キャリア・アクティビティ（部活動）紹介

一商の１年
（行事）

注…今年度行事変更あり
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・バレーボール部

・商業研究部
（ドローン班）

・バスケットボール部
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・eスポーツ部

入学者選抜について
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・ワープロ部

・バドミントン部

入学説明会

抜

・陸上競技部

・卓球部

卒業式・入学者選抜

令和 5 年度

文化部

・剣道部

デュアルシステム学習報告会
２ 月 商経検定・第４期考査

選

௧␆␃ݨऄ⏯⏾κ

運動部

inter
Winter
３月

シーズン型

石楠花祭・オープンキャンパス②

芸術鑑賞会・第３期考査
スポーツフェスティバル②
月
12 ２年修学旅行・英語検定

１月

バランス型

選

抜

一

次

募

集（選抜方法等）

特 色 選 抜 ▃➡ 共 通 選 抜
２０人 （募集定員の５０％）

学力検査：調査書

５ ： ５

学力検査点（５００点満点）と調査書点（１９５点満点）の満点を原点とした相関図を用いて選抜する。相関図での学力検査点と
調査書点の比重は５:５とする。
※調査書点：
「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定の合計×２」

特

色

選

Ⅰ 配点
１ 調査書
１９５点
・ 国語，数学，社会，英語，理科
・ 音楽，美術，保健体育，技術家庭
２ 学力検査
５００点
・ 国語，数学，社会，英語，理科
３ 面接
１００点
合計 ７９５点

抜

２０人 （募集定員の５０％）
Ⅱ

全学年の評定を1.0倍にする
全学年の評定を2.0倍にする
得点を1.0倍にする

選抜方法

・審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合
計点上位の者から，特色選抜で選抜する20人の
200％の範囲に含まれる者を対象として行う。
・学力検査点，調査書点及び面接の得点を合計した点
数を基に，調査書の記載事項（評定以外の特別活動
の記録などの資料）も用いて，求める生徒像に照ら
して総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文のうち
実施するもの
Ⅰ

面接
形態
個人面接
２ 時間
１０分程度
３ 内容
(１) 志望動機
(２) 進路意識
(３) 自己理解
(４) 部活動・生徒会活動等
(５) その他
４ 観点
(１) 態度
２０点
(２) 表現力等
８０点
１

※面接については，検査日当日に実施
する。
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公共交通バス停 : 一迫商業高校前→栗原中央病院 約儗分

一迫商業高校だけの特色ある取り組み

一商の自信と誇りを持ち日本一の学校へ
校

・誠

実

・自
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仕

教育方針

● 職業観，勤労観の育成 ● 地域の有為な人材の育成
● 地域と連携し，地域活性化の一助

企業実習
実習

NIE実践指定校としての取り組み

６月〜11月までの長期
（16回）にわたる実習で
知識や技能はもちろん働
くことの意義を肌で感じ
ます。

NIE（Newspaper in Education）とは，学校で新聞を教材と
して活用する活動です。本校は令和４年度から実践指定校とな
りました。新聞を継続して読み，視野を広げ世界に目を向ける
ことや，新聞で得た知識を活用して，教科の学習・進路活動に
生かすことがねらいです。学校で新聞を広げていると，どこか
らともなく先生やクラスメイトがやってきて最新のニュースに
ついて語り合う……そんな光景がよく見られます。

地域に愛され，地域に信頼され，地域になくてはならない学校を目指し，校訓「誠実・自律・奉仕」
の精神を身につけ，地域社会を担うことのできる有為な人材を，商業教育を通して育成する。

教育目標
１ 協調と奉仕の精神をもって誠実に責任を果たす態度を養う。
２ 自主的精神に富み，不屈の意志と逞しい実践力をもつ健全な心身を育てる。

（文部科学省推進事業モデル校）

起業家研究
自分が起業するならどうす
ればいいのか，課題解決の
様々な方法や発想法につい
て学び，地元企業と連携し
実際に取り組みます。

３ 科学的な知識とすぐれた技能を習得し，勤労を重んじ，進んで創意工夫に努める態度を養う。
４ 郷土に対する知識を深め文化遺産を愛護し，豊かな情操と高い道徳心を培う。

