
学年 単位数

令和４年度　シラバス　【商業】
科目名 使用教科書 使用副教材

簿記 1 4 7実教 商業709 新簿記（実教出版）
最新段階式 簿記検定問題集全商3級（実教出版）
最新段階式 簿記検定問題集全商2級（実教出版）

◇科目の概要と目標

　１　簿記について実務に即して体系的・系統的に理解するとともに、関連する技術を身に付ける。

　２　取引の記録と財務諸表の作成の方法の妥当性と課題を見いだし、ビジネスに携わる者として科学的な根拠に基づいて創造的に課題に対応する力を養う。

　３　企業会計に関する法規と基準を適切に適用する力の向上を目指して自ら学び、適正な取引の記録と財務諸表の作成に主体的かつ協働的に取り組む姿勢を養う。

◇科目の観点別評価の目標

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

　簿記の基礎的・基本的な知識・技術を身に付け、ビジ
ネスの諸活動を計数的に把握し、適切に処理する能力を
身に付けている。

　簿記に関する諸問題の解決を目指し、自ら考えを深
め、基礎的・基本的な知識と技術を活用して適切に判断
し、その成果を的確に表現している。

　企業の取引を記録・計算・整理する技術である簿記に
興味を持ち、簿記の学習に自ら進んで取り組もうとして
いる。

月 4月 5月 6月 7月
科目名 単元 単元

中間考査

単元 単元

期末考査
簿記

第１章　簿記の基礎
第２章　資産・負債・純資産と
　　　　貸借対照表
第３章　収益・費用と損益計算書

第４章　取引と勘定
第５章　仕訳と転記

第６章　仕訳帳と総勘定元帳
第７章　試算表

第８章　精算表
第９章　決算
第10章　現金・預金などの取引
第11章　商品売買の取引

知識・技能

簿記の定義及び目的を企業の経営活動と
の関連で理解している。
簿記の5要素、貸借対照表・損益計算書の
作成方法を理解している。

勘定や勘定口座、勘定科目の意味が理解
できている。
仕訳と転記の意味を理解し、勘定記入の
ルールに基づいて正しく記帳ができる。

取引の記録・計算・整理に
ついての基礎的・基本的な
技術を身に付け、ビジネス
の諸活動を計数的に把握
し、適切な処理ができたか
を評価する。

主要簿を理解し、仕訳帳及び総勘定元帳の基本
的な記帳方法に基づいて適切に記帳ができる。
３種類の試算表を作成することができる。

精算表の意味と仕組みを理解し、正し
く作成することができる。
決算の手続き、決算の報告について理
解している。
現金・預金の種類や仕組み、３分法を
用いた商品売買の取引を理解してい
る。

思考・判断・表現

簿記の定義及び目的、簿記の前提条件に
ついて企業の経営活動に関連付けて説明
できる。
簿記の5要素の増減と純損益の計算につい
て、自分の思考したことを数値を使って
説明できる。

取引の分解を理解し、勘定記入を適正に
行うことができる。また、取引の分解に
関連させて仕訳の意味を他者にわかりや
すく説明できる。

取引の記帳に関する知識と
技術を活用して、その処理
を適切に判断でき、表現す
る能力を身に付けているか
を評価する。

仕訳帳と総勘定元帳はなぜ主要簿といわれるの
かを説明できる。
仕訳帳と総勘定元帳の関連を考え、帳簿記入が
できる。
貸借平均の原理に基づいて試算表が作成される
仕組みを考え、試算表作成の過程で表現するこ
とができる。

損益法・財産法の計算式に関連させな
がら、精算表を作成することができ
る。
勘定間における振り替えの仕組みを考
え、それを振替仕訳としてきちんと表
現できる。
現金過不足や当座借越、３分法を含む
取引の記帳ができる。

簿記の前提条件について教科書の図解な
どをもとにノートにまとめるなど主体的
に取り組んでいる。
簿記の5要素の増減と純損益の計算の仕組
みについて、多くの演習問題にあたるな
ど主体的に取り組んでいる。

取引の分解と勘定記入、仕訳と転記の手
順をノートに書き出して反復練習するな
ど、習得のために主体的に取り組んでい
る。

提出物（授業ノートや問題
集など）の取り組み状況に
応じて評価する。

仕訳帳と総勘定元帳の記入方法や、試算表の作
成方法を身に付けるために問題演習を繰り返す
など、意欲的に取り組んでいる。

精算表の作成や決算の手続きの習得を
めざし、教科書・問題集の演習に自ら
意欲的に取り組み理解しようとしてい
る。
分記法と３分法の違いについて整理
し、理解しようとしている。

