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「商業」がよ～くわかる
中 学 生 の た め の

検索全商協会



商業の各分野の内容を学んで資格に挑戦！商業の各分野の内容を学んで資格に挑戦！
　商業では、誰もが社会生活を営んでいくうえで必要な商業活動の基礎から進学や就職をしたときに実際
に役立つ専門的な知識や技術を学ぶことができます。
　商業で学んだ知識や技術は、全国商業高等学校協会が主催している検定試験でその実力を試すこと
ができます。商業の分野・科目を理解して、しっかりと勉強すれば、検定試験の上級に合格することも夢では
ありません。また、これらの検定を取得すると進路に生かすこともできます。
　過去の出題例（一部改変）にチャレンジしてみましょう！

ビジネス経済分野
　社会生活に欠かせない経済の仕組
みを詳しく勉強します。「景気」や「経済
成長」、「国際経済」や「金融政策」など
ニュースに出てくる言葉がたくさん学べ
ます。また、自分で会社を作る「起業」に
ついても勉強できます。

　消費者が商品を買うまでの行動や意
識などを調べて、新しい商品を開発した
り、値段を決めたりする仕組みなどが学
べます。自分たちで商品やパッケージデ
ザインを考えて、実際に販売している学
校もあります。

　会社で使われているワープロや表計
算、プレゼンテーションソフトの使い方、
「ネットワーク技術」や「情報セキュリテ
ィ」など、コンピュータの知識を基礎から
学べます。プログラミング言語も勉強す
れば、将来はIT エンジニア⁉

　会社が取引をする際の商品やお金の流
れから、その会社の価値や利益などが分か
る資料を作成する仕組みが学べます。製品
1個がいくらでできるか計算する「原価計算」
や経営方針の決定に役立つ「管理会計」を
勉強すれば目指すは夢の公認会計士⁉

ビジネス情報分野

マーケティング分野 会計分野

ビジネス経済分野 ビジネス情報分野

マーケティング分野 会計分野

ビジネス経済
ビジネス経済応用
経済活動と法

情報処理

ビジネス情報

電子商取引

プログラミング

ビジネス情報管理

マーケティング
商品開発

広告と販売促進

簿記
財務会計Ⅰ
財務会計Ⅱ
原価計算
管理会計

基礎的な科目基礎的な科目
ビジネス基礎

課題研究　総合実践
ビジネス実務

総合的な科目総合的な科目



基礎的な科目 　　　 総合的な科目
ビジネス経済分野 　　マーケティング分野
ビジネス情報分野 　　会計分野

〔解答〕 珠算・電卓：イ／ビジネスコミュニケーション：エ／商業経済：ア／英語：ア／ビジネス文書：イ／情報処理：ウ／簿記：エ

1 級を3 種目以上取得
すると表彰してもらえるよ！
どの検定もビジネス社会で
役に立つ内容だね！

早速ホームページにアクセス
してみよう！

基

珠算・電卓実務検定試験
そろばんや電卓を利用してビジネスの諸活動に必要な計算処
理能力を問う検定です。

第１級　ビジネス計算部門 （そろばん又は電卓を使用）
　翌年２月４日満期，額面￥1,900,000の手形を割引率
年2.45%で12月25日に割り引くと，手取金はいくらか。
（両端入れ，割引料の円未満切り捨て）

ア．￥1,894,643　イ．￥1,894,644　ウ．￥1,894,645

基 総

英語検定試験
英語の知識及び技能を問う検定です。企業活動のグローバル
化が進む中、英語への関心はますます高まっています。

第１級
　次の英文の（　　）の中に入るもっとも適当なものを１つ選
びなさい。

It is （　　） to reduce our garbage to protect our environment.

