
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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月に独立開校。平成６年度，

商業教育の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）としましたが，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学科とな

りました。 

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）教育方針 

「誠実・自律・奉仕」を校訓に，新しい

時代における産業・経済社会を担う者とし

て欠かすことの出来ない教養・知識・技術

を十分に身に付け，強靱な身体と不屈の意

志を育てることを目標にしています。 

また，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」の精神を身に付け，

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しています。 

（３）教育課程の特色 

＜流通経済科＞ 

 流通業（販売・サービス）などの仕事に

役立つ基本的な知識・技術について主に学

習します。具体的には，「どのようにすれば

商品やサービスが売れるのか？」というテ

ーマについて，専門的な商業の科目を勉強

しながら考えていきます。 

将来，就職の際に役立つ「接客マナー」

や「ビジネスマナー」等も身に付け，社会

に出た時すぐに企業で活躍できるように学

習していきます。 

＜情報処理科＞ 

 コンピュータ（パソコン）などに関する

基本的な知識・技術について主に学習しま

す。具体的には，エクセルやワードなどの

ソフトウェアを活用し，ビジネス（事務処

理）の場面で使われる文書や表，グラフな

どを作成します。 

またプログラミングや簿記など専門的な

学習もすることができます。高校で学んだ

基礎を生かして，大学や専門学校へ進学し，

社会で活躍できるスペシャリストを目指し

ます。 

両学科ともに，学科の専門性を生かした

「資格取得」で専門性を身に付け，「栗原

版デュアルシステム」で実社会から学び，

生徒の自信を深めます。最終的には「世の

ため，人のために，社会で活躍できる職業

人の育成」を目指します。 

（４）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，ベスト１６になり

ました。平成２９年度，令和元年度に陸上

の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の出場

実績があります。女子剣道部は平成２５年

度から地区総体３連覇を達成しました。 

文化部では，ワープロ部が平成２６年度

から３年連続東北大会出場を果たし，個人

では全国大会に出場しました。商業研究部

は平成２９年度に県で優勝，東北大会３位

となり活発に活動しています。どちらの部

も商業高校ならではの特色ある部活動であ

り，東北大会常連校（強豪）です。 

 生徒会活動も活発で，運動会，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。 

 

（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 R3 R2 R1 

大 学 3 6 3 

短期大学 1 1 0 

専各学校 9 10 15 

就職（県内） 25 30 26 

就職（県外） 3 9 3 

その他 3 1 3 

卒業生計 44 57 50 

主な進路先（令和４年３月卒業生）， 

（ ）内は人数  （1）は省略。 

＜大学＞ 

東北工業大学，石巻専修大学，ノースアジ

ア大学，宮城誠真短期大学 

＜専修各種学校＞ 

専門学校デジタルアーツ仙台 (2)，仙台こ

ども専門学校，仙台医療秘書福祉専門学校 

仙台総合ビジネス公務員専門学校，東北能

力開発大学校，仙台リゾート＆スポーツ専

門学校，大崎高等技術専門校，仙台大原情

報公務員専門学校 

＜就職（県内）＞ 

（株）東北フジパン (2)，ナブコトート

（株）(2)，(有)もちっ小屋でん，マルヒ

食品（株），アルプスアルパイン（株），医

療法人社団清山会(2)，菅原産業（株），キ

ョーユー（株），社会法人社団栗駒峰寿会 

（株）北光，豊田合成東日本（株），ジオ

マテック（株），（株）成田製作所，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，（株）ネクスト，協業組合ア

クアテック栗原，（株）緒方製作所，アイ

リスオーヤマ（株），ミヤマ東日本（株）， 

太陽テキスタイルサポート（株） 

＜就職（県外）＞ 

（株）オーシャンシステム，太平洋工業

（株），（株）ベルジョイス  

＜その他＞ 

  陸上自衛隊一般曹候補生(3)  

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

一迫商業高等学校 

校訓  誠実 自律 奉仕 

２ 学校の特色 

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：１０６名 

所在地：〒987-2308 

    栗原市一迫真坂字町東１３３番地 

ＴＥＬ：0228-52-4112 

ＦＡＸ：0228-52-4111 

 

