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ビジネスの視点で
地域の課題発見・解決を

校 訓校 訓

出商の
学び

社会や地域を
見つめる

解決策を協働
して実行する

解決策を
仲間と考える

様々な視点で
課題発見・分析
をする
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簿記　プログラミング　商業経済
英語　珠算・電卓　表計算  ワープロ
ビジネスコミュニケーション　など

経済産業省情報処理技術者試験（国家試験）
日本商工会議所簿記検定
実用英語検定　など

国公立大学や難関私大にも挑戦し、合格

商業での学びを生かして、地域に貢献

進学

就職

��

実践的な学習と資格取得の両輪！

■ 令和３年度 卒業生の進路先

実務につながる多様な資格取得

企業や大学が求める上位資格の取得

■商業分野に加えて、看護・栄養・保育にも多数進学

大学

専門学校等

56人

就職

55人 14人
うち国公立3人

19人
うち国公立4人

短期
大学

IT人材育成事業　マーケティング講座
最新販売スキル講座　など

実務のプロフェッショナルが直接講義

特色ある学び
詳細はP2～5へ

詳細はP6～9へ

詳細はP12～13へ

自分自身のキャリアデザインを描く！選べる進路先

夢の実現に向かって全力で挑戦！魅力ある部活動

運動部 �文化部 �同好会

●島根県立大学　●立教大学　●近畿大学
●広島修道大学　●福山大学　●美作大学　など

●島根中央信用金庫　●りそな銀行　　●大和紡績
●JAしまね　　　　　●ホテル一畑　　●島根電工
●ジェットシステム　●島根情報処理センター
●プロビズモ　など

■ 剣道部　　■ バドミントン部
■ ワープロ・コンピュータ部
■ 珠算部　　■ 吹奏楽部

令和3年度 中国大会・全国大会へ出場
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3年生で取り組む「課題研究」では、地域のビジネス課題を発見し、地
元企業やビジネス界の方々、大学の先生などと探究的な学びを深めま
す。商業の専門的知識やスキルを駆使して、地域社会と連携・協働しな
がら課題解決に取り組みます。恒例の「出商デパート」開催に向けて、
調査・企画立案・運営を行い、検証・改善を行うことで、リアルなビジネ
スを学び、変化の激しい社会でたくましく生き抜く力を育成します。

商 業 科 Business Course

商業の基礎科目である「ビジネス基
礎」・「簿記」・「情報処理」を学び、ビ
ジネスの土台をしっかりと作り上げ、発
展的な学習に繋げます。

１年次
2年次からは、それぞれの興味・関心・能力・適正をもとに、進
路実現に向けて3つのコースに分かれて学習を行います。どの
コースでも3年次には「総合実践」という授業で、売買業務を実
践的に行い、自分で考え・実行し・解決する力を伸ばします。

2･3 年次

3つのコースで商業の専門分野を深めます��

さまざまな資格の上位級を積極的に
チャレンジして取得を目指します��ビジネスマナーやコミュニケーション能力を

身につけ、他者と協働できる実践力を磨きます��

商品を選び、買うまでの消費者の行動や
意識などを調べ、新しい商品やサービス
を開発して価格を決めるなどの仕組みを
学びます。どのようにしたら消費者に満足
してもらえるか、ニーズを的確にとらえ、満
足を実現する能力の育成を目指します。

■全国商業高等学校協会主催
簿記実務検定 /財務諸表分析・財務会計・管理会計検定
情報処理検定 /ビジネス文書実務検定
商業経済検定 /ビジネス計算実務検定
ビジネスコミュニケーション検定 /英語検定

■日本商工会議所主催
　簿記検定　など

▶ ▶

ビジネス基礎

簿　記

情報処理

マーケティングコース

ビジネス経済コース

会計コース

▶▶▶

就職

進学

１年次 2･3 年次

マーケティングコース
人々の生活に欠かせない経済の仕組み
を詳しく学習し、ビジネスに必要な法律
や、自分で会社をつくる「起業」につい
ての知識を身につけます。地域経済の
発展に貢献できるビジネスリーダーの
育成を目指します。

ビジネス経済コース
企業で行われている事務や経理につい
て詳しく学習し、経営者に必要な会計
情報の資料作成や会社の状況を分析
する力を身につけます。製品がいくらの
原価であるかなど、製造業で行われて
いる記帳方法も学習します。

