石巻商業高等学校
校是 独立自尊

１ 基本データ
校章

創立：明治４４年
課程・学科：全日制課程・総合ビジネス科
生徒数：363 名
所在地：〒986-0031
石巻市南境字大樋２０
ＴＥＬ：0225-22-9188
ＦＡＸ：0225-22-9189

２ 学校の特色
キャッチフレーズ

抱け！日本一の志を！
「商業」の専門高校としてスペシャリスト
育成を目指し，レベルの高い授業を行って
います。生徒は強い志と目標をもって学校
生活に臨み，資格取得や検定に積極的に取
り組んでいます。校是「独立自尊」を掲げ，
誇り高き伝統のもと，
「商業」を学ぶため
の施設設備が整った環境で充実した学び
の毎日を送ることができます。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
本校は明治４４年（１９１１年）に石巻町
立商業補習学校として創立され，昨年１１０
周年を迎えた，歴史と伝統を持つ商業の専門
高等学校です。この間，卒業生は１万５千名
を超え，地域経済界は言うまでもなく全国各
地・各方面で活躍しております。平成１８年
度から男女共学となり，
『総合ビジネス科』と
なりました。定員は１６０名となっておりま
す。
施設設備の面では，コンピュータ室４室を
はじめ，介護実習室や冷暖房が完備されてい
る視聴覚室，図書室，大講義室など充実した
教育環境の施設を備えています。さらに，創
立１００周年記念事業として石商会館(合宿
所・食堂)の改修が行われ，教育環境の更なる
充実を図っています。
（２）教育方針
校訓は「誠実 勤勉 協同 友愛 自律
創造」です。この校訓とともに大切にしてい
るのが校是「独立自尊」です。
校是「独立自尊」とは，福沢諭吉先生の修
身要領を由来とし，明治４４年に校是として
制定されたものです。
意味するところは，
「心も体も一人の人間と
して独立し，自分自身を尊重し，人間の品位
を汚してはならない。常に品位を高める努力
をしなければならない。そして清らかな意志
を持って行動できる人を独立自尊の人とい
う」です。
この校訓と校是のもと，
自己実現を目指し，
社会に貢献できる人材の育成を図っています。

ホームページアドレス：
https://sekisyo.myswan.ed.jp
電子メールアドレス：
sekisyo@od.myswan.ed.jp
主な交通機関
JR 仙石線・石巻線
石巻駅より徒歩３０分
宮城交通バス
「石巻専修大学行き」
→「石巻商業高校前」下車 徒歩５分
（３）教育課程の特色
総合ビジネス科は１学年定員１６０名で４
クラスを編成しています。本校の商業科目の
学習は，１，２年生で商業の４つの分野（マ
ーケティング・マネジメント・会計・ビジネ
ス情報）に関する基礎・基本的な内容を確実
に習得し，３年生で実践的・実務的な専門知
識や技能を身に付ける内容になっています。
商業の専門的な学習に取り組むことで，ビジ
ネスの諸活動に関する幅広い知識・技能を持
ち，社会の経済発展に寄与することができる
スペシャリストの育成を目指しています。
新年度の入学生が１年生で学習する「ビジ
ネス基礎」
「簿記」
「情報処理」は，商業科の
基礎科目です。
これらの科目の学習を通して，
ビジネスの諸活動，簿記・会計，情報処理の
基本となる知識や技術を身に付けます。
２年生では，会計処理の方法を学ぶ「財務
会計Ⅰ」や「マーケティング」
，
「ソフトウエ
ア活用」
「プログラミング」など９つの商業科
目選択科目から３つまで選択して授業を受け
ることができます。自己の興味・関心のある
分野を早期から学べるようにしています。
さらに，３年生では「課題研究」
「総合実践」
などを学び，より実践的な商業の学習に取り
組みます。特に「課題研究」では，会計，情
報，商品開発等の様々な商業的分野から自分
の興味・関心や進路目標に応じて分野を選択
し専門的な学習をすることができます。
選択科目は２年生，３年生に設定されてい
ます。商業科目だけでなく普通科目も含めた
選択が可能となっており，多様な生徒の進路
希望に対応できるよう工夫されています。
一人一人の進路実現に向けて，３年間を見
通した計画的な進路学習を行っており，進路
ガイダンスや講演会の実施，２学年における
インターンシップ，
３学年における面接練習，
個別面談など様々な経験をもとに確実なスキ
ルアップを目指します。
本校から，経済や経営，商学，情報系の大
学進学を目指す生徒も多くいます。商業高校
から大学進学を目指す場合（１）指定校推薦
（２）資格取得推薦（３）商業科目を利用し
た一般受験などの有利な制度もあり，各種検
定に挑戦し，資格取得に力を入れています。
また，０７年度から,近隣の石巻専修大学と高
大接続事業を行っています。高校在学中に大
学の科目履修生として受講することができ,
その単位も卒業時に認定されます。