ホームページアドレス： 

https:// ichisho.myswan.ed.jp 

電子メールアドレス： 

ichisho@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

栗原市民バス 花山線一迫商業高校前 

 

 

宮城交通バス： 宮城大学ゆき 桜ヶ丘七丁目

東下車  徒歩７分 

 
 
 
 
 

一商で一緒に夢を叶えよう！ 

１学年２クラスで，少人数で丁寧な指

導を行っています。「一人ひとりが輝く

チーム一商」をスローガンに先生と生徒

が一緒に，皆さんの夢や目標を探してい

きます。そして，その達成に向かって学

習や資格取得，部活動を手厚くサポート

していきます。また，多くの１級資格取

得ができるのは，県北地区で一商だけで

す。資格取得で成長を実感できます。資

格取得を生かして，大学に進学もできま

す。地元企業とコラボした授業もありま

す（栗原版デュアルシステム）。社会に出

る前に，しっかりとした力を身に付け，

将来社会で活躍できる生徒を育てていま

す。 

キャッチフレーズ 

mailto:ichisho@od.myswan.ed.jp


 

 

 

 

 

 

         

  

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 

学科 
募集 

定員 

選抜人数等 

共通選抜 特色選抜 

割合 人数 割合 人数 

流通経済科 40 50% 20 50% 20 

情報処理科 40 50% 20 50% 20 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜全学科共通＞  特色選抜 → 共通選抜 

   

 ハ 第２志望とすることができる学科・コース 

  ＜流通経済科＞ 情報処理科   

  ＜情報処理科＞ 流通経済科   

 

 二 共通選抜及び特色選抜について 

 

共通選抜 

  国語，社会，数学，理科，英語の５教科の学力検査（５００点

満点）の結果及び調査書（１９５点満点）を選抜資料の基本とす

る。 

 学力検査点と調査書点の満点を原点とした相関図表を用いて選抜

する。このとき，学力検査点と調査書点の比重を５対５とし，そ

の両方の満点により近い者を上位とする。 

 上位の者から審査し，選抜する。 

 

  相関図での学力検査点と調査書点の比重 

  ＜全学科共通＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ５：５ 

 

特色選抜 

 ・審査対象は，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，特色選抜の募集人数の５０％の範囲に含まれる者と

する。 

 ・選抜は，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。 

 

  配点 

学科 調査書 学力検査 
面接･実技･

作文 
合計 

全学科 

195点 
※音楽・美術・

保体・技家の評

定を2倍 

500点 面接 
100点 
※個人面接，10

分程度 

795点 

(注) 倍率 1倍については，記載を省略しています。 

 

（２）第二次募集について 

 下記の資料を基に，調査書の記載内容を考慮しながら，本校の求

める生徒像に照らして総合的に審査し，選抜する。 

  配点 

学科 調査書 学力検査 
面接･実技･

作文 
合計 

全学科 

225点 
※社会・理科・

音楽・美術・保

体・技家の評定

を2倍 

300点 面接 
100点 
※個人面接，10

分程度 

625点 

(注) 倍率 1倍については，記載を省略しています。 

 

                                

（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・出願者数・合格者数（第二次募集は除く） 

学科 年度 R4 R3 R2 

流通経済科 
出願者数 17 9 17 

合格者数 17 9 16 

情報処理科 
出願者数 24 22 19 

合格者数 24 22 19 

 

 

 

 

   日 程 対象学年 試験科目等 

7月～12月 随時 全学年 国，数，英，専門（商業），面接 

3月 随時 新 2,3年 国，数，英，専門（商業），面接 

※ 編入学は３月のみ 

※ 海外からの編入学は随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      正門から見る校舎          制 服 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  スポーツフェスティバル          石楠花祭（文化祭）仮装行列 

 

 

 

 

 

 

 

 

２学年インターンシップ（３日間）  デュアルシステム「販売実習」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 デュアルシステム「起業家研究」  デュアルシステム「企業実習」 

（４）令和４年度転編入学試験について 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 

（７月以降分） 