会計コース

地域におけるビジネス課題の発

見や解決を行い、地域に貢献・

活躍できる人材を目指します
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私は、1年次に学んだ簿記の知識をさ
らに深めたいと思い会計コースを選び
ました。会計コースでは自分の努力次
第で全商簿記実務検定1級や、日商簿
記検定2級などの上級資格を取得する
ことができます。授業では「なぜその答
えになるのか」先生方が分かりやすく
丁寧に教えてくださるので、簿記の専
門性を高めることができます。

在校生の声

カリキュラム編成（令和4年度入学生）

3年生

勝部 未来さん

ビジネス経済コースは、経済活動やビ
ジネスなどについて様々な視点から学
んでいきます。私たちの生活にも関わ
るようなことも多く学べるので、生活に
生かせたり、新しい発見ができたりしま
す。また、多くの検定を習得できるのも
魅力の一つだと思います。

3年生

𠮷田 くるみさん

出雲商業では簿記、情報処理、ビジネ
スマナーなど、他の高校では学ぶこと
のできない知識を身に付けることがで
きます。特にビジネスマナーでは、将来
社会に出たときに必要になるマナーを
身に付けることができます。3年間を通
してたくさんの検定に挑戦し、取得す
ることができるのも商業高校の良さだ
と思います。取得した検定は自分の強
みになり、進路決定をする時に役立ち
ます。

3年生

江角 拓実さん

私は、島根県職員として現在は小学校で勤務
しています。
商業科で学んだ簿記や情報処理の知識、技術
が学校事務の業務の財務管理や文書管理など
に大変役立っています。商業科では、前述のよう

な知識、技術はもちろん、学んだことを生かして実践的に行う授業や行事等
があることも強みだと思います。また、社会人にとって必要なビジネスマナーや、
コミュニケーション能力なども実践演習を通して身に付けることができました。こ
のような経験が出来たのも出雲商業高校だったからこそだと感じています。

卒業生の声

出雲市立神戸川小学校

高橋　廉さん（平成29年度卒）

私は現在、大学で主に企業会計について学ん
でいます。私が企業会計について深く学びたい
と感じたのは、出雲商業高校での学びがあった
からでした。大学での学びは、新しい発見もあ
りますが、多くは出雲商業高校で学んだことの

延長であると感じています。高校生の間に実践的な学びを得られることは、
どの進路においても、自信に繋がると思います。実際に、高校で、商業の基
礎や様々な資格の勉強を行ったことは、今とても役立っています。出雲商業
高校で得たスキルを活かし、いろいろなことに挑戦したいと思います。

龍谷大学  経営学部  経営学科

守岡　慶さん（令和元年度卒）

私は現在、出雲市役所の健康増進課に所属
し、主に予防接種を担当しています。
仕事をしていく中で分からないことが多いた
め、日々勉強しながら業務を行っています。
業務を行う中では、パソコンや電卓を使う機会

が多く、出雲商業高校で学んだスキルを活かすことができ、「やっていてよ
かった。」と思う場面が多々あります。そのため、実際に社会に出て高校で
の学びや経験が色々な場面で役に立っていると実感することができ、高校生
のうちから簿記やパソコン、ビジネスマナーなど専門的な知識を身につけら
れたことが自分の自信になっています
これからは、高校生活の中で身につけたビジネスマネーを市民の皆様とのコ
ミュニケーションにつなげていき、立派な出雲市職員になれるよう努力して
いきたいと思っています。

出雲市役所

坂本　歩さん（令和3年度卒）

マーケティングコース
ビジネス経済コース
会 計 コ ース

マーケティングコース
ビジネス経済コース
会 計 コ ース

HR

30

30
HR
30

HR

25 26 27 28 29

25 26 27 28 29
情報処理

ネットワーク活用
原価計算 財務会計Ⅰ

26 27 28 29
ビジネス
探究ビジネス法規

20 21 22 23 24
簿　記

20 21 22 23 24
商品開発と流通
グローバル経済マーケティング

観光ビジネス
ビジネス･マネジメント
財務会計Ⅱ

24 25
原価計算

20 21 22 23

課題研究 総合実践

15 16 17 18 19

15 16 17 18 19
ビジネス基礎

家庭
総合

論理･
表現Ⅰ

英語
コミュニケーションⅡ
15 16 17 18 19

家庭総合論理・
表現Ⅰ

音楽Ⅰ
美術Ⅰ
書道Ⅰ

英語
コミュニケー
ションⅡ

13 14

13 14

13 14
英語コミュニケーションⅠ

体育

10 11 12

10 11 12
保健

10 11 12

保健体育

体育

歴史総合 数学Ⅱ 科学と
人間生活

4 5 6 7 8 9

言語文化
4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 9

地理総合 数学Ⅱ 生物基礎

公共 数学Ⅰ1　　年

２
年

３
年

現代の国語
1 2 3

1 2 3

論理国語

国語表現

1 2 3
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情報処理科 Information Processing Course

