザインやアイデアによって
付加価値が与えられることを学習し、⼤量廃棄を⽣み出す⼤量⽣産、
⼤量消費の社会から持続可能な社会への転換について考えます。

公認会計⼠や税理⼠の⽅をお招きし、学習としての簿記会計が
社会でどのように実務的に活かされているのかについて学びます。
実社会とのつながりを意識することで、今後の簿記会計を学ぶ意識の
向上を図っています。

▶▶  会計科ならではの活動

情報処理の知識と技術を競う⼤会です。令和４年度は、
兵庫県⼤会にて、団体戦・個⼈戦とも優勝しました。
千葉県で⾏われる全国⼤会に、団体戦と個⼈戦で３名が
出場します。

おこづかい講座 環境教育

実務を知る１Ｄａｙ講座

 活躍する県商⽣

全国⾼等学校情報処理競技⼤会出場！

全国国際理解教育⽣徒研究発表出場！
「ESDで外国⼈が住み続けられる街づくりを」をテーマに
神⼾の夜間中学校での外国⼈学⽣との交流や
異⽂化理解ワークショップの取り組みを
JICA地球広場(東京都)で発表します。

全国⾼等学校簿記競技⼤会出場！
全国商業⾼等学校協会が主催する、全商簿記実務検定の
範囲を出題範囲とした問題で点数を競い合う
簿記の競技⼤会です。兵庫県予選団体の部では
26連覇という輝かしい成績を残しています。

３学年合同テーブルマナー
舞⼦ビラにて、会計科１〜３年⽣がテーブルマナー講習を受講しま
す。その後は１年⽣の歓迎会になります。１年から３年までの、縦の
繋がりが強いことが会計科の特徴です。しかし…⾷べなれないフラン
ス料理に悪戦苦闘…



神⼾商業⾼校の進路指導は、充実した進路探求の授業に加え
校外での進路ガイダンスの機会を多く持ち、
進路⽀援の企業や⼤学から直接話を聞く機会があります。

１ 神⼾商業⾼校の主な進路⾏事

キャリアセンターってどんなところ？

神⼾商業⾼校の進路サポート

進学
64.2%

就職
32.7%

その他（公務員含む）
3.1%

過去３年間の進路割合

私⽴四⼤
56.5%

専⾨学校
28.1%

私⽴短⼤
7.9%

国公⽴四⼤
6.2%

過去３年間の進学実績

その他
1.3%

3卒業⽣との座談会

4
5
6
7
8

10
9

1
2

11
12 ▷１年 [進学]校内ガイダンス、[就職] 校外ガイダンス

▷３年 [就職]キャリアサポートセミナー

▷２年 [進学]⼤学キャンパスへ、[就職]企業家ミュージアムへ
▷２年 [進学]オープンキャンパス、[就職]インターンシップ

▷２年 [進学]兵庫県⽴⼤学国際商経学部教授の模擬授業受講

▷２年 [進学]⼊試⽅法について、[就職]就職先決定に向けて

▷２年 進路⾯談
▷２年 [進学]卒業⽣との座談会

▷３年 [進学]⼩論⽂講座

▷３年 [進学]志望理由書講座

▷３年 [進学]校外⼊試相談会、[就職]卒業⽣との座談会
▷３年 [進学]ディベート講座

▷３年 [進学]指定校推薦説明会、[就職]就職説明会

▷３年 [就職]応募前職場⾒学、就職校内選考会

▷３年 [進学]共通テスト説明会、[就職]採⽤試験開始
▷３年 [進学]校内選考会、四⼤・短⼤⼊試開始

▷３年 共通テスト

▷１年 新⼊⽣進路ガイダンス（県商からの進路）

▷１年 進路ガイダンス（知識を広げ仕事を考える）

▷１年 進路希望調査（選択科⽬・コース選択）

１年⽣進路ガイダンス

校外進学説明会

▷全学年対象 進学合宿

進路個別⾯談

    公務員試験対策講座（以後⽉１回開催）

▷３年 [就職]求⼈発表（主に３⽇に分けて発表）



３ 「こんな仕事に就きたい」をイメージしながら、全⼒で就活を⽀援

就職希望者に対しては個⼈⾯接指導、集団⾯接指導、志望理由 ⾃⼰PR指導、⾯接マナー指導など、
⽣徒個々の特性と希望に合わせたきめ細やかな就職指導を⾏い、毎年就職希望者全員の内定を頂いています。
また、公務員希望者には外部教育機関と連携し、校内にて定期的に試験対策講座を実施しています。

