
１ アドミッションポリシー（入学者の受入れに関する方針） 

本校の目指す生徒像は、「気品があり、信頼される生徒」です。具体的には、「志高く目標をもつ生徒」「知性と常識を

備えた生徒」「心ある対応のできる生徒」の育成を目指しています。そのため、中学校3年間で基本的な生活習慣を身に

つけ、商業の専門性に興味や関心があり、将来の目標をもって本校で学ぶことを強く希望している生徒を求めています。 

２ 本校の特色（質の高い商業教育を目指して） 

本校は、大正８年４月宮崎町立商業学校として創立されました。今年で１０３年目を迎える伝統ある学校です。ま

た、商業高校の中心校として文武いずれも成果をあげています。 

(1) 全学科とも基礎的・基本的な学力を養うとともに、高いレベルの資格取得を学科の目標に掲げて、勉学に

励んでいます。 

(2) 部活動が盛んで、部活動と学習を両立し、多くの生徒が頑張っています。 

(3) 就職と進学の割合は２：８で、最近では高度の資格を生かした大学進学者の数が増加しています。 

(4) 校訓「克己求道」を基盤に、社会人を前提とした「人づくり」に努めています。 

３ 学科の特色（どの学科からも、就職・進学ができる体制を整えています） 

商業 

マネジメント科 

従来のビジネス、マーケティングの学びに加え、商業教育の中で必要とされる簿記・会

計及び経済に関する分野を統合し、一層の専門力を身につけるとともに、スポーツランド

みやざきや神話のふるさと宮崎を念頭に置いた、地域創生に寄与できる新しい学びに

取り組みます。 

商業教育全般を通じ、経済社会の健全で持続的な発展を担う職業人としての志を持

ち、社会から必要とされる高度な専門力を持った生徒を育成することを目標とします。 

情報 

ソリューション科 

ＡＩ対応のプログラミングを中心に、高い専門力を身につけるとともに、ＳＮＳ等の発達

を受けて企業の情報システムなどで蓄積される膨大なデータを、自らが分析・加工し、

経営上の意思決定に役立てる手法や技術の習得に取り組みます。 

ＡＩやIOT時代の到来等、これからの情報化社会に向けて、開発者側、利用者側、両方

の視点を持ち、社会から必要とされる高い専門力を持った生徒を育成することを目標と

します。 

グローバル 

経済科 

世界を視野に経済のグローバル化に適切に対応して、様々な視点から経済社会の動

向や経済に関する理論などを関連付けて分析し、外国語を通じた考察や討論を行う学

習活動を行うことで、ビジネスについて意見や改善を提案することができる学びに取り

組みます。 

人、モノ、カネ、情報が国際的に移動し活性化する中で、実験的・体験的な学習活動を

行うことを通して、グローバル化する経済社会の中で、ビジネスに必要とされる高い専門

力を持った生徒を育成することを目標とします。 

４ 先輩から 

 宮商は「就職ができる。進学ができる。高度な資格取得ができる。部活動が思いっきりできる。」を合い言葉に、

商業高校のリーダーシップをとり続けています。入学して後悔することはありません。自分の可能性を広げ、夢を実

現するために宮商に入学して、色々なことに挑戦してみませんか。 
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陸上部 ・ ソフトテニス部 ・ テニス部 ・ カヌー部 ・ 卓球部 ・ 弓道部 

５ 在籍者数 ７７８名 学級数 ２１学級 （令和４年５月１日現在） 

 

 

６ 卒業後の進路 

(1) 令和４年３月（令和３年度）卒業生の進路状況 

（2）進学先 

  ○ ４年制大学･･･ １０８名 

滋賀大学 長崎大学 大分大学 名桜大学 鹿屋体育大学 長崎県立大学 宮崎県立看護大学 
北九州市立大学 下関市立大学 宮崎公立大学 横浜商科大学 関西大学 関東学院大学 九州産業大学 
九州情報大学 九州保健福祉大学 共栄大学 京都外国語大学 熊本学園大学 國學院大學 駒澤大学 
専修大学 上武大学 情報経営イノベーション専門職大学 第一工科大学 拓殖大学 長崎国際大学 
中央大学 帝京大学 東海大学 日本経済大学 日本女子体育大学 日本文理大学 福岡工業大学 
福岡大学 別府大学 南九州大学 宮崎国際大学 宮崎産業経営大学 等   【留学】漢陽大学校（韓国） 