地域におけるビジネス課題をITとプログラミングで解決する

高度IT社会に対応した特色ある学び��

地域の課題解決に向けたアプリケーション作成��
学びの集大成としてWebアプリケーション開発をRuby on Railsを用いて行います。課題の洗
い出しから画面設計・データベース設計など、開発にかかる一連の流れを学習していきます。
完成したシステムの体験会には1・2年生も参加し、質疑応答などを行います。
システムのアイディアは各種コンクールに提出し、毎年入賞しています。

松江市や出雲市にはIT企業や関連
施設が集積しており、直接見学に出
かけてIT産業の理解を深めます。
経営者や社員の方にインタビューを
行い、職業人との交流を行います。

IT企業・関連施設の見学

入学後すぐにRuby言語やVBAによ
るプログラミング学習を行います。作
品は県内外のコンクールに出品し、
評価されます。ペアやグループになっ
て、アイデアや改善点の意見交換を
しながら授業を進めていきます。

Rubyを用いたシステム開発

Progate…オンライン学習（Ruby、HTML&CSS）
Trello…プロジェクト管理（スケジュール、作業）
Slack…ビジネスチャット（コミュニケーション）
GitHub…プログラムの共有　　など
実際に企業が利用する環境で開発・学習を進めていきます。
インターネットを通じて、どこでも作業の続きができます。

ITツールやクラウドサービスの利用

情報に関する高度資格の取得��
■全国商業高等学校協会
　情報処理検定（プログラミング・ビジネス情報）
　ビジネス文書実務検定 /簿記実務検定 /珠算・電卓実務検定 /商業経済検定　など
■経済産業省
　基本情報技術者試験 /ITパスポート試験 /応用情報技術者試験
　情報セキュリティマネジメント試験　など

２年生で国家試験合格！
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1年次からRuby言語について学び、2年次に
はその知識を応用しオリジナルゲームを作成
する演習をしました。作成したゲームはクラス
内で見せ合う場などもあり、プログラミングの
知識を高める場としては最適でした。
私は、作成したゲームを中高生国際Rubyコン
テストに応募し、最優秀賞を受賞しました。
プロの方にゲームを細かく見て頂き、アドバイ
スや感想を頂くことができ貴重な経験となり
ました。また、情報処理科では難易度の高い
国家試験や検定試験に挑戦することができ、
より専門的なことまで学ぶことができます。

私は現在、株式会社ジェットシステムという会社で
システムエンジニア見習いとして働かせていただい
ております。まだまだ分からないことだらけで大変
ですがとてもやりがいがあり充実しています。働いて
いて商業高校で身についたことが役に立ったと感じ
ることが沢山あります。まず、プログラミングの基礎
知識はとても役に立ちました。学校と会社で扱って
いる言語は違いますが、土台となっている部分は共
通しているのでとても役に立ちました。他にも、プロ
グラミング的な考え方などが役に立ちました。やら
ないといけないことに順序を付けることで仕事をス
ムーズに作業することができました。この考え方は
IT関連の職業以外にもとても役立つことだと思いま
す。私自身まだまだ学ぶことが多いので知識を深め
将来様々なプロジェクトに携わっていきたいです。

情報処理科３年

山岡 愛咲さん

在校生の声

今後の未来において、私達の生活の基盤

となるのがＩＴです。自動運転をはじめＡＩ

を利用して社会に変化をもたらし、また医

療分野においては人命さえ守れる時代が

やってきます。

将来を築くＩＴ技術について、その基礎と

なる情報処理をこの出雲商業高校でしっ

かり学び、未来の日本・地域を支える人と

なられることを期待しています。

地域のIT産業を担う生徒を育成す
ることを目的に、地元IT企業と連
携して人材育成を行っています。

㈱島根情報処理センター
代表取締役

北村　功さん

㈱ジェットシステム
システムエンジニア

佐藤　吏さん

㈱プロビズモ
システムエンジニア

福山 沙奈さん

近畿大学
情報学部  情報学科

井上 文杏希さん

地域の声

今春新たな一歩をスタートした、情報処理科で学んだ先輩たち

私は高校を卒業し、地元のIT企業であるプロビ
ズモに入社しました。現在は、業務を行っていく
ための研修に日々励んでいます。高校ではRuby
というプログラミング言語を勉強していました。
今は別の言語を勉強していますが、高校で身に
つけた基本的な知識や技術がとても役に立って
います。また、専門的なことに限らず、挨拶の仕
方などもしっかり身についていると就職してから
実感しました。まだまだ力足らずですが、これか
ら始まっていく本格的な業務に向けて、今できる
ことから精一杯頑張っていきます！

