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目標、科目構成などの改善を図り、教科として育成
を目指す人材像については、「ビジネスを通じ、地
域産業をはじめ経済社会の健全で持続的な発展を
担う職業人」としている。そのような職業人に求め
られる資質・能力を、「知識及び技術」、「思考力、
判断力、表現力」、「学びに向かう力、人間性」の
三つの柱に沿って次のように整理しました。
①商業の各分野についての体系的・系統的な理解
及び関連する技術
②ビジネスに関する課題を発見し、職業人に求め
られる倫理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決
する力
③職業人として必要な豊かな人間性、よりよい社
会の構築を目指して自ら学び、ビジネスの創造と
発展に主体的かつ協働的に取り組む態度
このような資質・能力を育成するためにマーケテ
ィング、マネジメント、会計、ビジネス情報の四つ
の分野を 20 科目で構成した、とお話がありました。
2011 年に米国のデューク大学研究者であるキャ
シー・デビッドソンは、
「子供たちが大人になる頃、
その 65％はまだ存在していない職業に就く」
と言い、
英国オックスフォード大学では｢雇用の将来｣とい
う調査レポートで、今後 20 年のＩＴ化の影響で、
現在ある職業の内、およそ半分が失われる可能性が
あることを述べられています。分析の結果では、米
国の総雇用の 47％が失われ、
その傾向は賃金と学歴
が低い職業ほど、その影響を顕著に受ける。例えば、
キーパンチャー、事務職、電話オペレータ、レジ打
ちと言った、内容が単純な作業は、ＩＴ化しやすい
という面を持っています。もう、ストップウォッチ
を持って授業に行くのはやめましょう。
商業教育は一人ひとりの生徒を伸ばし、ビジネス
に関する理解力と実践力を身に付けさせ、国際化、
情報化、社会の変化に対応できる人材育成を目標と
しています。そのため、生徒が卒業までに身に付け
るべき資質・能力を育成するために、どの様な指導
が必要なのかを、様々な機会で研修することが重要
です。会員並びに商業教育に携わる先生の向上の一
助となれるよう商業教育学会で頑張りたいと思い
ます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

巻頭言
商業教育の研修をサポート
日本商業教育学会北海道部会
部会長 川眞田 政夫
この度、津田雅彰部会
長より北海道部会を引き
継ぎました。よろしくお
願い申し上げます。
さて、2018 年３月に新
しい高等学校学習指導要
領が公示され、2022 年度
入学生から新しい高等学
校学習指導要領に基づい
て各学校で作成された教育課程に則り年次進行で
実施されることとなります。
文部科学省の西村修一教科調査官によると、新し
い高等学校学習指導要領においては、①社会や世界
の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通
じてよりよい社会を創るという目標を持ち、教育課
程を介してその目標を社会と共有していくこと、②
これからの社会を創り出していく子供たちが、社会
や世界に向き合い関わり合い、自分の人生を切り開
いていくために求められる資質・能力とは何かを、
教育課程において明確化し育んでいくこと、③教育
課程の実施に当たって、学校教育を学校内に閉じず
に、その目指すところを社会と共有・連携しながら
実現させることといった、社会に開かれた教育課程
を理念としている。
商業科については、このような理念の下、時代の
変化に対応するとともに、社会の要請に応える視点
から改善を図った。商業教育においては、関連する
職業に従事する上で必要な資質・能力を育み、社会
や産業を支える人材を育成してきた。近年、経済の
グローバル化、情報技術の進歩など経済社会を取り
巻く環境が大きく変化する中にあって、必要とされ
る専門的な知識、技術などが変化するとともに、高
度化してきている。こうしたことを踏まえ、教科の
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法の総称。学修者が能動的に学習することによって、
認知的、倫理的、社会的、教養、経験を含めた汎用的
能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学
習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・
ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等
も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。

講演Ⅰ
これからの時代と社会で、どのような
アクティブラーニングが必要か
札幌学院大学心理学部教授・教務部長 森 直久

上越教育大学教授・西川純は、この文章の捉え方
に注意を促している(西川 2015「アクティブ・ラ
ーニング入門—会話形式でわかる『学び合い』活用
術— 」 明治図書)。まず、ありがちな誤解について
である。アクティブラーニングは形式、たとえばグ
ループ学習やディベート、ディスカッション、成果
発表などによって定義されているのではない。確か
に方法が記されてはいる。しかし西川が強調するの
は、方法が列挙された終末部分「等も」である。ア
クティブラーニングはどんな手段をとってもよく、
むしろ重要なのは到達しようとする目標の方であ
る。すなわち「認知的、倫理的、社会的、教養、経
験を含めた汎用的能力の育成」である。文科省がう
たう学力の三要素や、経産省がうたう社会人基礎力
には、多様性や協働性、チームで働く力が明示され
ているのだから、これは当然である。しかし、「倫
理的、社会的」能力は、アクティブラーニングの議
論の中で、特に高等教育への導入と実施において、
見過ごされているように感じられる。高等教育にお
けるアクティブラーニングの研究と実践で主導的
な役割を果たしている一人である溝上慎一の定義
(溝上 2014 「アクティブラーニングと教授学習パ
ラダイムの転換」 東信堂)では、知識、理解、表
現といった認知的能力が、アクティブラーニングに
よって涵養すべき主たる対象であり、倫理的、社会
対人的能力への言及が見当たらない。アクティブラ
ーニングは人口に膾炙する過程で、多様な意味を付
与された。最近文科省は、
「アクティブラーニング」
に代わって「主体的な学び・対話的な学び・深い学
び」を使用する傾向にあるが、おそらくアクティブ
ラーニングと呼んだ場合、各人の捉え方の差異によ
るディスコミュニケーションを回避するためであ
ろう。しかし、名称は変わろうと目標が変化しなけ
れば、どのようなアクティブラーニングが必要とさ
れるかも変化しない。

1. アクティブラーニングの背景
中教審でアクティブラーニングが打ち出されて 5
年以上が経つ。その後、アクティブラーニングを教
育の現場に導入しようとする必要性、方法などにか
かわる言説があふれている。そもそもアクティブラ
ーニングが強調されるようになった理由はなんだ
ろうか。一つの柱は、急速に変貌する社会情勢ゆえ
にである。具体的には、第一に、AI やロボットの
発達によって知識の蓄積や検索はそれらに代替さ
れ、人間には情報に基づいた思考や判断、対人関係
能力がこれまで以上に要請されるようになったこ
と。第二に、企業寿命の短縮に象徴されるように、
社会の変貌が急速であり、前例踏襲にとどまらず、
新たなことを主体的に発見し、学び続ける能力が希
求されるようになったこと。第三に、外国人労働者
の増加、障害者差別撤廃法の施行によって、人の多
様性を尊重し折り合いをつけて協働する能力が求
められるようになったこと。最後に、Society 5.0 と
呼ばれる超スマート社会は個別最適化の時代でも
あり、人生や幸福のあり方などを個々の人間が考え
ていく(いける)態度が必要になるから、である。文
部科学省による高大接続改革や学習指導要領の改
定、経済産業省の「未来の教室と EdTech」研究会
が進行中である。
学校は、上述の能力を涵養すべく、授業方法の改
変を求められている。知識と情報を伝達する機能を
果たしていた一斉授業は、教授者や教育機関が情報
と知識を占有していた時代には効率的だったかも
しれない。しかし情報へのアクセスがインターネッ
トと検索エンジンによってはるかに容易になり、ま
た YouTube の個人投稿や教育産業が配信する形で、
多様で、良質な教育コンテンツへと有料で、しばし
ば無料でアクセスすることができるようになり、学
校は一つの情報提供源に過ぎなくなった。また学習
者は、教授者を選択できるようになった。すでに学
校は、学習者同士の出会いと、出会いを利用した学
習を促す場へと、機能を転換する時期なのであろう。

3. アクティブラーニングの実際
形式による制約を極力削ぎ落とし、「認知的、倫
理的、社会的、教養、経験を含めた汎用的能力の育
成」という目標の実現を企図したアクティブラーニ
ングを、西川純が提唱している(たとえば、西川純
(編) 2010「クラスが元気になる! 『学び合い』ス
タートブック」 学陽書房)。彼の方法は『学び合い』
(二重括弧の学び合い)と呼ばれ、二つの「観」(学校
観、子ども観)と一つの「願い」(一人も見捨てない)
という極めてシンプルな理論に立脚している。「学

