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商業を学ぶ
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上で必要なビジネスの諸活動の基礎から、進学や就職をした時に実際に
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が可能です。
また、
これらの検
定を取得するとビジネスの実践に必要なスキルを身に付けたことを証明することができ、進路に生かすこともできます。

主な学科

※他にも類似の名称の学科があります。

教科『商業』の科目
総合的科目

消費者が商品を買うまでの行動や意識などを調べて、

会社が取引をする際の商品やお金の流れから、
その会

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

社の価値や利益などが分かる資料を作成する仕組みが

が学べます。

学べます。

社会生活に欠かせない経済の仕組みや法律などを踏
まえて、経営資源の管理、新たなビジネスの創造と展開に
ついて学べます。

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」や「セキュリティ」
など、
コンピュータの知識・技術を基礎から学べます。

基礎的科目
令和3年度の全国商業高等学校長協会会員校は1,372校、会員生徒数は256,453名が学んでいます。全国の会員校では上表の教科『商業』の科目
のほかに、特色ある学校づくりや地域の実情を教育に反映させるため、学校独自の学校設定科目を設置しています。
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商業教育の重点

今日の企業活動においては、消費者のニーズを的

商業高校と言えば、
「 簿記」
と言われるほど、
どの高

確につかみ、
お客様に喜んでもらえる商品やサービスを

校でも指導に力を注いでいます。今日の経済社会はダ

提供することが、最も重視されています。商業高校で

イナミックに動いており、
あらゆる企業が適切な会計処

は、市場調査の方法、消費者行動の分析、広告や販

理を行い、
これを経営における意思決定に活用し、利

売促進について指導し、顧客満足実現能力の育成に

害関係者へ会計情報を提供できる能力
（簿記会計能

努めています。こうした学習の基礎の上に、高校生の

力）
のある人材を、今まで以上に求めています。商業高

豊かな感性を活用した商品開発を行い、地域の活性

校在学中に大学生でも難関の日本商工会議所の1級

化に貢献している生徒も大変増えています。

に合格する人、卒業後に公認会計士や税理士に合格
する人も少なくありません。

企業は商品やサービスを生産・販売し、人は働いて

商業高校では、恵まれたパソコン施設をフルに活用

得た収入でそれらを購入し生活しています。今日、
この

し、ICTの進歩に対応できるよう基礎から高度な内容に

ような経済活動は、地域規模で相互に結びつきを深

至る専門的な情報処理教育を推進しています。アプリ

め、
グローバル化が進展し、複雑で高度なものとなって

ケーションソフトの操作、
インターネット技術を利用した

います。商業高校では、
あらゆる社会生活の基盤をな

Webページの作成、
プログラミングの学習、企業内情

す経済活動の仕組みや企業活動における経営資源な

報通信ネットワークや情報システムの構築など、実際の

どについて、具体的な事象を取り上げ、現在及び将来

企業活動を想定し、
これからの高度情報社会をリードで

の経済社会の動向を読み取る力を身に付けます。

きる人材の育成に努めています。

現代社会を生きる上で、
コミュニケーション能力は大

商業高校では信頼される職業人を育成するため、
ビ

変重視されています。企業が求める人材は、協調性や

ジネスマナーや規範意識を身に付けさせることに力を

常識のある人、
コミュニケーション能力がある人物で

注いでいます。
ビジネスに対する心構え、身だしなみ、電

す。商業高校では、
ビジネス教育やキャリア教育など、

話の応対、言葉遣い、接遇マナーや責任感・協調性な

様々な場面でコミュニケーション能力の育成に努めて

どについて、
日常の学校生活や学習を通して身に付け

います。また、情報化やグローバル化が進展する社会

ていきます。インターンシップや

に対応できるよう、英語力を高めるため、外国人講師の

地 域 活 動などを通して、体 験

活用や海外研修の実施、ICTの活用を進めています。

的・実践的に学んでいます。
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各種検定試験・資格は未来へのパスポート
全商協会では、商業科目を学ぶ高校生の専門知識や技術・技能の向上を図ること、
そして生徒一人ひとりが目標を持って勉学に励
むことができるようにという趣旨から
「資格は未来へのパスポート」
を合言葉に、検定試験を実施しています。
これらの検定試験は文部科
学省の高等学校学習指導要領を踏まえたものになっていて、実社会でも高く評価されており、就職や進学に有効に活用されています。