高校ではRubyを使用し、ゲームの作成やアプリ
ケーションの開発をしました。現在はJavaの基礎
から勉強をし、講義によってはPythonを使う時も
ありますが高校で学んだプログラミングや専門教
科の知識や経験がとても役に立っています。数学
などの授業は難しいですが友達に教えてもらい、
プログラミングやコンピュータ関連の授業は私が
教えてあげるなど、友達と一緒に考えることができ
るのでとても楽しいです。女子学生が約1割しかい
ないため不安もありましたが、男子学生の友人も
増え、毎日楽しく生活をしています。現在、応用情
報技術者試験の合格を視野に入れながら勉強を
していますが、まずは情報に関する知識を深化さ
せ、少しでも目標に近づくことができるよう頑張っ
ていきたいと考えています。

卒業生進路先（令和3年度）

四年制大学…

短期大学……

専門学校……

就職…………

10名
1名
11名
14名

実践的な学びを通じて

IT分野（エンジニア）と

マネジメント分野（経済・経営）

への進路が増えています。

カリキュラム編成（令和4年度入学生）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

保健 HR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HR

HR

英語
コミュニケーションⅠ ビジネス基礎

論理国語 地理総合 数学Ⅱ 生物基礎 体育 保健
音楽Ⅰ
美術Ⅰ
書道Ⅰ

英語
コミュニケーションⅡ

論理・
表現Ⅰ 簿記家庭

総合

現代の国語 言語文化 公共 数学Ⅰ

国語表現 歴史総合 数学Ⅱ 科学と
人間生活 総合実践 原価計算

ネットワーク管理 ネットワーク活用体育 英語
コミュニケーションⅡ

論理・
表現Ⅰ 家庭総合 課題研究

簿記 情報処理 プログラミング

ソフトウェア開発 プログラミング

体育 

IT企業へ就職 IT企業へ就職 四大へ進学

1年

2年

３年
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卒業後の進路

幅広い進路希望が実現! !

企業ガイダンス

進路体験発表会 進路集会

履歴書講座 卒業生進路体験発表会

キャリアガイダンス

実践から学問へ
商業高校での実践的な活動
と取得した専門資格は、入
試だけでなく進学後の学習
にも役立っています。大学か
ら出雲商業への期待も高く、
指定校推薦も多数頂いてい
ます。

私立大学に
多数合格

早めの対策講座
専門学校と連携した公務員
講座を開設しています。面接
やプレゼンの指導にも力を入
れ、合格に向けてサポートし
ています。出雲市役所、県職
員、警察官や消防士などの実
績があります。

公務員

5名合格
※令和3年度 ※令和3年度

県内求人数

395名

地域の信頼と実績
地元企業ガイダンスなどを通
して、全員に対して職業教
育を行います。本校を卒業
した先輩方が活躍されてい
る実績から、多くの企業か
ら求人を頂いています。

徹底した対策指導
推薦入試などで必要な面接
指導や小論文指導について、
担当教員と時間をかけて丁
寧に取り組みます。商業・
情報系の大学だけでなく、
看護・栄養・教育系の大学
へも進学しています。

国公立大学

7名合格
※令和2年度
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進 学 状 況

就 職 状 況

過去３年間の主な進学先

過去３年間の主な就職先

◆国公立大学 神戸松蔭女子学院大学（人間科学） 龍谷大学（経営） 【公立】島根県立東部高等技術校（自動車工学・美容）

【公立】島根県立大学　出雲キャンパス（看護栄養） 国士舘大学（政経） 流通科学大学（商） 出雲医療看護専門学校（看護・理学療法士）

【公立】島根県立大学　浜田キャンパス（国際関係） 四国大学（生活科学） ◆短期大学 出雲コアカレッジ（医療ビジネス・情報システム・こども福祉）

【公立】島根県立大学　松江キャンパス（人間文化） 摂南大学（理工） 【公立】島根県立大学短期大学部（総合文化・保育） 大阪ITプログラミング＆会計専門学校（ITビジネス・会計）