学科目標
【流通経済科】
ビジネスに関する分野についての知識と技術を習得させ，流通経済に関する活動に適切に対応す
るための能力と態度を育てる。

【情報処理科】
ビジネスに関する分野についての知識と技術を習得させ，情報処理に関する活動に適切に対応す
るための能力と態度を育てる。

販売実習
消費者の求めている商
品・サービスを調査し，
商品の仕入れ・販売・広
告作成・会計処理の全て
を学びます。

資格取得
全国商業高等学校協会が主催する検定（全商検定）を学習の成果
として，また，進路決定に役立つ資格として，
１級合格を目指して取り組
んでいます。
全商検定は全９種目あり，本校ではその内の８種目を受験していま

一人ひとりが輝く
チーム一商

一迫商業高校での学び

長

山崎

生徒会長
流通経済科 ３年

済」，
「英語」の８種目です。

３年間で学んだこと
立命館大学経営学部
経営学科
令和３年３月卒・情報処理科

三浦

えり

（栗原西中学校出身）

全国検定の３種目以上で１級を取得すると全国表彰となります。

彩加

また，
ＩＴ化社会で必要とされる能力を国が証明する「ＩＴパスポー

私は一迫商業高校で「挑戦し続けることの大切さ」を学びま

築館中学校出身

ト国家試験」やお金に関するエキスパートの証明となる「ファイナン

した。入学当初から様々な検定に挑戦することを目標として掲

シャル・プランニング技能検定試験」に合格する生徒も出ています。

げ日々生活していました。振り返ってみると，３年間でこの目標

白鳥

健二

「一迫商業高校」は，
今年度に創立５０年目を迎える県北唯一の
商業高校で，生徒一人ひとりに寄り添い，生徒の「夢・実現」を何より
も大切にする学校です。
昨年度の進路実績でも，就職率は１００％，経済・経営・商業・ビジネ
ス系の４年制大学等にも進学しており，
３年間の充実した学校生活をと
おして「なりたい自分」に一歩でも近づけるようなサポートをしています。
本校では今年度，
生徒の活動の幅を広げるために「ｅスポーツ部」
と「バドミントン部」を新設するとともに，生徒の発議により「トレー
ニング部」も新設しました。
「最大３つの部まで登録可能」とし，生徒
一人ひとりが多くの経験を積み，
自己の可能性を広げるための取組も
スタートしました。
高校在学中に多くの資格を取得し，
将来，
ビジネスシーンや商業分
野で活躍したいと考えている人や，
たくさんの経験で自分自身を成長
させたいと思っている人は，
ぜひ一度，
本校を見学してみてください。
詳しい取組については，
本校ホームページをご覧ください。

門」，
「情報処理プログラミング部門」，
「ビジネス文書実務」，
「ビジ
ネス計算実務電卓部門」，
「ビジネス計算実務珠算部門」，
「商業経

一迫商業高等学校
校

す。本校での１級実施種目は「簿記実務」，
「情報処理ビジネス情報部

令和２年度全商協会主催
検定試験１級7種目合格

私は一迫商業高校に入学し，高い目標をもって生活できるよう

を達成することができました。目標を達成できたのは，朝や放

になりました。

全商協会主催検定試験１級合格者数（３種目以上）

課後など検定取得に向け多くの勉強時間を設けていただいた

一商では様々な検定取得に力を入れており，就職や進学で優位

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

に立つことができます。自分のレベルに合わせて検定勉強を進め
ることができるので，それぞれがより高い目標に向かって取り組
んでいくことが可能です。また，普通科では学べない情報処理や
流通経済などの社会に出てからも役に立つ知識をたくさん得るこ
とができるので，進学や就職の幅も広がります。
このように，高校生のうちから社会に出て必要な知識やスキル
を学べ，進学や就職に生かすことの出来る一迫商業高校で私たち
と一緒に学んでみませんか？
皆さんの入学を心よりお待ちしております。