簿記実務検定試験

商業経済検定試験

簿記会計の基礎から株式会社の決算や財務諸表分析まで、簿記会
計の知識・技術や簿記実務の能力を問う検定試験です。

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試験です。

第１級（会計）

マーケティング

①鳥取商事株式会社は，令和○
年3月31日に米子商事株式会社
の発行する株式の70％を15,000
千円で取得し支配した。次の貸借
対照表によって，連結修正仕訳に
おけるのれんの金額を求めなさい。
ただし，資産と負債の時価は帳簿
価格と等しいものとする。

貸借対照表
米子商事株式会社 令和○年3月31日 （単位：千円）
8,000

現金預金 12,000

買

掛

金

売 掛 金 10,000

資

本

金 12,000

商

品

3,000

資本剰余金

備

品

4,000

利益剰余金

29,000

7,000
2,000
29,000

ビジネス文書実務検定試験
ビジネスの実務で活用できるビジネス文書に関する知識と、
キーボー
ド入力とソフトの編集操作の技能の習熟度を問う検定試験です。

第１級（ビジネス文書部門

筆記問題）

「日本語入力システムの切り替え」
の操作を実行するショートカットキー
はどれか。
ア．Ctrl ＋ Shift

イ．Ctrl ＋ U

ウ．Ctrl ＋ Ｓ

ビジネス計算実務検定試験
そろばん・電卓のいずれかの計算用具を用いて、普通計算とビジネ
ス計算の２つの部門により計算実務の能力を問う検定試験です。

第１級（ビジネス計算部門）
ある商品に原価の２割８分の利益を見込んで定価をつけたが，全体の
７５％は定価どおりで販売し，残り全部は定価の８掛で販売した。
この商品
全体の利益額が￥８８５,６００であったとすれば，原価はいくらか。

ビジネスコミュニケーション検定試験
ビジネスマナーや職場でのコミュニケーションに関する知識・スキル
の理解度を問う検定試験です。
所属する営業部の打ち合わせが長引いており，
このままでは他の業務
に支障をきたしそうである。
自分も他の参加者も不快な気持ちにならない
対応（アサーション）
として，次のなかから最も適切なものを一つ選びなさい。
ア．
「いつまでもだらだらと話を続けるのは，
もうやめにしましょう。要点をまと
め，簡潔に話してくれませんか」
と言う。
イ．
「予定の時間が過ぎましたので今日はここで終わりにし，残りの案件は
次回の宿題にしませんか」
と言う。
ウ．
「あの・・・。
すみませんが，
そろそろ時間が・・・」
と言う。
エ．口には出さないが，他の参加者に目くばせしたり，時計を何度も見たり，
会議資料を片づけたりするなどして，態度で終了を促す。

英語の知識及び技能を問う検定試験です。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。

）to reduce our garbage to protect our environment.

ア. necessary

イ. fearful

ウ. harmful

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

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試験
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。
＜流れ図＞
＜流れ図の説明＞
省略
処理内容
ループ１
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。
（1）の間
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
（0） （1）
〜 （n - 1） （n）
Bird
duck
〜
starling eagle
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。
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）

