
令和２年度オープンキャンパスQ&A 仙台市⽴仙台商業⾼等学校

学習について
No. 質問 回答

1 簿記検定とは何ですか。
企業の活動を⼀定のルールに従って，お⾦やものの出⼊
りを記録し，報告する⽅法が簿記であり，その知識や技
能の度合いを測るものです。

2
プログラミングに関することは学べます
か。

３年⽣の選択科⽬に「プログラミング」があります。
Javaという⾔語を中⼼に学習します。部活動では，情報
技術部で学習しています。

3
コロナで休校になった場合の対策は整っ
ていますか。

万全ではありませんが，対策は講じています。課題の郵
送やオンラインでの授業等。

4
学校案内の教育課程表の⾒⽅がわかりま
せん。

学年ごとに学ぶ科⽬が横⽅向に並んでいます。数字は単
位数を表します。科⽬の横幅分が週当たりの時間（単位
数）です。LHRを含め年間３０単位分の学習をします。

5
資格取得の選択は，個⼈の⾃由で選ぶこ
とができますか。

共通で学習する科⽬は，原則全員が検定試験に挑戦しま
す。個⼈の希望受験も受け付けています。

6
資格取得は必ず３つ以上とらないといけ
ないんですか。

必ずではありません。全商協会の検定試験で１級を３種
⽬以上合格すると，⾼校卒業時に表彰されます。本校で
は，ここ数年100名以上を継続しています。

7 数学が苦⼿でも⼤丈夫ですか。
⼤丈夫とは⾔えませんが，苦⼿意識を持たず⽇常の学習
にしっかり取り組むことが⼤事です。

8 資格の取得率はどのくらいですか。
まったく資格を取得できない⼈はほぼいません。上位級
になれば合格率は低くなりますが，１年⽣では９割以上
の合格率です。

9
コミュニケーション能⼒を⾝に付けるた
めに，何を中⼼に学習していますか。

コミュニケーションだけを学ぶ特定の科⽬はありません
が，すべての教科・科⽬で協働的な学びを推進していま
す。また，あいさつの励⾏をしており，学校⽣活全体で
コミュニケーション能⼒を育成しています。

10
情報技術部や簿記研究部に⼊っていなく
ても資格はとれますか。

情報や簿記の部活動では，それぞれの⼤会参加への取り
組みに加え，⾼度な資格取得を⽬指しています。⽇常の
学習を通して資格取得ができるようなっています。

11
商業科は商業に関する学習のみを⾏って
いるのですか。

学習は，普通教科科⽬が約2/3，商業科⽬が1/3です。

12 就職と進学でコース分けはありますか。
選択科⽬を基本としたクラス分けをしています。進路希
望ではクラスを分けません。

13
資格は個⼈で会場まで⾏き，試験を受け
るのですか。

全商協会が主催している検定試験は，本校で受験しま
す。しかし，⽇商や経済産業省が主催する⾼度な資格に
ついては，学校外の会場受験が多く，各⾃で試験を受け
に⾏きます。

14 ⾃動⾞整備⼠の資格は取れますか。

本校ではとれません。⾃動⾞整備⼠になるには，⾼校卒
業後，専⾨学校に⼊学して講習を受けながら⼆級の資格
取得を⽬指すか，実務経験を積んで三級または⼆級の資
格取得を⽬指すかです。
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令和２年度オープンキャンパスQ&A 仙台市⽴仙台商業⾼等学校

学校⽣活について
No. 質問 回答
1 修学旅⾏は何泊何⽇ですか。 例年は３泊４⽇です。

2 仙商祭には，中学⽣も参加可能ですか。
今年は，コロナウイルスの影響から⼀般公開は中⽌にす
る予定ですので，不可能です。通常は可能です。

3
仙商祭はどの時期ですか。競技⼤会，修
学旅⾏もどの時期ですか。

例年，仙商祭は10⽉〜11⽉，競技⼤会は9⽉，修学旅⾏
は12⽉に実施しています。

4
学校ではスリッパをはいて⽣活している
のですか。その場合，体育の授業はどの
ようにして⾏いますか。

スリッパではなく，サンダルです。体育の授業や体育館
使⽤の場合は，床⾯保護のため体育館シューズを履きま
す。

5 １クラスおよそ何⼈ほどでしょうか。 40⼈です。

6 何を⽬指す⽣徒が多いのか。
⼊学⽬的であれば，資格取得や部活動。卒業後の進路
は，進学と就職が約半数です。

7
地域のボランティア活動では，どのよう
な活動をしますか。

泉中央地区の⼀⻫清掃が年数回あり，部活動単位で参加
しています。地域のイベントにも参加しています。

8 アルバイトは可能ですか。 原則，禁⽌になっています。

9
校内に⾷べ物や飲み物が買える場所はあ
りますか。

⾷堂があり，定⾷や麺類を提供しています。パンなどの
テイクアウトもあります。また，校内３か所に飲料の⾃
動販売機を設置しています。

10 授業時間，休み時間は何分ですか。
基本は50分授業，10分休み時間です。本校は３校時終
了後に30分の第1昼休み，４校時終了後20分の第2昼休
みがあります。