2. アクティブラーニングとは
そもそもアクティブラーニングとは、なんであろ
うか。平成 24 年 8 月 28 日中央教育審議会答申で
は、次のように規定されている。
教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学
修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習
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校観」とは学校という場の規定であり、以下のよう
に記される。「学校は、多様な人とおりあいをつけ
て自らの課題を達成する経験を通して、その有効性
を実感し、より多くの人が自分の同僚であることを
学ぶ場である。」(西川, 2010, p.42)。第二の「子ど
も観」は「子どもたちは有能である」ことを主張す
る。一般に「学習者観」と言ってもよいだろう。本
意は「学習者たちの集団は問題解決能力を持ってい
る」(「教師は最善の教え手とは限らない」も含意)
であり、いわゆる教科学習や学習中に生じる対人関
係なども、その解決を学習集団は実現することが可
能だという主張である。教師の仕事は、課題の設定
と教材や機器といった学習環境の整備である。そし
て、一つの「願い」をことあるごとに語り、浸透さ
せ、学習集団の「認知的、倫理的、社会的、教養、
経験を含めた汎用的能力の育成」に向かう活動をフ
ァシリテートすることである。『学び合い』におけ
る「願い」とは「一人も見捨てない」ことである。
これには倫理的意味合いもあるが、他人を助けるこ
と、助け合う集団は終局的に自分の「利得」となる
という実利的意味も強調される。授業中にこの「願
い」は、教師によって設定された学習課題を全員が
時間内に達成することを、学習者たちに要請する形
で具体化されている。『学び合い』の実践成果は、
様々な書籍(先に述べた、西川の編著)あるいは
YouTube 動画でも参照することができる。教科学
習の上では平均点が向上し、分散が縮小するという
結果が、小中学校を中心に散見される。またいじめ
解消や、身障者、知的障害者、学習障害者の適応に
も効果が見られている。
札幌学院大学でも、筆者による『学び合い』実践
が始まっている。学習環境として「教科書」
「iPad」
「モバイル・PC」「ホワイトボード」「web 掲示
板」「ツィッター」「講義動画」を配備し、受講者
の自由選択を促している。任意で LINE グループを
立ち上げている受講生もいる。授業中の立ち歩き、
場所の移動、グループ編成も自由である。教員は「一
人の学習者」として参加し(「最善の教え手とは限
らない」からである)、尋ねられた時やホワイトボ
ードや web 掲示板、ツイッターなどの記述にコメ
ントする以外は、受講生達の活動をファシリテート
する役割に傾注する。受講生が達成すべき「課題」
は、基本的に教科書の適切なまとめや、そのまとめ
が妥当であることの確認である。筆者の担当が初年
次科目なので、専門知識の正確な習得と、正しい「読
み」、相手に伝わる「書き(話し)」が強調されてい
る。成績評価は「筆記試験」のみによって行なって
いる。社会は「結果」によって評価される仕組みで
あることを踏まえてである。大学での『学び合い』
実践はほとんどないなか、今年度で 3 年目を迎えた。
熱烈な 1 割程度の「アクティブラーナー」が誕生し
ているが、十分適応できない受講生も少なからず存
在する。『学び合い』は、学習者の最低 2 割が授業

時間の三分の一程度で課題を達成し、その後他の学
習者の支援に回れることが期待されている。保護者
の高学歴化、塾などの学校外学習によって、このよ
うな先導的学習者が容易に得られるようになった
ことが、『学び合い』を支える基盤でもある。大学
教育の難しいところは、「ほとんどの学習者がこれ
まで学んだことがない内容である」こと、「一回の
授業で進む量が多い」こと、建前であるかもしれな
いが課題のレベルを落とすことで高等教育ではな
くなってしまうため、「課題のレベルを落とせない
こと」などの制約がある点である。また、高校まで
ほぼ一斉授業で育った学習者は、『学び合い』の自
由度の高さに困惑する傾向がある。すなわち、「何
をしてよいのかわからなくなる」のである。さらに、
これは高校にも言えることであるが、科目担任型で
ある場合『学び合い』の機会は週一回程度であり、
学習者同士が支援し合う文化、集団凝集性が育ちに
くいことも、『学び合い』が機能するための阻害要
因となっている。そこで、いくつかの工夫が必要と
なっている。たとえば、教科書の読解を補助する「教
科書ガイド」やレジュメの事前配布を行ない、事前
学習を促すことで課題の難度を保つようにしたり、
凝集性が生まれやすい 15 人程度の集団を暫定的に
形成し、「人口密度」を高めることで相互作用を起
こしやすくする工夫などである。
『学び合い』は、学習集団がかかえている問題を可
視化するとも言われる。すなわち、誰が学習不振者な
のか、誰が対人関係の困難を抱えているのか、クラス
の人間関係が十全なのかなどが、教員にとって、そし
て当人を含む学習者たちにわかってしまうのである。
しかしこれを西川は、一斉講義下では隠蔽されていた
だけであり、社会に出るまでに解決しなければならな
い問題が明確化されたと考える(西川(編) 2010,
pp.122-129)。大学は、そして半数近くの生徒にとって
は高校が、最後の学びの場である。
学習者がかかえる問題を明確にし、教師がリスクを
最小化しながら対応できる環境であることが、そして
「認知的、倫理的、社会的、教養、経験を含めた汎用
的能力の育成」を促し、社会に出たのちはそれぞれが
考える幸せな人生を送る
ことができる能力を獲得
する環境であることが、
学校に真に期待されるこ
とではないかと筆者は考
える。学生、生徒たちに
どうなってほしいのか、
彼ら彼女らの幸せは何か。
教師たちの思いが一つで
あればよいと思う。『学
び合い』を含むアクティ
ブラーニングもまた、手
段に過ぎない。
（講演Ⅰ：森 直久氏）
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捉えると、①知識、技術などを身に付ける、②それ
をもとに実際のビジネスを理解する、③知識、技術
や実際のビジネスの理解を基に、企画力や創造力を
養う、④実社会で実践する力とコミュニケーション
を図る力を高めるといったプロセスになる。このこ
とを念頭に、教科・科目横断的な視点で商業教育を
組み立てていくことが大切である。

講演Ⅱ
高等学校学習指導要領の改訂と商業教育
文部科学省初等中等教育局参事官付
産業教育振興室 教科調査官 西村 修一
１ 教科商業科の全体像
教科として育成を目指す人材像としては、「ビジ
ネスを通じ、地域産業を初め、経済社会の健全で持
続的な発展を担う職業人」としている。具体的な例
としては、業につながるものとして、流通業と金融
業等を担う人材、職につながるものとして、製造業、
サービス業等様々な業種における販売、仕入れ、さ
らには営業、マーケティング、企画、人事、経理、
原価管理、情報等の部門に関わる担当者が挙げられ
る。さらには、公認会計士、税理士、中小企業診断
士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、
旅行業務取扱管理者等の資格職（学びを継続するこ
とによって）、管理的な立場の職（経験を積むこと
によって）などを想定している。それ以外にも様々
な業種、職種において商業の学びに関連するものが
ある。

５ 教科商業科の学習指導を考える文脈
いろいろと行われている教育活動を見ると、活動
ありきとなっている事例が見受けられる。その学習
活動は何のためにやっているのかが整理されてい
ない。
学習指導を考える際には、①どのような人材を育成
するのか、②そのような人材に求められる資質・能
力はどのようなものか、③そのような資質・能力を
育成するために何を学ばせるのか、④それをどのよ
うに学ばせるのか、⑤その結果何が身に付いたかを
評価するというものになる。
教科商業科については、これらの要素を学習指導
要領とその解説に示している。
６ 教育課程編成
「ビジネス・コミュニケーション」については、
教科の基礎的科目に位置付けている。卒業年次に就
職や進学のための面接対策のために学ばせる科目
ではない。１年次、遅くとも２年次で履修させ、学
んだことを様々な学習の中で活用させ、実践的な力
に高めていくようにすることが大切である。
「簿記」については、５単位や６単位で教育課程
を編成している学校が多いが、内容を精選している
ことから３単位程度が適正な水準と考えている。
教育課程については、どの検定試験を何年次で何
級を目指すかを考え、それを基に編成する学校があ
る。教育課程編成はそういうものではない。各学科
でどのような人材を育成するかということを基に、
それに必要な科目は何か、何年次に履修させること
が必要かといったことから編成するものである。商
業科については、四
つの分野を広く学ぶ
とともに、生徒の進
路希望等に応じて分
野を選択して深く学
ぶことができるよう
にすること、流通ビ
ジネス科等分野に対
応した学科において
は、対応する分野に
ついて、しっかりと
学ぶことができるよ
うにすることが大切
である。
（講演Ⅱ：西村修一氏）