ア. necessary　 イ. fearful　 ウ. harmful　 エ. original

総総
マ経

ビジネス文書実務検定試験
社会に出て即戦力となるために必要なビジネス文書に関する
知識と入力技能を問う検定です。

第１級　ビジネス文書部門
「晩夏の候、」とは何月の時候の挨拶か。

ア．７月　　　イ．８月　　　ウ．９月

情

情報処理検定試験
情報社会に対応した情報処理に関する知識と技術を問う検
定です。ビジネス情報部門とプログラミング部門があります。

第1級　プログラミング部門
　次の説明文に最も適した答えを1つ選びなさい。

　コンピュータシステムが１秒間に処理できる命令を，100万
単位で表した性能指標。

ア．NAS　　　イ．UPS　　　ウ．MIPS

情

情

簿記実務検定試験
簿記会計の基礎から株式会社の決算・財務諸表分析までの
知識・技術など簿記実務の能力を問う検定です。

第１級　会計
　損益計算書の営業外収益に属する項目（科目）を次のなか
から１つ選びなさい。

ア．社債利息　イ．前受利息　ウ．売上割引　エ．有価証券利息

会

会

早速ホームページにアクセス

会

ビジネスコミュニケーション検定試験
ビジネスマナーを中心とした問題が出題されます。面接試験も行わ
れ、将来の就職・進学に向けた面接への準備としても活用できます。

　ビジネスにおける話し方について，次のなかから適切でない
ものを一つ選びなさい。

ア．用件を正確に伝えるために，５W３Hで話を展開する。
イ．わかりやすい言葉や表現を心掛け，外来語や専門用語など
　 は相手に応じて用いる。
ウ．回りくどい言い方や二重否定などは避け，短い文で簡潔に
　 伝える。
エ．相手の話よりも自分の話題で展開し，あらかじめ考えたスト
　 ーリーどおりに進める。

基 総

商業経済検定試験
経済問題や国際情勢を企業経営の基本原則などをもとに正し
く理解することができる能力を問う検定です。

マーケティング
　下線部に対する生産者の対応として，次のなかから適切な
ものを一つ選びなさい。

　消費の動向は，生産の動向と同じように第二次世界大戦後
大きく変化した。その変化は，第二次世界大戦後の物不足の
時代から，物不足が解消されていく過程で，消費者の嗜好が
多様化したことである。

ア．製品を多品種に拡大し，少量生産する。
イ．製品を少品種に絞り，大量生産する。
ウ．製品を少品種に絞り，少量生産する。

基 マ 経

しこう



全商協会 特別推薦対象大学

全国商業関係高校 卒業生進路

　全商協会特別推薦は、全商検定試験の上位級を多く取得し、学校の成績も優秀な生徒を全国から募り、その上位の生徒を全
商協会として大学に推薦する制度です。

№
1

2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

　　 大学名
大阪商業大学

関西大学
関西学院大学
神田外語大学
國學院大學
国際医療福祉大学
駒澤大学

専修大学

拓殖大学

千葉商科大学

中央大学

　　学部
経済学部
総合経営学部
商学部
商学部
外国語学部　国際コミュニケーション学科　国際ビジネスキャリア専攻
経済学部
医療福祉学部
経済学部

経営学部

商学部

経営学部
商学部
国際学部
政経学部
商経学部

商学部

経済学科
経営学科・商学科

経営学科
医療福祉・マネジメント学科
経済学科
商学科
現代応用経済学科
経営学科
市場戦略学科
マーケティング学科
会計学科
経営学科
経営学科・国際ビジネス学科・会計学科
国際学科
法律政治学科・経済学科
商学科
経済学科
経営学科
会計学科フレックス・コース
会計学科フレックス　　　  ・コース

