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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。

マネジメント分野マネジメント分野
　企業の経営管理に欠かせない経済
の仕組みや法規を詳しく勉強します。
「グローバル化」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

ビジネス情報分野

マーケティング分野 会計分野

ビジネス・マネジメント
グローバル経済
ビジネス法規

情報処理

ソフトウェア活用

プログラミング

ネットワーク活用

ネットワーク管理

マーケティング
商品開発と流通
観光ビジネス

簿記
財務会計Ⅰ
財務会計Ⅱ
原価計算
管理会計

基礎的科目基礎的科目
ビジネス基礎

ビジネス・コミュニケーション
課題研究
総合実践

総合的科目総合的科目



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：⑴イ ⑵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
化が進むなか、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
　流れ図の説明を読んで，流れ図の⑴，⑵にあてはまる答えを
解答群から選び，記号で答えなさい。

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

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
　下線部のような市場を何というか，次のなかから適切なもの
を一つ選びなさい。

　経済発展は，生産や流通，消費の動向に大きな影響を与え
てきた。消費の動向について目を向けてみると，経済発展を遂
げた現代では，複数の企業が互いに競争することで市場に商
品があふれ，消費者はそれらの商品のなかから選択して購入す
ることができる，消費者に有利な市場となっている。（以下省略）

ア．買い手市場　　イ．寡占市場　　ウ．売り手市場

基 マ 経

＜流れ図の説明＞ 

duck    ～　 starling eagle
（0） （1） ～　  （n - 1）　 （n）

解答群
ア．r は n から 1 ずつ減らして r ≧ 1
イ．r は n － 1 から 1 ずつ減らして r ≧ 1
ウ．Bird（s ＋ 1） → Bird（s）
エ．Bird（s） → Bird（s ＋ 1）

処理内容
　配列に記憶した文字列を並べ替えてディスプレイに表示する。
処理条件
１．配列 Bird に文字列を記憶する。なお，データ件数は n 件
 である。
 配列

＜流れ図＞ 

２．配列 Bird の文字列を昇順に並べ替える。
３．並べ替えが終わったら，配列 Bird の内容を表示する。

Bird

（2）

省略

省略

NO

YES

ループ１
（1）の間

ループ２

ループ１

Bird（s） ＞Bird（s＋１）

Bird（s） → Bird（0）

Bird（0） → Bird（s＋１）

ループ２
s は１から１ずつ増やして

s ≦ r の間

過去の出題例（一部改変）にチャレンジしてみましょう！



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
10名
6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
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

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
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3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。

令和元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
4.6%

就職
41.5%

進学
53.9%

私立四年制大学
33.3%専門学校

54.1%

短期大学
9.6%

留学0.4%
国公立四年制大学

2.6%

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
5.3%

公務員5.1%その他8.9%

事務職
28.3%

販売職
10.5%

生産職
28.1%

サービス職
13.8%

plus 1



商業高校で学んだ先輩の商業高校で学んだ先輩の

立命館大学 
経営学部経営学科

清水　舞

株式会社ＪＲ西日本 
金沢メンテック

宮下陽人

全商検定
九種目１級取得

渡邉すず

が通う山口県立防府商工高等学校は、「社会人基礎力」の育成を目指しており、地元商店街と
連携した「天神まちかどフェスタ」の開催等、地域との交流がとても盛んな学校です。また、資格

取得や進路に関する指導のサポートが手厚く、進学や就職に強い学校です。
　私は入学当初から大学に進学しようと考えていました。そのため全商推薦も視野に入れ、１年時から
検定取得や部活動に力を注いできました。検定試験を多く取得するには、授業を受けている科目だけ
でなく、独学で頑張らないといけないものもありましたが、周囲の友達や先生方に教えていただいたお
かげで合格することができました。本当に感謝しています。さらに私は異文化に興味があったため、留学
プログラムに積極的に参加し、全商英語スピーチコンテストにも挑戦しました。このような高校３年間で
の様々な経験は自分の可能性を大きく広げるものでした。またそこから、努力を怠らないこと、思い切っ
て挑戦してみることの大切さ等、身をもって学ぶことができました。
　私は多くの方々の支えによって大きく成長できたと実感しています。これからも感謝の気持ちを胸に、
この３年間で得たものを自分の糧にし、大学進学後もその精神を忘れず頑張りたいと思います。そして、
いつか恩返しができるよう、大きく羽ばたいていきたいです。

（山口県立防府商工高等学校　令和3年３月卒業）

井県立福井商業高校は「文武両道」を目標に掲げ、学校祭などの学校行事や部活動に力を入
れるとともに、多くの商業検定にも挑戦する、生徒一人ひとりが活躍できる学校です。

