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（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

平成２１年４月，創立１１２年の仙台商業

高校と，創立９０年の仙台女子商業高校が統

合し，これからの時代にふさわしい商業高校

として開校しました。 

歴史と伝統を礎に，両校の持つ良い面を継

承し，新しい歴史を刻んでいます。 

○学校をとりまく環境 

 地下鉄泉中央駅から徒歩１０分で通学でき

る交通至便で, 自然豊かな七北田川の周辺に

位置し，ベガルタ仙台のホームのユアテック

スタジアム仙台や泉図書館・泉総合運動公園

などの公共施設にも囲まれています。 

○施設設備概要 

〔体育関係施設〕（屋外関係施設に照明灯３

３基）陸上競技場（４００ｍトラック）・サッ

カー場・ソフトテニスコート２面・テニスコ

ート２面・軟式野球場・ソフトボール場・硬

式野球場（両翼９７ｍ，センター１２０ｍ）・

ハンドボールコート・プール・第１体育館・

第２体育館・武道場・研修会館（合宿等で利

用） 

〔校舎内特別教室〕 

情報処理室（５室）・マーケティング室・総合

実践室・語学演習室・簿記室・プログラミン

グ室・美術室・音楽室・化学室・物理室・調 

理室・被服室・多目的大ホール・小視聴覚室・

図書室等【コンピュータ設置台数約５００台】 

 

（２）教育方針 

人間尊重の精神を基本とし，心身ともに健

康で調和のとれた人間性を養い，平和で民主

的な国家及び社会の形成者として，日本及び

国際社会の発展に貢献する職業人の育成を目

指します。 

① 基礎的な学力の向上と主体的に学習に取

り組み，自己実現を図る態度を育成。 

② 人権尊重の理念のもと，民主的な社会及

び国家の形成発展に寄与する態度を育成。 

③ 専門的知識・技能を習得させ，社会の変

化に対応する創造性豊かな人材を育成。 

④ 遵法精神を養い，望ましい勤労観・職業

観を確立させ，社会貢献する職業人を育成。 

（３）教育課程の特色 

普通教科の知識を高め，一般的な常識と商

業に関する専門科目の深い知識，調和の取れ

た人材を育成し，これからのビジネス界をリ

ードする技術を身に付けた職業人を育てます。 

 生徒の興味・関心，進路希望と資格取得実

現のため，多様な選択科目群を設定し，生徒

の学習ニーズへの対応を図っています。 

＜教育課程編成のねらい＞ 

① 普通教科・科目の基礎的，基本的な内容

の確実な定着 

② 充実した専門科目の学習（専門的な知識

と技能の習得と職業資格取得） 

③ 進路希望の実現（就職・進学への対応） 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

①主な行事・検定 

◇４月・入学式，部紹介・対面式 ◇５月・

市立総体 ◇６月・県高校総体，珠算・電卓

検定，簿記検定，芸術鑑賞会 ◇７月・ビジ

ネス文書検定，三者面談・教育懇談会・オー

プンキャンパス ◇９月・校内競技大会，就

職試験壮行会，生徒会役員選挙，英語検定，

情報処理検定 ◇１０月・学校公開 ◇１１

月・仙商祭, 珠算・電卓検定，簿記検定，ビ

ジネス文書検定 ◇１２月・修学旅行 ◇１

月・情報処理検定，簿記検定 ◇２月・商業

経済検定，３年生を送る会 ◇３月・卒業式，

入学者選抜，キャリア教育セミナー 

 