募集人数
20名
20名
5名
5名
2名
6名
5名
3名
3名
2名
12名
8名
5名
5名
7名

合計5名
3名

合計5名
10名
2名
4名

若干名

№
12

13

14

15
16

17

18
19

20

21

　　大学名
中京大学

帝京大学

東京経済大学

同志社大学
獨協大学

日本大学

法政大学
明海大学

立正大学

立命館大学

　　学部
経済学部
経営学部
総合政策学部
経済学部

経済学部
経営学部
経営学部
商学部
経済学部

商学部
国際関係学部

経済学部
経済学部
不動産学部
経営学部
経済学部
経済学部
経営学部

経済学科
経営学科
総合政策学科
経済学科
経営学科
地域経済学科

会計プロフェッショナルプログラム

経済学科
経営学科
国際環境経済学科
商業学科・経営学科・会計学科
国際総合政策学科
国際教養学科
現代ビジネス学科
経済学科
不動産学科

経済学科　金融コース
経済学科　国際コース
経営学科

募集人数
5名
5名
5名
3名
3名
5名
5名
15名
3名
3名
3名
3名
2名

最大14名
7名
3名
10名
10名
10名
20名
5名
5名
15名

令和２年度入学枠 （大学名は五十音順）

※上記特別推薦以外にも、資格を生かして入学できる大学・学部が100校以上あります。

平成30年度全国卒業生進路調査（商業関係科目を履修し卒業する生徒対象）

学科 学科

その他
5.0%

就職
40.9%

進学
54.1%

私立四年制大学
34.5%専門学校

52.3%

短期大学
10.1%

留学0.4%
国公立四年制大学

2.7%

商業って就職にも
進学にも強いんだね！
　自分にあった進路を
見つけよう‼

全 体

進 学 就 職

進学にも強いんだね！
　自分にあった進路を

専門技術職
4.8%

公務員5.0%その他8.3%

事務職
28.6%

販売職
10.5%

生産職
28.6%

サービス職
14.2%

plus 1



商業高校で学んだ先輩の商業高校で学んだ先輩の

法政大学経済学部

木村達也

高松国税局

小松海音

令和元年度全国高等学校
生徒商業研究発表大会
最優秀賞チーム代表

奥田夏希

が通う東京都立江東商業高等学校は、今年度で創立１１４年を迎え、都立の商業高校の中で
も長い歴史をもつ学校です。本校は、その伝統と実績のもと、資格取得や進路活動に力を入れ

ています。
　入学当初から、簿記やパソコンなどの検定を取得し、大学へ進学したいと考えていました。そのため
には、授業で受けている科目の検定を取得するだけでなく、独学で検定を受検する科目も少なからずあ
りました。また、私はサッカー部のキャプテンを務めていたため、部活動と勉強の両立に苦労した時期も
ありましたが、通学時間などを有効的に活用して、３年間、文武両道を続けることができました。この経
験を通じ、自ら主体性をもってテストや検定に臨み、部活動では礼儀や挨拶などの社会性を身に付ける
ことができました。そして、何よりも嬉しかったことは、頑張って勉強してきた検定に合格したことでした。
その嬉しさを糧に、さらにレベルの高い科目も勉強しようという気持ちになり、結果として全商協会の特
別推薦で第一希望の大学に合格することもできました。
　大学進学後は、今よりも専門的な経済の分野を学び、昨今の台風や地震などの記録的な災害で
被害を受けた方々や企業を経済的な側面から助けられるような職に就けるように頑張ります。

（東京都立江東商業高等学校　令和２年３月卒業）

川県立高松商業高等学校は、「至誠・剛健・協同・勤労・敬愛」を校訓に掲げ、今年で創立
120周年を迎える伝統校です。「部活の高商」「就職も進学もできる高商」として地域からも愛さ

れ、生徒は勉学に、資格取得に、部活動に日々熱心に打ち込んでいます。
　商業科では、商業に関する専門的な知識や技術だけでなく、社会に出てから必要となるビジネスマ
ナーを身に付けることができ、資格取得にも力を入れています。高校卒業後は就職したいと考えていた
私にとってこのような学習は強みになると思い、商業高校に進学しました。入学後は実績のある珠算•
電卓部に入部したものの、電卓は高校から始めたために競技大会でもなかなか結果が出せませんで
した。しかし、他校との合同練習に参加したり、先生や先輩からアドバイスをいただいたり、仲間と切磋
琢磨することで集中力や技術力を高め、２年時には全国大会で団体優勝、個人3等に入賞することが
できました。また、資格取得でも苦手分野を重点的に勉強し克服したことで、簿記や電卓など4つの検
定で1級に合格することができました。この部活動や商業科での学習を通して、何事も諦めずに努力し
続けることは必ず結果に繋がるということを学びました。
　卒業後は内定をいただいている国税局に勤めます。国税の職場は高い知識が要求されるとともに、
厳しい場面に直面することも多いと思いますが、高松商業高校での経験を糧にして冷静かつ適切に
行動できる職員を目指し頑張っていきます。　　 （香川県立高松商業高等学校　令和２年３月卒業）

海道苫小牧総合経済高等学校は「至誠創意」を校訓に掲げ、今年度創立30周年を迎えました。
本校では、全生徒が全商検定1級3種目以上取得を目標とし、部活動では運動部･文化部共に

全国大会出場を目指し日々活動をしています。
　私は入学時よりマーケティング部に所属し、「地域活性化」のために様々な活動を行ってきました。市
内を走るバスの装飾やイベントの企画･運営、営業など全ての活動は地域の方 と々協力したからこそ
実現することができました。
　このような私達の活動が評価され、埼玉県で開催された全国高等学校生徒商業研究発表大会で
は最優秀賞を受賞することができました。これは、私達の努力と活動を認めてもらえた結果であると思っ
ています。そして、私達がこれまで活動を継続できたのは協力していただいた企業の方々、私達に想い
を託してくださった先輩、学校の先生方、家族、多くの方々の支えのお陰であると感謝しています。
　苫小牧総合経済高校での３年間は初めてのことばかりでした。この部でなければ体験できなかった
ことが沢山あり、時には泣き、辛いこともありましたが、部で過ごした日々は本当に楽しく、かけがえのな
いものとなりました。お世話になった方々への感謝の気持ちを忘れず、卒業後もこれまでの経験を生か
し頑張っていこうと考えています。　　 　  （北海道苫小牧総合経済高等学校　令和２年３月卒業）