１年⽣ ２年⽣ ３年⽣

４ 進学実績、就職状況

働くことに対しての
知識を増やし、
勉強⾯・検定で
出来ることを増やす

⾃分の10年後を
想像する

⾃分に合った仕事を
⾒つける時期

インターンシップを
経験し、
職業観を⾝に付ける

企業や職種を研究し、
⾃分の適性を考える

⾼卒で働く卒業⽣の
話を聞き多くの刺激
を受ける

[４〜６⽉] [７〜８⽉] [９〜１０⽉]

就職選考で
最も重視される
⾯接試験について、
徹底的に対策指導を
⾏っています

業務で必要な能⼒や、社会⼈
として必要な知識をしっかり
⾝につけさせています

就職試験内定後から⼊社式
までの指導を⾏っています

現在の⼊試は、共通テストと⼀般試験だけではなく、総合型選抜（AO）、学校推薦型選抜など多様です。
その中に、商業科（情報科・会計科含む）が出願できる「専⾨⾼校・専⾨学科推薦（⼤阪市⽴、兵庫県⽴、甲南⼤学など）があります。

２ 多様な⼊試形態に対応できる県商

大
学
入
試

一般入試

学校推薦型 高校の成績や小論文、面接等で
人物を評価し入学の可否を決定

公募推薦 部活動における実績や資格取得、
課外活動などを重視した推薦制度

指定校推薦 大学が定めた指定校の生徒のみが
出願することができる制度

商業科推薦 商業に関するコースを学んだ人
だけが受験可能な推薦

ここがポイント
各大学の独自の方式で行われる
入試方法、教科や配点が異なる

共通テスト  国公立大学志望者必須の入学試験、
私大によって共通テスト利用入試あり

総合型選抜（AO)

商業科での学びを
⼤学の学びや専⾨分野に
活かすことができる！！

平成30年度卒業⽣〜令和３年度卒業⽣の合格状況

神⼾製鋼所(神⼾本社・加古川・⾼砂) 川崎重⼯業（明⽯）
みなと銀⾏ 但⾺銀⾏ 神⼾信⽤⾦庫 播州信⽤⾦庫
⽇新信⽤⾦庫 ⽇本郵便 兵庫県学校厚⽣会
ＪＲ⻄⽇本 ＪＲ貨物 阪急電⾞ 阪神電鉄
上組陸運 川⻄倉庫 神鋼物流
デジアラホールディングス ⽇通商事
神菱エンジニアリング コープこうべ
⼭崎製パン 吉⽥ビーナツ カネテツデリカフーズ
なだ万 ファミリア              他多数

平成30年度卒業⽣〜令和３年度卒業⽣の就職先

国家⼀般職 兵庫県職員 神⼾市職員 ⻄宮市職員
明⽯市⽴明⽯市⺠病院 兵庫県警

平成30年度卒業⽣〜令和３年度卒業⽣の公務員就職先

５ ⼤学へ進学した先輩たちの⼤学卒業後の就職先（抜粋） 



4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉

どんな⾏事があるの？

神⼾商業⾼校の年間スケジュール

● 全商英語検定

● 全商情報処理検定

● 全商ビジネス

  コミュニケーション検定

●  実⽤英語検定

● ⽇商簿記検定

● 全商ビジネス計算

  実務検定

● 全商簿記実務検定

●  全商 ビジネス⽂書実務検定

●  情報処理技術者試験

■ 期末考査

■ ふるさと貢献事業

■ 球技⼤会

■   終業式

■  三者⾯談

■ 芸術鑑賞会

■ 卒業⽣を囲む

  座談会

■ ⽣徒総会

■ 中間考査

■ 保護者向け

  進学説明会 ■ 進学合宿

■ 始業式

■ 就職試験開始

■ 体育⼤会

■ ⼊学式

■ 野外活動



1 ⽉ 2⽉ 3⽉10⽉ 11⽉ 12⽉

■ 県商祭

■ 中間考査 ■ 遠⾜ (3年)

