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科目「ビジネス基礎」の新しい授業展開 

― 対話型授業をとおして ― 

 

千葉県立○○○○○高等学校 ○○ ○○（商業） 

 

１ はじめに 

 

 ここ最近，日々の教育活動の中で，生徒の言語力不足を痛感する場面に出くわすことが多い。

「自分の考えを表現することが苦手な生徒」，「語彙が少なく，うまく言葉にできない生徒」，

「話すことはできても話し合いにならない生徒」。言語力はまさに，『生きる力』の基盤となる

ものであり，他者との円滑なコミュニケ―ションには必要な能力である。 

新学習指導要領では，各教科・科目等の指導に当たっては，生徒の思考力，判断力，表現力を

育む観点から，基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに，言語

に対する関心や理解を深め，言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え，生徒の

言語活動を充実させることを求めている。 

科目「ビジネス基礎」の目標には，「ビジネスに関する基礎的な知識と技術を習得させ，経済

社会の一員としての望ましい心構えを身に付けさせる」だけではなく「ビジネスの諸活動に適切

に対応する能力と態度を育てる」ことと述べられている。教室で教員からの一方的な講義を聴く

のではなく，生徒の側からも意見を述べるという主体的な活動により，より学習効果の高い授業

が期待できる。 

そこで，対話型授業を「ビジネス基礎」の授業に取り入れることにより，生徒の興味・関心を

高めながら，言語力の育成が図れるのではないかと考えた。教員主体の授業ではなく，生徒主体

の授業を展開することにより，『言語力の育成』，さらにはそこから発展し，『学習意欲の向上』，

『コミュニケーション能力の育成』までもが効果として期待できるのではないかと思い研究主題

とした。そしてこの研究内容が，科目「ビジネス基礎」における授業の効果的導入手段として活

用できれば嬉しく思う。 

 

２ 研究の概要 

 

（１）研究方法 

  まず，最初に対話型授業についての理論研究を行う。商業科目に限らず，他教科の実践例な

ども調査する。 

  ビジネス系の科目において，対話型授業を展開し，その効果を分析する。 

 

（２）研究内容 

  「対話型授業」を取り入れた授業というものが，生徒たちにどのように受け入れられるのか

をまず見極める。そこから，生徒の実態に即したテーマ設定のあり方，活発な議論を展開させ

るための手法を検討していく。 
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  授業後は，経済に対する興味・関心等にどのような変化がみられたかを調査する。また，言

語力と学力，言語力と学習意欲との関連など対話型授業がもたらす学習効果を幅広く分析する。 

 

（３）テーマ設定 

ここが一番難しいところであると思われる。対話型授業とは言っても商業の教科研究の一環

であるので，商業に関するテーマを設定しなければならない。理想としては現在履修している

内容に関連したテーマを，生徒たちの実態も考慮に入れながら見つけ出すことである。                                            

  しかし今回は，生徒たちにとっても私自身にとっても初めての試みであるので，取り組みや

すさを第一に考え，テーマを設定した。将来的には，教員主導でテーマを設定するのではなく，

生徒とともによりよいテーマを見つけ出せるような工夫も凝らしていく。 

 

（４）授業効果及び評価 

生徒とのコミュニケーションを図るこのような授業では，授業後の振り返る時間がとても大

切だと言われている。そこで今回の研究でも，単に対話型授業を実施して終わりというのでは

なく，必ず振り返る時間を設ける。 

  対話型授業を行った後で，授業への取り組む姿勢，科目への興味・関心の度合い，成績の変

化，コミュニケーション能力の向上などが見られたかどうか調査していく。 

  評価についても，単に発言の回数・内容での評価にとどまらず，「商業科目を学ぶ意欲の向

上につながる授業であったか」，「商業科目を学ぶことの楽しさに触れることができたか」な

どといった側面からもこの実践を考察する。 

 

３ 研究主題に関する基礎研究 

 

 ＮＨＫの「白熱教室」でハーバード大学のマイケル・サンデル教授の解説を務めた千葉大学法

経学部の小林正弥教授は，対話型授業の成功のコツを５点挙げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対話型授業の成功のコツ 

