
令和５年度より
那覇商業高校が変わります

沖縄県立那覇商業高等学校

～商業科と会計科の統合～

新商業科（３類型新設）

学校説明会



１ 経緯

令和３年６月 教育庁県立学校教育課より「大規模校
解消に係るクラス減」に伴い、令和５年
度より１クラスを減らすこととなる

沖縄県立那覇商業高等学校

令和４年７月 商業科と会計科を統合し、することを
沖縄県教育委員会で決定



そもそも『類型制』って何？？？

？
『類型制』は進路の希望別にクラス
編成を行い、それぞれの進路に適
したカリキュラムで、より効率の良
い学習ができるシステムです。



そもそも『類型制』って何？？？

新しい商業科では、２年次より共
通履修科目に加え、専門教育の
深化と進路希望に応じて、３つの

類型に分かれて専門科目の学習
を行います。

！



幅広いビジネス力

会計のｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

ＩＴのｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

国際的なビジネス力

商業科

会計科

情報処理科

国際経済科

統合
商業科
５クラス
類型制

２ 商業科・会計科の統合（令和５年度より）

現在の会計科の学びも商業科内にて
引き続き行っていく

沖縄県立那覇商業高等学校



３ 新しい商業科（３類型制）

※２年次より、各類型に分かれます

商
業
科

沖縄県立那覇商業高等学校

マーケティング類型

経営ビジネス類型

会 計 類型



４ 各類型の目標

マーケティング類型

(1) 他者の気持ちや価値観を理解し、互いを尊重すること
ができるようにする。

(2) マーケティングに関する課題を見つけ、理論とﾃﾞｰﾀに
基づいて、自ら学び、探求、発見する創造的な精神で
課題を解決できるようにする。

(3) 地域産業の動向を調査・分析し、顧客の視点に立った
サービス商品の企画・開発を行うことができる。

幅広いビジネス力を身につけ、経済社会
で活躍できる人材育成を目指します！

目標とする職業

販売員、観光業、その他サービス業 等
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４ 各類型の目標

経営ビジネス類型

(1) 他者の気持ちや価値観を理解し、互いを尊重すること
ができるようにする。

(2) 経営戦略の基礎・基本を習得し、主体的・協働的に問
題解決に取り組むことができるようにする。

(3) 新たなビジネスを創造し、ビジネスを適切に展開する
力を身につけることができるようにする

経営戦略の力、新たなビジネスを
創造する力を身につけます！

目標とする職業

起業家、金融業、経営コンサルタント 等

沖縄県立那覇商業高等学校



４ 各類型の目標

会計類型

（1) 他者の気持ちや価値観を理解し、互いを尊重することが
できるようにする。

(2) ビジネスの諸活動における簿記会計分野の役割を理解し、
創造的に地域社会に貢献することができるようにする。

(3) 簿記及び会計についての知識と技術を習得し、経済社会
で活躍することができるようにする。

経済社会で活躍できる会計
のスペシャリストを目指します！

目標とする職業

税理士、公認会計士、銀行員、
経理事務 等
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５ 各類型の教育課程（カリキュラム）

マーケティング類型

※専門科目（商業）のみ表示

１ 年 ２ 年 ３ 年

ビジネス基礎（３） 課題研究（２） 課題研究（３）

簿記（５）

ビジネスコミュニケーション（２） 総合実践（３）

マーケティング（４）
商品開発と流通（３）

観光ビジネス（３）

情報処理（３） 情報処理（３） ビジネス法規（３）
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５ 各類型の教育課程（カリキュラム）

経営ビジネス類型

※専門科目（商業）のみ表示

１ 年 ２ 年 ３ 年

ビジネス基礎（３） 課題研究（２） 課題研究（３）

簿記（５）

ビジネスコミュニケーション（２） 総合実践（３）

グローバル経済（３）

観光ビジネス（３）

情報処理（３） 情報処理（３） ビジネス法規（３）
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５ 各類型の教育課程（カリキュラム）

会計類型

※専門科目（商業）のみ表示

１ 年 ２ 年 ３ 年

ビジネス基礎（３） 課題研究（２） 課題研究（３）

簿記（５）

財務会計Ⅰ（３） 総合実践（３）

財務会計Ⅱ（３）
原価計算（３） 管理会計（３）

情報処理（３） 情報処理（３） ビジネス法規（３）
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５ 各類型の目標とする資格取得

沖縄県立那覇商業高等学校

商業科共通目標
【全商協会主催の各種検定】
○ビジネス計算実務検定 ３級
○簿記実務検定 ３級
○ビジネス文書実務検定 ３級
○情報処理検定 ３級
○商業経済検定 ３級

【全商以外】
○全経主催簿記検定 ２級

マーケティング類型

○実務技能サービス接遇検定 ２級
○日商リテールマーケティング検定 ３級
○全商協会主催 商業経済検定 １級

経営ビジネス類型

○実務技能秘書検定 ２級
○ファイナンシャルプランナー検定 ３級
○全商協会主催 商業経済検定 １級

会計類型

○日本商工会議所主催 簿記検定 ２級
○全国経理教育協会主催 簿記検定 １級
○全商協会主催 簿記実務検定 １級

１年次



６ 各類型の特色ある取り組み

沖縄県立那覇商業高等学校

経営ビジネス類型

○模擬取引会社設立・運営の構築
○ストックリーグ、ビジネスアイディア甲子園

マーケティング類型

○校内外における販売実習の充実
○商品開発の実施

会計類型

○コンピュータ会計の充実
○実践販売を通した財務諸表作成と分析

商
業
科



１年 共通科目

ビジネス基礎（３）

簿記（５）

情報処理（３）

課題研究（２）

ビジネスコミュニケーション（２）

マーケティング（４）

情報処理（３）

課題研究（２）

ビジネスコミュニケーション（２）

情報処理（３）

課題研究（２）

財務会計Ⅰ（３）

原価計算（３）

情報処理（３）

２年 ３年

課題研究（３）

総合実践（３）

商品開発と流通（３）

観光ビジネス（３）

ビジネス法規（３）

課題研究（３）

総合実践（３）

グローバル経済（３）

観光ビジネス（３）

ビジネス法規（３）

課題研究（３）

総合実践（３）

財務会計Ⅱ（３）

管理会計（３）

ビジネス法規（３）

マーケティング類型

経営ビジネス類型

会計類型

目標とする職業

販売員、観光業、
その他サービス業 等

目標とする職業

起業家、金融業、
経営コンサルタント 等

目標とする職業

税理士、公認会計士、
銀行員、経理事務 等

目標とする資格

○実務技能サービス接遇検定 ２級
○日商リテールマーケティング検定 ３級
○全商協会主催 商業経済検定 １級

目標とする資格

○実務技能秘書検定 ２級
○ファイナンシャルプランナー検定 ３級
○全商協会主催 商業経済検定 １級

目標とする資格

○日本商工会議所主催 簿記検定 ２級
○全国経理教育協会主催 簿記検定 １級
○全商協会主催 簿記実務検定 １級

商業科共通目標資格

【全商協会主催の各種検定】
○ビジネス計算実務検定 ３級
○簿記実務検定 ３級
○ビジネス文書実務検定 ３級
○情報処理検定 ３級
○商業経済検定 ３級

【全商以外】
○全経主催簿記検定 ２級

商業科



７ まとめ

沖縄県立那覇商業高等学校

○ ２年次からの選択なので、１年次で、自分に
あった類型を考えることができる

○ 専門的な内容の細分化で、生徒の進路実現を
叶える （将来のキャリア形成につなげる）

○ 社会のニーズに合った、多角的な授業展開を
行うことができる