ループ２
s は１から１ずつ増やして
s ≦ r の間
Bird（s）
＞ Bird（s＋１）

NO

YES

Bird（s）→ Bird（0）
（2）
Bird（0）→ Bird（s＋１）
ループ２
ループ１
省略

財務諸表分析検定試験・財務会計検定試験・管理会計検定試験
■財務諸表分析検定試験：企業の公表する財務諸表などの会計情報
から自分の力でその企業の状況を判断できる能力や企業価値を見
抜く能力の育成を目的とした検定試験です。
■財務会計検定試験：会計の国際化を背景として、現代のわが国の
企業で必要な会計処理能力を身につけ、企業社会で活躍のできる
会計人の育成を目的とした検定試験です。
■管理会計検定試験：企業の経営を管理するために必要とされる会
計情報により、予算編成・統制や利益計画、戦略的意思決定など、
ビジネス・マネジメント能力の育成を目的とした検定試験です。

財務諸表分析検定試験
【1】次の文章のうち，正しいものには○を，誤っているものには×を解答
欄に記入しなさい。

英語検定試験

It is（

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。

エ. original

1.当期純利益が発生する場合，手持ち現金を用いて，
自社株買いを行うと
株主資本当期純利益率は高くなる。
2.税金等調整前当期純損失が発生した場合，間接法によるキャッシュ・フロー
計算書における
「営業活動によるキャッシュ・フロー」
は必ずマイナスになる。
3.配当性向と配当利回りはどちらも株主に利益をどれだけ還元したかを示す
指標である。
4.純資産負債比率が100％を超えるとき
「債務超過」
という。
5.売上債権回転率・仕入債務回転率とも原則として低いほうが望ましい。

〔解答〕簿記：300千円／ビジネス文書：ア／ビジネス計算：¥4,100,000／ ビジネスコミュニケーション：イ／英語：ア／商業経済：ア／情報処理：⑴イ ⑵ウ／財務諸表分析・財務会計・管理会計：１.〇、
２.×、
３.×、
４.〇、
５.×
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卒業後の進路
全国商業関係高校 卒業生進路
全体

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‼

その他

4.8%
就職

36.4%
進学

58.8%

進学

就職

国公立四年制大学
留学0.4%

その他9.6%

2.5%

公務員6.2%
専門技術職

5.1%

私立四年制大学

専門学校

54.0%

事務職

生産職

34.1%

27.7%

27.3%

サービス職 販売職

12.6% 11.5%

短期大学

9.0%

令和2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）

全商協会 特別推薦対象大学

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。
令和4年度入学枠（大学名は五十音順）

№

大学名

学部

学科

募集人数

経済学部

経済学科

20名

総合経営学部

経営学科・商学科

20名

1

大阪商業大学

2

関西大学

商学部

5名

3

関西学院大学

商学部

5名

4

神田外語大学

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

2名

5

國學院大學

経済学部

経営学科

6名

6

国際医療福祉大学

医療福祉学部

医療福祉・マネジメント学科

5名

経済学部
7

駒澤大学
経営学部

8

9

専修大学

拓殖大学

経済学科

3名

商学科

3名

現代応用経済学科

2名

経営学科
市場戦略学科

6名

マーケティング学科

5名

会計学科

5名

経営学部

経営学科

7名

商学部

経営学科・国際ビジネス学科・会計学科

国際学部

国際学科

政経学部

法律政治学科・経済学科

商学部

商学科
10 千葉商科大学

商経学部
人間社会学部

11 中央大学

10名

商学部

合計5名
合計5名

12 中京大学

13 帝京大学

14 東京経済大学
15 同志社大学
16 獨協大学

学部

18 法政大学
19 武蔵大学

2名
4名

人間社会学科

5名
若干名

20 明海大学

経済学科

5名

経営学科

5名

総合政策学部

総合政策学科

5名

経済学科

3名

経営学科

3名

地域経済学科

5名

経済学部
経済学部

5名

経営学部

15名
3名

商学部
経済学部

国際関係学部
経済学部

経済学科

3名

経営学科

3名

国際環境経済学科

2名

商業学科・経営学科・会計学科

22 立命館大学

最大14名

国際総合政策学科

4名

国際教養学科

3名

現代ビジネス学科

10名

経済学科

1名

経営学科

1名

金融学科

1名

経済学部

経済学科

10名

不動産学部

不動産学科

10名

経済学部

経営学部
21 立正大学

募集人数

経営学部

商学部
17 日本大学

学科

経済学部

10名

経営学科

会計学科フレックス plus1・コース

大学名

3名

経済学科

会計学科フレックス・コース

№

経済学部
経営学部

20名
経済学科 金融コース
経済学科 国際コース
経営学科

5名
5名
15名

※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。
Senior high school commercial education
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生徒たちは今

