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今は'大切な ノートを手放す ことなど考えられな い｡もしも､災

害などでそのノートを失 ってしま ったら'そこに書 かれている知識

どめておけばよ いのではな いかtと いう人も いるだろう｡しかし､

を鮮明に思 い出すためのも のである｡書 いて残さずとも'記憶にと

る｡ 一つは､知識を得るためのものである｡ 一つは'心に残る言葉

思 いがあるのではな いだろうか｡私には､大切な ノートが何冊かあ

切な ノートと いう のは様 々だろうが'｢
失 いたくな い｣と いう共通 の

の練習帳'ち ょ っとしたメ モ帳などにもあると思う0人によ って大

うにすぐに記憶と結び つくも のだけではなく'授業用 のも の'宿層

ートにはあるのではな いかと思う｡そ の力は'日記帳や作文帳 のよ

自分 の歴史や過去 の記憶さえも持ち'思 い出させてくれる力が､ノ

るいは'持 っていた ことがあるだろうか｡大げさかもしれな いが'

まとめる用などを用意し､それぞれに費やす時間､書く内容､構成

授業別に数冊使用していたが､それ以外にも､宿 題用'テ スト前に

授業が終わり家 に帰 ってからまとめなおす こともあ った.学校 では､

のができたときは､
と ても嬉しく思 い'分かりにく いと気に入らず､

と感じるようにな った｡書きた いことが書け'自分 で満足できるも

自分オリジナルのノートづくりに必要な こと ･生 かせること である

あるが'
高校生 になるころから'
私にと っては落書きやイラ ストも'

由 の場でもある｡小 ･中学生 の頃は､落書きば かりしていた覚えが

であり'忘れな いためのメ モ帳 であり'好きな ことが書ける発想自

不安に思う こともある｡ ノートは'私にと って'大切な学習記録帳

今 の私は' ノートに事く ことが好きである｡時 には'書かな いと

や言集までも失ってしまう気さえする｡

人の記憶は万事 にお いて確かであるとはいえな い｡ いつの日か必要

なども異な っていた｡ ここまで書くと'昔から ノートが好きだ った

r
大切な ノート｣
｡そう呼 べるノートを皆持 っているだろうか｡あ

でなくなるときま で､大切に持 っていた いと思 ってもよいだろう｡

義
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るよう に思う｡ しかし､今ま でに何度もノートをありがたく思う こ

え ると'｢
何を､ど のように書けばよいかわからなか った｣からであ

今見ると恥ずかしくな ってしまうほど である｡なぜ苦手だ ったか考

か った ｢
国語｣では'破 ったページや落書きだらけ のページもあり､

う授業態度だ った｡家庭 で書き直したりまとめたりすること の少な

特に ｢
授業中｣に書く ことが苦手で'｢
とりあえず書けばよい｣とい

ように思われるかもしれな いが､正直に言うと､小 ･中学生 の頃は

付けるために書 いておいてほしいと思う｡

と っては信じられな いこと で'現在教師とな った立場からも､身 に

かし'大切な ことがあ っても全く ｢
書かな い｣ような ことは'私に

こと の必要感は異なるため'個人差は､あ って当たり前 である｡し

頭 の中 で考えた ことを書く ･番かな い､人によ って知識 の量や書く

知 っていることを聞 いた時 に書く ･書かな い'新 しく学んだ こと'

た学校やクラ スでの指導にも影響されているのだろうと思う｡既に

夫す る以前 に書き取ることに必死にな っていた｡しかし'今考えて

ト のために故事や教師 の言葉を書き取るようなも ので'書き方を工

は､他人のノートにあまり関心がなか ったし'高校生 の頃は'テス

方 に個人差があることがわかるようにな った｡小学生 ･中学生 の頃

大学生時代は'使用す る数は大幅に減 ったが､かえ って使用 の仕

トの機能と指導 の意義｣を中心に抜粋させていただきた いと思う｡

て十分に意味 の通るも のにする力もな いため､第 一章第 二節 ｢
ノー

扱 ったが'全て載せることもできず､また各章から少しず つ抜粋し

ノート指導と板書｣に ついて
践から見るノート指導 の方法と評価｣r

ある｡中心となる三 つの章 では､ ｢
ノート指導 の意義と現状｣ ｢
実

どもたちにもノートを使う機会を与えた い｣と考え研死したも の

本論文は､
私が信州大学教育学部在学中 に､｢
教職 に就けたならば'