■ 期末考査

■ ふるさと貢献事業

■ 進路ガイダンス

■   終業式

■ 始業式

■ 修学旅⾏(3年)

  (令和4年度)

■   ⼤学⼊試共通テスト

■ 課題研究発表会

■ 学年末考査 (3年)

■ 三送会

■ 卒業式

■ 学年末考査 (1-2年)

■ 球技⼤会

■ 終業式

● 実⽤英語検定

● 情報処理技術者試験

● 全商ビジネス計算

  実務検定

● ⽇商簿記検定

● 全商

  ビジネス⽂書実務検定

● 全商英語検定

●全商会計実務検定

● 全商情報処理検定

● 全商簿記処理検定

● 全商商業経済検定

● ⽇商簿記検定



体育系

⽂化系

吹奏楽部
７⽉のコンクールに向けて
⽇々基礎練習を⼤切に
練習しています。

どんな部活があるの？

神⼾商業⾼校の部活動紹介

⼥⼦バレーボール
バレーボールの技術向上だけでなく挨拶や周りへの
気遣いなど、⼈として成⻑できるよう練習に取り組んで
います。元気を忘れず、県⼤会出場を⽬標にしています。

男⼦バレーボール
コミュニケーションを取りながら
元気に楽しくプレーすることを
⼼がけています。

男⼦ハンドボール
ひとりひとり個性のあるメンバーで
楽しく活動しています。
初⼼者も⼤歓迎です！

硬式野球
部員⼀⼈⼀⼈がそれぞれに⽬標を持ち、
チームに貢献できる選⼿になれるよう
⽇々努⼒しています。

卓球 (男⼥)
毎⽇の練習内容を⾃分たちで
考え、基礎を中⼼に練習して
います。個々に課題を⾒つけ
克服する努⼒をしています。

⼥⼦ハンドボール
部員全員が⾼校から競技を始めた初⼼者ですが、
”１部昇格”を⽬標に明るく楽しく活動しています。

⼥⼦ソフトボール
令和３年３⽉に⾏われた
神⼾地区春季錬成⼤会で優勝し、
県⼤会に出場しました。笑顔をモットーに
何事にも全⼒で取り組んでいます。

放送メディア
学校⾏事の裏⽅や
⼤会に向けての作品作り、
昼⾷時の校内放送など
様々な活動をしています。

産業調査
社会で通⽤する⼈間⼒を⾝につけるため、
地域経済研究や販売実習、地域貢献活動に
取り組んでいます。

⾳楽
主にアコースティックギターを使⽤し、
県商祭・三送会での発表を⾏っています。

美術
コンクールや県商祭に向けて
⾃分の好きなものを⾃由に描いたり
作ったりしています。

理科研究
私たちは、
マイクロプラスチックの
再利⽤や
海岸でのごみ拾いなど、
⽔に関する環境改善に
取り組んでいます。
【R4年度IBLユース
 カンファレンス銀賞】

⻄⾺ 咲太郎
(⻑峰中学校出⾝)

 北 想来
(⾼倉中学校出⾝)

篠原 粋夏
(多聞東中学校出⾝)

武貞 瑞歩
(太⽥中学校出⾝)

⼀⽒ 涼歩
(神陵台中学校出⾝)

 柚⽊ そら
(本多聞中学校出⾝)

 伊輿⽥ 良柾
(太⽥中学校出⾝)

⻄尾 綾⼈
(垂⽔中学校出⾝)

正井 那波
(星陵台中学校出⾝)

簿記
全国⾼等学校簿記競技⼤会団体上位⼊賞を⽬標に
学習しています。難しい問題も、⾃分で考える度欲を
忘れず、練習に取り組んでいます。
【R4全国⾼等学校簿記コンクール出場
         （県⼤会団体の部26連覇中）】

三好 千花
(友が丘中学校出⾝)

 井上 亮太
(垂⽔中学校出⾝)