商品開発

静岡県立伊東商業高等学校

地元特産物が地域を救う
本校では、2016年から３年生課題研究「生活に役立つ経
済学」
の授業で
「地域課題の解決につながる商品開発」
を行っ
ており、現在までに15の商品を開発・販売してきました。
今年度初めて出場した
「第８回商業高校フードグランプリ」
で
は、静岡県内では初となる大賞を受賞することができました。
こ
の商品は地元の有名な特産物である
「ニューサマーオレンジ」
にヒントを得たもので、
コロナ禍による廃棄率の課題を解決す
るために開発しました。皮ごとピューレにし、口どけの良いラング

「伊豆ニューサマーオレンジラングドシャ」商品パッケージ

ドシャ生地に練りこんでいるのが特徴です。
また、本校の統廃
合を迎える寂しさの中で、
パッケージデザインに本校生徒の制
服姿がイラストされています。
こうした商品開発も地元企業の理解があってこそ実現できて
おり、将来的には、
この授業を学んだ生徒たちに地元で起業し
てもらうことを目指しています。

地元土産店での販売の様子

生徒商業研究発表大会

広島県立広島商業高等学校

商業の学びを地域の元気につなげたい
私たち商業研究部は、
日頃の商業の学びを活かして地域の
活性化に貢献しようと様々な活動に取り組んでいます。昨年は、
コロナ禍で様々なイベントが中止や延期となり、花が大量に廃
棄される
「ロスフラワー」
という社会問題を取り上げ、広島の花
業界を活性化させようと
「LOSUVO FLOWER（ロサボフラワ
ー）」
という定期・定額の花の販売システムを発案しました。
花を気軽に楽しんでもらうとともに、売上の一部で地域に花
を届けるボランティア活動を行い、花に親しむ人を増やそうと取

表彰集合

り組んでいます。
その活動を生徒商業研究発表大会で発表し、
最優秀賞・文部科学大臣賞・産業教育振興中央会賞をいた
だきました。Instagramなどに活動を紹介しているので
「ロサボ
フラワー」
で検索してみてください。
今後も地域が元気になるために
「私たちに何ができるか？」
を
考え、
チャレンジし続けたいと思います。

ボランティア
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ICT教育への取組

佐賀県立佐賀商業高等学校

ICTを活用した表現力の育成
佐賀県では、2014年度から１人１台端末が導入され、2020
年度には１人１アカウントが全生徒に配付されるなど、ICT利活
用教育の推進に取り組んでいます。
本校でも、
コロナ禍でのオンライン授業等に対応するため研
修を積み重ねています。例えば、検定に向けて生徒が自宅で繰
り返し学習できるように、説明動画を作成し、Streamで配信し
ています。デジタル教材を活用することは、指導の効率化にも

検定対策のオンデマンド教材

つながり、本校で力を入れているプレゼンテーション能力や表
現する力の育成に時間をかけることができるようになりました。
県主催のプレゼンテーション大会において、2年連続で最優秀
賞（個人賞）
と学校賞を受賞するなど成果として表れています。
今後も学校内外でICTを積極的に利活用できるよう教師側
のスキルアップを図り、商業教育のさらなる充実に向けて挑戦
し続けていきたいと思います。