とがあり'書く楽 しさを味わうことがあ った のも確かである｡

みると､何度も ノートに書く ことを繰り返しているうちに' いつの

ト への取り組み方を見ていると'同じ授業を受けていても､書き方

国 語 教 室 に お け る ノー ト の定 義

国語教室において､｢
ノート｣と いうと､縦書き のも のを思 い出す

第 一節

第 二早 ノー ト 指 導 の意 義 と 現 状

まにか ｢
自分なりの書き方｣がきま っていた｡授業中に友人 のノー

や番く丑など人それぞれであ った｡ ノートをとるかとらな いかは'
授業 の内容や形態によ って変わり'書く必要がある場合とそう でな
い場合もある｡ それだけではなく'ノートに対する教師 の意識 ･個
人 の意識によ っても変わ ってくる｡使用 の仕方や意欲は'通 ってき
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縦書きに番く文字 の構成にな っているそうであるから'昔 の事物を

人が多 いのではな いだろうか｡ 日本符の文字は､ ロー マ字を除 いて

よ ってあらかじめ学習沢田や授業 の流れ､攻寄 の t部などを印刷し

象になると いう ことができる｡また､学習カードは'教師 の意図に

かれたも のをもとに評価 ･指導ができる点 から'｢
ノート指呼｣の対

称では呼ばな いが､学習 の中 で記録､まとめ等 に使用される点､蕃

ておくこともできれば'枠 のみにしておく こと'真 っ白な状態 にし

は縦書き の物が多 い (
*)
｡小学校 では'書く文字が大き いこともあ
り､縦書き専用 のノートを使う ことが多く'また'中学 ･高校にお

ておくこともできる点 で､様 々な取り組 み方 の可能性として注目す

始め､現在 でも国語の教科書や文学作品など､国語に関するも のに

いては､幅 の狭 い横書き用大学 ノートを使う場合 であ っても'国語

べきである｡

r国語科学習指導 の改韓と設問﹄渡辺富美雄 ()九八八年五月 国

では縦書きにすることが多 い｡ しかし' ノートは'決められた書き
方 でなければならな いと いう ことはなく､目的や用途によ って､国

語教室 では'縦書きを中心とし つつ'様 々な書き方を取り扱うべき

両方 のノートの使 い方を経験させ'身に つけさせる必要がある｡国

す べて横書きであることからも'子どもたちには'縦書き ･横書き

の'原稿用紙 の方式によるも の､無罫 のも のなど様 々であるが'

は冊子としてまとめられ' 一つの様式'すなわち'罫線 によるも

うも のではなく'むしろ作 っていくも のである. I般的 にノート

r
学習 ノートは'特に'決められたも のでなければならな いと い

土社)では'次 のように述べられている｡

であろう｡(
*なぜ国語は縦書きかに ついては､卒業論文末 の付録に

それら のノートを使わなければならな いと いう ことはな い｡教師

語教室においても横書きをすることはあるだろう｡国語科以外 では

載せてあるが' ここでは省略する｡
)

が目的やねら いによ って'学習 の都度､工夫された用紙を使 って
いずれ の書き方にしろ'｢
ノート指導｣において指導 の対象となる

ることもある｡学習 ノートは' いずれにしても子供 一人ひとりが

学習し､それをまとめて'ある時期に冊子に仕上げ るなど工夫す

つまり､教師が用意した学習カード等 であ っても､ 子ども 一人ひ

作 っていくも のであるご

のは'初めから冊子とな っているも のばかりではな い｡ ルーズリー
フや教師が用意 した学習カード (
学習プリ ント)等'授業 の中で児
童 ･生徒が書き こむ等 の活動に使用し､ ファイル等 に綴じることが
できるも のも指導 の対象となる｡学習カードは'｢
ノート｣と いう名
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る.

とり の手によ って ｢ノート｣ へと変わ っていく ことが できる のであ

ノートの種類と用途
ノートは'形状と使用目的によって分類することができる｡現在､市販され

･市販ノート (
A4'B5'A5)

第 二節

ノー ト の機 能 と 指 導 の意 義

序章 の中 で' 石盤に代わ ってノートが出現した こと に ついて述 べ

たが (
*)
'初 め のうち は､ノートも 石盤と同じよう に練習学習 のた

書き留めておくような使用も行われ るようにな った のであ る｡

を生かして､教師 に教えられた事項を忘れな いた め に､備忘録的 に

ているノートの種頬は多く'用途や対象年に応じ様々な種頬のものがあるので' めに使用され ていた｡そ の後､石盤と の大きな違 いであ る ｢
記録性｣
その一郎を紹介したい｡
①形状からみて

