一迫商業高等学校
校訓

誠実 自律 奉仕

１ 基本データ

創立：昭和４８年
課程・学科：全日制課程・流通経済科，情報処理科
生徒数：１８０名
所在地：〒987-2308
栗原市一迫真坂字町東１３３
ＴＥＬ：0228-52-4112
ＦＡＸ：0228-52-4111

キャッチフレーズ

一商で夢を叶えよう！
小規模校の特性を生かし，教職員・生徒が一
体となって勉学，資格取得，部活動に励んでい
ます。近年，全国商業高等学校協会主催の検定
試験では，１級３種目以上取得者が県内トップ
クラスです。これらの資格取得が進路実現に大
きな役割を果たしています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
大正１３年３月，一迫町立一迫実科高等
女学校として開校し，その後一迫高等女学
校，宮城県築館高等学校一迫分校となり，
昭和４８年４月，県北唯一の商業高校とし
て独立開校。平成６年度，専門性を高める
ために学科改編をおこない，流通経済科，
会計科，情報処理科の３学科（男女共学，
学科別募集，推薦入学制有り）でスタート
しましたが，少子化の影響で会計科の募集
を停止し，平成２３年度から流通経済科，
情報処理科の２学科でスタートしました。
平成２３年度入学生からは流通経済科も
簿記１級を取得できるように教育課程を編
成し，次代を見据えた教育内容を展開して
います。県北唯一の公立商業高校として，
地域社会の人々の期待を担いながら，産業
経済の振興発展に寄与する有為な人材の育
成を目指しています。

（２）設置学科等
(過去３年間の学科コース別・前後期選抜
別の出願者数・合格者数)
＜前期選抜＞
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＜後期選抜＞
流通経済科

出願者数
合格者数

情報処理科

出願者数
合格者数

宮城交通バス： 宮城大学ゆき
桜ヶ丘七丁目
（６）卒業生の進路状況
東下車 徒歩７分
「誠実・自律・奉仕」を校訓に，新しい
進路一覧(過去３年間，進学者，就職者数)
時代における産業経済社会を担う者として
進
路
H29
H28
H27
欠かすことの出来ない教養・知識・技術を
大 学
6
2
2
十分に身に付け，更に強靱な身体と不屈の
短期大学
2
4
4
意志を育てることを目標にしています。
専各学校
11
8
11
また，地域に愛され，地域に信頼され，
就職（県内）
29
40
32
地域になくてはならない学校を目指し，校
就職（県外）
3
2
7
訓「誠実・自律・奉仕」の精神を身につけ，
その他
0
0
0
地域社会を担うことのできる有為な人材を，
卒業生計
51
56
54
商業教育を通して育成しています。
主な進路先（平成３０年３月卒業生）
（ ）内は人数 （1）は省略
＜大学＞
（４）教育課程の特色
福島大 東北学院大学 東北福祉大 宮城
＜流通経済科＞
学院女子大学 石巻専修大学 富士大学
流通業界等の仕事に役立つ基本的な知
＜短期大学＞
識・技術について流通経済関係科目を通し
誠真短期大学
て学習します。さらに商業全般を学習し，
＜専修各種学校＞
将来の就職の際にも役立つ接遇・マナー等
気仙沼准看護学校 一関准看護学校 仙台
を身につけた商業人の育成を目指していま
ビューティーアート専門学校 東京法律専
す。また，教科履修を通じて，各種検定資
門学校 仙台医健専門学校 仙台ヘアメイ
格の取得ができます。
ク専門学校 東北ヘアーモード学院 仙台
＜情報処理科＞
医療秘書福祉専門学校 仙台こども専門学
情報処理関係科目の履修時間を多くし，
校 国際マルチビジネス専門学校 赤門自
コンピュータ，
ワープロ等の学習を通して，
動車整備大学校
情報処理技術を身に付け，中堅情報処理技
術者の育成を目指しています。また，教科
＜就職＞
履修を通じて，各種検定資格の取得ができ
自衛隊一般曹候補生 刑務官 自衛官候補
ます。特に，情報処理，ワープロ等の情報
生 ケミコン宮城 登米村田製作所 エス
処理関係の資格取得を目指しています。
ティシー 栗駒ポートリー ゆめぐり ア
（３）教育方針

２ 学校の特色

流通経済科

ホームページアドレス：
http:// ichisho.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@ichisho.myswan.ne.jp
主な交通機関：
栗原市民バス 花山線一迫商業高校前

（５）行事，生徒会活動，部活動
運動部では，硬式野球部が第７７回選抜
高校野球大会に出場し，１回戦突破という
実績を持っています。平成２９年度に陸上
部やり投げ競技でインターハイに出場しま
した。また，弓道部はインターハイに出場
した事もあります。
女子剣道部は平成２５～２７年地区総体
で優勝し３連覇を達成しました。また，ワ
ープロ部が平成２６年県大会３位となり，
３年連続東北大会出場を果たし，個人にお
いても県大会２位で全国大会に出場しまし
た。商業研究部は平成２９年県で１位とな
り，東北大会では３位となり活発に活動し
ています。
生徒会活動も活発で，文化祭，球技大会
等の諸行事の企画運営はもちろん，朝の挨
拶運動，学校周辺のゴミ拾い，道路の花壇
の整備，地域の独居老人宅への配食サービ
スなど，ボランティア活動にも積極的に取
り組み，地域に根ざした学校づくりを目指
しています。