２ 何ができるようになるか
ビジネスの動向、様々な成功事例や改善を要する
事例、各種データ、関係する法規、会計情報、ビジ
ネスに関する理論など科学的な根拠に基づいて、企
画力、創造力を発揮し、ヒト、モノ、カネ、情報と
いった経営資源を最適に組み合わせ、コミュニケー
ションを図りながら、人と人とをつなぐなどのビジ
ネスを展開していくことができるようにすること
を目指している。そのため、「ビジネス・コミュニ
ケーション」と「ビジネス・マネジメント」という
科目が重要になる。ただ売るだけ、ただ商品開発す
るだけなら、小学生にもできる。教科商業科は職業
教育であり、専門教育である。それにふさわしい教
育を展開する必要がある。
３ 何を学ぶか
教科商業科には、マーケティング、マネジメント、
コミュニケーション、会計、情報など様々な要素が
ある。学びの対象は、これらの要素に係る学問的な
ものではなく、現実の経済社会で行われている実際
のビジネスである。理論など学問的なことを最低限
必要なものは学ぶ必要はあるが、それだけで終わっ
てしまってはいけない。教科商業科は、実際のビジ
ネスをしっかりと学ばせるといったものにしてい
る。
４ どのように学ぶか
３年間あるいは４年間の商業の学びを俯瞰的に
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に苫小牧総合経済高等学校が主体となり１８名の
生徒を４泊５日の日程で派遣しました。来年度は函
館商業高等学校が主体で実施する予定です。来年度
の終了を待って派遣先の見直しを含め、実施につい
て検討することにしています。
また、各種の全国競技大会での上位入賞を目指し、
１、２年生の段階での競技力向上を目的に実施して
いる北海道高等学校商業実務新人大会があります。
しかし、１１月開催では全国大会が終わっていな
い英語スピーチコンテスト、長期の研究が必要な商
業研究発表大会に係る新人大会は難しく、今年度初
めて、来年度の北海道大会に向けたスキルアップを
目的に、研修会として同時開催することとしました。
なお、９月に予定しておりました商業教育フェア
ですが、９月６日に発生した胆振東部地震による被
害や余震、生徒の安全確保のことなどを検討し、今
年度は中止とさせていただきました。

基調講話Ⅰ
北海道高等学校長協会商業部会の取組
北海道高等学校長協会商業部会副部会長
北海道旭川商業校長学校長 我妻 公裕
１ はじめに
平成３０年度日本商業教育学会北海道部会の開
催に際し、このように、北海道高等学 校長協会商
業部会に時間を設けて頂きありがとうございます。
２ 校長会商業部会の取り組み
(1) 教職員の資質向上
教職員の資質向上を目指し、部会の主たる事業で
ある北海道高等学校商業教育研究集会・協議会で行
っている小グループによる部会別協議について、協
議題、進行、助言者等について大幅に変更しました。
参加者アンケート集計結果を待っているところ
ですが、より参加者にとって意義のある時間となり、
参加者が増えるよう改善充実に向けて取り組んで
いるところです。
また、全道１１地区で開催している地区商業教育
研究協議会では、全国商業高等学校長協会の春季・
秋季総会で取り上げられた教育界の全国の動きな
どの伝達も含め、部会長等の派遣を行っています。
リーダー研修会は、教頭候補者の受験対策の要素が
強かったわけですが、管理職候補 者試験の受験者
が減少し、初回で登録となるケースや普通高校に着
任するケースが増えています。そのため、学校運営
等での課題が部会に寄せられていることもあり、募
集要件や実施内容の検討を加えているところです。
また、新採用教員数は、２９年度１５名、３０年
度２３名が採用され、先日発表された３１年度の登
録者は１９名と増えていますが、赴任地がＣ・Ｄ地
区の科目設置校の場合が多いことから、商業部会事
業（競技大会、研究協議会、検定業務）、や商業教
育そのものの理解を深める目的で、今年度初めて、
１１月４日に開催する商業実務新人大会の場をお
借りして研修会を開催することとしました。来年度
以降は、９月に開催予定の商業教育フェアに合わせ
た実施を検討しているところです。

３ 全商協会理事長談話
さて、１０月１１日、１２日に全商の秋季総会愛
媛大会が松山市で開催されました。
理事長である中山博之東京都立第三商業高等学
校長のお話しの中から、人材育成に関する情報提供
をさせていただき、講話を終わりたいと思います。
(1) 「業」より「職」
西村調査官のお話しだそうです。「教科商業とい
うと「業（ぎょう・なりわい）、仕事」として受け
取られ、流通業や金融業等を担う人材育成の教育と
思われてしまう。ビジネスと言うと「業種」ではな
く「職」と考えられ「建設業」や「サービス業」な
どを含め、販売、仕入、営業、人事、原価管理など
の部門に関わる担当者の仕事になる。ビジネス教育
は特定の職に係る教育ではなく、汎用性が高い。だ
から、どんな人にでもビジネス教育は大切で、これ
からも重要な教育なのだ。」と、力強く話されてい
たとのことでした。
(2) 「Society5.0 に向けた人材育成」
文部科学省は６月５日、Society5.0 に向けた人材
育成に係る大臣懇談会でのまとめを公表しました。
人工知能、ビッグデータ、ＩｏＴ、ロボテックス
等の先端技術が高度化することで社会生活が大き
く変わった「超スマート社会」で、「必要なもの・
サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ
提供し、社会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、
あ らゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、
性別、地域、言語といった様々な違い を乗り越え、
活き活きと快適に暮らすことができる社会」だそう
です。
そんな社会が求める学力（生きる力）、求められ
る力や求められる人材育成を担う学校教育も、大き
く変わらなければなりません。

(2) 商業を学ぶ生徒育成
今年度の商業部会の調査研究協議会では、「グロ
ーバル教育部会」を設置し、グローバル化社会に対
応する人材育成に係る調査研究を行っています。
昨年度、北海道海外旅行促進実行委員会（北海道
総合政策部航空局航空課国際航空グループ）より事
業支援を受け、９月に先生方１０名によるマレーシ
ア派遣事前視察を実施。年度末の３月に、旭川商業
高等学校が主体となって生徒２０名、今年度は８月
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(3) 「未来の教室」と EdTech 研究会
人生１００年時代、第四次産業革命、グローバル
化や急速なＡＩ技術の振興など、社会が大きく変わ
ろうとしています。
「社会人基礎力」を提示した経済産業省が、そうし
た社会を迎えるにあたって、人材育成の課題と方向
性を整理するための研究会「未来の教室と EdTech
研究会」が、６月２５日に第一次提言を公表しまし
た。
その方策が、50 センチ革命（身の回りの 50 セン
チから少しずつ改善）、越境（自分の守備範囲を越
えた様々な領域とコラボレーション（協同・連携
等））、 試行錯誤（挑戦と失敗からの学び）であ
り、これらができる能力が求められるとしています。

富良野緑峰（商業科）２→１ 総合ビジネス科
岩内 単位制導入 地域産業ビジネス科
２ 新高等学校学習指導要領改訂に向けて
○ 今年度は教科指導訪問や地区商研の機会にお
いて、新高等学校学習指導要領の趣旨や変更点を
伝達
○ 職業に関する学科を対象に地方説明会を実施
（商業科18名出席）
○ 「教育課程編成の手引き」は、新高等学校学習
指導要領の改訂ポイントを掲載、11月を目途に
Webにおいても公開
３ キャリア教育に関わる道教委の各種事業
について
(1) 高等学校OPENプロジェクト（平成30年～）
(2) 総合的なインターンシップ実践プロジェクト
（平成30年～）
(3) キャリアサポートセミナー［キャリア教育・職
業教育推進事業］（平成30年～）
(4) 北海道高等学校学力向上実践事業（平成28年～
30年）

４ おわりに
１０月２４日に、新しい学習指導要領に関する
「職業に関する教科」の地方 説明会が札幌で開催
されました。これまで、こうした説明会の記憶がな
く、改訂の主旨の理解と実現への取り組みが求めら
れていることがわかります。
校長会商業部会
は、今後も、経済社
会の変化に適切に
対応しながら、教科
「商業」を学ぶ生徒
のため、先生方の指
導力向上を目指し
た事業を展開して
いきますので、ご理
解とご支援をお願
いするとともに、本
学会の益々の発展
をご祈念申し上げ
講話といたします。
（基調講話Ⅰ：我妻公裕氏）