･作文憤

になると'教えられた こと の記録 からさら に進 ん で'自分 で調 べた

時代が変わり' 子ども の自 発的'自主的な学習が重視され るよう

･漢字練 習帳

7
3

･綴じ込み式 (
ルーズリーフ､カード)など
･学 習 ノート

う考えが生まれた｡同時 に'｢
書く過程｣そ のも のを生か し'書く こ

こと の記録 のた めに活用し'復習や合 同学習 の際 に役立 てようと い
① 作文y

など

事字J
t習堤

･観 喪 ノート

◎

･続審ノート
小事故 r
打括︼ノート

②使用目的からみて

e

と による気づき､思考 の整 理を得 ようとす る探求的学習 のため の利

用にも目が向けられるよう にな ったC これら は､ 子ども のノート活

ノートは注目されてき ている｡

用 の立場からみた機能 であ るが､教師 の授業研究 の 一分 野としても

学校現場にお いて' ノート指導をすす めるにあた って､教師 はそ

語教室における ノート の用法例や様 々な文献 から､ ノート の機能と

なければ'積極的な指導 は行えな いから であ る｡本章 では'まず国

使用すれば'効果的な指導 は期待 できな いLt指導 の意義を理解し

の機能と指導 の意義を知っていなければならな い｡ 機能を知らず に

ト

ノ

ー

用
栢

国

rノー ト の機 能 ｣と rノー

t方'ノート指導 の意義とは､教師が子どもにノート指導を行う

ことにど のような価値があるのかtと いう こと であ る｡ つまり､子

(

* 序章は省略した )

ども のノート学習に価値を見出した場合'

ト

二 文献 から みる ノー ト の機 能

とても深い関係にあると いえる｡

指導 の意義は､ ノートの機能を生かして考えられるため'両者 は

と いうことになる｡

②教師が子ども のノートをど のように活用 できるか｡

見出そうとした場合'

また､教師が授業研究 のためにノートを利用する立場から価値を

と いう ことになる｡

って'ど のようなカ や倒度暮 を身 に付けることができるか｡

①学習者がノートを用 いた学習を行う こと､指導を受ける ことによ

指 導 の意 義 ｣ の言葉 の定 義

指導 の意義を探り'それぞれに ついて考察していきた いと思う｡

一

ノート指導 の意義｣と いう言葉に つ
まずは'｢
ノートの機能｣と r
いて定義しておきた い｡様 々な文献 において'これら ｢
機能Lや ｢
意
義｣は'言葉や説明を変えてとりあげられているが'著者によ って
とらえ方や説明方法があまりにも異な るために' いま いちは っきり
しな い｡機能と意義を同義 で扱 っているも のもある｡共通するのは､
ノートが いかに学習 の助けになるかtと いう こと である｡そこで'
文献をもとに､私自身 で 一度定義をしておくことにする｡
ノートは'書き手が存在 して初めて機能するも のである｡道具と
してのノート自体は'もともと ｢
書かれるし ことしかできな いが､
ノートする) ことによ って様 々な機能を持
書き手が ノートに書く (
つことができる のである｡そ こで'｢
ノートの機能｣と いったときに
は､必ず書き手が利用することを考え'

く｣
tと いう行為 の中 でノートが果たす役割｡ と定義したことをふ

ノートに苔
ノート の機能とは具体的 に何であろうか｡学習者が r

と定義する｡そして' この役割は'ノートの用法から探ることがで

まえ' いく つか の文献を比較検討した結果'本論文 では､機能を次

学習者が ｢
ノートに書く｣
､と いう行為 の中でノートが果たす役割｡

きるであろう｡
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(
記録 の場と し てはたらく)

容 にしろ'記録 と して残す ことが 目的 であ り'後 に活 用す る ことも

ってくると いう こと であ る｡｢
記録｣は､学 習内容 に しろ､思考 の内

それ は'活動 によ って中 心とな る こと､ 目指す こと が大 きく異な

｢
記 録｣
(
訓練 の場と し てはたらく)

考えたうえ で記録す る｡｢
訓練 ｣は'
結 果と し て記録 に残 ると し ても､

の三 つであ ると考 え る こと にした｡

｢
訓練 ｣
(
思考 の場と し てはたら く)

国語 の力 であ る言語知識 や言語技能 を身 に付け ようと いう 目的 を持

｢
思考｣
(
卒業論文 では' 三 つの機 能を定義す るにあた って参考と した文献

が重要
な のである｡｢思考 ｣

いうような､書 く行為と 同様 に思考す る こと が中 心 とな る活動 を想

くた めに考え るヽ r
書 きながら考 え る｣
｢書 いたも のから考 える｣と

番

ってす べきも のであ るから' 記録と いう 言 葉では表 わ しきれな い｡

は
二

繰 り返し て学習す るtと いう

こ
と

より､重 要と思 わ れる箇 所を抜粋 Lt考察 を加えた が' ここでは省

本 論 文 に お け る ノー ト の機 能

略す るO)