①無理に当てない             

     手を挙げて，自ら話し出すのを待つ。    

②学生を信じる               

     多様な意見にそれぞれ意味があることを信じる。 

教師がそれを展開させればよい。 

③否定しない                

     意見を否定しない。学生は間違えることを恐れている。 

④事前の準備が大事 

     学生の意見に応じて，毎回アドリブになる。 

     学生が関心を持てる話題や対立点を準備する。 

⑤最後に結論を整理する。 

     無理に結論を出そうとせず，意見を整理して方向を示唆し，考えさせる。               

監修：千葉大教授 小林 正弥 
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 小林教授は，対話型授業は学習効果の高い授業に発展できるという。「学生に考えさせる教育

こそが，本来の大学教育です。」と話しているが，高校教育においても『考えさせる教育』は『生

きる力の育成』には欠かせないものであると考える。生徒が教員からの一方的な講義を聴くので

はなく，生徒側も意見を述べる。そうすることで，より高い学習効果が期待できる。「楽しくて

面白い。でも，意義がある。」，これこそが対話型授業の最大の魅力である。生徒がそう実感し

てくれることを願い，今後は「白熱教室」を参考に実践方法を検討していきたい。 

   

４ 実践報告 

 

 科目「ビジネス基礎」は，以下の５項目で構成されている。 

 

 

 

 

 

 指導に当たっては，各種メディア教材などを活用し，経済社会の動向に着目させるとともに，

具体的な経済事象について経済理論と関連付けて考えさせることとする。そこで，単に経済理論

について理解させることにとどまらず，日ごろから経済に興味・関心をもたせることができるよ

うにし，経済事象を主体的に考察できるようにする。 

 

（１）実践その１ ～「価格はどのようにして決まるの？」～ 

 ア テーマ設定 

科目「ビジネス基礎」の「第２章 経済生活とビジネス」の導入として対話型授業を行う。

設定のポイントは以下の２点とする。１つ目は「生徒たちが取り組みやすい身近なテーマ」で

あること。２つ目は「ビジネスとは何か？」，「経済を知るとはどういうことか？」といった

今後の学びにつながるようなテーマであること。 

実践その１では，ＤＶＤ「マイケル・サンデル 究極の選択」を活用した対話型授業の実践

を行った。「えっ？何するの？どんなことやるの？」というちょっとした驚きの状態から始ま

り，商業科目の得意・不得意に関係なく，だれもが主体的に参加できる対話型授業の魅力をま

ず感じてもらうことをねらいとした。 

 

 イ 授業の具体的内容 

  主な流れは，以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

【導入】 

イメージマップを作

成させ，経済という言

葉から連想できるもの

をできるだけ書き上げ

ていく。 

【展開】 

ＤＶＤを活用しなが

ら対話型授業を行い，

経済のテーマについて

考えさせる。 

【まとめ】 

 経済というものは，

私たちの生活に密接に

関わり合っていること

を確認する。 

（１）商業の学習ガイダンス 

（２）ビジネスとコミュニケーション 

（３）ビジネスと売買取引 

（４）経済と流通の基礎 

（５）企業活動の基礎 
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  まずは，生徒の興味・関心を高めるため，教科書の内容に入る前に，プリントで「経済」と

いう言葉を聞いて何を連想するか，自由に記入させることとした。 

  生徒は，プリントをみて何をどう書けばいいのか全く分からず,  最初の１，２分は手探りの

状態であった。そこで，黒板に生徒の関心の高そうな内容である「夏休み」という言葉をプリ

ントと同じように書き，例としてやってみた。 

  その後，要領がつかめたらしく少しではあるが【図１】に示すように言葉がいくつかでてき

た。時間にして，正味５分ほどかかった。 

  このイメージマップ作りは年度末にも実施し，経済に対する興味・関心の高まりや理解度を

測る目安にする予定である。また，アンケートも実施し振り返ることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１】生徒が作成した        【図２】マイケル・サンデルの白熱教室 