４ 北海道産業教育審議会（第27期）
○ 会長は小樽商科大学の岡部教授が就任し、副会
長は小樽朝里クラッセホテル武田支配人が就任
５ 商業教育の方向性
○ 社会に開かれた教育課程を実現するため、地域
や産業界、高等教育機関などと連携して、人材育
成に取り組む
○ 他の教科・科目をはじめ様々な学校教育活動と
連携を図ることにより、カリキュラム・マネジメ
ントを構築する
○ 授業者から学習者への主体の転換、何を学ぶか、
どのように学ぶかという観点で、授業改善と学習
評価を充実させる
○ 知識・技術と思
考力・判断力・表
現力等のバラン
スを考慮した授
業作りや学習評
価の工夫を考察
する研修が必要
になる
○ 他校の実践や
道教委の事業を
自校に取り入れ、
キャリア教育を
推進する

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

基調講話Ⅱ
基調講話資料
北海道教育庁学校教育局高校教育課
キャリア教育指導グループ指導主事 岩館 良伸
１ 公立高等学校配置計画
(1) 平成31年度
北見商業（商業科）２→１、稚内（普通科、商
業科）単位制導入
(2) 平成32年度
深川東（商業科）２→１ 総合ビジネス科

（基調講話Ⅱ：岩館良伸氏）
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中学校の探究活動では、海外の大学が公開している講
義動画に日本語字幕をつける活動を行い、その際のメ
ンバーとのコミュニケーションや資料の共同編集に
G-suite for education を利用している。
(3) 道立教育研究所における事例
道立教育研究所では、今年度「副校長・教頭経験者
研修」において、Microsoft 社の Teams を利用して研
修を実施した。Teams は、Office365 で提供されてい
る数々のアプリケーションのハブ的存在として、組織
やチームに必要なコミュニケーションツールを統合し
た環境で、
チャット機能以外に
「Excel」
や
「PowerPoint」
などのOffice アプリケーションと連携し複数ユーザー
での共同編集にも対応しているのが大きな特徴である。

基調講話Ⅲ
新しいサービスの活用について
北海道立教育研究所
附属情報処理教育センター次長 古市 俊章
１ はじめに
当センターでは、最新の情報教育に関する調査研究
を行っている。本日は、最新の教育動向として、クラ
ウドサービスを利用した授業実践や道立教育研究所の
取組について説明する。
２ クラウドサービスとは
(1) クラウドサービスの活用
クラウドサービスとは、従来は利用者が手元のコン
ピュータで利用していたデータやソフトウェアをネッ
トワーク経由で、サービスとして利用者に提供するも
ので、
これらのサービスを活用することで、
いつでも、
どこでも、多様なデジタル教材で学んだり、コミュニ
ケーションを深めたりすることができることから注目
されている。
(2) 主なクラウドサービス
教育機関が無料で利用できるクラウドサービスとし
ては、Microsoft 社の Office365、Google 社の G-suite
for Education が一般的に知られている。現在学校の
パソコン教室で利用しているOffice 製品との親和性が
高いのが特徴である。
G-suite for Education は、液晶一体型パソコンであ
る ChromeBook を利用する際に、管理者がユーザー
管理だけではなく、端末の設定を管理できることや、
G-mail を利用できるといった利点がある。

４ 今後の方向性
(1) クラウドサービスの将来性
クラウドサービスは、アプリケーションを端末にイ
ンストールすることなく、Web ブラウザで利用するこ
とが基本であるため、タブレットなどの端末に高い処
理性能が不要となる。
(2) 附属情報処理教育センターにおける調査研究
附属情報処理教育センターでは今年度から２か年で、
「新学習指導要領に対応した情報活用能力育成に係る
指導方法及び環境整備に関する調査研究」を実施して
いる。その中で今年度はクラウドサービスを活用した
実践事例の収集、
利用マニュアル作成を予定している。
次年度は、クラウドサービスの利用におけるセキュ
リティーポリシーを、本庁の関係課と連携し作成する
ことや、基盤整備に向けた情報交換を予定している。
また、クラウドサービスの利用のマニュアルには、
防災対応の内容についても取り扱いたいと考えている。
今年度、北海道は台風 21 号や北海道胆振東部地震に
見舞われ、
想定していなかった大規模停電などにより、
緊急情報を学校ホームページにアップロードできない
事態も発生した。
このような緊急時に利用できるサイトをクラウドサ
ービス上に構築するなど、正しく正確な情報を生徒・
保護者に伝えることができるような仕組みについても
研究を進めたいと考えている。

３ クラウドサービスを利用した授業実践
(1) 道立高校における事例
北海道教育委員会では、平成 28 年度から平成 30 年
度までの３年間、札幌西高校と寿都高校、札幌東高校
と豊富高校の４校を研究指定校としＩＣＴ活用教育促
進事業（高等学校遠隔授業プロジェクト事業）を実施
している。
４校には SONY の遠隔授業システムが設置されて
いるため、授業の映像や音声はインターネット経由で
はなく、
スクールネット経由で送受信を行っているが、
生徒への課題の配信や回収、添削などは Office365 の
OneNote Class Notebook や OneDrive を利用したク
ラウドサービス上で送受信を行っている。
(2) 道外の学校における事例
東京都の私立の中高一貫校である広尾学園では、コ
ース別に Chromebook、Macbook、Kindle、iPad を
個人購入で用意し、校舎内に Wi-Fi の環境を整備して
いる。Wi-Fi を利用するユーザー数は、約 1,700 名程
度だが、十分な帯域が用意されている。

５ おわりに
調査研究の成果について
は、附属情報処理教育セン
ターホームページに掲載す
る予定となっている。
今後も、当センターとし
ては、持てる資産や機能を
十分に発揮して、北海道教
育の充実のため、お役に立
てるよう、全力で対応させ
ていただく所存である。
（基調講話Ⅲ：古市俊章氏）
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級検定 11 月の合格率は 25.8％
（全国合格率 21.2％）
と目標合格率50％を大きく下回った結果となった。
その要因を探るため，生徒にアンケートを取ると，
「事前学習（宿題）を効率よくできた。」の「いい
え」が 82％であった。また，理由として「わかな
らない論点が多すぎて答案練習ができなかった。」
「理解できていないので，宿題ができない。」「家
ではやる気が起きない。」「時間がなく，答えを写
していた。」などの回答が多かった。学科会議で対
策を考えた結果，事前学習（宿題）の目的が伝わら
ず，生徒が主体的に課題に挑戦できず，理解度の高
い生徒が少ないことが判明した。理解度の高い生徒
が少ない要因は，簿記部の生徒が日商１級取得を目
指した別プログラムのため，別室にいたこともあり，
簿記部の他にチームを引っ張ることのできるリー
ダーが育たなかったことが挙げられる。結果として，
リーダーの有無により，全体の理解度が左右される
ことが判明した。
事前学習（宿題）では，学習意欲を喚起するよう
な方策を導入することが重要と考え，生徒の学習の
進捗度や，学習環境を考慮した。自分の部屋がない，
机が無いなど，家庭学習ができる環境にない生徒が
いた。また，家庭学習の習慣が身についていなく，
宿題を学校でするため，宿題の量をこなせない生徒
が少なからずいた。事前学習（宿題）の負担が大き
く事前学習が十分に学習できていない生徒は，チー
ム内の教え合い（ディスカッション）に関わること
が難しい。そのため，「確認テスト」を開始する前
の理解度を一定に保つことのフィードバックの機
会を増やすために，「事前学習（宿題）」を補完す
る「放課後講習」を行った。「放課後講習」では，
課題の意図を明確にすることで，生徒が学習に取り
組みやすいようにコーディネーター役の教員と対
話形式での講習を行った。
「ワークシート」による自己評価を用いた学習法
を取り入れることによって，学習の目的を再確認し，
「確認テスト」で理解していないことが何なのかが，
確認できた。ワークシートでは，生徒が理解しやす
いように評価基準をシート内に明記する工夫をし
た。自己評価が C 評価や教員が行う評価と生徒自身
が行う評価との間に差異が起きた場合は，個人面談
をしてミスマッチを防ぐことに努めた。確認テスト
を理解していない生徒は，週一回昼休みに面談を行
い，学習への到達度を聞き取るなどした。その結果，
H28 年１年生実施１年目では，評価に納得できる生
徒はわずか 26％となっていたが，H29 年２年生実
施２年目では，94％の生徒が評価に納得できると変
化が起き，このことからもプログラムの改善に効果
がみて取れる。
(2)マイクロディベートを用いた会計教育の取り組
みとその効果
会計ビジネス科で学ぶ生徒は，他学科を学ぶ生徒