ことや，最後までそばで支えてくれた先生方がいたからだと思
います。またクラスの皆で「合格」という同じ目標に向かって一

７種目

２
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１

１

生懸命励んでいたので，合否が分かった時は一緒に喜んだり，

６種目

３

２

１
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悔しがったりできる素敵な仲間もできました。

５種目

２

４

３

２

１

０
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０

商業高校で多くの検定に挑戦し続けているうちにもっと商業に

４種目

５

１

３

１

１

２

１

１

ついて学びたいと考えるようになり大学進学を決定しました。

３種目

５

６

３

１

３

５

５

３

校生活に関わる様々な人の手厚いサポートがあることが一番

４

５

７

１１

６

の魅力です。ぜひ一商で充実した３年間を送ってみて下さい。

合

計

１７ １３ １０

私は，入学当初から進学を考えていたわけではありません。

一迫商業高校には様々な事に挑戦できる環境があることと，学

在校生から
益々発展する流通業界（販売・サー
ビス）等の基本的な知識・技術につ
します。

流通経済科 ３年

四年制大学

一商で学んだこと

石巻専修大学-2,専修大学-1,駿河台大学-1
大学校・専門学校・准看護学校 等
国際マルチビジネス専門学校-2,仙台総合ビジネス公務員専門学校-1,仙台医療秘書

就職

（築館中学校出身）
一迫商業高校は，社会に出て活躍のできる人間を育
成します。普通科では学べない商業科目があり，その
科目ではビジネスマナーや販売で活用する会計など
を学べ，たくさんの知識を得ることができます。そして，
コミュニケーション能力を向上させるための発表や他
の人を巻き込んでの課題研究に取り組んだりしていま
す。そして，今年から部活動の面で，名称や活動形態が大きく変わることにな
りました。それは「キャリア・アクティビティ」というものです。キャリア・アクテ
ィビティとは，
１つの部活動だけでなく複数の部活動に所属して活動できるシ
ステムです。これまでのように１つの部に集中して大会優勝に向けて取り組
むこともできますが，２つ３つの部に所属して掛け持ちしながら視野を広げ
て活動することもできます。色々な取り組みを行うことで「社会性」を育む
ことができると思います。皆さんもぜひ一迫商業高校に入学して輝かしい未
来を築き上げ，自分らしさというものを身につけましょう。

卒業生の言葉

福祉専門学校-1,仙台大原簿記情報公務員専門学校-1,仙台こども専門学校-3,仙台

宮城県警察

ビューティーアート専門学校-2,仙台リゾート＆スポーツ専門学校-1,専門学校デジ

令和２年３月卒・流通経済科

タルアーツ仙台-1,東京IT会計専門学校-1,東北保健医療専門学校-1,日本デザイナ

日野

ー芸術学院仙台校-1,宮城調理製菓専門学校-1,大崎医師会附属准看護学校-2
公務員
宮城県警-1,自衛隊-3
民間就職（管内）
伊藤ハムデイリー㈱-2,イハラ建成工業㈱仙台事業所-1,㈱勝野製菓宮城-1,栗原食
肉㈱-2,昭和コンクリート工業㈱宮城工場-1,菅原産業㈱栗駒工場-1,太平洋工業㈱
栗原工場-1,医療法人社団玄成会達内科-1,社会福祉法人千葉福祉会-1,ナブコトー

白鳥 羽蘭

ト㈱-3,㈱ネクスト-1,丸電プレス工業㈱金成工場-1,マルハ産業㈱築館営業所-1,

（志波姫中学校出身）
一迫商業高校では，各科特有の授業があります。
流通経済科では，ビジネス基礎やマーケティングな
どサービス分野や流通分野を通して，経済のしく
みを学ぶことができます。その他にも経済活動と
法という授業があります。この授業では，経済に関
する法律を学ぶことができます。
また，一迫商業高校では，検定取得にも力を入れています。電卓検定，
簿記検定など，様々な資格に挑戦します。最初は，不安かもしれません
が，先生方も優しくサポートしてくれます。私も，簿記検定を取得する際
に，不安な気持ちがありました。しかし，放課後の補習に参加したり，分
からないことは先生や友達に聞くなどしてあきらめず勉強に取り組み
ました。その結果，検定を取得することができ，その時のうれしさは今
でも忘れられません。資格を多く取ることで，就職や進学をする際にと
ても有利になります。ぜひ，皆さんも一迫商業高校に入学し充実した学
校生活を送りませんか？