      イメージマップ           「究極の選択」を活用した授業の様子 

   

最初にでてきた内容は野球の話である。有名選手のサイン入りボールやバットは通常のボー

ルやバットの値段より高く設定されている。サインが入っただけで価値がつき，商品となるこ

とに注目する。 

  また，話題であった２,０００本安打を達成した野球選手の例を出し，２,０００本目を放っ

たバットをファンであれば欲しいかもしれない。そしてそれらは興味のない人は安くても買わ

ないだろうが，欲しい人がいると値段はつりあがり，商品となることに注目させる。 

ＤＶＤの中ではここからが本題となっており，雪かきに用いるスコップを例にあげ商品の需

要と価格の関係について，サンデル教授とゲストとの間で対話が展開されていく。 

 

  議論となるテーマは， 

 

「スコップが必要となる大雪になり，ある商店で，通常の価格の２倍の売値を付けた。」 

 

  この商店では，普段は１０ドルでスコップを販売しているのだが，ある大雪の日２０ドルで

販売しようとした。 
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ＤＶＤをいったんストップし，生徒の意見を聞く。この事例についてどう思うか。 

 

 Ｑ：スコップを１０ドルから２０ドルにした 

いいと思う（正当） 悪いと思う（不当） 

 

 

人数 

 

（挙手） 

 

 

 

 

〈理由〉 

仕方ないのでは 

あげたきゃいいのでは 

正 正 正 正 正 

正 
〈理由〉 

高くするなんてひどい 

お金がない人はどうするのよ 

 

  ここでＤＶＤを再スタートさせ，ゲストとサンデル教授との対話を生徒に見せる。ゲストか

らの意見には次のようなものがあった。 

 

 

 

 

 

ゲストの意見を聞いたところでＤＶＤを一旦停止し，生徒にもう一度考えさせる時間を３分

程度与えた。その後，教員と生徒との間でゲストの意見を踏まえた対話型の授業を展開した。

その際，２ページで示した「対話型授業の成功のコツ」にあるように，無理に指名することは

せず生徒が自ら話し出すのを待った。また，生徒から出てきた意見を決して否定することのな

いよう心掛けた。 

 

 

 

 

 

 

普段の授業では，どうしても教員主体の授業になってしまいがちであり，１時間の授業内で

は発言する生徒もほんの数名に限られてしまう。授業に対する姿勢が，受け身となってしまい

学習意欲のない生徒への指導に，時間を割かれることが多くなってしまう。 

しかし，今回の対話型授業では，ほぼ半数の生徒に発言の機会を与えることができ，授業形

態が教員主体から生徒主体へとシフトすることができた。 

教員の声には普段耳を傾けない生徒も，仲間の発言には耳を傾け，さらには自分の意見も発

信できた成果を，今回の実践から得ることができたのは大きな収穫であった。 

ゲストＡ「大雪になるかもしれないと，予測して買っておくこともできたはず。」 

ゲストＢ「大雪だからといって値段をあげたら，普通の状態に戻ったとき信用が落ちる。」 

ゲストＣ「いつでもみんなが，その値段を払えるということではない。これが，命にか 

かわるものであればあるほど値上げすべきではない。」 

 

生徒Ａ「もともと１０ドルなのにその時だけ値段を上げるなんて，やはり許せないな。」 

生徒Ｂ「商売なのだから，仕方ないのでは。」 

生徒Ｃ「大雪になるかもしれないと思って，買っておいた人もいたかも。」 

生徒Ｄ「値段が上がっても買う人は買うんだろうね。」 

生徒Ｅ「いつ何が起こるかわからないから，お金ためなきゃ。」 
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  対話型の授業後，生徒の意見は以下のように変化した。 

 

             ＤＶＤ視聴前     ＤＶＤ視聴後 

  良いと思う（正当）    ４人    ⇒    ８人 

  悪いと思う（不当）   ３０人    ⇒   ２６人 

 