クアテック栗原 ネクスト 栗原秀峰会
高森ロマンホーム 富士フイルムテクノサ
ービス 勝野製菓宮城 ホンダ販売光和
近藤歯科 大和工務店 魁力屋 アルファ
ス計装 ヤマセエレクトロニクス いわで
やま農業協同組合 全日警仙台支社 縣北
自動車整備工業 志波彦神社鹽竃神社 第
一貨物 コメリ

４ 写真で見る学校生活

３ 入試情報
（１）募集定員
流通経済科
情報処理科

男女４０名
男女４０名

（２）前期選抜について
イ 学科別の募集割合等
流通経済科
定員の４０％以内（１６名以内）
情報処理科
定員の４０％以内（１６名以内）
ロ 出願できる条件
≪流通経済科≫
流通業（販売，サービス）等に関する基礎的な知識や技術
を身に付け,経済に関する資格取得を目指し,これらを生かし
た就職及び進学を希望している生徒を求めます。出願できる
条件は,基本的な生活習慣が確立されており,次の１～５の条
件のうち１つ以上を満たし,自己アピールできることとしま
す。
１ 学習活動に意欲的に取り組んでいる生徒。
２ 生徒会活動において中心となって活動した生徒。
３ 各種大会で県大会以上に出場し,活躍した生徒。
【調査書】
４ ボランティア活動を積極的に取り組んだ生徒。
５ 各種資格を取得している生徒。【添付書類又は調査書】
◆３，５は「資格確認の対象とする条件」である。
≪情報処理科≫
コンピュータに関する基礎的な知識や技術を身に付け,情
報処理に関する資格取得を目指し,これらを生かした就職及
び進学を希望している生徒を求めます。出願できる条件は,
基本的な生活習慣が確立されており,次の１～５の条件のう
ち１つ以上を満たし,自己アピールできることとします。
１ 学習活動に意欲的に取り組んでいる生徒。
２ 生徒会活動において中心となって活動した生徒。
３ 各種大会で県大会以上に出場し，
活躍した生徒｡【調査書】
４ ボランティア活動を積極的に取り組んだ生徒。
５ 各種資格を取得している生徒。【添付書類又は調査書】
◆３，５は「資格確認の対象とする条件」である。
ハ 学力検査

正門から見る校舎

制 服

２日間の球技大会（クラス対抗で行われます）

石楠花祭（学校祭） １０月末に開催されます。

各学科とも 国語，数学，英語 各１００点
本校の目玉，
デュアルシステムによる販売実習と起業家研究

ニ 学校独自検査
各学科とも

個人面接（配点７５点） １０分

（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
流通経済科
２４名（予定）
情報処理科
２４名（予定）
ロ 面接，実技の有無
ハ 傾斜配点の有無

各学科とも
各学科とも

ニ 調査書点と学力検査点の比重

個人面接
なし

各学科とも

５：５

ホ 学科の第２志望
該当あり
流通経済科･･･情報処理科を第２志望とすることができる
情報処理科･･･流通経済科を第２志望とすることができる
（４）平成３０年度転編入学試験について
日 程
７月～12 月 随時
３月 随時

対象学年
全学年
新２，３年

我が校のＰＲポイント
小規模校の特性を生かし，家族的な雰囲気の中で教職員生徒が一体と
なって勉学に資格取得に，そして部活動に励んでいます。また，平成１
７年度に文部科学省の指定を受けた，栗原版デュアルシステムにも継続
して取り組んでいます。流通経済科で，販売実習と起業家研究を行い，
全学科対象の選択科目「企業実習」では約２０日間の長期企業実習を行
っています。今後とも地域の皆さんの支援をうけながら，なお一層の発
展を目指しています。
平成２９年度は，全国商業高等学校協会主催の検定試験において，１
級５種目取得者が２名，４種目取得者が１名，３種目取得者が１名出て，
県内の商業高校の中でもトップクラスの取得状況です。授業のみならず，
年間を通じた朝補習，検定前の放課後補習で教職員と生徒が一体となっ
て努力している証です。
商業高校で身につけた専門的知識・技術や勤労覿が社会から高く評価
され専門技術や資格を生かし社会で活躍しています。商業高校は普通教
科に加え商業の専門知識を生かす有利さもあります。
近隣の中学校への出前授業を行なっています。商業について知る良い
機会になると思いますので，是非ご活用下さい。

（７月以降分）

試験科目等
国，数，英，専門（商業）
，面接
国，数，英，専門（商業）
，面接

（７月以降分）