  ○ 短期大学･･･１９名 

    関西外国語大学短期大学部 純真短期大学 帝京短期大学 南九州短期大学 宮崎学園短期大学 等 

  ○ 各種専門学校･･･７８名  

香蘭ファッションデザイン専門学校 宮崎ペットワールド専門学校 鹿児島キャリアデザイン専門学校 
福岡カレッジ・オブ・ビジネス 中村調理製菓専門学校 福岡デザイン専門学校 宮崎歯科技術専門学校 
宮崎サザンビューティ専門学校 福岡南美容専門学校 宮崎美容専門学校 宮崎マルチメディア専門学校 
宮崎情報ビジネス医療専門学校 宮崎医療管理専門学校 宮崎医療福祉専門学校 宮崎看護専門学校 
福岡医療専門学校 麻生医療福祉専門学校 大原簿記公務員専門学校 宮崎県立農業大学校 等 

（3）就職先 

  ○ 一般企業･･･５１名 
宮崎県商工会連合会 宮崎銀行 宮崎経済連直販 宮崎中央農業協同組合 宮崎県農業信用基金協会 
九電工 九州労働金庫 日本郵便九州支社 野口総合研究所 宮崎県ソフトウェアセンター 
いすゞ自動車 日産宮崎サービスセンター 南九州日野自動車 宮崎トヨペット ホンダロック 
江坂商会 セイカ宮崎 宮崎日機装 矢野産業 米良電機産業 イオン九州 宮崎山形屋  等 

  ○ 公務員･･･１０名 

      税務職員（関東甲信越・九州） 宮崎県職員 宮崎県警察 宮崎市消防 自衛隊（陸上・航空）  等 

 

７ 部活動実績（令和３年度） 
【運動部】 

  

 

全国大会   カヌー部 全国高校総体 女子団体優勝および７種目入賞  

陸上競技部 全国高校総体  １００ｍハードル３位・走り高跳び６位入賞 

弓道部  全国高等学校弓道選手権大会女子団体５位入賞 

県 大 会   〔優勝〕陸上競技部・ソフトテニス部・カヌー部・水泳部・テニス部・弓道部 〔準優勝〕卓球部 

【文化部】  

県 大 会   〔優勝・最優秀賞・金賞〕珠算電卓部・文芸部・簿記部・箏曲部・写真部・吹奏楽部 

 商業マネジメント科 情報ソリューション科 グローバル経済科 

１ 年 ４学級(１６０名) ２学級(８０名) １学級(３８名) 

 商 業 科 経営情報科 国際経済科 経営科学科 

２ 年 ３学級(１０５名) ２学級(７８名) １学級(２９名) １学級(２１名) 

３ 年 ３学級(１１６名) ２学級(７５名) １学級(３６名) １学級(４０名) 