  ゲストの意見を聞き，「ああ，こういう考え方もあるのだな。」，「なるほどな。」と納得

する様子も伺えた。視聴前と視聴後で，良いと思う（正当）と答えた人が増えた理由について

は，「欲しい人がいれば（増えれば）値段は上がるよね。」「そうそう。ネットオークション

とかもあるよね。」という理由が挙げられた。悪いと思う（不当）と答えた人は多少減ったが

「お金がある人しか買えないなんていやだよね。なんだかお金お金って感じだよ。」と考える

生徒が多かった。 

  様々な意見が出たあと，ＤＶＤの中であるゲストが言っていた次の言葉に注目するよう促し

た。 

「命にかかわるものであればあるほど値上げするべきではない。」 

そこで，ＤＶＤではサンデル教授が，次の議論へと進んでいった。 

 

  「自然災害で水不足になったとき，水の値上げは不当か。」 

 

  本来なら，このテーマに関しても対話型授業を展開させたいところであったが，時間の都合

上ここでは，教員から予想される意見を提示した。「そうなると，お金がある人しか買えない

のではないか。」「早いもの勝ちになってしまうのではないか。」，「スコップはなくても平

気かもしれないが，水はなかったら生死にかかわってくるのではないか。」以上のような意見

から，議論を発展させていきたいところであったが，最終的には「同じ値上げといっても人間

の命と密接に関わってくる場合とそうでない場合には何か違いを感じないだろうか。」という

議論の方向を示したところで授業のまとめとなってしまった。 

  対話型の授業では，生徒から出てくる多様な意見をそれぞれ認め，教員はアドリブでその意

見を整理して方向を示していかなければならない。そのため普段の授業と異なり，予想される

意見に対しての事前の準備をしておかなければならないのはもちろん，５０分の授業時間の中

で結論を整理しなければならない。今回は対話型授業での初めての実践であったため，時間配

分の読みが甘くなってしまったが，この点を次回への課題とし，十分な事前準備を進めていき

たい。 

 

 ウ 道徳教育との関連 

  平成２５年度よりすべての県立高等学校では，第１学年に「道徳」を学ぶ時間を３５単位時

間程度を導入し，実施することとなっている。高等学校学習指導要領では，道徳教育の実施に

あたり，次頁のように示されている。 

  先述したように，今回の実践ではスコップの値上げについての対話型授業は展開できたが，
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そこから発展させた水の値上げについての考察は，残念ながら生徒主体で実践することができ 

なかった。「水」の問題は「命」に関わる問題であり，命の尊さを具体的な生活の中で考えさ

せることのできる絶好の機会であった。スコップの値上げの例においても，多くの生徒が発言

をし，多様な意見が出されたように，誰もが考え込まざるをえないような発問を提示すること

により，生徒の思考力の向上を図るとともに，生徒一人ひとりが人間としての在り方生き方を

見つめ直す機会にもなるものと考えられる。道徳教育は学校の教育活動全体を通じて行うもの

であるという観点からも，商業教育の中でも教材と指導法を工夫することにより，道徳教育の

視点を持った授業が実践できるものと考える。 

 

   

 

 

 

 

 

（２）実践その２ ～「ビジネスとは？」～ 

 ア テーマ設定 

前回と同様，科目「ビジネス基礎」の「第１節 ビジネスの役割」の導入として授業を行う。

実践その２では，私自身が過去に関心を持った出来事を取り上げてみることとした。 

 

 イ 授業の具体的内容 

  実践１ではＤＶＤを活用したが，今回は教員が主導となり対話型授業を展開した。テーマに

関しては，平成２５年度実施予定の修学旅行で，見学地となっているユニバーサル・スタジオ・ 

ジャパン（以下ＵＳＪ）で販売されている「ブックレット（注１）」を題材にし，ビジネスのあ

り方について議論を展開していった。 

   （注１）ブックレット・・・８つのアトラクションから好きなアトラクションを４つ選択できる「ブック

レット４」，１０のアトラクションから好きなアトラクションを７つ選択で

きる「ブックレット７」があり，列に並ぶことなく優先的に利用できる。 

  人気のアトラクションには長蛇の列ができるのだが，その待ち時間を回避する方法として東

京ディズニーランド（以下ＴＤＬ）とＵＳＪを比較することから授業を始めた。生徒にとって

は身近なテーマパークに関する話題であり，「今日の授業は何をやるのだろうか。」という主

体的に授業に参加する雰囲気が教室全体から感じられた。 

   

