
教育機関における簿記初級の利活用について 

日商簿記検定の取り組み（ネット試験初級導入） 

城南静岡高等学校教頭 久保田和夫 

 

本校は商業科が主体ですが、2003年より男女共学にして、進学型専門高校の

道を歩んできました。進学においては後発であるため、資格を利用した推薦進

学を目指しました。全国商業高等学校主催の資格のみでなく、日本商工会議所

簿記検定（以下、日商簿記）を資格推薦の材料に取り組んできました。また、

同時にアクティブラーニングの先駆けとして、楽天やアマゾン

のように 24 時間営業の「オンラインショッピングモールまな

びや」（http://www.manabiya.co.jp）の授業を展開しています。

本年度の 3年生の進路は、4年制大学進学が 40％、専門学校進学が 33％、就職

が 25％です。特に、日商簿記 1級や 2級の資格を持っていると、大学でも推薦

条件も良く、これまでに早稲田大学・明治大学・中央大学・同志社大学・立命

館大学などにも多くの生徒を進学させることができました。進学した大学の中

には、日商簿記 2級で授業料免除の大学も多数ありました。 

このように、資格を多く取るために、1年次に簿記 4単位・原価計算 4単位と

いう簿記主体のカリキュラムを組んでいます。このシステム導入により、日商

簿記 1 級や 2 級に多くの合格を輩出できるようになりました。しかし、計 8 単

位で 1 年の 6 月に日商簿記 3 級にチャレンジしてきましたが、生徒も教員も短

時間で検定試験に臨まなければならなかったため、一部の生徒に簿記嫌いを誘

発させていた感がありました。 

そこで、簿記嫌いを誘発させないためにも、本校は 2017年度に日商簿記初級

に取り組むことになりました。初級はネット試験であるため、いつでも試験に

チャレンジできるからです。試験準備もそれほど範囲が広いわけではないため、

4月下旬か 5月上旬に受験が可能です。できるだけ早い段階で合格証を手にさせ

て、自信をつけて上位級にチャレンジさせたいと考えたからです。ネット試験

については、これまで日商電子会計実務試験を受験していたため、教員はそれ

ほど苦にしていません。ネット試験自体が、いつでも受験できる、言い換えれ

ば合格できそうになったら受験できる性質のものです。また、初級の良さは今

までの 4級と違い仕訳も 3級にスライドでき、基礎固めにぴったりだからです。 

さらに、いつでも受験できるため、簿記が 2～3単位しかない学校も、6月や

11月、2月の検定試験日を気にせずに受験準備ができます。また、24時間受験

可能なので、夜の開講講座においても講座内で受験可能です。商業科でない生

徒にも、簿記を学んでいただくいい機会ではないかと思います。まずは指導者

が一度試してみるといいと思います。4月になれば各社の初級テキスト販売も開

始されるそうです。ぜひ、みなさんの生徒さんも日商簿記初級にチャレンジさ

せてみてはいかがでしょうか。 
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 ICT科（商業科） 
 資格取得に力を入れて進学を目指す 

１ 
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（本校ホームページより） 
２ 

 １級合格 
  平成21年度    2名（早稲田・中央） 
  平成22年度    1名（早稲田） 
  平成23年度    1名（中央） 
  平成24年度    1名（横浜商科・特待生） 
  平成26年度     3名 
  平成27年度    4名 
  平成28年度    2名 
  平成8年～    46名合格 

 ２級合格 
  平成21年度  102名 
  平成22年度   95名 
  平成23年度   87名 
  平成24年度   86名 
  平成25年度   69名 
  平成26年度   63名 
  平成27年度   69名 

４ 
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本校卒業生（在学中、日商簿記１級合格） 
 立志舎に進学して１年８か月で論文式合格 

５ 

本校３年生（日商簿記１級合格） 
   ※２年連続合格者輩出 

（静岡新聞 平成２９年１月１日掲載） 
６ 
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簿記４単位、原価計算４単位 

テキスト・問題集（ＴＡＣ、立志舎） 

日商簿記３級チャレンジ  （６月） 

全経簿記２級        （７月） 

全商簿記１級        （１月） 

日商簿記２級        （２月） 

日商電子会計３級  （ネット試験） 

  （コンピュータ２単位） 
７ 

１年生３０名程度 

  →２年生から日商１級をめざす 

全経上級        （２年７月） 

全商会計実務    （２年10月） 

日商簿記１級     （２年11月） 

全経上級        （２年２月） 

日商簿記１級      （３年６月） 

 