佐賀県高校生ICTプレゼンテーション大会

観光教育への取組

宮城県松島高等学校

「観光王国みやぎ」
の実現
「日本三景松島」の観光資源や行事を学習素材とし
「観光
王国みやぎ」の実現に向け、地域に貢献できる人材の育成を
目指しています。
１年次に
「地域理解」
を目標とし、地域でのボランティア活動
や実習（農業体験・販売実習等）
を積極的に実施しています。
２年次では
「地域貢献」
を意識して、観光ボランティアガイド
や実習（ホテル実習・研修旅行等）
を通し、何をどのようにすれ
ば地域貢献ができるのか、
自分自身に問いかけ学びを深めてい

オンラインツアー中の様子

ます。
３年次には
「地域共創」
を念頭に、身に付けた知識や技術を
駆使し
「松高おもてなしツアー」
を実施しています。実際に商品
化することにより、
自身の「志」
がツアーの中で実現できるのか
を検証しています。
このように
「観光資源を学ぶのでなく、観光
資源から学ぶ」
をモットーとし、
インプットからアウトプットまでのサ
イクルを回し、人間形成ができるカリキュラムデザインが観光科
の柱となっています。

オンラインツアー中の様子

Senior high school commercial education
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生徒たちは今

全商検定三種目以上1級合格

甲府市立甲府商業高等学校

目指せビジネスリーダー 三種目1級100名以上
「主体的な学びによる学力向上」
と
「社会で活躍できる人づ
くり」
という目標のもと、地域社会に貢献できるビジネスリーダー
の育成を目指して、商業の学びの指標として検定試験にチャレ
ンジしています。
平成16年に
「全商検定三種目以上１級合格100名以上」
という目標を掲げ、平成23年に達成してから昨年まで継続して
います。

簿記の授業の様子

このことは中学生にも浸透し、甲府商業で多くの検定試験
に合格して、希望の進路実現を目指したいということが、志願
理由の一つにもなっています。
また、部活動も盛んで多くの部が関東大会や全国大会に出
場しています。部活動の公式戦と検定試験の日程が近いこと
も多く、各検定試験１週間前に行っている一斉の課外学習で
は、放課後の部活動もできるよう、短時間で効果的な学習の仕
方を工夫し、教職員と生徒が一丸となって取り組んでいます。

情報処理の学習の様子

部活動の取組

─アーチェリー部─

滋賀県立大津商業高等学校

マネジメント力で世界を目指す
令和３年度全国高校総体において、本校アーチェリー部が６年ぶり５度目の女子団体優勝を果たしました。
私たちの部では自主性を重んじており、休日は午前の全体練習の後、午後からは実射・
トレーニング・各教科の勉強と
いった内容を各自の計画に従い取り組ませています。
また月１回は幹部部員が会議を開き、部の運営計画を考えて顧問
に提案しています。
ただし、
その提案はす
んなりと通るとは限りません。企業経営な
ら経営戦略会議を行うようなものですから。
苦戦している様子ではありますが、
これら
の取り組みによって部員たちの意識が高
まり、休日返上で自主練習に取り組む姿
が多く見られるようになりました。
フォーム
固めの基礎練習ばかりであるにもかかわ
らずです。
その自主性を五輪メダリストに
なるまで貫く選 手が現れる事を夢 見て、
私なりに精一杯のサポートをするべく、今
日も射場に向かいます。
（アーチェリー部顧問
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教諭