私

香

北

声



商業高校Ｑ&Ａ（よくある質問）

茨城県立石岡商業高等学校

ぜんしょうくんプロフィールぜんしょうくんプロフィール

キャラクター紹介ページ→
http://www.zensho.or.jp/
puf/recruit/index.html

全商協会公式
マスコットキャラクター

商業高校と普通高校の違いは何ですか？
多くの商業高校では、１週間の授業の約３分の１程度の時間、
商業科目を勉強します。

商業科目が学べる学校はどこで調べられますか？
「全国商業高等学校長協会」のホームページに「会員校一覧」が
掲載されています。

商業高校生の進路はどうなっていますか？
就職に強いだけではなく、進学希望者も増えてきています。
近年は生徒の半数以上が進学しており、就職・進学どちらにも対
応できるのが強みです。

　全商協会では、我が国の商業教育の紹介と、海外で商業教育を学ぶ
生徒との交流をとおして視野を広げ、国際感覚を身に付けることを目的に、
各種競技大会において優秀な成績を収めた生徒を海外に派遣していま

す。昨年度は、珠算・電卓、情
報処理、ワープロの各競技大
会および簿記コンクール優勝
校の生徒がミャンマーを訪れ、
「ストラテジー・ファースト大学」
の学生と競技の実演など交流
をもち、親睦を深めました。

　本校では、３年生の「課題研究」の授業で、８コースに分かれ研究テーマを設定し活動しています。その中
で「商品開発」を選択した生徒たちが企業と連携し、地域の活性化のために商品開発に励んでいます。
　令和元年８月に東京・池袋で行われた「商業高校フードグランプリ2019（伊藤忠食品株式会社主催）」
では、関東甲信越ブロック代表として選出された本校開発商品の「えごまアイス」が大賞と来場者賞のW受
賞を果たしました。この商品は平成３０年度の開発商品で、地元のえごま生産者から、油を絞る際に出た
残渣を活用できないか、という依頼から開発が始まったものです。開発は、ターゲットや価格設定などのマー
ケティングの勉強から材料の配合までご協力いただいた企業と一緒に行いました。商品審査では、商品のク
オリティーやエシカル消費の観点が高く評価されました。また、本番当日は接客販売とプレゼンテーション審
査が行われ、商品の魅力を発信する技能も問われました。
　この商品は、現在までに茨城県のアンテナショップやコンビニ、地元の各種イベントでも販売を行っており、
ありがたいことに毎度完売御礼をいただいております。今後は、新フレーバーの考案や沢山の方々に手に取
っていただけるような販売戦略を練り、息の長い定番商品になるよう研究を継続していきたいと思います。
　この経験を通して、本校はこれからも生徒たちの未知の能力を開拓し、その能力が実社会で自信を持って
発揮できるような教育活動を行っていきます。

名付け親は千葉県の中学生。
２０１４年に「ぜんしょうくん」
と名付けてくれました。

全商協会主催の各種大会や
全国各地の商業関係イベン
トで会えるかもしれない…。

全商協会でぜんしょうく
んのＬＩＮＥスタンプのポー
ズを考えています。

得意科目は商業科目。
全商検定全種目１級取得を
目指して猛勉強中との噂…。

ぜんしょうくんです♪
よろしくね！

特集　特色ある取り組み

ぼくの生みの親は千葉県の商業高校生だよ。
２０１１年、全商協会のマークをイメージしたキャラ
クターをデザインしてくれたよ。

高校生国際交流事業

商品開発「えごまアイス」商品開発「えごまアイス」

ぜん
しょう

くん現
る！！

全商協会公式全商協会公式
マスコットキャラクター

ぜんしょうくんです♪ぜんしょうくんです♪

ぜん
しょう

くん現
る！！

全商協会公式

ざんさ



令和元年度 全国商業高等学校協会主催 競技大会等の成績

スポーツグラフィックス

◆全国高等学校簿記コンクール
優　　勝　岐阜県立岐阜商業高等学校　　 （岐阜県）
準 優 勝　滋賀県立八幡商業高等学校　　 （滋賀県）

◆全国高等学校情報処理競技大会
優　　勝　三重県立宇治山田商業高等学校（三重県）
準 優 勝　岐阜県立大垣商業高等学校　　 （岐阜県）

◆全商プログラミング・コンテスト
最優秀賞　千葉県立千葉商業高等学校　　 （千葉県）
優 秀 賞　千葉県立千葉商業高等学校　　 （千葉県）
　　　　　千葉県立一宮商業高等学校　　 （千葉県）
　　　　　岐阜県立岐阜商業高等学校　　 （岐阜県）

