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「仲間と共に学びに向かう力」を育成する授業づくり

-「簿記」の授業における対話的な「グループワーク」を通して―

大村由美子

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・那覇商業高等学校定時制課程

1 . テーマ設定の理由

沖縄県教育委員会 (2018)は，教員の資質 ・能力の向上として，生徒が生涯にわたって，能動的に学

び続けることができるようにするために 「アクティブ ・ラーニング」 （以下「AL」と示す）による主

体的 ・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を課題にあげている。文部科学省 (2019a)においても，

これまでの学校教育の蓄積を生かしながら， 学習の質を麻め，子どもたちが生涯にわたって，能動的に

学び続けることができるような資質 ・能力の育成をめざす授業改善が示されている。これまでの大学入

試や就職試験を見据えて知識をつけることを優先した授業， 「静かに黙って話を聞き間題に取り組む」

を基本とした「教師中心」の授業ではなく， 「探究場面の知識の活用」や 「思考力」を育成する， 主体

的 ・対話的で深い学びの授業が求められてきている。

本研究では，商業教育の必修科目である簿記において，通常の授業のように教師が教壇に立ち，説

明する内容を生徒が受動的に聞いている，従来の授業方法ではなく，対話的な 「グループワーク」にお

ける簿記学習の有効性について検討する。文部科学省 (2019b)における簿記学習の概要は， 「簿記の意

味， 目的，歴史及び必要性並びに簿記を学ぶことの重要性について理解させる。また，企業における経

理部門の果たす役割，会計情報の重要性，会計情報の流れ及び会計担当者の役割や責任並びに会計にか

かわる職業について理解させる」ことであると示している。生徒が簿記学習の歴史や帳簿記入の大切さ

を知り，企業における資金の借り入れや給与の支払い方法，税金を納める方法，お金の流れなどを学ぶ

ことによって，様々な活動を適切に処理し，効率よく行うことができる社会人になれると考える。

定時制課程には，働きながら学習することを目的とした生徒や小・中学校時不登校だった生徒，他

の学校からの転入生など様々な理由で入学してくる。高校入学の喜びを胸に秘め，前向きに努力してい

る生徒がいる一方，学校へ来ているのに教室へ入らず，校庭でゲームをしている生徒や授業に参加して

も学習に無関心な生徒がいる。簿記学習は，専門科目としての必修科目であり，簿記学習に興味のない

生徒も強制的に履修が求められる。特に，専門科目の中でも簿記学習における学習内容は，前時の授業

と関連してくるため，生徒が授業に参加しない日が続くと 「解らない」ことが増え，学習意欲を失う状

況がある。学力や学校適応力に差があるということを念頭におき，生徒が課題を前に 「解らない」 「教

えて」などと声をあげ，簿記学習を諦めずに仲間と対話的な学習を行い，相互成長し共に学びに向かう

力が育成される学習活動を目指す。

2 仲間と共に学びに向かう教育実践についての先行研究

仲間と共に学びに向かう力を育成していく学習法として「AL型授業」を取り入れていきたいと考

えている。中央教育審議会 (2012)において， ALとは 「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 ・学習法の総称」であると示 している。授業の例

として， 発見学習，問題解決学習，体験学習，調査学習，教室内でのグループ ・ディスカッション，デ

イベート，グループ ・ワーク等をあげている。

このような「AL型授業」として，生徒が仲間と対話的な学習を行い，相互成長し共に学びに向か
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う力が育成されたと考えられる先行研究を以下に示す。