区分 
進  学 就  職 その他 

（留学等） 
合計 

大学 短大 専門学校 計 県内 県外 公務員 計 

人数 １０８ １９ ７８ ２０５ ４９ ２ １０ ６１ ２ ２６８ 

宮崎県高等学校体育連盟 強化指定部 



令和３年度　部活動等大会の記録
宮崎県立宮崎商業高等学校

部活動名 大会名 種目 成績
女子総合 優勝
女子トラック 優勝

女子１００ｍ 優勝

女子２００ｍ 優勝・５位

女子４００ｍ 優勝・３位

女子４００ｍ ５位

女子８００ｍ ４位・５位

女子１００ｍＨ 優勝・４位

女子５０００ｍＷ 優勝・６位

女子４×４００ｍ 優勝・３位

女子走高跳 優勝・４位

女子三段跳 ３位・４位・５位

女子七種競技 優勝・５位

女子１００ｍ ４位
女子１００ｍH 優勝
女子走高跳 優勝
女子４×１００ｍ ２位・５位
女子１００ｍＨ ３位

女子走高跳 ６位

女子８００ｍ ２位

女子３０００ｍ ５位

女子１００ｍH ３位

女子走高跳 ２位

女子走幅跳 ２位

女子１００ｍＨ ７位

女子走高跳 ６位

女子総合 優勝

女子トラック ２位

女子フィールド ２位

女子１００ｍ ６位

女子２００ｍ ６位

女子４００ｍ ３位・６位

女子８００ｍ 優勝

女子１００ｍＨ 優勝・４位

女子４００ｍＨ ２位

女子５０００ｍＷ 優勝・２位

女子４×１００ｍ 優勝・３位

女子走高跳 優勝・３位

女子走幅跳 優勝

女子三段跳 優勝・５位

女子七種競技 ３位

九州新人陸上競技大会 女子走高跳 ５位

宮崎県高等学校総合体育大会 女子団体 ２位

九州高等学校弓道通信大会 女子団体 ３位

第76回　国民体育大会　九州ブロック 総合 優勝

女子団体 優勝

個人 優勝

第29回九州高等学校弓道新人選手権大会 女子団体 ３位

第42回宮崎県高等学校弓道選手権大会 女子団体 優勝

第40回全国高等学校弓道選手権大会 女子団体 5位

女子50m自由形 6位

女子100m自由形 10位

女子　５０ｍ自由形 優勝

女子　５０ｍ自由形 ８位

女子１００ｍ自由形 優勝

女子２００ｍ自由形 優勝

女子４００ｍ自由形 優勝

女子２００ｍ個人メドレー ８位

女子　５０ｍ自由形 優勝

女子１００ｍ自由形 優勝

女子２００ｍ自由形 優勝

女子４００ｍ自由形 優勝

男子　50ｍ背泳ぎ 5位

陸上競技部

宮崎県高等学校総合体育大会

全国高等学校総合体育大会　南九州地区予選大会

全国高等学校総合体育大会

１年生大会

第15回U18 陸上競技大会

宮崎県高等学校新人総合体育大会

弓道部 県新人大会弓道競技大会

水泳部

第69回全九州高等学校水泳競技大会

宮崎県高等学校総合体育大会

宮崎県高等学校新人総合体育大会
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令和３年度　部活動等大会の記録
宮崎県立宮崎商業高等学校

女子総合 優勝
女子カヤックシングル 優勝～４位

女子カヤックペア 優勝～３位

女子フォア 優勝・３位

女子フォア ３位

男子総合 ２位

男子カナディアンシングル 優勝

男子カナディアンシングル ４位～７位

男子カナディアンペア ２位・３位

男子カナディアンフォア ２位

男子カヤックシングル ４位

女子団体総合 優勝

女子カヤックフォア５００ｍ 優勝

女子カヤックペア５００ｍ ２位

男子カナディアンシングル５００ｍ ２位

女子カヤックフォア２００ｍ 優勝

女子カヤックペア２００ｍ 8位

女子カヤックシングル２００ｍ 8位

男子カナディアンシングル２００ｍ 6位

カヌースプリントジュニア世界選手権日本代表選手選考会 女子カヤックフォア 優勝

カヌースプリントオリンピックホープス日本代表選手選考会 男子カナディアンシングル 優勝

女子カヤックシングル 優勝・６位・７位

女子カヤックペア ３位・７位

男子カナディアンシングル ２位・５位

男子カナディアンペア ２位

女子団体 ２位
女子シングルス ２位・３位・４位

女子ダブルス 優勝・２位・３位

ダブルス ４位

シングルス ７位

女子団体 優勝

シングルス 優勝・３位

ダブルス 優勝・２位

女子団体 優勝

シングルス ２位・３位

ダブルス 優勝・２位・３位

全国選抜高校テニス大会九州地区大会 女子団体 第４位
団体 優勝
個人 優勝・２位・３位

全国高校選抜ソフトテニス競技九州予選会 女子団体 優勝
女子団体 優勝
個人戦 優勝・２位・３位
女子団体 優勝
女子個人 優勝・３位・５～７位
女子団体 優勝
女子個人 優勝・２位・３位
団体 ３位

個人 優秀選手賞

第74回　全国高等学校バスケットボール選手権大会ウィンターカップ 団体 3位

宮崎県高校新人大会 団体 3位

女子団体 ３位

女子ダブルス ２位

女子シングルス ５位

宮崎県高校1年生大会 女子シングルス経験者の部 優勝

女子ダブルス ５位

女子シングルス ５位

女子ダブルス ３位・６位・７位

女子シングルス ５位～８位

バレーボール部 令和3年度ウィンターキャンプ 女子 3位

女子バスケットボール
部

宮崎県高等学校総合体育大会

カヌー部

宮崎県高等学校総合体育大会

全国高等学校総合体育大会

九州高等学校カヌー新人大会

テニス部

宮崎県高等学校総合体育大会

全日本ジュニアテニス選手権　九州地区予選

県高校新人体育大会テニス競技

一年生体育大会テニス競技

ソフトテニス部

宮崎県高等学校総合体育大会

宮崎県高等学校新進ソフトテニス大会

宮崎県高校新人大会

宮崎県高校１年生大会

バドミントン部

宮崎県高等学校総合体育大会

宮崎県高校新人大会

宮崎県高等学校選抜バドミントン選手権大会
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令和３年度　部活動等大会の記録
宮崎県立宮崎商業高等学校