中井貴久 筆）

全国高校総体決勝戦の様子

決勝戦勝者コールの瞬間

株式会社 柳月（販売職）

新潟大学経済科学部総合経済学科
山嵜 蒼葉

伊藤 奏音

（新潟県立新潟商業高等学校）

（北海道釧路商業高等学校）
私は、販売職に就きたいと思い、北海道釧

私は高校生活を通して人として大きく成長で

路商業高校流通経済科に入学しました。
そし

きたと考えています。
それは、検定の取得や学

てこの３年間、就職に向けて多くのことを学ぶ

校生活、行事などで自分と他人を尊重すること

ことができました。

の大切さを学ぶことができたからです。

流通経済科では、商品の開発や流通に関して学ぶ機会が多く

新潟商業高校は長い歴史のある学校で、地域の人々や企業

あります。
２年生のマーケティングや３年生の商品開発の授業で

とつながりをもっています。文化祭では、地元の企業と協力して販

は、市場調査をして商品を開発し、地元企業に商品化していただ

売活動を行なってきました。1年次のクラスでは、米菓を販売し、
ど

いたものを、学校の購買やイオンモール釧路昭和店で販売するこ

のようにすればお客様に商品を買ってもらえるかを生徒と企業の

とができました。
そして、
３年生で行う販売実習会では、生徒自らが
商品の仕入れから販売までの一連の活動を実際に経験する中で、
企業との交渉や顧客のニーズに合わせたポスターづくり・接客方
また、資格取得にも力を入れ、様々な検定試験を受験しました。
合格を目指し、授業の学びを大切にしながら数多くの問題に取り

成感やクラスの仲間との絆が深まりました。
私は、新潟商業高校で勉強と部活動の両方に力を尽くすこと
で対応力や優れた人間性を身につけられたと思います。私は簿

組むことで、受験した検定試験にはすべて合格することができまし

記部に入部し、
日商簿記検定１級の取得を目標として自分と向き

た。
さらに、検定試験の合格に向けて学んだことが、実生活の中

合いながら学習してきました。
３級、
２級と合格していく中で自信と

で活用できる場面が多くありました。
たとえば、
ビジネス文書実務

勉強に対するモチベーションが上がっていくのを感じました。
そし

検定試験速度部門の受験に向けて、
キーボードを見ないで打て

て、3年生の時には念願の日商簿記検定1級に合格することが

るように繰り返し練習したことで、
タイピングが速くなり、
日常生活
でパソコンを使用する際も、素早く文字を入力することができます。
これまでの３年間の取組の中で、職業人として必要な資質・