(1) 小林(2016)による高等学校での物理の授業における AL型授業

小林(2016)は，物理の授業において「しゃべる，質問する，説明する，動く，チームで協力する，チ

ームに貢献する」というルールを設定し， AL型による授業実践を行うことによって，生徒たちは大き

な成長を見せたと述べている。生徒達による声として 「この授業では周りと一緒にしゃべって考えるの

で，これっぽっちも眠くなりません」 「先生が教えて気づくよりも， 自分で考えてわかった喜びは大き

かった」など学習意欲が向上した様子が伺える。また，さらに大きな変化として生徒個々のメンタル面

の変化が見られ，積極的に話しかけたり，質問したり，チームで協力するといった基盤が生徒の中に浸

透しだしたと述べている。学習成果に関しても「センター物理 IJの平均点が向上（偏差値 43.9→

50.4), 物理選択者数が増加 (3年 「物理II」22名→62名， 2年 「物理 I」40名→91名），授業の進度

向上(11月に教科書終了）を示している。小林(2016)は，このようなAL型授業を効果的に行う注意点

として，教師が 「授業ではとにかく生徒に知識を与えなければならない」という目標を強く持ち続けて

いると，少しでも生徒からの質問などで思いどおりにいかなかった場合，すぐに自らの授業スタイルに

戻ってしまうことをあげる。 「いま，生徒にとって本当に必要なことは何か」を自分自身に問いかける

必要性を述べている。

(2) 荏戸 (2015)による高等学校での「数学 11微分法」における協同学習

糀戸(2015)は，赴任した工業高校は実習があり班行動が盛んであるので協同学習が成立する素地が

十分にあると感じていた。 しかし，教室では自分勝手な発言や自己主張がぶつかっていがみ合う生徒た

ち，それらを我慢している生徒，もとより学ぶ意思がない生徒達もいて協同学習的な学びの実践を行っ

たが上手くいかなかった。 しかし，莉戸(2015)自身が生徒の話を良く聴き始めると， 生徒達は教師や仲

間の声を聴くことができるようになり教室で騒がしかった生徒の自己主張が次第に和らいでいったと述

べている。その後，柾戸(2015)は，数学の授業で協同学習が成立し， どのグループも同様に課題を前に

「わからない」 「何これ」などと声をあげ諦めずに取り組み徐々に発言量が減りそれぞれの思考が深ま

っていき，つぶやくような発言が多くなったと生徒の様子を示している。また，伍戸(2015)は，協同学

習では教師の予測不能な，思いも付かない自由な思考や生徒の声にハッとなった時があり，生徒の柔軟

な思考と幅広い可能性に感動を覚えたと述べている。

(3) 田代 (2016)による大学教育での簿記会計の学修における ALの導入と有効性

田代 (2016)は，簿記の授業においては座学が基本であり，簿記の帳簿記入方法を学ぶためには，簿

記の一巡の手続きと，会計処理の理論と方法を学んだうえで，実際に帳簿に記入するという机上の経験

が必要であると述べている。しかし，簿記の学修が経営学等で不可欠である一方で，大学教育の質的転

換に対応するためには，現行の座学一辺倒から，座学にALを導入していく，という方向性を模索する

ことが妥当だと述べている。また，田代(2016)は，簿記が必履修としてカリキュラムに組まれている場

合には，強制的履修であり学生による能動的履修が妨げられる可能性が高い。学生の中から 「簿記は難

しい」 「簿記はわかりにくい」という声が聞こえる時もあると述べ，座学も必要であるが，簿記に興味

を持って自発的な学習を促す方法として簿記教育における損益勘定を理解させるための新たな試みとし

て，チームごとに不動産会社を経営させ，利益が出ているかを促しながら授業を進めた。ALによる簿

記の学びが，バーチャルな簿記の学びからリアリティのある学びを体現できるものであること，企業会

計の利益計算の理解に対して， 一定の学修効果を認めることができること，コミュニケーションカを向

上させ， 自ら学び発見するという学びの姿勢を確認できることから， ALの溝入は有効的であると述べ

ている。

しかし，田代(2016)は， ALだけでは完全な理解を可能にすることはできないという問題点も確認

している。テストによる効果測定の結果，振替仕訳の定着が低かったため，途中に座学を挟んだ。その
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後の記帳は洗練され，全てのグループにおいて正解を導くことができた。これは，座学の必要性が高い