　情報処理科に在籍していた私は、主にプログラミングやＥｘｃｅｌを使った情報処理など、情報に特化
した学習を行ってきました。また、授業では取り扱わない商業検定にも積極的に挑戦し、６つの全商検
定１級を取得することができました。
　部活動では、ハンドボール部に所属し、日々練習に励みました。そして、大会後は全員でミーティング
を開き、一人ひとりが意見を出し合い、今後の目標や練習方法など確認するなど、常に自分たちで考え
ながら部活動を運営してきました。３年生最後の大会は新型コロナウイルスの影響で中止となってしま
いましたが、２年半の部活動を通して、先生に頼らず仲間と話し合いながらチーム一丸となって努力す
ることの大切さを実感することができました。
　３年間を振り返ったとき、私は福井商業高校が目標に掲げる「文武両道」を実践できたことを大変誇
りに思うとともに自分自身の自信にも繋がったと思います。社会人となってからは、福井商業高校で身
に付けた知識・技能、そして積極性を活かし、自ら考え行動し、与えられた仕事に全力で取り組みたいと
思います。　　 （福井県立福井商業高等学校　令和3年３月卒業）

私

福

声

知県立一宮商業高等学校は今年で創立83年を迎える伝統校です。本校では「至誠一貫  質実
和楽  感謝報恩」を校訓に掲げ、生徒は全商検定１級３種目以上の取得を目標としています。ま

た、部活動が盛んで現在26の部が東海大会・全国大会出場を目指して日々練習に打ち込んでいます。
　私は高校卒業後、就職したいと思っていたので、商業高校に入学し資格取得に力を入れ進路選択
の幅を広げる努力をしました。さまざまな検定に挑戦していく中で、自分の武器をもちたいと思ったことが
９冠を目指すきっかけになりました。９冠の達成は決して簡単なことではありませんでした。全商検定の９
種目の中には授業で扱われない内容のものもあったため、自主的に勉強を進めたり、先生に補習をし
ていただいたりする必要がありました。特に珠算・電卓実務検定のそろばんは、今まで習ったことがなか
った私にとって一番のチャレンジでした。一度目の検定では合格できず、難易度の高さを痛感した私は、
９冠という目標を諦めそうにもなりました。しかし、家族や友人、先生方の励ましやサポートのおかげで、も
う一度頑張ってみようという気持ちになれました。
　私は３年間で諦めずに努力を続けることが目標達成のための近道であることを学びました。一宮商
業高等学校で学ぶことができて本当によかったと思っています。これからも支えてくれる人への感謝を
忘れず、信頼される社会人を目指してどんなことにも全力で取り組んでいきます。　　 　  

（愛知県立一宮商業高等学校　令和3年３月卒業）

愛



和歌山県立箕島高等学校 情報経営科
　本校３年生課題研究地域課題研究班は、コロナ禍の中で、地域がどのような影響を
被り、どのような課題が浮き彫りになったか、様々な方からの取材を重ね、①教育、②医
療福祉、③商工労働、④高齢者の生きがい、以上４つの観点からウィズコロナの生活に
ついて展望を見据えてみました。
　①教育の観点では、まず高校生としてＩＣＴ設備の不備など教育の課題を話し合いまし
た。また、保育所、大学生を取材し、コロナ禍での現状と課題を伺いました。
　②医療福祉の観点では、市民病院や高齢者福祉施設等を訪問し、クラスターを発生
させないよう必死でスタッフが奮闘した裏側が見えてきました。
　③商工労働の観点では、市役所の担当者から、コロナ禍における地域の商工業関係
の現状と行政としての対策について取材しました。特に影響を受けた飲食業が、テイクア
ウト、デリバリー等により営業スタイルを工夫
しており、行政が行うテイクアウト業者を紹
介するアプリの導入等の支援策について
伺いました。
　④高齢者の生きがいの観点では、公民
館で利用者から話を聞くと、体操教室などみ
んなと話ができる憩いの場が休館になり、寂
しい思いをしたという声が聞かれました。
　コロナ禍で、「ソーシャルディスタンス」が
社会命題になる中、どのようにして地域の
絆を強め、コミュニティ力を出していくか、若
い力が問われていると思いました。