実践発表
学びに向かう力を育てる簿記会計の指導
法－自ら行動できる人材－
北海道札幌東商業高等学校 教諭 新谷

弥

Ⅰ はじめに
本研究は次期学習指導要領に向けて商業教育の
学び方を模索するものである。北海道札幌東商業高
等学校会計ビジネス科の現状課題を考察した。授業
実践をとおして，簿記会計の大切さを学び，職業教
育そしてキャリア教育とのつながりを研究するも
のである。
１ 研究の目標
企業の経営活動における会計の各分野に関する
基礎的，基本的な知識と技術を習得させる。実際の
経済社会の動きと関連させながら生徒の会計活用
能力を高め，ビジネス活動を主体的かつ合理的に行
えるように，経済社会の発展を図る創造的な能力と
実践的態度を育てる。
２

研究の仮説

【仮説】
①思考力・判断力・表現力を高めた教材や指導法を
確立することで，生徒の学習意欲を高め，簿記会
計に対する学びに向かう力が身につく。
②会計分野における言語活動は，情報の精査，知識
の関連付けを行い，他者とのコミュニケーション
能力を養う力が身につく。
③会計分野で身についた，主体性，協働性，多様性
は，自ら学ぶ態度を育て，他教科の学習意欲も向
上する。

Ⅱ 研究の内容
１ 授業改善の取り組み
(1)TBL プログラムを用いた会計教育の取り組み
とその効果
本授業は反転学習を取り入れ，授業の始めは各チ
ームが，メンバーの宿題の確認を行う。お互いの宿
題を確認したあとは，テストを行う。チーム内での
解答・採点を行い，正答率が低い論点をチームで情
報共有し，論点整理を行う。次にコーディネーター
役の教員が，日商簿記検定２級の本試験レベルある
いはそれより難易度が高い問題を配布し，生徒は各
自その問題を解き，チーム全体としての正しい解答
を導きだし，情報共有を行った。
TBL プログラムを導入した第 147 回日商簿記２
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では「思う」が 60％，事後アンケートでは 100％
という結果となった。また，「簿記の決算を読み取
ることができる」という質問に対し，事前アンケー
トでは「思う」と回答した 30％，事後アンケート
では70％という結果のように研修会に参加する前，
後では大きな変化があった。戦略 MG 研修会に参
加することにより，今までやってきた簿記などの必
要性が再認識できたことや，社会で求められている
人材も再認識することができた。

よりも，情報を的確に理解し効果的に表現する力が
身につくと考える。その一つのツールとして財務諸
表分析がある。同じ市場内の競合他社を比較できる，
また，経済社会の変化に対応できる資質や能力を身
につけることが可能である。
マイクロディベートの指導上で，留意した点は以
下のとおりである。
①１年生「簿記」および２年生「財務会計 I」の学
習内容が実務に直結することを意識させる。
②「財務諸表の作成に関する知識と技術を習得させ，
財務会計の意義や制度について理解させるととも
に，会計情報（金融庁「EDINET」）を提供し，
活用する能力と態度を育てる。
この観点から投資会社の意思決定の会議を想定
し，グループ内での言語活動を意図的に設定する。
ディベートの練習を重ねる度に，生徒は，人前でも
積極的に議論を交わすことができるようになった。
生徒からは「ディベートをもっと早くからやりたか
った。」「自信を持って話せるようになった。」な
ど，学習意欲に大きな変化が現れたことを実感した。
(3)戦略 MG を用いた会計教育の取り組みとその
効果
会計ビジネス科２年生の日商簿記合格者 10 名で２
つのグループを編成し，小樽商科大学大学院戦略
MG 研究会主催の研究会に平成 30 年 2 月 17・18
日の２日間参加した。経営戦略やコミュニケーショ
ン能力の重要性，リーダーシップのあり方など，経
営に関わる内容についての学習を体験することを
目標とした。この研究会には小樽商科大学大学院
（MBA）修了生が参加している。１日目は，経営
者の心構えや経営戦略（開発スキル，調達スキル，
製造スキル，マーケティングスキル，財務スキル）
を養うことができた。２日目は，損益分岐点分析に
もとづく利益計画の立て方や，コスト意識の重要性
や，それに機会損失の概念など，簿記会計に沿った
実践的な知識が身についた。この研究会を通じて，
生徒が簿記会計知識の必要性を自ら感じ取り，簿記
会計に対する興味や関心を持ち，その思いを高めよ
うとした。
「戦略 MG」の学習効果を測定する目的として，
事前と事後のアンケートを実施している。その結果，
簿記会計に対する知識や関心を高め，また，この簿
記会計に対する「嫌い・苦手」というイメージを払
しょくする効果が確認できた。「大学教授の方と話
す機会が貴重だった。」「環境が変わったことで積
極的になれた。」「大学進学してもっと会計を学び
たい。」「あの辛い簿記がこんなに役立つとは思わ
なかった。」などの回答もあったことから，生徒の
主体的・対話的な学習ができ，一定以上の教育効果
があったと評価できる。
アンケート結果では，「戦略 MG が今後の学力
向上に繋がる」という質問に対し，事前アンケート

２

教科横断的な学習の取り組み–国語科と商
業科の連携–
会計分野の学びの特性に応じた言語能力の確実
な習得をするために，それぞれの教科等において言
語活動を充実させることが目的である。また，商業
の学びについて，社会的意義や役割を含め体系的，
系統的に理解するとともに，関連する技術を身につ
けるために国語科との連携が必要だと考えた。
最初の試みとして，商業教育に必要な割合計算を
科目「ビジネス基礎」単元．売買計算のなかで，数
学科教員に科目「数学 I」単元．データ分析で７時
間授業を依頼した。その結果，全商珠算・電卓検定
１級合格率 97.1％と効果が現れた。そのほかにも，
他教科と連携できないかと学科内で検討した。
次に，生徒が身についていない資質・能力は何か
を言語活動に関するアンケートで分析した。
「要点をまとめ，文章を書くことがきる」の質問
に「いいえ」の回答が 76％，分かりやすい言葉で
簡潔に話ができる」の質問に「いいえ」の回答が
73％と，言語活動を苦手とする生徒が多いことから，
国語科の協力を得ることになった。初期の段階では，
模範にできるような文章に多くふれ（コラムの模
写），次にその内容を正確にまとめること（コラム
の要約）ができることを目標とした。夏季休業中は
新聞（経済に関わる記事）を読み，その要約と反論
（自分の意見を述べる・批判的に読む）という課題
を与えた。次の段階として，やや難解，そして前の
段階よりも長めの文章を要約できることを目標と
して，授業を展開した。冬季休業中は，夏季休業中
と同様の課題を与えた。まとめとして，小論文模試
を活用し，自らの到達度がどの程度であるか，授業
者とは違った外部からの視点を生徒に提示した。こ
れらは現学習指導要領（現代文 B）の「言語活動」
や新学習指導要領（論理国語）の「書くこと」の内
容を踏まえたものであり，ある程度「書くこと」の
下地ができていれば，マイクロディベート（「話す
こと」）へと橋渡しができると考え行ったものであ
る。
３

会計ビジネス科におけるキャリア教育・職
業教育の充実のための取り組み
(1)学習プログラム
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人と物とに順応し，精通し，人のために貢献する
ために，社会形成能力の育成を目的に様々
な職種の方を講師としてお招きした。地域や社
会を担う職業人を育成するためには，社会や産
業の変化を学習活動に取り入れるとともに，キャリ
ア教育の理念を踏まえたカリキュラム・マネジメン
トの確立を目指さなければならない。新学習指導要
領の改訂ポイントにもあるように，地域社会の人
的・物的資源を活用することにより，学びを有機的
に結びつけるよう工夫をした。商業の見方・考え方
をもとに，自らの学びを将来の生活や社会と関連付
け，見通しをもつことや振り返りながら学ぶキャリ
ア教育を学習プログラムとして取り入ることにし
た。本科でのキャリア教育は，以下のように出前授
業型プログラム，参加型プログラムで構成した。
(2)社会的・職業的自立
周囲と共に学ぶことの楽しさを知った生徒は，次
に違う集団に属しても同じように，共に学ぶことの
喜びを知っている。それが部活動であり，インター
ンシップやデュアルシステムなどの外部での活動
にもつながっている。最初は卒業後に就職を考えて
いた，本校の生徒たちの中で，少数の生徒が上級学
校への進学を望み始める。進学先としては，小樽商
科大学の夜間主であり，北海学園大学の２部である。
１年生14％から３年生23％と11％も上昇している
ことからもみて取れる。また，４月に行われる
Benesse 主催の基礎学力テスト（進路マップ）にお
いても，他学科に比べると国語・数学・英語３教科
の H 30（３年生）がワンランクでも上がった人数
が一番上昇していることがわかった。これは，普段
から学び続けることの大切さ，優先順位のつけ方
（スケジュール管理）を身につけたことにある。そ
れは何も学校という限られた世界ではない。新しい
何かをしたい。何かを知りたいと思うことが，勉強
の始まりであろう。在学中，多くの教科や教材に，
また，周囲の人々に関心を示した生徒たちであるた
め，卒業後も，社会の多くのものについて，継続的
に，自主的に，学んでいくものと考える。