11
登校の際，近くでもバスや電⾞の利⽤は
⼤丈夫ですか。

可能です。

12
「ボランティア活動等への積極的な参
加」とは具体的にどんなことですか。

泉中央地区の⼀⻫清掃が年数回あり，部活動単位で参加
しています。地域のイベントにも参加しています。

13
仙商祭や競技⼤会でのコロナの影響はど
のくらいですか。

新しい⽣活様式にしたがうことで，例年どおりに実施は
できません。規模の縮⼩などで対応しています。

14
修学旅⾏は毎年⾏くところはおなじです
か。

⼊学後にアンケートを実施し，希望⽅⾯を決定していま
す。最近は関⻄⽅⾯が多い傾向にあります。

15 委員会はどのようなものがありますか。
学級委員，マナーアップ，保健，図書，体育，⽂化祭，
⽣徒会誌，進路，監査があります。

16 最⾼で何時間授業ですか。
基本は６時間授業です。⾏事等で７時間授業の⽇もあり
ます。

17
この学校の⼀番楽しめる⾏事は何です
か。

⼈それぞれかと思いますが，競技⼤会，仙商祭は全校⽣
徒が盛り上がります。
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令和２年度オープンキャンパスQ&A 仙台市⽴仙台商業⾼等学校

進路について
No. 質問 回答

1
ゲームクリエイターやプログラマーにな
ることはできますか。

卒業⽣の多くは，専⾨学校でさらに⾼度な内容を学び，
その道に進む⽣徒が多いです。

2
⼤学進学の学校推薦の枠はどのくらいで
すか。⼀般受験，学校推薦，AO推薦の割
合はどのくらいですか。

令和元年度卒業⽣の４年制⼤学への進学は，⼀般受験
1，学校推薦（指定校29，公募8，スポーツ8），AO39
でした。具体的な進学先については，学校案内をご覧く
ださい。

3 看護系の⼤学に進むことはできますか。

可能です。ただし，理数系の科⽬を選択する必要があり
ます。また，進学を希望する⼤学の⼊試要項で受験に必
要な科⽬と本校の教育課程表をご確認ください。教育課
程上，看護系の⼤学よりも看護系の専⾨学校への進学者
が多い傾向があります。

4
進学のサポートはどのようなことをして
くれるか。

受験対策のため，進学補講や⼩論⽂対策講座を課外に設
定しています。

5
公務員の希望者への対応はどうなってい
ますか。

１年⽣から公務員試験対策講座を外部講師を招き，定期
的に実施しています。

6
在仙の⼤学の⼀般受験への対応はどう
なっていますか。

東北学院⼤学の⼀般⼊試で，英語，政治・経済，数学の
代替で簿記を受験します。進学補講で対応しています。
他の⼤学では簿記で受験できないケースがあります。
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令和２年度オープンキャンパスQ&A 仙台市⽴仙台商業⾼等学校

⼊試について
No. 質問 回答

1 合格の確率は何パーセントですか。
受験者数やそれぞれの得点によります。よって確率はわ
かりません。

2 男⼥の割合は。
現在の⽣徒数は951名，男⼦340名(35.8%)，⼥⼦611名
(64.2%)です。内訳(男・⼥)は１年(119・201)，２年
(113・207)，３年(108・203)

3 集団⾯接は何⼈で⾏いますか。 受験⽣５名程度，⾯接官２名を予定しています。

4
資格をとって，必ずしも商業につかなく
ても，⾯談，⾯接にて評価は下がるので
しょうか。

総合評価になりますので，本校で学ぶ⽬的がしっかりア
ピールできるといいと思います。

5
⾯接での巻き返しなどはできるのでしょ
うか。また，頭が悪くても努⼒すれば，
３年の夏からでも⼊れるでしょうか。

合格の保証はできませんが，努⼒次第では可能ではない
でしょうか。学⼒点，調査書点等の総合評価によって合
否が決定します。⾯接点は特⾊選抜で評価されますので
ご留意ください。

6
共通選抜と特⾊選抜の違いはなんです
か。選ぶことはできますか。

本校では，共通選抜，特⾊選抜の順で合否を決定しま
す。共通選抜では，学⼒点と調査書点をもとに上位80％
256名を選抜します。特⾊選抜では，学⼒点，調査書
点，⾯接点および調査書等の内容をもとに200%128名を
対象に総合評価し，64名を選抜します。共通・特⾊の選
抜⽅法を選ぶことはできませんし，どちらで合格したか
についても公開されません。（県内全ての⾼校が同様）
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令和２年度オープンキャンパスQ&A 仙台市⽴仙台商業⾼等学校