（４）行事・生徒会活動・部活動
本校は学校行事がたくさんあり，生徒会や
委員会が中心となって計画をしています。特
に，体育祭・クロスカントリー大会・石商祭
は本校の三大行事となっていて年間行事の中
でも盛り上がる行事になっています。
部活動では運動部(12)・文化部(9)ともに各
種大会やコンテストで活躍しています。
＜令和３年度における主な活動実績＞
カヌー部
（インターハイ出場）
弓道部
（全国選抜大会出場）
簿記部
（全国大会出場）
（日商簿記検定１級合格）
珠算部
（全国大会出場）
（５）卒業生の進路状況
進路一覧(過去３年間，進学者・就職者数)
進

路

大学
短期大学
専各学校
就職（県内）
就職（県外）
その他
卒業生計

R3

R2

R1

43
3
53
43
9
3
154

25
8
63
70
11
4
181

25
8
45
78
16
5
177

主な進路先（令和４年３月卒業生）
( )内は人数 (1)は省略。
＜私立大学＞
東北学院大学(5)，石巻専修大学(17)，
東北工業大学(3)，東北文化学園大学(3)，
仙台大学(2)，千葉商科大学(2)，東北福
祉大学(2)，宮城学院女子大学，盛岡大学，
専修大学，埼玉工業大学，東京情報大学，
武庫川女子大学，サイバー大学, 他
＜専修各種学校＞
仙台大原簿記情報公務員専門学校(5) ，
仙台医療秘書福祉専門学校(3)，石巻市
医師会附属准看護学校(3)，仙台リゾー
ト＆スポーツ専門学校(3),仙台総合ビジ
ネス公務員専門学校(3)，SENDAI 中央理
容美容専門学校(3),葵会仙台看護専門
学校(2), 他
＜就職＞
七十七銀行(2)，石巻信用金庫，石巻商工
信用組合，
いしのまき農協(3)，
日本郵便(2)，
宮城ヤンマー(2),アイリスオーヤマ，白
謙蒲鉾店(3)，サンゲツ(3)，他

３ 入試情報
（４）令和 4 年度転編入学試験について
各学科の求める生徒像及び選抜方法等の詳細については，
「求める生徒
像・選抜方法一覧」を御覧ください。
（１）第一次募集について
イ 学科別の募集定員及び各選抜における選抜人数等
選抜人数等
募集
学科
共通選抜
特色選抜
定員
割合
人数
割合
人数
総合

160

ビジネス科

70%

112

30%

48

日程
対象学年
令和 4 年 6 月 28 日
全学年
令和 4 年 9 月 22 日
全学年
令和 4 年 12 月 20 日
全学年
令和 5 月 3 月 20 日
新 2,3 学年
※ 編入学は 3 月のみ
※ 海外からの編入学は随時

試験科目等
国・数・英・商・面接
国・数・英・商・面接
国・数・英・商・面接
国・数・英・商・面接

４ 写真で見る学校生活

ロ 選抜順序
＜総合ビジネス科＞
共通選抜 → 特色選抜
ハ 第２志望とすることができる学科・コース
なし
二 共通選抜及び特色選抜について
共通選抜
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
＜総合ビジネス科＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ５：５

【校舎】

【制服】

特色選抜
学力検査点，調査書点を合計した点数を基に，調査書の記載事項も
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。
配点
学
面接･実技･
調査書
学力検査
科
作文
250 点
なし
総 390 点
合 ※国語，数学， ※国語，数学，
社会，英語，理
社会，英語，理
ビ 科の評定 2 倍
科の点数を
ジ ※音楽，美術， 0.5 倍
ネ 保健体育，技術
ス 家庭の評定を 4
科 倍
(注) 倍率 1 倍については，記載を省略しています。

【授業の様子】

【石商祭】

【体育祭】

【クロスカントリー大会】

合計

640 点

（２）第二次募集について
次の検査の点数を基に，総合的に審査し，選抜する。
配点
学
面接･実技･
調査書
学力検査
科
作文
総
225 点
300 点
面接
合
※社会，理科，
※国語，数学，
75 点
ビ
ジ
ネ
ス
科

音楽，美術，保
健体育，技術家
庭の評定を2 倍

英語，各教科
100 点満点

※個人面接，
10 分程度

【石商マーケット】

【２年修学旅行】

合計

600 点

(注) 倍率 1 倍については，記載を省略しています。

【商業高校フェスタ販売活動】 【インターンシップ】

（３）過去の入試実施状況について（参考）
過去３年間の学科コース別の出願者数・合格者数（第二次募集は除く）
学科

総合
ビジネス科

年度

R4

R3

R2

出願者数

131

123

115

合格者数

128

117

108

【進路指導講演会】

【カヌー部】

