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書字に困難のある生徒への
簿記学習の支援教材
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１.生徒の実態と作成した教材
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対象生徒のイメージ

•高等学校 商業科 ２年生

•書字に困難がある
-漢字は書けるが誤字がある（線が少ないなど）
-枠に収めて書くのが難しい
-書くスピードは遅くない
-読みに問題はない

•自閉症とＡＤＨＤの診断

•他教科は通常の授業を受けている
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支援を検討した経緯

•簿記を初めて学ぶ（全員共通）

•簿記学習では書くことが多く求められる
-複雑な漢字を繰り返し書く

(例）商品売買益、貸倒引当金繰入、備品減価償却累計額など

-細かい枠の中に書く

-桁を揃えて書く

•１年次に「情報処理」を履修済み
→文字入力や基本操作を習得している

•本人がコンピュータの活用に興味を持っている
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読み書きに困難がある生徒への支援
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治療教育アプローチ
通常の生徒と同じ方法で読み書き計算ができるように訓
練を提供する。

機能代替アプローチ
音声読み上げやキーボード入力等で読み書きにアクセス
できる方法を提供する。

※治療教育アプローチと機能代替アプローチは、相互に補い合う



手書きの記帳は必須？
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高等学校学習指導要領解説【商業編】p.92より

「手書き」は学習手段の１つ



支援計画
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•問題集とプリントをスキャナで読み取り、
パソコンで入力できる仕組みを作る

•パソコンで簿記学習を始めるための学習
をする（春休み中に行う）



作成した教材
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教材名 説 明

① 簿記の授業 by Excel
スキャナで読み取ったプリントや問題集への文字
入力を支援するソフト

②
パソコンで簿記
スタートブック

支援システムを使いこなすための学習教材（いわ
ゆるテキスト）。Lesson１～10で構成。

③ 入力練習シート
簿記でよく使うことば２５語の読みと漢字を示し
たもの。エクセルで入力練習ができる。

④ 操作ガイド
プリント学習と問題集学習の手順を説明したもの。
ファイルに貼っておく。

⑤ 練習プリント
スタートブックで使用する練習プリント（全８
回）



2.支援システムの準備
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準備にあたって

前提条件
•ハードウェアは学校で準備する
•ネットワークは使用しない
•新たな購入はしない（ハード・ソフト共に）

※ランニングコストは保護者負担で合意
（インク代：月1,000円程度を見込む）
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準備するもの（ハードウェア）
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学
校

ノート型パソコン＋マウス
インクジェットプリンタ＆スキャナ
ＵＳＢケーブル
ＵＳＢメモリ（生徒に貸与）
穴あけパンチ

0円

生
徒
問題集用ファイル１冊
（問題集とプリント用ファイルは教材費で全員購入）

100円



設置イメージ
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プリンタ＆
スキャナ
壁際の棚に設置

パンチ
印刷後すぐに
綴じられるように

机に奥行が必要
（生徒用机２つ分？）



学習の流れ（プリント）
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①プリントを
スキャンする

②パソコンで入力

③USBメモリへ保存

④印刷する

⑤ファイルに
綴じる

家庭学習で
活用



学習の流れ（問題集）
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①パソコンで入力

②USBメモリへ保存
④ファイルに
綴じる

※データをＰＣに保存しておく（スキャン不要）

③印刷する



著作権について
著作権法 第30条（私的使用のための複製）

著作権法 第35条（学校その他教育機関における複製等）

問題集を購入する

生徒本人が複製する

他人に渡さない（データ・印刷物）

ネットで公開しない
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問題集をパソコンに保存する(１)

手順１：問題集をスキャナで読み取る

①表紙をはぎとる

②裁断機で背表紙を切る
（カッターでも可能）

③コピー機で読み込む
→ＵＳＢメモリに保存
※画像形式で保存する（JPEGなど）
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必ず生徒本人が行う

今回は私が購入し
た問題集を使いま
した。



問題集をパソコンに保存する(２)

手順２：ファイル名を変更する

④ノートＰＣでＵＳＢメモリを読み込む

⑤「Ctrlキー＋Ａ」（すべてのファイルを選択）

⑥１ページ目のファイル上で右クリック
→ファイル名を変更

⑦ファイル名を「簿記問題集３級」と
入力し、Enterキーを押す
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ファイル名の後ろに連番が振られる。
ページ数と同じになるように設定しておく。



問題集をパソコンに保存する(３)

手順３：データをパソコンに保存する
⑧「ピクチャ」の中に「簿記問題集（３級）」
フォルダを作る

⑨「簿記問題集（３級）」フォルダに、ＵＳＢ
メモリ内のデータをコピーする
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※自宅ＰＣにも保存する（自宅学習用）

※「ピクチャ」に保存→１アクションで貼り付け



セキュリティについて

ＵＳＢメモリは簿記学習のデータだけに使う
（他のデータは入れない）

ＵＳＢメモリは学校ノートＰＣと自宅ＰＣ以外では
使用しない

自宅ＰＣのウィルス対策（保護者にも事前確認）
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ＵＳＢメモリでのデータ移行はウィルス感染のリ
スクを伴います。以下の点について生徒と事前に
確認しておきます。



ソフトウェアについて
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ＰＤＦ編集ソフトを検討していたが、スムーズにテキスト
操作ができなかった（有料版ならできるかもしれない）

使い慣れたオフィスソフトに、プリント等の画像を貼り付
けてはどうか？

Microsoft Excel を使用することにした



教材① 簿記の授業 by Excel

主な機能
•日付が入ったファイル名を自動保存
•テキストボックスや赤線など、よく使う機能を
まとめた「ツールボックス」を表示
•１ページに収まるように印刷される
•ヘッダーに「ファイル名＋シート名」が印刷さ
れる（例）簿記の授業_20200718【問題集】(1)
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教材① 成果と課題