板東愛海
(歌敷⼭中学校出⾝)松本 彩花

(桃⼭台中学校出⾝)

鈴⽊ ニール マシュウ マナンサラ
(本多聞中学校出⾝)

⼤⻄ 梨可
(塩屋中学校出⾝)

郡 姫菜乃
(塩屋中学校出⾝)

岸本 卓⺒
(舞⼦中学校出⾝)

⽂芸
⼩説などの創作を⾏い、
部誌を発⾏しています。
興味のある⽅はぜひ、
⼀緒に活動しましょう

⼩林 彩葉
（鷹取中学校出⾝)



橋本 和希
(桃⼭台中学校出⾝)

陸上競技（男⼥）
「⼈間⼒向上」をテーマに⽇々の活動に取り組んでいます。
⼀緒に⾃分の成⻑を感じ、⾃信につなげよう！
【R4全国⾼等学校陸上競技対抗選⼿権⼤会
           近畿⼤会出場 5,000Ｍ競歩】

徳留 敦
(福⽥中学校出⾝)

⼥⼦ソフトテニス
近畿⼤会出場を⽬標に、
部員全員⼼を⼀つに元気にプレーしています。
【R4⾼校総体近畿⼤会出場】

⽊下 沙和
(横尾中学校出⾝)

⼥⼦バスケットボール
先輩後輩の仲が良く、
バスケットボールが⼤好きなメンバーが
集まっています。⼀緒にバスケしよう！

迫⽥ 柚希
(舞⼦中学校出⾝)

男⼦バスケットボール
短時間で集中して連取し、
チーム全体で⼼を⼀つに
⽇々練習に励んでいます

平⼭ 翔⼒
(神陵台中学校出⾝)

男⼦ソフトテニス
常に声を出し、元気にプレーすることを⼼掛けています。
練習からチームの雰囲気を⼤切にし、
検定会出場を⽬標に⽇々練習に励んでいます。

剣道（男⼥）
武道では勝負より礼儀作法、
相⼿を敬う⽴ち居振る舞いが
重要視されます。

君野 琉⽃
(⽩川台中学校出⾝)

⽯⼾ 杏沙華
(朝霧中学校出⾝)

⼥⼦バドミントン
基礎基本を⼤切に、初⼼者をはじめ
全員の技術向上を⽬標に
活動しています。
初⼼者でも県⼤会出場を⽬標に
練習に励んでいます。

池野 朱⾳
(⻄落合中学校出⾝)

書道
お⼿本を⾒て字を書く
「臨書」を中⼼に、
作品制作に取り組んでいます。

蓬莱 天
(歌敷⼭中学校出⾝)

⽔泳（男⼥）
基礎練習を⼤切に、
フォーム、スピードを強化して
⾃⼰ベスト更新を⽬標に
練習しています。

東⼭ ⼩太郎
(⾼倉中学校出⾝)

⻄崎 誉志久
(舞⼦中学校出⾝)

珠算
計算スピードの向上と正確性を求めて
練習に取り組んでいます。
全国⼤会出場を⽬標にしています。
【R4全国⾼等学校ビジネス計算
          競技⼤会出場】

松浦 帆波
(⻑⽥中学校出⾝)

茶華道
学校茶道合同茶会で
⾃⼰研鑽に励んでいます。

遠藤 めりぃ
(神⼾⽣⽥中学校出⾝)

写真
学校⾏事による撮影や、
各種コンテストに応募し⼊賞を⽬指して
頑張っています。

中部 詩⽉
(星陵台中学校出⾝)

家庭科
調理を中⼼に、⾃分たちでメニューを考え。
料理やお菓⼦作りに挑戦しています。

 佐藤 来美
(垂⽔中学校出⾝)

ワープロ
競技会での近畿⼤会出場、全国⼤会出場を⽬標に
⽇々練習に励んでいます。

本池 琉空
(塩屋中学校出⾝)



〒655-0038
神⼾市垂⽔区星陵台4-3-1 
TEL :
FAX:078-707-6466
URL：http://www.kobechs.ed.jp/

兵庫県⽴神⼾商業⾼等学校

078-707-6464