市民病院を訪問し、医療現場の裏側を取材。
防護服の着用を体験させてもらいました。

大学生にオンライン取材を実施。
コロナ禍での生活課題を聞きました。

公民館で、「体操教室の皆さん」に聞きました。

コロナ禍で見えた地域の課題コロナ禍で見えた地域の課題

岡山県立倉敷商業高等学校 商業研究部

～The 6ｔｈ“JAPAN TOURISM AWARDS”in 2020入賞～
　４年前、私たちは高校生らしい視点で、倉敷市の生活を支える「高梁川」流域の魅力を発信しようと『観
光資源を活用した地域振興大作戦』を始めました。
　１年目は留学生を招待しての体験ツアーの実施。２年目は流域の高校３校と連携して、小学生親子おも
てなしバスツアーを開催。３年目は助成金に頼らない持続可能な事業を目指して「スマートフォン限定のフォ
トコンテスト」に挑戦しました。私たちの考案した特産品弁当を地元の朝市で販売し、得た収益を運営資金
として展開していきました。しかし、途中で西日本豪雨災害が発生し、事業は頓挫してしまいました。その後、
集まった美しい写真を生かすために、復興支援ＰＲチラシを作成し、関西～関東の５０のホテルに協力をい
ただき２,０００枚を配布することができました。そして、４年目は修学旅行生の誘致を目標に、高校生を集め
た民泊モデルツアーを開催、その様子を収めた観光パンフレットを作成して、東京の企業や団体にＰＲ活動
に出向きました。
　こうして、先輩からバトンを繋いできた４年間の実践が評価され、“ジャパン・ツーリズム・アワード”で、高
校生としては初入賞という栄誉を手にすることができました。今後も、商業高校の学びを生かして、多くの人
との交流を図りながら、地域の価値、地域の未来を描いていきたいと思います。

特集　特色ある取り組み

高校生にもできるんじゃ！ 観光資源を活用した地域振興大作戦高校生にもできるんじゃ！ 観光資源を活用した地域振興大作戦

豪雨災害復興支援観光PRチラシ

制作した修学旅行用
ガイドブック表紙 修学旅行用企画（民泊） 修学旅行用企画（備中松山城）

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

ジャパンツーリズムアワード
受賞ペナント



令和2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

◆全商プログラミング・コンテスト
最優秀賞　千葉県立一宮商業高等学校　（千葉県）
優 秀 賞　千葉県立一宮商業高等学校　（千葉県）
　　　　　岡山龍谷高等学校 　　（岡山県）
　　　　　香川県立坂出商業高等学校　（香川県）

【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

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

　全商広報第40号をお届けいたします。本誌は、中学生や保護者の方々に商業教育
について理解を深めていただき、進路選択の一助となれば幸いです。
　今年度はコロナ禍により商業高校も多くの変化を強いられました。しかし変わらず活躍
する人材育成を目指し、商業教育が展開されています。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）

青森県立青森商業高等学校／岩手県立盛岡商業高等学校
岩手県立岩谷堂高等学校／宮城県一迫商業高等学校
宮城県塩釜高等学校／秋田市立秋田商業高等学校
山形県立酒田光陵高等学校／山形市立商業高等学校

　新型コロナウイルス感染拡大のため、6種の競技大会（全国高等学校簿
記コンクール、全国高等学校情報処理競技大会、全国高等学校珠算・電卓
競技大会、全国高等学校ワープロ競技大会、全国高等学校生徒商業研究
発表大会、全国商業高等学校英語スピーチコンテスト）の開催を中止しました。

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活躍中！

現在、ぜんしょうくんのポーズは全68種類。ぜんしょうくんのデザイ
ンは、文書や冊子、グッズ等さまざまなものにお使いいただけます。
※デザインを使用する際は事前に申し込みが必要な場合があります。
　詳しくは→URL

ぜんしょうくんです♪よろしくね！

商業高校Ｑ&Ａ（よくある質問）
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。

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。

「商業
」を応

援して
１０年！

表
紙
写
真
提
供
校

2020年甲子園高校野球交流試合出場
大分県立大分商業高等学校

得意科目は商業科目。全商検定全種目１級取得
を目指して勉強中！

令和2年度全国高等学校総合体育大会
スキー大会 女子スペシャルジャンプ 優勝・準優勝・3位 
北海道下川商業高等学校

全商協会公式マスコットキャラクター全商協会公式マスコットキャラクター

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



関東ブロック特集関東ブロック特集

利根沼田学校組合立利根商業高等学校
　ウマ辛きのこスープ

茨城県立鬼怒商業高等学校
とうむぎあいす

利根沼田学校組合立利根商業高等学校
谷川の湯・Freshmake

神奈川県立小田原東高等学校
寄木細工クッキー

神奈川県立商工高等学校
ポテトマト

東京都立葛飾商業高等学校
さつま芋もなか

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。
昨年の北海道・北信越ブロック特集に続いて、今回は関東ブロックを特集しました。

商　 品　 開　 発

渋沢栄一翁が愛したオートミールクッキー
埼玉県立深谷商業高等学校

ラウレアバター
山梨県立北杜高等学校

星見里チーズフィナンシェ

（商標登録）「みなとちゃん」
茨城県立那珂湊高等学校

さつまいもデニッシュ
千葉県立銚子商業高等学校

千葉県立銚子商業高等学校
和風ダブルＳＯＹバーガー

栃木

茨城

群馬

埼玉

山梨 東京
千葉

神奈川

ラウレアバター
甲府市立甲府商業高等学校

東京都立芝商業高等学校
紅白パウンドケーキ

栃木県立佐野松桜高等学校
佐野松桜オリジナルソース