  導入として，両テーマパークのチケットについて問いかけてみた。 

ＴＤＬのチケットの価格は？     

ＵＳＪのチケットの価格は？     

                   「待ち時間がかなりある。」と生徒達から声があがる。 

チケットは，アトラクション利用時に使用可能。 

学校における道徳教育は，生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員と

しての自覚に基づき行為しうる発達の段階にあることを考慮し人間としての在り方

生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより，その充実を図

るものとし，各教科に属する科目，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの

特質に応じて，適切な指導を行わなければならない。   
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  待ち時間を回避する方法があることが生徒からでる。 

  ＴＤＬ ⇒ 「ファストパス」   「ファストパス」とはどういうものなのか？ 

                   

 ＵＳＪにも，「ファストパス」と同じようなものがあるのか疑問の声があがる。 

 

  ＵＳＪには，「ブックレット７」，「ブックレット４」など待ち時間を短縮できるチケット

があることを説明。しかし，それらを得るためには，お金がかかることも付け加える。 

価格については以下の通り。（それぞれの利点・欠点についても生徒にあげてもらう） 

 

  ここで，教員より問いかけてみた。 

 

  「ＴＤＬとＵＳＪ，どちらのビジネスの仕方に賛同できるか。」 

 

  ＴＤＬの「ファストパス」に賛同    １５名 

ＵＳＪの「ブックレット」に賛同      ２名 

 

  ここで次のような疑問が生じた。「「ファストパス」に賛同する生徒がこれだけ多いという

ことは，「ブックレット」は実際，商売として成り立っているのか。」 

 

  ある生徒が「お金で時間を買っているようだね。」と発言すると，他の生徒から「お金で時

間を買うようなことは，お金がなければ無理だ。」，「なんだか，ぼろ儲けではないか。」，

「もっと安ければ「ブックレット」とか買ってもいいけどね。」との声があがった。議論は「ブ

ックレット」の価格設定の仕方へと発展していった。「商売として成り立つのか。」つまり，

「ビジネスとして成り立つのか。」ということである。 

  そこでビジネスとは，どのようなものなのか考えてみたところ・・・ 

今回の例から     私たち              企業（ＵＳＪ） 

         お金はかかるが           入場料だけではなく， 

         待ち時間がなくなるのは       他のチケットを併用することにより 

         うれしい！！            総売上高が伸び利益が増える！ 

 
ファストパス（ＴＤＬ） ブックレット（ＵＳＪ） 

利点 無料 待ち時間が大幅に短縮 待ち時間がほとんどない 

欠点 好きな時間に必ずとれるわけではない 

チケット代金以外にお金がかかる 

  ブックレット４・・・３，２００円 

  ブックレット７・・・４，９００円 

ビ
ジ
ネ
ス
の 

成
立 
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また，実際に私が「ブックレット４」を購入した時の体験談も話した。 

１日でたくさんのアトラクションを回りたいと思っていたので，「ブックレット」を購入し

た。当日は夏休み中ということもあり，大変混雑していた。しかし効率的に「ブックレット」

を使用したため，ほぼすべてのアトラクションに乗ることができ，非常に楽しい 1日を過ごす

ことができた。ここでもう一度生徒に先ほどと同じ問いかけをしてみた。 

 

  ＴＤＬの「ファストパス」に賛同     ９名 

ＵＳＪの「ブックレット」に賛同      ８名 

 

  「ブックレット」の価格がもっと安かったら買ってもいいという生徒がいたことから，「ブ

ックレット」の価格がどのように決定されるのか考察を加えることにした。価格を下げて購入

を希望する人が増加したら，どのような事態が生じるかを考えさせた。 

 

