石巻商業高等学校
校是 独立自尊

１ 基本データ

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：５５２名
所在地：〒986-0031
石巻市南境字大樋 20
ＴＥＬ：0225-22-9188
ＦＡＸ：0225-22-9189

（３）教育方針

２ 学校の特色

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。

キャッチフレーズ

抱け！日本一の志を！
毎月行われる月間皆勤において，全校生
徒で本校の校是である「独立自尊」を唱和
しています。本校は「就職も石商，進学も
石商，部活も石商」を目指し，校是「独立
自尊」の精神をモットーに教職員，生徒一
丸となって活動しています。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)

（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＞
出願者数

ﾋﾞｼﾞﾈｽ科

合格者数

H28
116
80

H27
101
80

H26
107
60

H28
116
109

H27
107
99

H26
122
117

＜後期選抜＞
総合

出願者数

ﾋﾞｼﾞﾈｽ科

合格者数

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。

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，平成２３年
創立１００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』
（定員：２００名）となりました。
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
教育環境の施設も備えています。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，教育活動の更なる
充実を図っています。

総合

ホームページアドレス：
http://sekisyo.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@sekisyo.myswan.ne.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

（５）行事・生徒会活動・部活動
本校の学校行事は４月の応援練習からスタ
ートします。５月にある「対石高定期戦」に
向けて生徒会・応援団を中心に学校が一丸と
なります。他にも生徒会を中心に自主的な活
動が行われており，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
っています。
部活動では運動部（１３）
・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。
＜平成２７年度における主な活動実績＞
柔道部
（東北大会出場）
簿記部
（東北大会出場）
カヌー部 （国体優勝，
インターハイ出場）
珠算部
（全国大会出場）
（６）卒業生の進路状況
進路一覧(過去３年間，進学者・就職者数)

（４）教育課程の特色
進

国語・数学・地歴・公民・理科・体育・外
国語・芸術・家庭に属する科目は，共通に学
習し，商業に関する科目は，類型毎に学習す
る科目を選択できることが特徴としてあげら
れます。
商業の各分野に関する基礎・基本的な内容
の習得を目指し，さらに実践的・実務的な専
門知識や技能を身に付けて，多様な伸長を図
るようにします。
商業のスペシャリストとしての人材の育成
を目指し，２年次からは自分の進路や興味・
関心を踏まえ，より専門性を深めるために，
「会計類型」と「情報類型」に分かれます。
「会計類型」では，簿記・会計に関する知識
と技術を習得し，主に経理職営業職などの分
野に関する資質と態度を育て関係の分野への
力を育成します。
「情報類型」では，プログラ
ミングやシステム開発について学習し，実践
的な学習の中で生徒一人一人の能力を高め，
コンピュータの活用・技術や販売などのビジ
ネス知識を習得し情報社会における販売やサ
ービス関係の分野への力を育成します。
また，本校では２類型とも各種検定資格取
得に力を入れています。取得できる資格は，
日商簿記検定，基本情報技術者試験，ＩＴパ
スポート，全商簿記実務検定，全商情報処理
検定，全商英語検定，全商電卓・珠算検定，
全商商業経済検定，全商ビジネス文書検定な
どです。

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

H27

H26

H25

34
7
65
69
3
1
179

50
5
48
71
5
2
181

31
4
54
89
4
5
187

主な進路先（平成２８年３月卒業生）
，
（ ）内は人数 （1）は省略。
＜大学＞
専修大学，國學院大学，千葉商科大学(4)，東
北学院大学(4)，東北福祉大学(4)，石巻専修
大学(5)，仙台大学(3)，東北工業大学(2)，他
＜短期大学＞
仙台青葉学院短期大学(6)，
聖和学園短期大学
＜専修各種学校＞
東北職業能力開発大学校，宮城県立石巻高等
技術専門学校(2)，仙台総合ビジネス公務員
専門学校(8)，仙台医療福祉専門学校(4)，東
京ＩＴ会計専門学校(4)，他
＜就職＞
七十七銀行，仙台銀行，東北電力，日本製紙
石巻工場(3)，東日本旅客鉄道，日本製紙ユニ
テック，アルプス電気古川工場(2)，ユアテッ
ク，登米村田製作所，石巻信用金庫(2)，宮城
県漁協共同組会(3)，南光運輸(2)，いしのま
き農業協同組合(2)，石巻商工信用組合，宮城
県警察，自衛官，他

３ 入試情報
（１）募集定員
総合ビジネス科 男女２００名
（２）前期選抜について
イ 学科別の募集割合等
総合ビジネス科 定員の４０％以内（８０名以内）
ロ 出願できる条件
≪総合ビジネス科≫
次の１及び２のすべての条件に該当していることを自己アピールで
き，さらに３のいずれかの条件を満たしている生徒
１ 本校への入学を強く志望し，
基本的な生活習慣が身に付いており，
入学後も学習活動や部活動に意欲的に取り組む生徒
２ 本校で学んだ商業の専門的な知識を活かし，各種の職業資格の取
得を目指し，自己の進路実現に意欲的に取り組む生徒
３ 次の(1)～(3)のいずれか１つ以上の条件を満たしていること
(1) 中学校１～３学年の全教科の評定平均値が３．５以上の生徒
【調査書】
(2) 体育的活動において，県大会以上の大会に出場した生徒。又は，
市町村レベル以上の優秀選手表彰を受けた生徒か県レベル以上の
強化指定選手に指定されている生徒【添付書類又は調査書】
(3) 文化的活動において，県大会以上の大会に出場した生徒
【添付書類又は調査書】
◆３の(1)～(3)は「資格確認の対象とする条件」である

制服

インターンシップ

応援練習

対石高定期戦

ハ 学力検査 国語，数学，英語 各５０点
ニ 学校独自検査 個人面接（配点７５点） １０分程度

学習成果発表会

ｱﾙﾊﾟｼﾞｮﾝ総本店ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ

（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
総合ビジネス科

１２０名（予定）

ロ 面接・実技の有無

なし

ハ 傾斜配点の有無

なし

基本情報処理技術者試験講座

リテールマーケティング講座

ニ 調査書点と学力検査点の比重 ５：５

我が校のＰＲポイント
ホ 学科の第２志望
該当なし
（４）平成２８年度転編入学試験について

１００年の歴史と受け継がれる心
（７月以降分）

～ 石商は未来を担う職業人を育てます ～

国家試験・検定試験対策・オリジナル商品開発
日程
対象学年
試験科目等
随時
全学年
国・数・英・商・面接
平成 29 年 3 月 27 日
新 2・3 年
国・数・英・商・面接
＊海外からの編入学試験は随時実施します。

４ 写真で見る学校生活

国家試験である基本情報技術者試験やＩＴパスポート試験受験に
向けた対策講座や，全商各種検定試験受験のための特別時間割の実
施などで資格取得をバックアップしています。
経産省基本情報処理技術者試験
経産省ＩＴパスポート試験

４名合格
４名合格

２年生の「課題研究」の商品開発講座では，石商ブランドのオリ
ジナル商品の開発を目指しています。

「桃次郎のきびだんご ほうじ茶味」 「とろけるクッキー黒蜜きなこ」

校舎外観