ことを意味している。ALを先行させ，課題を持たせてから再び座学で学ぶという形式，すなわち実践

から理論へという方式が適切であると仮定し、 ALと座学による学びを補完し合うことが大切だと述べ

ている。

3. 研究方法

本研究では， 位戸(2015)が行ったように生徒の話を良く聴くことを意識し，小林(2016)の授業実践

における「しゃべる，質問する，説明する，動く，チームで協力する，チームに貢献する」という授業

のルールを取り入れた「AL型授業」を行っていく 。毎時間の授業の流れは，本時の授業内容を 15分

程で説明した後，個人で数分考えさせ，その後に 2 名~4 名の「グループ」で対話的な学習を行ってい

く。また，田代(2016)の先行研究より，単元によってAL型授業と座学を補完し合い，課題や目標を明

確にしていきたいと考えている。生徒が簿記の授業に興味を持って仲間と共に学びに向かう力が育成さ

れたかを，ふり返りシートや質問紙法により分析する。また，生徒の簿記に対する理解度を定期テスト

や検定試験において分析する。

実習では，この前提として，座学を中心に授業を行っているクラスで，生徒が仲間と対話的な学習

を行い，共に学びに向かう 「ペア学習」や「グループワーク」による授業実践を行った。

4. 授業実践 (2019年 9月9日-9月 24日）

県立A高等学校の 1年生 40名を対象に，簿記の単元「小口現金(2時間）」 「三分法(2時間）」 「仕

入帳(2時間）」 「売上帳(2時間）」計 8時間の授業実践を行った。

前半の 4時間は座学中心，後半の 4時間はグループで協力し合って間題を解

く 「グループワーク」を行った。授業実践において，生徒のグループを仲が

良く「解らない」 「教えて」ということが言いやすいメンバーに分け，座席

配置に気をつけた。また，生徒に肯定的な声かけをし，学習は競争ではなく

互いに教え合い，共に成長することが大事だということを伝え，仲間と学び

へ向かう力を促した。

(1) 授業実践 (4/8時間） 図 1 「グループワーク」の様子

①単元名 「3分法」

②単元目標 3分法の長所を理解し， 3分法における仕訳の記入方法を理解する。

③指導目標 自分自身で解決できない問題を友達に聞き，問題解決へ向かう努力をする。

④指導の実際

ICTを活用し電子黒板で 3分法における仕訳の方法を説明し， 3間の練習間題を行った。 自分

自身で 10分考えた後，解けない間題を友達に聞きに行くよう指示を行った。真っ先に動いた生徒は，

実習前に授業に参加しないので困っていると聞いていた Bだった。一番簿記ができると 言われてい

る生徒Cの所へ解らない間題を教えてもらいに行った。すると BのほうがCより進んでおり， Bが

教える側になった。担当教諭より ， 「簿記が苦手だった生徒が，より考えるなど反応を起こし始め

ている。今回の実習を機に，授業に対し生徒がしつかり動き始めたことが良い傾向である」という

助言があった。また，教務主任からは， 「ICTを活用し『わかる授業』に取り組んでいることが，

生徒の簿記学習における興味 • 関心に繋がっている」という助言があった。

(2) 授業実践 (8/8時間）

①単元名 「売上帳の記入」

②単元目標 売上取引のすべてを発生順に作成することができる。
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③指導目標 小集団学習において，チームで間題解決に取りくみ授業を楽しむことができる。

④指導の実際

2 ,,..__, 4名の「グループワーク」を取り入れた授業実践を行った。グループ対抗戦で間題を解き合

った時，生徒が 「できた」とグループ全員で手を上げる姿は自信に満ちていた。授業終了後には，

「授業終わるのが早い」 「楽しかった」という生徒の声が聞こえた。理解度に関して，テストによ

る確認は行っていないので理解度が向上したかどうかは検証できなかった。 しかし，担当教諭より，

「グループ対抗戦で間題を解いた時，チームで協力し友達と教え合う姿が見られ良かった」という

助言があった。

5 質問紙調査による実践の成果と考察

沖縄県立A高等学校における実習を終えて，授業実践を行ったクラスの生徒 33名を対象に質問紙調

査を行った。アンケート結果によると，座学より仲間と共に学び合う「グループワーク」のほうが楽し

かった (96%), 学びが深かった (87%), という回答結果が示された。簿記の理解度がかなり低かった生

徒Dのアンケートの回答はすべて肯定的な回答が見られ，感想では「同じグループだったEに簿記を教

えてもらってわかるようになった」 「ニュースがちょっとわかるようになった」と記入されていた。D

のいるグループを一番前の座席に配置し， Dを意識して授業を行ったことが効果的であったと考える。

他にも「座学とはまた違う感じの授業で， とても新鮮味があり，わかりやすかったです」 「自分たちで

考え理解することができた」 「お金に関しての話がわかるようになった」という肯定的な感想が多かっ

た。質間紙調査より，生徒が仲間と一緒に対話的な学習を行うことによって，学びに向かう力の一部が

見られたと考える。

6. 今後の展望

簿記教育における教育内容をより深め，単元ごとにAL型授業と座学の補完による教材開発 ・授業

づくりのエ夫を考える。AL型授業を上台とすることによって，簿記学習における理解度が向上するの

かを検証する。企業が商業高校生に求めている簿記学習について，質問紙調査やインタビューにより調

査し，授業に活かしていく 。
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