「ブックレット」を題材に，モノの値段は需 

要曲線と供給曲線で決まることを【図３】で説 

明した。ただし，ここでは詳しく説明をせず， 

触れる程度とし次時において，需要と供給の意 

味，価格の決定方法について学ぶことを話し， 

授業を終えた。 

  

 

 

【図３】 

 

（３）実践その３ ～「市場の誕生と役割」～ 

 ア テーマ設定 

  今回は対話型形式だけではなく，ロールプレイングの手法を取り入れながら，「第３章 ビ

ジネスと流通活動」における流通の発展の中で，市場を題材とした経済の動きについて，生徒

主体の活動をとおして考えさせた。 

 

 イ 授業の具体的内容 

  クラスをまず半分にわけ，それぞれを海チーム，山チームとし，お金も何もない「原始時代」

のシチュエーションとしながら生活をしているものとした。 

 

（ア）「お腹がすいたらどうする？」 

 

海チーム  山チーム 

山に行って何か食べる 山菜を採って食べる 

 

期待していた回答とは

違い残念 
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   山チームの「山菜を採って食べる。」という意見を聞き，海チームから「魚をとればいい

のでは？」と意見がでる。そこで，両チームの代表者にそれぞれのチームの代表的な食べ物

をイラストにしてもらうこととした。（【図４】【図５】参照）このイラストを用いて物々

交換をできるようにすることをねらいとした。 

 

  【図４】 【図５】 

海チームが作成                山チームが作成 

したイラスト                 したイラスト 

 

 

   イラストによる物々交換の終了後，「魚も美味しいけど，山菜（きのこ）も美味しいよね。」

と教員側によるコメントをきっかけとし，以下のような質問をしてみた。  

 

  （イ）「同じものばかり食べていたら飽きないかな？」 

海チーム  山チーム 

いや別に，色々な魚いるしね 果物もあるし大丈夫！ 

    「そうか・・・一年中似たようなものばかりでは嫌だなと思う人はいないのかな？」 

    「交換すればいいじゃん！」「そうだよ，いい考え～！俺って頭イイ！」と声が上がる。 

    「では，交換してみましょうか？」と生徒を促しイラストを交換させる。ここで，交換 

   するまでにかかった時間を伝え，「時間がかかりすぎると生ものはどうなるのかな？」と 

   問いかけ，魚が腐ってしまったり，きのこが傷んだりして食べられなくなることに気づか

せる。 

生徒に，イラストの中の魚が腐ったり，山菜が傷んだりしたような絵を追加させる。 

  【図６】 【図７】  

海チームが作成                山チームが作成 

したイラスト                 したイラスト 

 

 

   （【図６】【図７】参照）そして，このような状態になった場合は食料として意味をなさ

なくなってしまう。 

そこで，以下のような質問をしてみた。 

 

  （ウ）「できるだけ速く，新鮮なうちに交換できる方法はないだろうか？」 

 

しばらく無言で考えていた生徒に，「みんなが，一緒にいるといいかもしれないね。」と 

 教員側から生徒に問いかけてみた。すると，「集まればいいじゃん。」との声が上がる。こ 
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  こで，生徒から出た「集まる」という言葉から，『食べ物を持って集まる場所』があれば能

率よく物々交換をすることができるのではないかと話をするとともに，現在の『市（市場）』

と結びつけて説明をした。そこで，本校の近隣に『二日市場』という地名があることにも触

れ，地名の由来についても説明をした。その時の生徒たちの「へえー！」「ふーん。」とい

う感心した表情は日頃の授業では見ることのできないものであった。 

   また，市場に集まっても「魚と肉を交換したい人」が声をかけても「魚は欲しいが持って

いるものが山菜だった」ので物々交換が難しい時がある場合はどうするのだろうか。そのよ

うな場合は，わらしべ長者のように「とりあえず交換しておく」しかもみんなが欲しがる物

と交換しておくとあとで有利に（肉を持っている人に会った時に交換可能に）なる話をして

みた。 

   では，みんなが欲しがる物とは何か？ 

   それは・・・   稲（いね） と    布（ぬの）   である。 

             ↓             ↓ 

           お    米      と     着  る  服      になる。 

   さらに，稲のことを「ネ」と呼んでいたことや，交換するときに「どのくらいのネで交換

できるかな。」と言っているうちに，物の値打ちのことを「ネ」と呼ぶようになり，『値（値

段）』という言葉が生まれた話をした。また，お札の紙幣の「弊」は『布』のことであった

話もしたところ，生徒たちは，物々交換の中からお金に関係するものが出てきたことを感じ

取れたようであった。 

 