◆全国高等学校ワープロ競技大会
優　　勝　樟南高等学校　　　　　　　 　（鹿児島県）
準 優 勝　香川県立坂出商業高等学校　　 （香川県）

◆全国高等学校珠算・電卓競技大会
【珠算の部】
優　　勝　兵庫県立西宮高等学校　　　　 （兵庫県）
準 優 勝　広島県立広島商業高等学校　　 （広島県）
【電卓の部】
優　　勝　愛知県立愛知商業高等学校　　 （愛知県）
準 優 勝　久留米市立久留米商業高等学校（福岡県）

◆全国商業高等学校英語スピーチコンテスト
【レシテーションの部】
最優秀賞・文部科学大臣賞
　　　　　北海道札幌国際情報高等学校 　（北海道）
優 秀 賞　埼玉県立岩槻商業高等学校　 　（埼玉県）
　　　　　茨城県立鬼怒商業高等学校　 　（茨城県）
【スピーチの部】
最優秀賞・文部科学大臣賞
　　　　　島根県立隠岐高等学校　　　 　（島根県）
優 秀 賞　鳥取県立米子南高等学校　　 　（鳥取県）
　　　　　兵庫県立香寺高等学校　　　 　（兵庫県）
公益財団法人日本国際連合協会会長賞
　　　　　熊本市立千原台高等学校　　 　（熊本県）

◆全国高等学校生徒商業研究発表大会
最優秀賞・文部科学大臣賞・産業教育振興中央会賞
　　　　　北海道苫小牧総合経済高等学校（北海道）
優 秀 賞　岡山県立岡山南高等学校　　 　（岡山県）
　　　　　岐阜県立岐阜商業高等学校　 　（岐阜県）
　　　　　徳島県立徳島商業高等学校　 　（徳島県）

【あとがき】

※アンケートのご協力をお願いいたします。→ＱＲコード

　全商広報第39号をお届けいたします。中学生や保護者の方には、本誌により商
業教育について理解を深めていただくとともに、進路選択の一助となれば幸いです。
　商業高校では、日々変化する社会で活躍する人材の育成を目指し、各校が特色
ある商業教育を展開しています。興味・関心がありましたら、お近く
の商業関係の高校を訪ねてみてください。みなさんの可能性を、
商業教育により広げてみませんか。　（全商協会 調査・広報部）

静岡県立伊東商業高等学校／静岡県立袋井商業高等学校
愛知県立愛知商業高等学校／愛知県立岡崎商業高等学校
岐阜県立岐阜商業高等学校／三重県立四日市商業高等学校
三重県立津商業高等学校

令和元年度 全国商業高等学校協会主催 競技大会等の成績令和元年度 全国商業高等学校協会主催 競技大会等の成績

表
紙
写
真
提
供

第101回全国高等学校野球選手権大会 ベスト4
明石市立明石商業高等学校

令和元年度全国高等学校総合体育大会　
弓道競技大会 女子団体 準優勝
宮崎県立宮崎商業高等学校



北海道・北信越ブロック特集北海道・北信越ブロック特集

富山県立富山商業高等学校
富醤とまらんとう

富山県立高岡商業高等学校
とやまの宝石しろえびっこ

石川県立金沢商業高等学校
Chaメリカンクッキー

北海道

新潟

長野
富山

石川
福井

北海道苫小牧総合経済高等学校
ハスカップシナモンロール

北海道札幌東商業高等学校
やみつきにんにく味噌だれ

新潟県立吉田高等学校
いろは－彩葉－

石川県立小松商業高等学校
カリントウ・ラテ

福井県立武生商業高等学校
紫式部の今日（けふ）のすいーつ

福井県立奥越明成高等学校
おやき風チーズタルト「おやチー」

長野県長野商業高等学校
守るんデス

長野県諏訪実業高等学校
文香

新潟県立新発田商業高等学校
ポテりん

全商協会の会員校の中には、地域の特色を生かし、高校生が知恵を絞って、商品開発に取り組んでいる学校がたくさんあります。
昨年の東北ブロック特集に続いて、今回は北海道・北信越ブロックを特集しました。

商　 品　 開　 発