㈲もちっ小屋でん-1
民間就職（県内）
アルプスアルパイン㈱古川工場-1,㈱イズミテクノ-1,㈱ウジエスーパー-1,医療
法人永仁会永仁会病院-1,サントリービバレッジサービス㈱東北営業本部-1,医療
法人社団清山会-1,㈱東北フジパン仙台工場-2,㈱登米村田製作所-1,トヨテツ東
北㈱-2,㈱鳴子観光ホテル-1,マルヒ食品㈱-1,社会福祉法人宮城福祉会-2,㈲ビズ
カンパニー-1
民間就職（県外）
一関信用金庫-1,㈱オーシャンシステム-1, ㈱コメリ-1, ㈱ベルジョイス-1

四年

大・専門・准看学校

公務員

4

18

4

民間（管内）

18

民間（県内）

16

民間（県外）

4

愛也

（栗原西中学校出身）

私が一迫商業高校で学んだことは，コミュニケーション
の大切さです。私は商業研究部に所属しておりました。こ
の部活では，地域の方々と関わり合うことが多く，コミュ
ニケーションを取る場面が多々ありました。コミュニケー
ションというと話す力だと思いがちですが，私が思うにコ
ミュニケーションで一番大切なのは相手の話を聞いて理解
することだと思います。相手が何を求めているのか，それ
を見抜くことができるようになれば，社会に出た時にとて
も役立ちます。
私は令和２年４月１日に警察官を拝命しました。小学
校，中学校時代ただ日々を過ごすだけの生活でしたが，一
迫商業高校に入り警察官という職業に夢を抱きました。現
在は警察学校に入校し日々厳しい教養訓練を受けていま
す。とても大変ですが，自分の夢であった警察官になるこ
とができたのは，一迫商業高校の先生方の手厚いサポート
があったからです。とても感謝しています。
私が思う一迫商業高校の魅力は，『コミュニケーション
能力を高めることができること』『夢を実現できること』
『先生方の手厚いサポートがあること』だと思います。是
非皆さんも一迫商業高校に入学し，自分の夢を見つけ実現
しましょう。

令和元〜３年度実績（人数）
情報処理科 ３年

通して，企業等が求める情報処理技
術者の育成を目指しています。

鈴木 康生

情報処理科 ３年

千葉

凛

（築館中学校出身）
一迫商業高校は，
検定取得に力を入れています。普段
の授業はもちろん，
検定１週間前から始まる補習にも意
欲的に参加し，
学校全体で合格を目指して取り組みます。
徐々に合格点に近づいていくので，
とてもやりがいがあり
ます。理解できない問題は，先生方が親身になってわか
るまで教えてくださいます。たくさん努力をして，
検定試
験に合格することができた時は，
達成感を感じることができとても嬉しいです。
また，
一迫商業高校では「栗原版デュアルシステム」を実施しています。デュ
アルシステムとは，
学校での学びに加えて，
地域での学びを同時に行うことがで
きるシステムです。宮城県内では本校だけが実施しており，
職業に関する実習を
通して働くことの大切さや，進路実現に向けて取り組む商業高校ならではの授
業です。自分にどのような職業が向いているのかを知ることができます。そして，
普段の生活では経験することができない貴重な体験ができます。将来，
就職や
進学した際にも学んだことを生かすことができるはずです。
ぜひ，
皆さんも一迫商業高校に入学し，
充実した高校生活を送りませんか。
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就職

（栗原西中学校出身）
一迫商業高校の情報処理科では，情報処理やプ
ログラミングの授業を通してExcelやWordの知識
や技術を学び，情報処理をはじめとした各種検定
の取得を目指すことができます。１・２年生の間は
毎日コンピュータに関する授業があるので，高校
から初めてパソコンに触れる人でもパソコンが使
えるようになります。私たちの学年は新型コロナウイルスの影響で学校
が（入学時）６月からのスタートでしたが，先生方が授業や放課後の補
習などで分かりやすく丁寧に教えてくださったおかげで，私は１年生の
うちに全商情報処理検定のビジネス情報部門１級を取得することがで
きました。検定を多数取得していると，進学や就職で有利になることが
あります。ExcelやWordやPowerPointの技術を高校生のうちに学べ
ることで，就職した際にとても役に立つと思います。
ぜひ，皆さんも一迫商業高校に入学し自分の夢を叶えてみませんか。