【国立】島根大学（総合理工学） 東亜大学（医療） 【公立】倉敷市立短期大学（保育） 大原ビジネス公務員専門学校　広島校

【公立】福知山公立大学（情報） 鳥取看護大学（看護） 大阪健康福祉短期大学（保育・幼児教育） 岡山情報ビジネス学院（医療福祉事務）

【国立】山口大学（経済） 日本赤十字広島看護大学（看護） 大阪成蹊短期大学（観光） 神戸電子専門学校（AIシステム・エンターテインメントソフト）

【公立】北九州市立大学（経済） 比治山大学（現代文化） 大手前短期大学（ライフデザイン総合） 島根県歯科技術専門学校（歯科衛生）

◆私立大学 広島経済大学（経営・経済・メディアビジネス） 小田原短期大学（食物栄養） 島根リハビリテーション学院（作業療法・理学療法）

大阪産業大学（経済） 広島工業大学（情報） 京都経済短期大学（経営情報） 東京CPA 会計学院　経理専門課程（会計プロフェッショナル）

大阪商業大学（経済・総合経営） 広島国際大学（看護） 神戸教育短期大学（こども） トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校（介護福祉・こども保育）

大阪女学院大学（国際・英語） 広島修道大学（経済科・健康科学・商学・商） 四條畷学園短期大学（保育） 浜田医療センター附属看護学校（看護）

大阪体育大学（体育） 広島文教大学（人間科学） 鳥取短期大学（生活） 広島会計学院ビジネス専門学校（会計・経理財務）

岡山理科大学（獣医学） びわこ成蹊スポーツ大学（スポーツ） 比治山大学短期大学部（総合生活デザイン・幼児教育） 広島コンピュータ専門学校

環太平洋大学（経営） 福岡大学（商） 湊川短期大学（人間生活） 広島情報専門学校（大学併修科）

吉備国際大学（保健医療福祉） 福山大学（工） 美作大学短期大学部（栄養・幼児教育） 松江栄養調理製菓専門学校（栄養士・製菓衛生師）

京都光華女子大学（キャリア形成） 松山大学（経営） 安田女子短期大学（保育） 松江総合医療専門学校（看護・作業療法士・理学療法士）

杏林大学（総合政策） 美作大学（生活科学） ◆専門学校・各種学校等 松江総合ビジネスカレッジ（IT 学・公務員・総合ビジネス・地域経済）

近畿大学（経営・情報） 立教大学（経営） 【公立】島根県立石見高等看護学院（看護） 松江理容美容専門大学校（美容）

◆県内事業所 （株）山陰合同銀行 積水成型出雲（株） （株）ホテル一畑

（株）アルテミスビュースカイ 山陰製袋工業（株） 大福工業（株） （有）ほり江

（株）アンジェ・21 山陰パナソニック（株） 大和紡績（株）出雲工場 （株）丸八ポンプ製作所

（株）イーグリッド サン電子工業（株）出雲工場 （株）竹下技術コンサルタント 森田産業（株）

（株）イズコン 三和興業（株） （株）長楽園 （株）やまもと

イズテック（株） （株）ジェイ・エム・エス　出雲工場 （株）都間土建 社会福祉法人　やまゆり

出雲ガス（株） （株）ジェイ・オー・ファーマ ティーエスアルフレッサ（株）出雲支店 （株）りそな銀行　グループカスタマーセンター島根

（株）出雲東郷電機 （株）ジェットシステム トヨタカローラ島根（株） （有）リビドー洋菓子店

（株）出雲村田製作所 島根県農業協同組合　出雲地区本部 （株）内藤組 （株）ワールド測量設計

（株）一畑百貨店 （株）島根情報処理センター （株）ナカサン 社会福祉法人　真心会　特別養護老人ホーム　るんびにぃ苑

岩成工業（株） 島根中央信用金庫 （有）中田製作所 ◆県外事業所

（株）ウッドベル 島根中酪（株） 日晃電設（株） （株）ザ・キッド

（株）エヌサイン 島根大学（一般職員） 日本コルマー（株）出雲工場 ◆公務員

ＮＴＮ鋳造（株） 島根電工（株） パナソニックソーラーシステム製造（株） 出雲市役所（行政）

オーケーリース（株） 島根トヨペット 林産業（株） 島根県職員（一般事務・警察官・警察事務）

（株）カイハツ 島根ナカバヤシ（株） ヒカワ精工（株） 国家公務員（税務職員）

（株）カルテック （株）島根富士通 （株）ヒューマン 自衛隊（一般曹候補生・自衛官候補生）

（株）協電 須佐チップ工業（有） 古川コンサルタント 警視庁（警察官）

クシロブレーキ（株）島根大東工場 （株）スター精機　出雲工場 （株）プロビズモ

（有）珈琲館（ウィーンの森） 須山木材（株） （株）ヘンミ

山陰イエローハット （株）SAFE ホシザキ（株）島根工場
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楽しく思い出に残る時間を過ごせるステージ！
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ビジネスマナー 第34回全日本マーチングコンテスト（大阪城ホール）