【結 論】
①思考力・判断力・表現力を高める授業づくりを行
う事により，会計分野での知識・技術を習得する
事にも効果的である。（検定合格率の上昇）
②思考力・判断力・表現力を高める授業づくりを行
う事により，言語能力（論理・表現など）を育成
する事に効果的である。
③思考力・判断力・表現力を高める授業づくりを行
う事により，学習意欲が向上し，学びに向かう力
を育成する事にも効果的である。
Ⅳ 今後の展開
グローバル化が必要不可欠となった現代では，人
と人とがネットワークによってつながり，物と物，
技術と技術，機械と機械とがつながる時代である。
次の世代である生徒たちは，これから，これらあら
ゆるものを，新たに縦横につなぐ世代である。この
ように，人とあらゆる物とに順応し，精通し，あら
ゆる人のために貢献できる新しい世代を育み育て
ることが，私達の役目であろう。生徒たちが自分と
自分を包む社会とを知り，自分の考えで，自分の意
見を持ち，新しい発想で，新しく正しい社会をつく
ることが望まれると考える。今後の展開として，
様々な教科と商業科との科目のつながりを求める
ことによって，生徒の視野を広げることが必要であ
る。また，高校の外部の方々とつながることにより，
社会に目を向かせることが重要である。生徒は，単
一教科のネットワークから，多教科のネットワーク
と，学校というネットワークから外部にある集団と
の，また地域社会と社会とのネットワーク模索をす
ることとなる。生徒は知り得たあらゆる情報をつな
ぐことを考え，自分で新しいネットワークを築いて
いくことが，彼らにとっての勉強となるであろう。
Ⅴ おわり
私たち教員も，生徒たちと同じように，新たなネ
ットワークを作り出す事にあるだろう。つなげた教
科の手と手を離すこ
となく，より深く，
多くの様々な手とつ
ながることが大切で
ある。新しい手と，
つながり，多彩な知
識が集まるネットワ
ークを作ることが，
この研究を継続させ，
生徒たちをより興味
深い勉強へと向かわ
せる原動力となるは
ずである。
（実践発表：新谷 弥氏）

Ⅲ 考察
【仮 説】
①思考力・判断力・表現力を高めた教材や指導法を
確立することで，生徒の学習意欲を高め，簿記会
計に対する学びに向かう力が身につく。
②会計分野における言語活動は，情報の精査，知識
の関連付けを行い，他者とのコミュニケーション
能力を養う力が身につく。
③会計分野で身についた，主体性，協働性，多様性
は，自ら学ぶ態度を育て，他教科の学習意欲も向
上する。
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対応の必要性が明確にされている。

研究発表

３ 簿記教育と資格取得
経理に関する資格は、時代が移り変わっても有望資
格として認知されている。就職の際の、ビジネスへの
適応判断や、進学における資格の点数化においては常
に注目度は高い。
簿記に関する検定として、「商業」に関する学科を
有する学校で採用している「全商（全国商業高等学校
協会）主催簿記実務検定試験」、全商検定の補完的位
置づけとしてや、総合学科、普通科における「商業」
の科目設置校で多く採用されている「全経＝全国経理
教育協会主催簿記能力検定試験」、そして、最も認知
度が高く、高校生から社会人まで、いわゆる「高度な
資格」と位置づけられている「日商（日本商工会議所）
主催簿記検定の３つが代表格である。それぞれ、入門
から高度な知識・技術を問うものまで、数段階のグレ
ード（級）が設定されている。
そこで、それぞれの主催団体別に、入門級（3 級）
について、知識パッケージの基本的な考え方を比較し
てみる。
（１）「知識パッケージ」の概要
基本姿勢および入門級の考え方をまとめると次のと
おりである。（注２）

高等学校簿記会計教育と日商簿記検定と
の関連づけ
札幌学院大学経営学部会計ﾌｧｲﾅﾝｽ学科
准教授 坂口 勝幸
１ はじめに
先日、インターネット上で興味深いデータを見かけ
た。それは、「企業が求める資格ランキングトップ
１０」（注１）というタイトルであり、日商簿記２級が
ダントツの１位となっていた。その他の資格を見ると
実に驚きである。１級建築士（２位）、第３種電気主
任技術者（６位）、基本情報技術者（８位）などの国
家資格であり、検定試験は簿記のみで、他は「業務に
不可欠」「高度な専門性＋難関」と大きく傾向が異な
る。
ビジネスに必要な三言語（自然言語・コンピュータ
言語・会計言語）が云われて久しい。会計言語以外は、
義務教育段階から指導が展開されており、今や小学校
でも指導が始まっている。しかし、会計言語は、早く
ても高等学校教育の中で行われるのが精一杯であり、
未だ「やった者勝ち」の状況である。
本年３月、高等学校新学習指導要領が公示され、夏
には解説も公開された。
「商業」における科目「簿記」
に関して、目標がより具体化され指導すべき事が明確
になった。加えて、日本商工会議所簿記検定（以下 日
商簿記）３級の出題区分改訂が発表され、来年度から
実施されることになった。以前より、高校における指
導内容と日商簿記の内容との乖離が指摘されているが、
いよいよ初学者レベルでもそのことが懸念されるよう
になる。
本研究では、指導内容の違いを埋め、日商簿記と他
の検定試験も比較検討しながら、指導の方向性を検討
したい。

①全商簿記検定
〇全商主催検定の基本姿勢→高等学校学習指導要領に示されている内容に準拠した出題
∴授業の延長線上に存在＋学習意欲の喚起
〇3級→商品売買業を営む個人企業の基礎・基本となる会計処理について出題されます。
②日商簿記検定
〇日商主催検定の基本姿勢→「商工会議所法」に基づく「公的試験」。ビジネス実務に直結す
る知識やスキルを重視し、人材の育成を目的に実施。
〇3級→ビジネスパーソンに必須の基本知識。経理・財務担当以外でも、職種にかかわらず評
価する企業が多い。基本的な商業簿記を修得し、経理関連書類の適切な処理や青色申告書類
の作成など、初歩的な実務がある程度できる。小規模企業の経理事務に役立つ。
③全経簿記検定
〇全経主催検定の基本姿勢→職業教育の振興を図るため、その教育に携わる者の指導育
成を行い、わが国の簿記経理教育の普及向上並びに産業経済の発展及び生涯学習社会
の進展、国際化に寄与することを目的としています。検定試験は、学校や社会で学んだ知
識や技能を証明するために開催している。
〇3級→小規模企業として位置づけられる株式会社の経理担当者ないし管理者として，基
本的な帳簿を作成でき，家計と会社を分離する会計を認識し，会社の資産負債勘定（実体
勘定）の基本的決算整理ならびに，営業費用の決算整理（簡単な見越し繰延べの処理）が
でき，これによる損益計算書と貸借対照表を作成できる

入門級ということもあり、どの検定試験も「基本的
な処理」という発想を大切にした構成となっている。
ただ、日商簿記検定において、３級の出題区分の改定
が平成３１年度に行われることとなり、様子が少し変
わってくることとなる。（注３）
（２）「基本的な処理」の取り扱いの変化
日商検定の改定（詳細は別に述べる）により、３級
の対象にバラツキが生じてくる。
・全商検定～個人企業の会計処理
・全経検定～個人企業（一部株式会社）の会計処理
・日商検定～小規模株式会社の会計処理
つまり、全商検定のみ株式会社に言及せず、実務を
謳いながら学習指導要領に準拠した内容に限定されて
いる。必然的に、簿記の教科書で取り上げられていな
い勘定科目や処理方法もあり、一元的な指導が難しく