②部活動 

運動部・・・硬式野球，軟式野球，バスケッ

トボール，ハンドボール，卓球，バレーボー

ル，陸上競技，テニス，ソフトテニス，自転

車競技， 柔道，バドミントン， 剣道，水泳，

サッカー，ソフトボール 

文化部・・・ 珠算，ワープロ，吹奏楽，美術，

写真，情報技術，簿記研究，商業情報，園芸，

放送，華道，茶道，演劇，軽音楽，書道，ダ

ンス 

（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 H30 H29 H28 

大 学 80 80 86 

短期大学 14 11 16 

専各学校 87 62 62 

就職（県内） 115 144 141 

就職（県外） 8 9 7 

その他 8 9 5 

卒業生計 312 315 317 

主な進路先（平成３１年３月卒業生）， 

（ ）内は人数  （1）は省略。 

＜大学＞ 

福島大，山形大，東北学院大(27），東北工業

大（13），東北福祉大（2），宮城学院女子大(5)，

仙台白百合女子大(3)，東北生活文化大，東北

文化学園大(4)，仙台大(5)，尚絅学院大(3)，

産業能率大，関東学院大，専修大，文教大，

武蔵大，城西大，大東文化大，東海大，千葉

商科大，日本大 他 

＜短期大学＞ 

聖和学園短大(4)，仙台青葉学院短大(10) 

＜専修各種学校＞ 

仙台大原簿記情報公務員(23),仙台医療秘書

福祉(4)，仙台理容美容(2),農業大学校(2)，

仙台総合ビジネス(5)，東京ＩＴ会計(4) 他 

＜就職＞ 

七十七銀行(3)，仙台銀行(2)，東邦銀行，宮

城第一信用金庫(2)，日通商事，三菱マテリア

ル(5)，トヨタ自動車東日本，アイリスオーヤ

マ(7)，プライムアース(3)，仙台三越，金沢

村田製作所（5），トヨタレンタリース(2)，東

日本旅客鉄道(2），いたがき，バイタルネット

(2)，日本郵便(5)，仙台農協(2)，仙台市職員，

宮城県職員，宮城県警察 他 
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可能性の扉を開く 

普通教科の知識を高め，一般的な常識

と商業に関する専門科目の深い知識，調

和の取れた人材を育成し，これからのビ

ジネス界をリードする技術を身に付けた

職業人を育てます。 

 生徒の興味・関心，進路希望と資格取

得実現のため，多様な選択科目群を設定

し，生徒の学習ニーズへの対応を図って

います。 

 ３年間本校で学び，商業の様々な資格

取得にチャレンジし，自分のあらたなス

テージへの挑戦をしてみませんか。 

 

 

キャッチフレーズ 

 

 

創立 平成２１年 

課程・学科：全日制課程・商業科 

生徒数：９５３名 

所在地：〒981-3131 

仙台市泉区七北田字古内75 

ＴＥＬ：022-218-3141 

ＦＡＸ：022-218-5432 

 

ホームページアドレス 

http.//www.sendai-c.ed.jp/~sensho/ 

電子メールアドレス：sensho@sendai-c.ed.jp 

 

主な交通機関 

◆仙台市地下鉄「泉中央駅」から徒歩10分 

  

 

  

 

２ 学校の特色 

 



 
 本校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 

商業科 320 80% 256 20% 64 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜商業科＞  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 

  ＜商業科＞  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 

  ＜商業科＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ６：４ 

 

特色選抜 

  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 

商

業

科 

97.5点 
※国語・数学・

社会・英語・理

科の全学年の

評定を0.5倍 

 

250点 
※全教科の得

点を0.5倍 

面接 
100点 
※集団面接，20

分程度 
447.5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 

 次の検査の点数を基に，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 

商

業

科 

195点 
※音楽・美術・

保体・技家の全

学年の評定を 2

倍 

300点 
※国語・数学・

英語 各100点

満点 

面接 
100点 
※個人面接，10

分程度 

595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・前後期選抜別の出願者数・合格者数 

学科 
 前期選抜 後期選抜 

年度 H31 H30 H29 H31 H30 H29 

商業

科 

出願者数 274 228 193 300 308 286 

合格者数 128 128 128 192 192 192 

 

 

 

 

 

 

 

（４）令和元年度転編入学試験について 

 

日 程 対象学年 試験科目等 

令和元年7月～12月 随時 全学年 国・数・英 

商業・面接 

令和２年 1月～3月 随時 新 2・3学年 国・数・英 

商業・面接 

  ※海外からの編入学は随時。 

 

 

 

 

 

 

【①校舎】 

 
【②情報処理の授業風景】 

 
【③仙商祭の様子】 

 
【④修学旅行（関西方面）】 

 
【⑤春高バレー全校応援】 

 
【⑥キャリア教育セミナー】 

 

 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 