貸借対照表と損益
計算書の作成法を
理解しているかを
評価する。

貸借対照表や損益
計算書の作成を考
え、適切に作成す
ることができてい
るかを評価する。

単元 単元

提出物（授業ノー
トや問題集など）
の取り組み状況に
応じて評価する。

月 7月 ９月 10月 11月 １２月

主体的に
学習に取り組む態度

期末考査
簿記

第12章　掛け取引
第13章　手形の取引

第14章　その他の債権・債務の取引
第15章　固定資産の取引
第16章　個人企業の資本の取引
第17章　販売費と一般管理費，税金の取
引

第18章　決算整理（その１）
第19章　８桁精算表
第20章　帳簿決算

第21章　会計帳簿
第22章　伝票の利用
第23章　会計ソフトウェアの活用

科目名 単元 単元

中間考査

知識・技能

商品売買における掛け取引の意味を理解
し、勘定と掛元帳の関係性を理解してい
る。
手形の種類と意味、受取人と振出人の関
係性について理解している。

その他の債権・債務や固定資産、個人企
業の資本、税金などの取引に関する基本
的な内容とその記帳方法を理解したり、
基礎的な技術をきちんと身に付けたりし
ている。

諸活動を計数的に把握し、
適切に処理することができ
たかを評価する。

決算整理仕訳と決算振替仕訳を正確に理解し、
決算手続きを学習することで、複式簿記の仕組
みを把握している。

3伝票制による記帳方法と仕訳帳を用
いた記帳方法の違いを明確に理解して
いる。
会計ソフトウェアを用いて取引データ
の入力と財務諸表の作成を行うことが
できる。

棚卸高の変化による売上原価の影響を調べ、ま
とめることができた。
実務における固定資産の耐用年数について調
べ、まとめることができた。

グループ内で話し合い、協働的に学習
活動に取り組むことができた。
期間ごとの財務諸表等を作成し、経営
分析に役立てようと積極的に行動し
た。

帳簿の種類や形式
を理解しているか
を評価する。

思考・判断・表現

商品売買における掛け取引の処理を理解
し、勘定と掛元帳の記帳がきちんとでき
る。
約束手形の受取人と振出人のそれぞれの
処理を理解し、正しく記帳することがで
きる。

その他の債権・債務や固定資産、個人企
業の資本、税金などの取引について、適
切な仕訳を行うことができる。

ビジネスの諸活動につい
て、簿記では何を記帳する
かの判断ができているかを
評価する。

売上原価の算定に棚卸しが必要な理由を説明す
ることができる。
正確な期間損益を求めるために、貸倒引当金繰
入勘定を用いていることに気が付くことができ
る。
減価償却の簿記上の効果を考えることができ
る。

3伝票制による記帳方法を用いた場
合、仕訳帳を用いた方法と比べてどの
ような利点があるかを思考し、３伝票
制を導入すべき業態を判断することが
できる。

ビジネスの諸活動
について、記帳に
どの帳簿や伝票を
用いるかの判断を
行い、適切に表現
することができて
いるかを評価す
る。

提出物（授業ノー
トや問題集など）
の取り組み状況に
応じて評価する。

月 １２月 １月 ２月 3月　　　　年間

主体的に
学習に取り組む態度

掛け取引や手形とは何か、どんな処理を
するのかなど、自ら意欲的に考え、ノー
トに整理している。

その他の債権・債務や固定資産、個人企
業の資本、税金などの取引に関心を高
め、その記帳処理の学習を積極的に進め
ている。

提出物（授業ノートや問題
集など）の取り組み状況に
応じて評価する。

科目名 単元 単元 単元

学年末考査 総合評価
知識・技能

第24章　特殊な手形の取引
第25章　有価証券の取引
第26章　本支店会計
第27章　（発展学習）
　　　　最近の実務に広がる取引

第28章　決算整理（その２） 第29章　株式会社の取引と財務諸表

思考・判断・表現

手形の裏書きと割引の違い、手形の書き
換えと不渡りの仕組みや内容をきちんと
理解している。
有価証券の意味と種類について理解して
いる。
本支店の財務諸表の合併の内容について
きちんと理解している。

財務諸表の作成について正しく理解して
いる。

株式会社の設立と株式の発行について、
基本的な内容を理解している。
株式会社の純利益の計上、剰余金の配当
と処分、税金の会計処理について、基本
的な内容と記帳方法をきちんと理解して
いる。

諸活動を計数的に把握し、適切に
処理することができたかを評価す
る。

簿記の基礎的・基本的な知識・技術を身に付け、ビジネスの諸活動
を計数的に把握し、適切に処理する能力が身に付いているかを、定
期考査や検定取得の状況により判断する。

主体的に
学習に取り組む態度

手形特有の取引について、手形の特性を
理解し、債権・債務の発生・消滅の観点
から正しく説明を行うことができる。
株式と社債・公債の取得原価の計算方法
がなぜ違うのかついて正しく理解し、説
明ができる。

費用・収益の繰り延べと見越しのしくみ
について理解し、説明できる。
有価証券の帳簿価額と時価の違いについ
て説明できる。
減価償却の直接法と間接法の違いについ
て説明できる。
定額法と定率法による計算方法の違いに
ついて説明できる。

株式会社特有の取引の記帳と、株式会社
と個人企業の財務諸表の違いについて正
しく説明できる。

記帳や決算について、一定の方法
に従って判断し、処理することが
できたかを評価する。

簿記に関する諸問題の解決を目指し、自ら考えを深め、基礎的・基
本的な知識と技術を活用して適切に判断し、その成果を的確に表現
できているかを、定期考査や検定取得の状況により判断する。

主体的に学習に
取り組む態度

手形の裏書きや割引、手形の書き換えを
行うメリットやデメリットについて自ら
調べ、自分なりの結論を導き出してい
る。
有価証券を保有するメリットについて自
ら調べたり、積極的に話し合ったりす
る。

決算整理を行う理由を理解し、正しく決
算整理仕訳を行うよう注意深く財務諸表
の作成に取り組んでいる。

株式会社であることのメリットとデメ
リットについて自ら調べ、自分なりの結
論を導き出している。

提出物（授業ノートや問題集な
ど）の取り組み状況に応じて評価
する。

　企業の取引を記録・計算・整理する技術である簿記に興味を持
ち、簿記の学習に自ら進んで取り組もうとしていたかを、授業中の
取り組みの様子や提出物の取り組み状況により判断する。