【成果】
•文字入力やファイル管理の操作を簡略化
•他教科でも活用できる
•プログラムを学べば自分でカスタマイズできる

【課題】
•帳簿の形式に慣れておく必要がある
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3.支援システムを活用する
ための指導
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学習指導要領における位置づけ
今回の指導を「自立活動」と捉えれば…

４．環境の把握
(3)感覚の補助及び代行手段の活用

１．健康の保持
(3)障害の特性の理解と生活環境の調整

２．心理的な安定
(3)障害による学習上又は生活上の困難を
改善・克服する意欲
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指導目標
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支援システムを使って

簿記の授業に参加できるようになる

•期間：春休み（全10回）
•方法：個別指導



評価基準
【具体目標】

支援システムを使ってプリントや問題集の帳簿を作成できる
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基準Ａ
支援システムの操作を習得し、主要な帳簿の形式
を理解することができた（Lesson10まで終了）

基準Ｂ
支援システムの操作を習得し、基本的な帳簿の形
式を理解することができた（Lesson７まで終了）

基準Ｃ
支援システムの操作を習得することができた
（Lesson４まで終了）



教材② パソコンで簿記スタートブック

•支援システムを使いこなすため
の学習教材（いわゆるテキス
ト）

•Lesson１～10で構成

•操作説明が中心
→見直しや家庭学習にも活用
できる

29



教材③ 入力練習シート

•簿記でよく使うことば２５語の
読みと漢字を示したもの

•最初は音読して言葉になれる

•エクセルで入力練習ができる
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簿記では「勘定科目」と数字以外は、
ほとんど使わない。
スピードより言葉に慣れることが大事。
（予測変換で効率よく入力できる）
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教材④ 操作ガイド

•プリント学習と問題集
学習の手順を示したも
の

•よく使うショートカッ
トキーも併せて記載

•ファイルに貼っておく
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教材⑤ 練習プリント

•スタートブック
Lesson４～10で
使用する（全８
回）

•初期に学習する
帳簿の形式を網
羅した（１学期の中
間考査までを想定）
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Lesson1 パソコンで簿記をはじめよう

【使用教材】

②スタートブック
③入力練習

【内容】

•支援システムの概要を知る
•簿記で使うことばに慣れる
（音読）

•入力練習をやってみる
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Lesson２ 問題集をデータ化しよう
【使用教材】

②スタートブック
③入力練習

【内容】

•入力練習（毎回行う）
•問題集をデータ化し、パソコン
に保存する

•著作権、セキュリティについて
理解する
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Lesson３ 問題集に書き込んでみよう
【使用教材】
①簿記の授業 by Excel
②スタートブック
③入力練習
④操作ガイド（問題集編）

【内容】
•入力練習（毎回行う）
•問題集での学習の流れを体験する
•テキストボックス操作を学ぶ
•操作ガイドをファイルに貼る
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Lesson４ プリントに書き込んでみよう
【使用教材】
①簿記の授業 by Excel
②スタートブック
③入力練習
④操作ガイド（プリント編）
⑤練習プリント(1)(2)

【内容】
•入力練習（毎回行う）
•スキャナでプリントを読み取る
•テキストボックスの複製、線やふき
だしなど図形の操作を学ぶ

•操作ガイドをファイルに貼る
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Lesson5～10 帳簿に慣れよう
【使用教材】

①簿記の授業 by Excel ②スタートブック
③入力練習 ⑤練習プリント(3)～(8)

【内容】

•入力練習（毎回行う）
•プリントをスキャナで読み取る
•帳簿の形式を学び、効率よくテキストボックスが作
成できるように練習する
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Lesson5～10 帳簿に慣れよう
回 プリント 内 容

Lesson5 (3) 貸借対照表・損益計算書

Lesson6 (4) 仕訳帳

Lesson7 (5) 総勘定元帳

Lesson8 (6) Ｔ字型勘定

Lesson9 (7) 試算表

Lesson10 (8) 精算表（６桁）
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※１学期中間考査までの内容を想定



Lesson5～10 帳簿に慣れよう
【留意点】

•無理をさせない（難しい、大変という印象を抱かな
いように）
→Lesson５ができれば初回の授業に参加可能

•手書きと競争するなど、楽しみの要素を入れて

•慣れてきたら黒板を使って授業形式の練習をする

• Lesson８は発生日付順に記帳するため、黒板での練
習が望ましい
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４.まとめ
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課題と考察（１）

•授業のスピードについていくことはできた

•初見の帳簿では対応が難しいと思われる

•使いこなすには予習が欠かせない（他教科も同様）

•初期段階では多くの帳簿を学ぶので、継続的なサ
ポートが必要

42

本当に授業で使えるのか？



課題と考察（２）

•入力や基本操作については中学校段階で身に付け
ていることが前提

•初めて会うクラスメイトへの説明も必要

•本人の意欲と前向きな姿勢が極めて重要
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１年次から「簿記」を学ぶ場合は？
※一般的なカリキュラムでは１年次から「簿記」を学び「情報処理」より
先行する。



最後に
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引用元：
ICTを活用して学びのスタートラ
インを切る～読み書き困難な生
徒の教育保障～（東京大学先端
科学技術研究センター,2018）



参考文献・引用元など
• ICTを活用して学びのスタートラインを切る～読み書き
困難な生徒の教育保障～（東京大学先端科学技術研究
センター,2018）

•読み書きに困難がある児童への支援事例（田渕 恵美
子,2019）

•かわいいフリー素材集 いらすとや
https://www.irasutoya.com/
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以上で終わります。
長時間ありがとうございました。

https://www.irasutoya.com/