できました。
私の将来の目標は、
コンサルティング会社を起業することです。
大学では高校で学んだ知識や技能を生かし、経済・経営に

能力を身につけられたと同時に、多くの方に支えられて深い
を活かしながら、就職後も頑張っていきたいと思います。

など、
自分たちが主体となって企業の経済活動を体験することが
できました。初めての経験で不安や緊張はありましたが、
その分達

法などを実践的に学ぶことができました。

学びができたことに感謝申し上げます。今まで学んだこと

方が協力して考え、当日は売れ行きに合わせて売り方を変更する

卒業生の

ついて学び、地域経済の発展に貢献できる人材になれ
るよう努力していきたいです。

声

関西学院大学商学部
坪井 映里香
（愛媛県立西条高等学校）

市原 麻美

（東京都立江東商業高等学校）

私は進学・就職の両方に有利で、尚且つ社

入学当初は就職か進学かで迷っていました

会に出た際に役立つ資格が取得できるという

が、人の役に立つ仕事がしたいと思い、高校1

理由で、西条高校商業科へ進学しました。

年生の冬から公務員を志望しました。東京都

高校1年次、将来の目標がまだ決まっていな

立江東商業高等学校は、明治３８年に創立さ

い中、本校主催の短期海外研修の「イギリススタディーツアー」

れ１００年以上の伝統ある学校で、進学や就職に対するサポート

に参加しました。
そこで海外の方々と話す楽しさを学び、将来は英

が手厚く、進路実現に向けて先生方も一緒に取り組んでくれます。

語を使ってビジネスができる人材になりたいと考えるようになりまし

自分の目標をしっかりと立て実現したいという強い気持ちがあれ

た。
そのためには、英語でのコミュニケーション能力に加え、
ビジネ

ば、周りの先生方も私たちの夢を応援してくれる温かい学校です。

スについて幅広い知識が必要になると考え、沢山の資格を取得
することを目標に日々の学習に取り組みました。

放課後や夏休みに資格取得や公務員試験の対策の補講をし
ていただいたおかげで、現役合格をすることができました。
また、社

また３年次には、
「 西条市にある、世界一」の市之川鉱山の歴

会人になった時に必要なビジネスマナーも３年間かけて学ぶこと

史や輝安鉱の魅力を発信するための広報活動や新商品の開発

ができます。1年生の時は所作や言葉遣いを注意されることが多

に向けて
「クラウドファンディング」
にも挑戦し、仲間と活動に励み

かったのですが、学年が上がるごとに褒められることが増え、面接

全国から多くの応援をいただきました。
この活動内容を全商主催

時にも普段通りの言葉遣いで臨むことができました。

英語スピーチコンテストの全国大会で発表しました。充実した高

高校２年生からは、新型コロナウイルスの影響で行事の中止

校生活を過ごし、全商協会特別推薦制度の受験資格を得て、
目

や学校に通うことが少なくなり悲しかったです。
その中でも、先生

標としていた大学に合格することができました。

方は少しでも生徒が楽しく学校で過ごせるよう日々考えてくれまし

商業科の強みは、
日々の学習成果を資格取得という形で証明

た。例えば、卒業遠足で行った鎌倉です。班のメンバーや行く場

できることやビジネスマナーなどの礼儀を学べる点だと考えていま

所など自分たちで決め、協調性や計画性を学びながら思い出を

す。商業科で学んだ３年間の全ての経験が、私を大きく成長させ

作ることができました。

てくれました。大学進学後は、
これまで学んできたことを生かし、新

高校生活で学んだことを今後の人生に生かして頑張りたいです。

しいことにも挑戦しながら、努力し続けていきたいと思います。

Senior high school commercial education
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令和３年度全国商業高等学校協会主催 競技大会等の成績
第３７回 全国高等学校簿記競技大会
期日：令和３年７月１８日
会場：関西学院大学（西宮上ヶ原キャンパス）

優

第６８回 全国高等学校ビジネス計算競技大会
期日：令和３年７月２３日
会場：各都道府県連絡理事校が設定す
る会場

勝：滋賀県立八幡商業高等学校

珠算競技

準優勝：静岡県立浜松商業高等学校

優

勝：鹿児島女子高等学校

鹿児島女子高等学校

準優勝：広島市立広島商業高等学校
第３３回 全国高等学校情報処理競技大会

優

期日：令和３年７月２５日
会場：広島市立大学

優

勝：静岡県立浜松商業高等学校

準優勝：石川県立金沢商業高等学校

静岡県立浜松商業高等学校

勝：三重県立宇治山田商業高等学校

準優勝：愛知県立豊橋商業高等学校

第３８回 全国商業高等学校英語スピーチコンテスト

第６８回 全国高等学校ワープロ競技大会
期日：令和３年８月４日
会場：名古屋市中小企業振興会館

優

電卓競技

期日：令和４年１月９日
会場：全商会館

Recitationの部
最優秀賞：熊本市立千原台高等学校
Speechの部

勝：樟南高等学校
（鹿児島県）

最優秀賞：敬愛学園高等学校
（千葉県）

準優勝：富山県立富山商業高等学校

公益財団法人日本国際連合協会会長賞：
長崎県立佐世保商業高等学校

第４２回 全国商業高等学校プログラミングコンテスト
期日：令和３年８月２１日
コンテストでは、
その独創性、明晰度、技法、利用方法及びプログラム説明書の表現力によって審査を行っています。
具体的には、①モデルの構想 ②プログラムの技法 ③添付書類 の３つの観点から評価しています。
学校名