部活動について
No. 質問 回答
1 なぜ野球は硬式なのですか。 本校は，硬式野球と軟式野球があるからです。

2 硬式野球は強制で坊主ですか。
強制ではありませんが，⽣徒の⾃主性により丸刈りに
なっています。

3
軽⾳楽の⼊部条件とはどんな内容です
か。軽⾳楽にキーボードはありますか。

バンドを組めるメンバー(Vo,Gt,Ba,Dr)が揃っているこ
と，つまり最低４名のメンバーがいることが条件です。
学校にはキーボードがありませんので，各⾃で⽤意して
もらいます。

4
野球部の練習メニューはどんな感じです
か。中学軟式出⾝でもメンバーに⼊れる
くらいまで成⻑できますか。

甲⼦園を⽬指し，「⼈間⼒」の育成に⼒を⼊れていま
す。決して楽な練習ではありません。軟式出⾝の⽣徒も
多く，努⼒次第でメンバーになれます。

5
ソフトテニス部のユニフォームはスコー
トですか。ズボンですか。

どちらでも可です。好きなほうを選べます。

6 部活動は強制ですか。 必ず部活動には登録します。

7
外部での部活（スポーツチーム等）は可
能ですか。

授業や所属している部活動等に⽀障がなければ，禁⽌は
していません。

8
中学校の時とは違う部活動に⼊りたい
が，初⼼者でも⼤丈夫ですか。

可能です。

9
ハンドボール部は，平⽇に体育館で練習
できる⽇はありますか。

割り当てになってはいません。

10
ハンドボールコートでは男⼥⼀緒に練習
をしていますか。

コートが１⾯しかないため，半⾯ずつで練習していま
す。

11
部活動は何⼈以上いないといけないとい
うような決まりはありますか。

⽣徒会会則，部活動に関する細則では，「部・愛好会は
原則として５名以上の部員で構成され...」と規定してあ
ります。

12
テニスコートは，クレーとオムニも両
⽅，テニス部とソフトテニス部が交替で
使っていますか。

クレーコートが，ソフトテニス部，オムニコートがテニ
ス部です。

13
⾃転⾞競技部の⾃転⾞は個⼈持ちです
か。費⽤がかかると聞きましたが，実際
はどうでしょうか。

トラック競技で使⽤されるフレーム等は学校所有のもの
を使いますが，ハンドルやサドルなどは各個⼈で購⼊し
ていただきます。また，ロード競技⽤は体型にあったも
のを個⼈で購⼊していただきます。購⼊費⽤として30〜
50万円程度かかります。

14
男⼦バレーボール部の卒業後の進路は。
部活動を⾏いながら，様々な資格取得は
できるか。

進路は多様です。⼤学に進学し，競技を続ける⽣徒も多
くいます。東北学院⼤や東北福祉⼤，仙台⼤の地元⼤学
や関東圏に⾏く⽣徒もいます。
⽇常の学習（授業や家庭学習）を通して，資格取得を⽬
指していますので，授業にしっかり取り組むことが⼤事
です。また検定試験前には補習等も⾏います。

15 演劇部はどこで練習しますか。 活動場所は，研修会館２階です。

16
それぞれの部活動で，初⼼者から始める
⼈は多いですか。

部活動によりますが，初⼼者からはじめている⼈も多く
います。
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令和２年度オープンキャンパスQ&A 仙台市⽴仙台商業⾼等学校

No. 質問 回答

17
吹奏楽部だけの部活⽤の服（コンクール
等で着る）はありますか。

ありません。

18
他の部活動の⼤会等の応援などはありま
すか。

あります。⾼校総体や野球の選⼿権⼤会，春⾼バレー
は，全校で応援する機会があります。もちろん有志で他
の部活動を応援する⼈もいます。

19
商業情報部の活動で，地域に貢献できる
ような研究とありますが，どのような活
動をしていますか。

研究内容は年によって異なりますが，地域の発展を⽬指
して，地元の⾷材を活⽤した商品開発・販売活動などを
⾏っています。

20 吹奏楽部は初⼼者でも⼤丈夫ですか。 ⼤丈夫です。
21 兼部は可能ですか。 １⼈１部です。

22
野球部では，どのくらいの⾦額がかかり
ますか。

ユニフォームやバッグ等，チームで揃える⽤品代として
12万円程度かかります。また，外部トレーナーによるト
レーニング指導料として⽉々5千円ご負担頂きます。そ
の他各⾃の⽤具や遠征費⽤は別途必要です。

その他
No. 質問 回答

1
校章の動物にはどんな意味があります
か。

ローマ神話に登場する神，メルクリウス。商業の神，
マーキュリーの持つ⼆匹の蛇が絡まる杖と翼のある帽⼦
と靴を持っており，旧仙台商業の校章に取り⼊れられま
した。仙台商業と仙台⼥⼦商業の統合決定後，校章デザ
インを募集したところ，当時の在校⽣より「鳳凰」「⼋
咫鏡」「⼆匹の蛇」をデザインしたものが採⽤されまし
た。
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