女子学校対抗 ２位
女子シングルス ８位
男子学校対抗 ２位
男子シングルス ３位
男子ダブルス ３位
男子団体 ２位
男子シングルス ３位
女子団体 ３位
男子団体 ３位
男子シングルス ５位・６位
男子ダブルス ２位
女子団体 ３位
女子シングルス ５位
電卓の部団体 優勝
電卓の部個人総合 優勝・２位・３位

珠算の部個人総合 ２位

電卓の部団体 優勝

電卓の部個人総合 １位・２位

電卓の部個人伝票算 １位・２位

電卓の部個人応用計算 １位・２位

電卓の部個人読み上げ算 １位

珠算の部個人総合 ３位

珠算の部伝票算 ２位

珠算の部応用計算 ２位

団体 ４位

電卓の部個人 優秀賞

電卓の部読上算 優勝・３等

電卓の部応用計算 優秀賞

第68回全国高等学校ビジネス計算競技大会 個人総合 佳良賞

団体の部 優勝

優勝・２位・３位

優良賞

第8回全九州高等学校簿記コンクール 個人 佳良賞

ワープロ部 第57回宮崎県高等学校新人ワープロ競技会 ワープロ速度の部個人 優良賞

ITソリューション部 第34回宮崎県高等学校情報処理競技大会 個人の部 ３位・優良賞
ＢＡＣ 第27回宮崎県生徒商業教育研究発表大会 団体 優秀賞

第39回宮崎県高等学校席上揮毫大会 ３年 漢字創作の部 優秀賞
第43回ふれあい書道展 個人 特選・奨励賞

選抜賞
優秀賞
奨励賞
金賞
銅賞

全九州高等学校総合文化祭 席上揮毫大会 優秀賞
第11回牧水・短歌甲子園 団体戦 第３位
みやざき短歌きらり☆全国高校生みやざき短歌甲子園 作品賞 歌壇編集部賞
第35回国文祭・芸文祭みやざき大会「連句の祭典」 ジュニアの部　大賞部門 努力賞

文芸部誌 最優秀賞
詩 最優秀・優秀・奨励
短歌 最優秀・優秀・奨励
俳句 最優秀・優秀・奨励
詩のボクシング団体戦 ２位

みやざき短歌きらり☆全国高校生みやざき短歌甲子園 作品賞 歌壇編集部賞
第36回全国高等学校文芸コンクール 文芸部誌部門 奨励賞

団体 芸術文化功労賞
個人 選抜賞

第６回高校生万葉短歌バトルin高岡 団体戦 ３位
日本音楽部門 最優秀賞
器楽・管弦楽部門 優秀賞
吹奏楽部門 優秀賞
木管楽器部門 金賞
打楽器部門 金賞

第66回宮崎県吹奏楽コンクール Ａパート 銀賞
音楽部 全国高等学校総合文化祭選抜賞

第43回宮崎県高等学校総合文化祭 写真部門 金賞・銅賞
第4回写真撮影競技会 フォトコンテスト 入選

優秀賞
奨励賞

スピーチの部 奨励賞
家庭クラブ 第48回宮崎県高等学校家庭クラブ研究発表大会 ホームプロジェクトの部 優秀賞

卓球部

宮崎県高等学校総合体育大会

一年生体育大会卓球競技

県高等学校新人大会

珠算電卓部

第68回全九州高等学校ビジネス計算競技大会宮崎県予選会

第72回宮崎県高等学校珠算・電卓競技大会

第73回全九州高等学校ビジネス計算競技大会

簿記部
第37回宮崎県高等学校簿記競技大会

吹奏楽部
第47回宮崎県アンサンブルコンテスト

個人の部

書道部
第43回宮崎県高等学校総合文化祭 書道部門

明るい選挙啓発ポスター書道作品展（宮崎県） 書道部門

文芸部
第43回宮崎県高等学校総合文化祭文芸部門

宮崎県高等学校文化連盟表彰

筝曲部 第43回宮崎県高等学校総合文化祭

器楽・管弦楽

写真部

英語科 第36回宮崎県商業高等学校英語スピーチコンテスト
レシテーションの部

－3－