   今回のこの流れにより，自給自足の生活から市場誕生までの流れをおおまかに把握できた

ようであり，次の時間でより具体的な内容に入りやすくなった。 

 

５ 研究のまとめ（成果・課題） 

 

（１）成果 

 ア 教員から生徒への一方通行の授業ではなく，生徒自ら発言できるような場面を多く作り上

げたことにより，生徒主体の授業を展開することができた。そこから発展し，生徒自らが授

業に参加し，授業を作り上げているという意識が生まれることで，学習意欲の向上を図るこ

とができた。 

 

 イ 対話型授業とは，一方的に発言をするだけでなく，相手の発言もしっかりと受け止めなけ

ればならない。「価格」，「ビジネス」，「市場」といったテーマについて議論を進めなが

らコミュニケーションの基本となる能力を育て，「ビジネス基礎」という科目を学ぶ目的を

実感させることができた。 

 

（２）課題 

ア 対話型授業を展開するにふさわしいテーマ設定が重要である。履修している内容に関連し 
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   たテーマを，生徒たちの興味・関心・実態も考慮に入れながら設定していくことが，効果的

に授業を進めていくためにも必要である。 

 

 イ 当初導入部分での活用を考えていた対話型授業であるが，実際には３つの実践とも５０分

の時間を費やしてしまった。メリット・デメリットの両面を検証しながら，今後適切な時間

配分を設定していくことが必要である。 

 

ウ 指導者側の力量，つまり高度な専門知識を身に付けておかなければならないということを

今回の実践で痛感した。対話型授業では生徒から多様な意見が出されるが，時には予想もし

ていなかった意見が出てくることもある。そのような意見をうまく拾い上げて，次の話題へ

と結びつけていくには，指導者が多くの知識を身に付けておくことが大切である。 

 

６ おわりに 

  

言語活動を充実させながら，基礎的・基本的な知識，技能を習得させ，これらを活用して問題

解決するために必要な思考力，判断力，表現力などを養うことは，『生きる力』の育成には欠か

せないものである。今回の教科研究を，我々教員の基本である“授業”の在り方について改めて

振り返る貴重な機会とすることができた。授業とは教員と生徒とのコミュニケーションによって

成り立つものである。授業で身に付けたコミュニケーション能力は，生徒が実社会に出てからも

必ず役立つものであろう。なぜなら、ビジネスの諸活動を円滑に行うためには，コミュニケーシ

ョン能力が不可欠なものだからである。 

今回の対話型授業では，生徒の予測不能な発言に驚かされる場面が多かった。マイケル・サン

デル教授は「対話型講義には構造はありますが，台本は存在しません。」と語っている。私自身，

指導案（台本）どおりに進んだ授業よりも，予測していなかった生徒からの質問が，その授業を 

“生きた”ものにしてくれた経験が記憶に残っている。授業の面白さというのは，このようなと

ころに隠れているのではないだろうか。すべての生徒は好奇心に満ち溢れており，我々教員はそ

の好奇心をうまく刺激してあげることが大事なことである。『対話型授業』を切り口に，『言語

力』を活かしながら進めた今回の実践は，まだまだ未完成な部分が多く，今後さらに発展させる

べく実践を重ねていきたい。 

 最後に，本研究に際し，前指導課指導主事 渡部清先生，指導課指導主事 常世田信幸先生，前

本校校長 小髙雅彦先生，本校校長 川上利夫先生，教科研究員の先生方より心温まる御指導・御

助言を賜り深く感謝申し上げます。 
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