２ 高等学校における簿記教育
現行の学習指導要領における「簿記」の目標は、
「簿
記に関する知識と技術を習得させ、その基本的な仕組
みについて理解させるとともに、適正な会計処理を行
う能力と態度を育てる」とされている。本年３月に公
示された新学習指導要領では、「商業の見方・考え方
を働かせ、実践的・体験的な学習活動を行うなどを通
して、取引の記録と財務諸表の作成に必要な資質・能
力を次のとおり育成することを目指す。」とされ、更
には育成すべき３点が上げられ、それぞれ「実務に即
した技術」
「科学的な会計情報の活用」
「自覚と責任、
主体性の発揮」でより具体化されている。加えて、
「第
２ 内容とその取り扱い １－ア」においては、「法
規・基準の改正などへの対応」「実務に即した例題」
「考察や討論」が示され、経済社会の現状と変化への
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なる傾向が進行している。
（３）日商３級出題区分改定
「実務重視」の姿勢を明確に打ち出し、次のような
改定となる。
○個人商店→小規模株式会社＝対象変化による追加
・法定福利費
・株式発行による「設立」「増資」の処理
・法人税、事業税、住民税の処理
・当期純損益の繰越利益剰余金への振り替え
・剰余金の配当＆準備金の積み立て
○上位級からの移行（知識パッケージの追加）
・電子記録債権、債務
・クレジット売掛金
・消費税（「税抜方式」）
・貯蔵品勘定
・月次決算
○新設
・決算整理後残高試算表
・差入保証金
・固定資産台帳
・複数預金口座の開設に伴う処理
そして、この改定により「実務・基本」のステージ
が大きく変わることとなる。つまり、組織別法人数で
９０％を超える株式会社組織への特化は、実務重視へ
のストレートな対応であり、上位級からの移行分も平
素の取引で一般化されているであろうものの配置換え
であり、まさしく理にかなったものと言える。
ここで、大きな問題が生じる。全商３級レベルをゴ
ールとする指導体制をとった場合、かたや実務重視を
されているものを全く知らず学びを終えてしまう。検
定とは一線を画した上で「補充」を施すことが急務と
なるのである。
（４）何をどのように補充するか
いたずらにすべてを入れるのではなく、実務に近い
存在の知識に絞って行うことが必要である。
具体的には、
①株式会社の資本
取り扱うのは、株式の発行と純資産における株
主資本の構成のみ留める。
②クレジット売掛金
科目「ビジネス基礎」で取り上げられている、
信販会社を挟んだ内容に取引を当てはめる。
③電子記録債権、債務
科目「ビジネス基礎」で発展的知識として取り
上げられている電子手形の役割の内容に、債権債
務の電子化を含めて指導する。
④預金口座の複数開設
特に、新しい知識を必要としないので、記帳例
題に設定を行う。指導のタイミングについては、
次のように考える。
次の表は、年間指導計画（別掲）（注４）の一部
を抜き出したものである。①株式会社の資本、④

預金口座の複数開設については、記帳例題演習の
中に組み込み、②のクレジット売掛金については
特殊な商品売買の記帳で、③電子記録債権債務に
ついては、特殊な手形取引の記帳でそれぞれ指導
を行うのが望ましい。
指導に当たっては、
すべて科目
「ビジネス基礎」
の指導と関連づけることが可能である。よって、
年間指導計画作成のところから、指導の内容と時
期について、効果的な調整を行う必要がある。特
に、指導内容については、役割分担を明確にしな
ければならない。具体的には、クレジット売掛金
については、科目「ビジネス基礎」では、基本的
な仕組みと加盟店のメリットを中心に指導を行い、
簿記では、通常の掛け取引との違いを明確する説
明に重点を置くことで、理解を進めるよう配慮す
る。電子記録債権については、科目「ビジネス基
礎」では手形の仕組み、便利な機能について指導
を行い、簿記では、電子化によりその便利さが広
がること中心に据え、手形取引の記帳と重ねて指
導するのが効率的である。
時間的余裕があれば
「で
んさいねっと」の解説も有効である。
４ 上手な指導を求めて
これまで、３つの検定試験を取り上げたが、入門級
（３級）に共通しているのは、それぞれが活用される
ところでの「基礎」
「基本」を求めていることである。
巷の評価では、社会人や大学生、専門学校生（受検産
業的に成立している）が受験者の多数を占め、厚生労
働省の教育訓練給付制度にもかなう（対象は２級）こ
とから日商検定が上位であり、続いて全経検定、全商
検定というのが実態である。しかし、これはあくまで
「資格取得を目的化した場合」のみであり、本来意味
のあることなのか。答はノーである。知識・技術の蓄
積について、身に付けるべきものがパッケージされた
検定試験は、学習意欲喚起には大いに有効である。た
だし、検定試験準拠の授業が必ずしも授業の質的保証
には直結しない。
（１）一連取引の意識
２で取り上げたとおり、学習指導要領では、知識・
技術習得のあとに適正な会計処理が出来るまでを求め
ている。全商検定では、補助簿に関する出題では、必
ず主要簿、複数の補助簿を組み合わせた内容となって
おり、適切な会計処理が意識されている。教科書巻末
の記帳例題は、これまでの学びを総括する上で大切な
ものである。特に、３級レベルを学びの目標としてい
12

る場合は、将来的に新たに知識・技術を加えていくこ
とが求められるが、簿記の流れそのものは大きく変わ
ることはないので、この部分の定着は非常に大切であ
る。３（４）で示したような工夫を行うことで、生徒
は「加えて学ぶ」を経験し、その後もこの考え方は生
かされるものと考えられる。

http://www.r-agent.com/guide/ranking/shikaku/

注２
・（参照）全国商業高等学校会ＨＰ簿記実務検定
www.zensho.or.jp/puf/examination/bookkeeping.html

（２）他の科目との連携
商業科や総合学科などで、科目「簿記」の先の学び
が用意されている場合、科目「ビジネス基礎」「産業
社会と人間」の指導との関連づけは最も重要である。
商業科においては、科目「総合実践」や科目「課題研
究」も大切である。前者では、マネジメント実践にお
ける会計処理、後者はより高度な資格取得の可能性を
求めるため、基礎基本の定着は不可欠である。

・（参照）全経簿記能力検定試験出題範囲の改定等に
ついて－公益財団法人 全国経理教育協会－
・（参照）商工会議所簿記検定試験出題区分表などの
改定について

５ おわりに
経理に関する資格は有望資格である反面、「当てに
ならない資格」と揶揄される対象でもある。「検定を
持っていてこんなことも出来ないの！」という指摘を
受けることは珍しくない。ただ、勘定組織や帳簿の様
式は決して一定ではなく、即応出来る場合と出来ない
場合があり、一概に批判を一方的に受けることとは思
わない。しかし、簿記の原理が理解できていれば対応
可能であり、
そこに問題があるとすれば、
教育した側、
検定に合格させた側は猛省しなければならない。まさ
しく「教科書・検定試
験で教える授業」の限
界であり、
課題
（問題）
解決力育成まで至って
いない結果である。
よく、「ことばは時
代とともに変化するも
の」と言われる。それ
は、会計言語も同じで
ある。経理の仕事には
ビジネス知識の修得と
更新が不可欠である。
（研究発表：坂口勝幸氏）

注４ 科目「簿記」年間指導計画（例）

注３
・（参照）商工会議所簿記検定試験出題区分表などの
改定について

注１
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ない視点についての示唆を頂いた。

全国大会報告

第２日目（８月１９日）
講演Ⅱとして、文科省教科調査官 西村修一氏より、
「高等学校学習指導要領の改訂について」
講演を頂いた。
移行のスケジュール、「業」と「職」を関連づけた点、
経営資源の活用を強く意識したものであることを踏ま
え、中心となる科目について言及された。全体をとおし
て、ビジネス教育には常に「人」の存在があり、科目の
指導をとおして、それぞれの角度からコミュニケーショ
ンを考えること、基礎基本と専門性は両立してこそ意味
があることについて示唆を受けた。
次に、統一論題報告として、広島経済大学教授 餅川
正夫氏より「商業教育の原点回帰と高度な専門性の関係
－法規（租税法）の学びの深化を期待する」というテー
マで、税の学びの重要性と商業教育の役割について、名
古屋市立若宮商業高等学校 鈴木賀央里教諭より、「国
際貢献と日本のビジネス教育」というテーマで、自身の
青年海外協力隊の一員として参加したガーナでの活動を
通して、国際理解教育のあるべき姿について、それぞれ
熱く発表を頂いた。
午後は、３つの分科会での自由論題研究報告となり、
第３分科会において、北海道部会 古谷次郎会員（北星
学園大学）による「高等学校教育における「商業動態統
計」を用いた教材開発」、大嶋武史会員（網走桂陽高校）
高橋 陽会員（小樽未来創
造高校）より、「商業高校
で学ぶ観光教育について－
小樽商業の実践事例－」に
ついての発表が行われた。
その後閉会式となり、次
年度開催地、群馬県高崎商
科大学より、日程
(2019.8.10-11)紹介および
積極的な参加要請を受け閉
会となった。
（鈴鹿大学会場入口）