最優秀賞
優秀賞

岐阜県立岐阜商業高等学校
千葉県立千葉商業高等学校
千葉県立一宮商業高等学校
千葉県立君津商業高等学校

作品名

使用言語

School Portal

Dart/Python3

Cities Development

C#

サイバーVSマルウェア

C#

ワカリドル

Python

第２９回 全国高等学校生徒商業研究発表大会
期日：令和３年１１月２５日
大会では、商業を学ぶ生徒が日常の学習成果をもとに研究課題を設定し、主体的に調査・研究を
行いその成果をまとめ、相互に発表を行います。
生徒の課題解決能力、時代を読む力、
プレゼンテーション能力、
リーガルマインド等を育成することを
ねらいとし、平成５年度から実施しています。各都道府県の予選及び全国9ブロックの予選を勝ち抜い
た21校がそれぞれの研究成果を事前に報告書として提出し、10分にまとめて発表します。

最優秀賞

優秀賞
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学校名

作品名

広島県立広島商業高等学校

もったいない！はビジネスチャンス！
！
〜LOSUVO FLOWERで花のある生活を〜

群馬県立高崎商業高等学校

「新たな観光のカタチ」
〜コロナ禍に負けない観光モデルの確立〜

山形市立商業高等学校

匂イズムＰａ
ｒ
ｔ
２
〜見えない香りを見えるビジネスへ〜

岸和田市立産業高等学校

和泉みかんアクティベーションチャレンジ
〜持続可能な地域活性化への取り組み〜

活躍する高校生・部活動
兵庫県立姫路商業高等学校 陸上競技部

富山県立富山商業高等学校 吹奏楽部

全商協会
マスコットキャラクター
ぜんしょうくん

【活躍する高校生】

プログラミングの授業の様子（表紙）………………………………………………………………熊本県立熊本商業高等学校
販売実習の様子（表紙）……………………………………………………………………………福島県立平商業高等学校
第72回全日本高等学校ハンドボール選手権大会男子の部優勝（表紙）
…………………………山口県立徳山商工高等学校
第69回全日本吹奏楽コンクール銀賞・第34回全日本マーチングコンテスト銀賞（本ページ）……富山県立富山商業高等学校
第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会女子三段跳1位（本ページ）…………………兵庫県立姫路商業高等学校／三木 麗菜

スポーツ界で活躍する卒業生

原田 のどか さん
東京2020オリンピック
女子ソフトボール金メダル

岡山県立岡山南高等学校卒業
（所属：太陽誘電ソルフィーユ）

（©自衛隊体育学校）

（©日本フェンシング協会／Augusto Bizzi）

濵田

見延

尚里 さん

鹿児島県立鹿児島南高等学校卒業
（所属：自衛隊体育学校）

和靖 さん

東京2020オリンピック
フェンシング男子エペ団体金メダル

東京2020オリンピック
柔道女子78キロ級金メダル

福井県立武生商業高等学校卒業
（©太陽誘電ソルフィーユ）

（所属：NEXUS FENCING CLUB）

このほかにも東京2020オリンピックでは商業関係高校の卒業生が数多く活躍しました。
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商

品

開

発

東海ブロック特集

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。
全国9ブロックから、今回は東海ブロックの開発商品をご紹介します。

鵜舞美そぼろ

岐阜県立大垣養老高等学校

みとかnoいちごtoシャリシャリひるがのミルクＭｉｘ
岐阜県立岐阜商業高等学校

土岐商サイダーと旅する調味料カップ＆時計
岐阜県立土岐商業高等学校

熱海レモンスコーン
静岡県立熱海高等学校

岐阜

伊豆ニューサマーオレンジラングドシャ

よんとんさんど

三重県立四日市商業高等学校

静岡県立伊東商業高等学校

愛知

静岡

三重

蓮イーツ
（フリアン）

浜松焼そば

三重県立津商業高等学校

高校生が作ったトンでもないカレー
三重県立松阪商業高等学校

静岡県立浜松商業高等学校

バレンタインコフレ

愛知県立一宮商業高等学校

美浜町海音貝カレー

愛知県立半田商業高等学校

トマトソースにおぼれたまぐろ
愛知県立豊橋商業高等学校