デパート集会 小学生プログラミング教室 課題研究発表会
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部活動

3年生17名、2年生11名、1年生21名（マネージャー4
名）で活動しています。男女一緒に練習をしていて、学年
･男女の壁を越えとても仲が良く、個性に溢れています。
練習では、それぞれが持つ課題やチームの課題を克服
できるようにメリハリを持って取り組んでいます。
時に辛い練習がありますが、声を出し合い皆で乗り越え
ようと頑張っています。この部活では技術的だけでなく、
精神的にも一人ひとりがチームの一員としての自覚を
もって行動することを大切にしているので、大きく成長で
きると思います。選手のほとんどが初めて運動部に入る
人や違う部活をしていた人なので、気軽に入ることがで
きます。チームの目標は、中国大会に出場することです。
令和3年度は中国高校選手権大会に男子学校対抗戦、
令和4年度は中国高校選手権大会に女子ダブルスが出
場しました。バドミントンを通して高校生活を充実させて
みませんか。

3年生3人、2年生4人、1年生8人の15

人で活動しています。

明るく･楽しく･仲良く毎日部活動をし

ています。厳しい練習もありますがみ

んなで声を出して励まし合いながら

頑張っています。団体戦ではベスト8

を目標にしています。

3年生6名、2年生5名、1年生5名の
16名で活動しています。人数が少な
いですが、部のみんなで仲良く、充実
した練習をしています。普段は短距離
と長距離に分かれて練習をしていま
す。短距離は走るだけでなく、跳んだ
り、投げたりもします。毎日の練習は
大変な時もありますが、大会で自己ベ
ストが出るととても嬉しく、やりがい
を感じます。今年の目標は高校総体
で6位以内に入賞し、中国大会に全
員で出場することです。一緒に陸上
競技を通して高校生活を楽しみませ
んか。

男子3名、女子7名の10名で毎日楽し

く活動しています。

高校から卓球を始めた人も多くいま

すが、みんなで協力しながら練習に

日々取り組んでいます。卓球場という

専用の練習場所があり、ピン球や卓

球台も新しいものが準備されている

ので集中して練習ができる環境が

整っています。

私たちは3年生4名、2年生3名、1年
生3名の10名で活動をしています。全
国大会出場を目標に、一生懸命練習
に取り組んでいます。現在の課題は
守備力の向上です。10名のうち4名が
野球経験者で、他6名が未経験者で
すが今年度は中国大会に出場するこ
とができました。人数は少ないです
が、全学年仲が良くとても楽しく活動
しています。出商で一緒にソフトボー
ルをやりましょう!!

主 将   久家 舜矢 向陽中出身

3年生1人、2年生3人、1年生5人、マ
ネージャー2人の計11人で活動してい
ます。活動時間は平日2時間、休日3
時間で週6日です。人数は少ないです
が少ない分言いたいことを言い合え、
学年関係なく仲が良いです。練習は他
のチームに劣らないくらい質は高いで
す。個人の成長はもちろん、チームと
しても成長できます。サッカーを通じ
て人間性や言葉遣いも身に付けるこ
とができます。人数が少ない分先生と
の距離が近いというのもいいところで
す。指導を一人ひとりしっかりとしてく
ださるので必ず成長できます。

弓道部は、3年生7名、2年生12名、1

年生9名の計28名で活動しています。

毎日の練習では、個人が課題を克服

できるように真剣に取り組んでいま

す。弓道は個人戦だけでなく、団体戦

もあり、仲間とともに高め合うことが

できます。また、大会だけでなく昇段

審査もあり、段位を取得することがで

きます。弓道部で身に付けた礼儀や

マナーは将来にも役立ちます。

剣道部は男子10名、女子8名で活動し
ています。
男女ともに仲が良く、毎日楽しく時には
厳しく練習に励んでいます。土曜日には
練習試合や合同稽古にも参加していま
す。基本的には日曜日が休みなので部
活動と勉強のメリハリをつけることがで
きます（大会が近づくと日曜日もあ
り）。今年は男女ともに中国大会の団体
戦に出場します。また、昨年は新型コロ
ナウイルス感染症の対策をし、クリスマ
ス会などみんなで楽しい行事などを
行っています。経験者はもちろん、初心
者の方でも大歓迎です。