第 29 回全国（三重）大会参加報告
北海道部会副部会長 坂口 勝幸
第２９回全国大会（三重大会）は、８月１８日（土）
１９日（日）の２日間にわたり、「高い専門性と創造性
を育む商業（ビジネス）教育」を統一論題に、鈴鹿大学
を会場に行われました。
第１日目（８月１８日）
開会式後、直ちに会員総会が開催され、平成２９年度
事業報告及び決算報告、平成３０年度事業計画及び予算
が承認された。
その後、講演１として、「Ｃｏｏｌ＆Ｃｕｔｅな商業
教育へ－大学発ベンチャー（株）鈴りん探偵社－」と題
し、鈴鹿大学准教授 髙見啓一氏による講演が行われま
した。
講師の髙見氏は、「大学発ベンチャー（株）鈴りん探
偵社代表取締役社長」として、まさに活動の中核を担っ
ている。講演では、次の５つの柱で話題を展開された。
①三重支部から頂いた今回のオーダー－商業教育をワ
クワクさせたい－
②商業科の逆風の中で－いかに存在感を高めるか－
③鈴鹿大学の実践－大学の存在を高めるｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ
④私立大学改革と大学発ベンチャー－存在感を最大化
するビジネスモデル－
⑤「Cool＆Cute」を発信するために
この中で、「資格は武器」と考えるべきで決して「目
的とすべきではない」と言うことを強調され、資格取得
で培ったものは本来実務に生かされるべきものと考えた
とき、学生をしっかり見ること、意欲を喚起することを
サポートすることで可能性は増す。「産学官」を常に意
識することで、
社会での役割と自らの存在を発見できる。
今、話題の「主体的・対話的・深い学び」はまさしくそ
のためにある。実務家を育てる試みはどこでも出来るこ
とを強調され、商業教育の将来は決して暗くはないとさ
れた。
次に、学会研究助成報告として、東海部会静岡支部よ
り、テーマ「専門高校（商業）のキャリア支援の課題と
展望」の発表が行われた。県内で商業（ビジネス）を学
び、高等教育の段階で県外に出た人材が再び県内に回帰
することを主眼に、高校教育として、高校教育と地域と
の連携、行政との関係など、少子高齢化という国家的課
題に対して、商業教育の果たす役割について、実践に基
づく提言がなされた。
次に、日韓学術交流として、柳韓大学 梁在英教授よ
り「４次産業革命の挑戦と対応戦略」についての発表が
あった。世界的に話題となっているＡＩと産業との関係
を中心に展開され、国に関係なく持っていなければなら

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

部会報第 30 号発行にあたり
北海道部会事務局より
本年度の北海道部会総会が 10 月 27 日（土）札幌学院
大学で開催され、平成 29 年度事業報告・決算報告並びに
本年度の事業計画・予算等を審議し、承認されました。
今年度は役員改選があり、長く部会長を努められた津
田雅彰先生が退任され、新たに川眞田政夫先生が部会長
に就任されました。なお、津田先生におかれましては、
今後も顧問としてご助言いただくことになっております。
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これからは新体制で運営にあたってまいりますので、
引き続きよろしくお願いいたします。

（６）講演Ⅱ（16:00～17:00）
「高等学校学習指導要領の改訂と商業教育」
文部科学省初等中等教育局参事官（高等学校担当）
付産業教育振興室 教科調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター
研究開発部 教育課程調査官 西村 修一 氏
（７）意見交換（17:00～17:30）
テーマ「新学習指導要領に向けての取り組み」
司会:北海道小樽商業高等学校 教頭 藤田 和秀 氏
北海道札幌東商業高等学校 教諭 大江 美穂 氏
（８）閉 会 式 （17:30～）

◎研究協議会の開催概要
研究協議会は、道内各地から 30 名の会員が参加し、開
催されました。冒頭に北海道高等学校長協会副商業部会
長 我妻公裕先生の基調講話があり、続けて岩館良伸指
導主事、古市俊章情報処理教育センター次長から講話が
ありました。講演Ⅰでは、札幌学院大学で教務部長を務
める心理学部臨床心理学科教授 森 直久先生から「こ
れからの時代と社会で、どのようなアクティブラーニン
グが必要か」をテーマに講演をいただきました。参加会
員からはとても参考になったとの好評をいただきました。
その後、実践発表、研究発表と続き、今回は新学習指導
要領をテーマに文部科学省教科調査官 西村修一先生の
講演を意見交換会の前に行い、その講演内容を受けて、
フロアの会員と議論する場を設けました。西村先生を交
え、熱心な質疑や議論が展開されました。
教育懇談会には 19 名が参加し懇親を深めました。
懇親
会への参加者数が減ってきているのは残念ですが、来年
度以降も学会活動の中心である研究発表を充実させ、商
業教育に携わる者として、研鑽を深める場をつくってい
きたいと考えております。年齢や役職に関係なく教科商
業を学ぶ生徒のために皆さまとともに会の運営を進めて
まいりたいと思います。お気づきの点や取り上げてほし
い話題などがありましたら遠慮なく事務局までお申しつ
けください。

◎全国会員への加入について（お願い）
当学会の全国会員は 7 月末日現在で 640 名です。教科
商業に関するテーマの調査研究や教材開発を行うなど幅
広い活動をしておりますので、ぜひ全国会員への加入を
お願いいたします（年会費は 5,000 円ですが、北海道部
会の会費は不要となります）。
全国会員に加入することで夏の全国大会に参加でき、
商業研究論集等も送られてきます。また、今年度より商
業教育論集への投稿にあたり査読を受けることができる
ようになりました。
加入方法や査読論文についてなど詳細につきましては、
学会 web サイトをご覧いただくか事務局までお問い合
わせください。 （学会 URL：http://www.syogyo-ed.jp/）

◎研究協議会次第
＜研究課題＞
「高い専門性と創造性を育む商業（ビジネス）教育」
全体司会 市立新川高等学校 天野 将寿
（１）基調講話（13:00～13:30）
・北海道高等学校長協会商業部会副部会長
北海道旭川商業高等学校長
我妻 公裕 氏
・北海道教育庁学校教育局高校教育課キャリア教育
指導グループ指導主事
岩館 良伸 氏
・北海道立教育研究所附属情報処理教育センター
次長 古市 俊章 氏
（２）全国大会参加報告（13:30～13:40）
平成30年度全国（三重）大会に参加して
報告者 北海道部会副部会長 坂口 勝幸 氏
（３）講演Ⅰ（13:40～14:40）
「これからの時代と社会で、
どのようなアクティブラーニングが必要か」
札幌学院大学人文学部 教授 森 直久 氏
（４）実践発表（14:50～15:20）
「学びに向かう力を育てる簿記会計の指導法
−自ら行動できる人材育成−」
北海道札幌東商業高等学校 教諭 新谷 弥 氏
（５）研究発表（15:20～15:50）
「高等学校簿記会計教育と日商簿記検定の関連づけ」
札幌学院大学経営学部 准教授 坂口 勝幸 氏
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◎北海道会員の年会費納入について（お願い）
今年度の総会時の当部会会員数は 92 名です（この人
数は昨年度会費を納入いただいた方、全国会員の方、顧
問の方の総数になります）。当部会の運営は、皆さまか
らの年会費 1,000 円で成り立っています。このことをご
理解いただき、会費の納入につきまして何卒ご協力をお
願いいたします。なお、本年度会費が未納の場合、次年
度は非会員となり、北海道部会総会・研究協議会の案内
は郵送されません。北海道の商業教育を応援する意味合
いも含めて会員継続手続きをお願いいたします。
また、随時会員を募集しておりますので、入会を希望
される方は事務局まで連絡をお願いします。
◎来年度の総会・研究協議会について（お知らせ）
来年度の総会・研究協議会は、平成 31 年 10 月（予定）
に北星学園大学での開催を予定しております。
例年通り、
開催が近くなりましたら会員の皆さまに案内を差し上げ
ます。皆さまの参加をお待ちしております。
＜事務局＞
〒001-0022 札幌市北区北 22 条西 13 丁目
北海道武蔵女子短期大学大学 335 研究室内
部会長：川眞田 政夫 事務局長：髙橋 秀幸
Tel：011-726-3141（代）Fax：011-726-3144（代）
E-mail：hide@hmjc.ac.jp