 

 

８ 
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進学コースと 

  ビジネスコースにわけて指導 

単元別に最初から指導 

日商簿記２～３級    （２年６月） 

全商簿記１級      （２年６月） 

日商簿記２～３級    （２年11月） 

日商簿記２～３級    （２年２月） 

 ９ 

日商電子会計３級 
      （コンピュータ２単位：1年時） 
  ・１年間の簿記の振り返りに利用 
  ・証ひょうからの簿記は実務的 
  ・財務諸表の見方が確認できる 
  ・パソコンの操作にも強くなる 
日商電子会計２級（課題研究：３年時） 
日商ＰＣ検定（課題研究：３年時） 
 

※合格できそうな時に受験できる 
１０ 
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日商簿記初級（随時受験） 

 ・いままでは６月にむけて無理やり 

  進度を３級にあわせていた 

  ➡簿記嫌いを誘発させていた 

 ・いつでも受験のため、生徒の 

  理解度にあわせて受験できる 

 ・教員のあせりも解消できる！ 

１１ 

 いままでの４級と違って 
 ４級の勉強をわざわざしなくてよい。 
  仕訳は３級レベル 
  そのまま３級に移行できる 
  商品/買掛金  ではなく 
  仕入/買掛金 
基礎の確認ができる。 
合格可能性が高く、生徒に自信をつ
けさせることができる。 
※合格できそうになった時に受験する 

１２ 
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１．簿記の基本原理 （２時間） 
２．期中取引の処理 （８時間） 
３．月次の集計 （４時間） 
４．模擬試験 
  （パソコンの使用方法：２時間） 
   パソコンに慣れる導入にも活用 
 
※２単位の授業でも６月には受験できる 
※単位数に応じて受験日を決められる 

１３ 

２．期中取引の処理  
  （１）現金預金  
    ・現金      ・当座預金、その他の預貯金  
  （２）売掛金と買掛金  
    ・売掛金、買掛金    ・クレジット売掛金   
  （３）その他の債権と債務  
    ・貸付金、借入金  ・未収入金、未払金 ・前払金、前受金  
    ・立替金、預り金   ・仮払金、仮受金  
  （４）手形  
    ・振出､受入､支払   ・電子記録債権・電子記録債務 
 
  ※青と赤の部分は時間をかけて指導が必要  

１４ 
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  （５）商品  
    ・３分（割）法による売買取引の処理  
    ・仕入および売上の返品  
  （６）固定資産 ・有形固定資産の取得  
    ・有形固定資産の売却（土地のみを対象とする）  
    ・減価償却（減価償却費は見積額を毎月計上する）  
  （７）純資産(資本)  
    ・資本金（追加元入、引出を含む）  
  （８）収益と費用  
  （９）税金  
    ・所得税     ・固定資産税    ・印紙税  
    ・消費税（税抜方式に限る）  

１５ 

４．模擬試験  
  ・パソコンの操作方法 
  ・インターネットの問題ダウンロードの仕方 
 
 ※以上は日本商工会議所のＨＰで対応を考えている 
 
５．試験計画 
  ４月下旬もしくは５月上旬を予定 
  早めに合格証を手にさせて、自信をつけてもらいたい 
  （次へのステップアップ） 

１６ 
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 ネット試験の登録は簡単 
 ネット試験はいつでもチャレンジ 
 ・受験票の処理不要 
  当日本人が行う 
  ➡教員の仕事軽減 
 ・教員の進度にあわせて受験 
 ・合格者処理はネットで随時確認可能 
 隣の人と同じ問題は出ない 
 ・カンニングの心配不要 
 ・機械がうまく動かなくても、試験時間の 
  心配がないから、あわてず処理できる 

１７ 

日本商工会議所がＨＰでサポート 
 ・模擬問題が無料で閲覧できる 
 ・専門学校が無料サポート 
 ・受験生の負担が少なく受験できる 
  ➡上級にチャレンジしやすくなる 
学校の負担は？ 
 ・新たなパソコンの準備は不要 
 ・インターネット環境に応じて受験生の 
  数を調整（随時受験だから） 

１８ 
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このサイトを見たことがありますか？ 

ソードアート・オンライン １９ 

活用しよう！日本商工会議所のホームページ 

２０ 
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活用しよう！日本商工会議所のホームページ 

２１ 

活用しよう！日本商工会議所のホームページ 

２２ 
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活用しよう！日本商工会議所のホームページ 

２３ 
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