3年生6名、2年生5名（マネージャー2

名）、1年生5名の計16名で活動して

います。学年の壁を越え、どんな練習

もみんなで励まし合いながら練習を

頑張っています。県総体ベスト8を目

標に個人の課題やチームの課題を持

ち、日々努力しています。公式戦で

は、悔いが残らないよう自分たちらし

い粘り強いプレーをしたいです。

女子バレーボール部

主将   安食 柚里 出雲一中出身

3年生6名、2年生5名、1年生17名、マ

ネージャー5名の33名で活動していま

す。出雲商業野球部の目標は甲子園

に出場し、「全国へ夢と感動を、大切

な人へ恩返しを」です。その目標に

チーム全員が向かい、日々の練習に

取り組み夏の大会で優勝できるよう

に頑張っています。

野球部

主将   古川 蒼太 斐川東中出身

男子バスケットボール部では、部員全
員が学年の枠を超えて分け隔てなくい
つも仲良く楽しく活動しています。部活
動を通してバスケットボールの技術的な
面だけでなく、みんなで意見を出し合う
ことで協調性であったり、精神面であっ
たりと、人としても大きく成長すること
ができる場所だと思います。勝つという
目標はもちろんですが、楽しむというこ
とも大事にしているのでどんな方でも
気軽にバスケットボールを始められま
す。楽しくて、やりがいも感じられるい
い部活動なので、入部して損はありま
せん!!

男子バスケットボール部

主将   石田 来俊 出雲一中出身

卓球部

部長   興梠 咲彩 出雲三中出身部長   三嶋 洋介 斐川東中出身

陸上競技部

キャプテン  飯塚 楽姫 向陽中出身

剣道部

主将   小村 将大 出雲二中出身主将   松本 実桜 出雲一中出身

弓道部

主将   小村 結夏 出雲三中出身

3年生6人、2年生7人、1年生10人で
活動しています。私たちは県ベスト4、
中国大会などの上位大会出場を目標
に日々練習に励んでいます。
個人の課題、チームの課題を克服で
きるように、皆で意見を出し合い毎日
楽しく真剣に練習に取り組んでいま
す。

女子バスケットボール部

主将   有藤 ゆず 出雲一中出身

バドミントン部 女子ソフトテニス部

キャプテン  日野 治菜 出雲三中出身

女子ソフトボール部 サッカー部
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毎週、火･木･金曜日に活動していま

す。活動内容は、タイピング練習や情

報に関する勉強をしています。

昨年は、ワープロ競技大会及び、情報

処理競技大会の県予選を勝ち抜き全

国大会に出場することができまし

た。

日々それぞれが自らのスキルを高める

ために集中して活動しています。

写真部は、不定期で活動しています。

休日や空いた時間に、人･風景･食べ

物などの、自分の好きなものを個人で

撮り、春と秋に行われるコンクールに

出品します。主な活動内容は、コン

クールに出品する写真の準備、文化

祭で展示する写真の決定などです。

とても雰囲気の明るい部活動です。

放送部は現在4人で活動しています。活動内容
は呼吸法、発声、発音、滑舌の練習で、その後
に朗読・アナウンス練習をしています。活動時
間は、火曜日と木曜日で午後5時まで活動して
います。特別活動として、NHK杯全国放送コン
テスト、島根県高等学校総合文化祭に出場し
ています。学校行事は体育祭でのアナウンス、
文化祭でのステージ発表をします。文化祭で
は、音響も使い声劇を行います。人数は少ない
ですが、毎回とても楽しく仲良く活動していま
す。滑舌をよくしたい人、人前で緊張せずに話
せるようになりたい人、声劇をやってみたい人
はぜひ体験しに来てください。音響をやりたい
人や、動画の編集をしたい人も大募集中です。

私たち経済調査部は主にパソコンを
使ったデスクワーク、様々なことをリ
サーチするため実際に地域に出向
き、インタビューを行う市場調査など
の活動を行っています。昨年は「出雲
の魅力再発見」というテーマでリサー
チを行い、中国大会出場という優秀
な成績を収めることができました。経
済調査部という名前から難しそうと
思われがちですが、そんなことはなく
自分の「やりたい」を形にできる部活
動です。

部員は2年生4人、1年生7人の計11人
で活動しています。昨年に比べ人数
が増えにぎやかに楽しく活動していま
す。主に油絵を描いていますが、その
他にも水彩画やデザイン画など自分
の描きたいものを描くことができま
す。6月と1月には出雲地区美術講習
会があり、他校の美術部との交流も
でき、12月には島根県高校美術展と
いう大きな展覧会に出品します。その
他にもイベントがたくさんあり充実し
た日々を過ごすことができます。