進学

コンピュータ，ワープロ等の学習を

情報処理科 ︵儵名︶

教育課程に特色のある２つの学科紹介

流通経済科 ︵儵名︶

いて流通経済関係科目を通して学習

鈴木 大悟

進学

流通経済科 ３年

進路先

2

21

4

四年 短期 大・専門・准看学校 公務員

33
民間（管内）

15

5

民間（県内） 民間（県外）

四年制大学
石巻専修大学-1,東北学院大学-2,東北工業大学-1,東北生活文化大学-1,ノースアジ
ア大学-1,立命館大学-1,千葉商科大学-1
短期大学 宮城誠真短期大学-2
大学校・専門学校・准看護学校 等
東北職業能力開発大学校-1,大崎高等技術専門学校-1,仙台医療福祉専門学校-1,仙
台大原簿記情報公務員専門学校-3,仙台ビューティーアート専門学校-1,仙台ヘアメ
イク専門学校-1,仙台リゾート＆スポーツ専門学校-1,仙台理容美容専門学校-1,専
門学校デジタルアーツ仙台-3,東京ビジュアルアーツ-1,東北電子専門学校-1,東北
文化学園専門学校-1,東北ヘアモード学院-1,日本電子専門学校-1,大崎医師会附属
准看護学校-2,一関医師会附属准看護学校-1
公務員 自衛隊-4
民間就職（管内）
協業組合アクアテック栗原-1,伊藤ハムデイリー㈱-3,㈱エスティシー-1,㈱勝野製
菓宮城-1,キョーユー㈱-1, ㈱栗駒ポートリー-1,社会福祉法人栗駒峰寿会-1,ジオマ
テック㈱金成工場-1,新みやぎ農業協同組合-2,菅原産業㈱栗駒工場-1,太平洋工業
㈱栗原工場-1,太陽テキスタイルサポート㈱宮城工場-1,医療法人社団畑山医院介護
老人保健施設高森ロマンホーム-1,医療法人社団玄成会達内科-1,筑波ダイカスト工
業㈱ 宮城工場-1,㈱東北イノアック-1,東北紙工㈱-1,豊田合成東日本㈱-2,ナブコト
ート㈱-2,㈱成田製作所宮城工場-2,㈱ネクスト-2,㈱北光-1,三菱マテリアルテクノ
㈱-1,ミヤマ東日本㈱-1,㈲伊藤ハウジング-1,Gerbera-1
民間就職（県内）
アイリスオーヤマ㈱-1,アルプスアルパイン㈱古川工場-1,㈱ウジエスーパー-1,
医療法人永仁会永仁会病院-1,㈱緒方製作所岩出山工場-1,兼松コミュニケーショ
ンズ㈱東北支店-1,㈱七十七銀行-1,㈱スタンレ−宮城製作所-1,医療法人社団清
山会-1,東北電力㈱-1,㈱東北フジパン仙台工場-1,㈱登米村田製作所-1,㈱フリー
スタイル-1㈱丸江-1,みちのくミルク㈱-1
民間就職（県外）
イオンスーパーセンター㈱-2,医療法人博愛会一関病院-1,㈱ベルジョイス-1,
㈲光成工業-1

きっかけを掴める高校生活
株式会社七十七銀行
令和３年３月卒・情報処理科

伊東

遼夏

（築館中学校出身）

私が一迫商業高校で学べたことは，2つあります。
1つ目は，コミュニケーション力です。一商ではビジネス
マナーを教わり，挨拶等を日頃から意識するようになりま
した。そして，地域の方々と接することができる授業や行
事が設けられています。そのおかげで，人見知りで引っ込
み思案だった性格を克服することができました。
2つ目は，努力の大切さです。一商は様々な検定に挑戦す
ることができます。先生方のサポートもあり，大変でも諦
めることなく努力を続け，様々な検定を取得することがで
きました。取得した検定が七十七銀行に就職するきっかけ
になり今までの努力が報われ，すごく嬉しかったです。
一迫商業高校は，将来の視野を広げることができ，先生
方が全力でサポートして下さるので安心して前に進むこと
ができる学校です。自分の将来の夢へ向かって頑張ってく
ださい。