美術部

部長   武田 優果 南中出身

珠算部は、電卓の部、珠算の部ともに中
国大会･全国大会出場を目標に日々の練
習に励んでいます。活動内容は普通計
算やビジネス計算などの計算を正確に
かつ速く解く練習をしています。基本毎
週火曜日と木曜日に活動しているため、
他の部活動との兼部も可能です。数学
や計算が苦手という方や電卓･珠算を初
めてする方でも大丈夫です。
部員全員仲が良いため、とても良い雰囲
気で部活動をすることができています。
数学や計算が好きな方、珠算･電卓の全
国大会出場を目指したい人はぜひ珠算
部への入部を検討してみてください。

珠算部

部長   金築 彩華 平田中出身

私たちは、6月に行われる簿記競技大
会や日商簿記検定の取得に向け、6人
で活動しています。活動日は月･火･木
･金の週4日、活動場所は脩成館で
す。苦手だから克服したい、得意だか
らより深く知識を身に付けたい、資格
を取得したい、簿記競技大会に出場
したい、誰でも大歓迎です。
簿記の資格を持っていると進学、就
職、その先の人生にも役立ちます。一
緒に簿記マスターを目指しましょう！

簿記部

代表   三浦 小都音 出雲三中出身

経済調査部

部長   東原 さらん 出雲二中出身部長   金本 空大 出雲一中出身

茶道部は月4回程度外部から講師の
先生をお呼びして楽しくお稽古してい
ます。道具がたくさん揃っており、先
生も丁寧に教えてくださるので本格的
な稽古ができます。また、毎回デザイ
ンの違うお菓子を食べたり、お茶碗を
使ったりするので四季のうつろいを感
じることができ、とても楽しいです。
お稽古をする中で日本の文化や思い
やり、社会人としてのマナーを身に付
けることができ将来の役に立ちます。
経験者はもちろん、初心者の方も大
歓迎です。

私たちは普段7人という少人数で活動

していますが、ノリの良いメンバーた

ちで楽しく自分たちなりに練習に励ん

でいます。外部講師の先生は、合唱

が大好きで熱く面白い先生です。活

動期間はコンサートやコンクールの

前の1ヶ月間と、短い期間ではありま

すが、みんな真面目に一生懸命取り

組み、仲間とともに歌うことを楽しん

でいます。

部長   山口 みくる 斐川西中出身

3年生6名、2年生8名、1年生14名の計28名
で活動しています。KｰPOPカバーやチア、オ
リジナルダンスなど色々なジャンルを毎日楽
しく練習しています。今年から6月にある中四
国大会にも参加しています。7月には野球応
援、9月には斐桜祭、12月には高体連、他に
も様々なイベントに参加させていただいてい
ます。活動時間は、週6日で平日は2時間、休
日は2時間半活動しています。ダンス同好会
は、個性豊かな人が多くとても楽しい部活で
す。また、部員の約半分がダンス未経験者で
す。基礎からしっかり練習をすることができ
るのでダンス未経験者の方でもダンスに興
味がある方、ダンスのレベルを上げたい方、
どんな方でも入部大歓迎です。ダンス同好会
に入って一緒に楽しく踊りましょう。

ダンス同好会

部長   竹田 華音 出雲二中出身

合唱同好会

部長   岩崎 朱莉 佐田中出身

放送部

部長   山代 七歌 出雲一中出身

写真部

部長   伊藤 光希 斐川東中出身

私たちは男子9名、女子42名の計51名で
活動しています。“出商スマイル”をモットー
に、聴いてくださる方々に感動していただ
ける演奏を目指して、日々明るく、お互いに
高め合いながら練習に取り組んでいます。
主な活動は座奏とマーチングをしており、
座って演奏するだけでなく、ステップや隊
列などの動きを取り入れたマーチングに力
を入れています。過去には全日本マーチン
グコンテストに7回出場しています。心をひ
とつに作り上げたステージでは、大きな達
成感を味わうことができます。演奏と表現
の相まった出商ブラスにしかできないパ
フォーマンスは魅力の一つです。ぜひ一緒
に楽しく活動しましょう。

部長   妹尾 晴香 大社中出身

吹奏楽部

ワープロ・コンピューター部

茶道部
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出雲市役所

出雲警察署
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出雲商業をもっと知りたくなるイベント

19:00～21:00
ラピタウェディングパレス3階  寿輝の間���金

����土

オープンスクール（授業体験・部活動体験）

学校説明会

����水～��木

出雲市内専門高校説明会（工業・商業・農林）