三

う こともあ るた め､ ｢
思考 ｣ と いう項 目を立 てても よ いか迷 ったが '

定 Lt 一つの項 目とした｡ 思考 を記録す る､思考 を 訓練す るtと い
本論文 では'第 一一
節第 二項 の冒頭 で紹介 したよう に' ノート の機

｢
言葉 で思考す るL
t｢
書く こと は'考 え る こと であ る｣ と いう 言葉

録｣ 一つと し てとらえ､ そ こから 下位項 目を枝 分 かれさ せるかたち

書 いたも のす べ てが記録と し て残 る のであれば'大 きく機能を r
記

そ の思考結果 は書 くこと によ って見え るかたち であらわれ てくる｡

と いう三 つの機能 は､独立 し て いる のではな く､ それぞ れが 互 いに

あ っている こと に注 目し て いただ きた い. ｢
記録｣t r
訓練｣t r
思考 ｣

る. ｢
機能｣'｢
訓練Ltr
思考 ｣と いう円が 三 つあ るが､互 いに重 な り

次 に示す 図 は'今 回新た に定義 した 三 つの機 能 を表 したも のであ

思考 を伴う こと から､重 度項 目と し てあげ る べき であ ると考 えた｡

があ るよう に'我 々が文字 や文章 を書 くとき には､ ほと んど の場合

能を大きく r
記録｣
､r
訓練｣､ r
思考｣ の三項 目に分類 した｡なぜ 三
つに分けた のか' そ の理由を述 べる｡
ノートはと にかく書 く ことが基本 であ り､ 訓練 も記録も書 く こと

で考 え る こと も できた｡ しかし､あえ て機能 の三項 目を作 った のに

連鎖あ る いは重複 し ていると いう ことを示 し て いる｡

に変 わり はな い｡ ノートを思考 活動 の場と し て利用 したとし ても'

は理由があ るC
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ノー ト学習におけるノー トの機能

･学習記録･
･
･
授共'自主学習 の記録｡

記録

図 ︻ノート の機能 ︼の内容

①

･備忘録‑ (
メ モ)ふとしたとき に浮 かんだ考え の記録｡疑問点
など のメ モ｡
重複箇所)
(

･
思考 の記録･
･
･
思考 の跡を記録 して残す ことが目的/番 く こと で

思考を深めた結果記録として残る
② 訓練

･言語知既習得訓練 ･
･
･
文字 ･漢字 ･文法 ･筆順 ･書 式など の知識
を身 に付ける｡

･
言持技能習得訓練 ‑文字 の読 み書き能力 ･
視 写力 ･
聴写力など､

知識を実際に使う力を身 に付けるO
(
重複箇所)

･思考 の訓練 ･
･
･
思考す る機会を増 やし'思考力を訓抹す る ことが

目的/思考する経験が訓練とな る
③ 思考

･内的思考活動‑書く前 に'ど のような ことを苔 こうか'頭 の中
で考え ること｡

7
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1

(
書 く こと による表現以前 の段階 まだ文字としてあらわれず潜在

繰 り返し

している段階)
↑

に書 いてみる (
外的思考 にす る)
｡す ると､そ こに書 かれた言葉や文

章から内的な思考 がさらに進み'何 か新 し いこと に気付 いたり､考

えが深ま ったりす る ことがある｡ ノートを思考 の場として利用す る

トに書くと いう ことは､書く以前 の内的な思考ととも に'外的な思

時､人は常 に内的思考と外的思考を繰 り返している のであ る｡ ノー

(
書く こと によ って表現す る段階 文字としてあらわれ顕在化して

考を深めることな のである｡

･外 的思考活動‑考 えを文字 で表現す ること｡

いる段階)

してあらわれた思考 は外的と いう ことが できる｡内的思考 は文字化

前 の思考を内的 と いう のに対し､｢
書く｣こと によ って､文字表現と

いるtと いうようなも のも内的な思考 である｡ f方､文字化す る以

考を'｢
内的思考｣とする｡うまく言葉 で表わせていな いが'考え て

の中 で考え ている状態 の思考'潜在していて目に見えな いで いる思

と い ったときには'普通 ｢
内的な思考｣を意味す る｡ ここでも､頭

思考とは､頭 の中 で行われるも のである｡したが って､思考す るt

こと であるが'思考 の内容を記録すれば ｢
記録｣ にな り'思考自体

r
訓練Lは ｢
記録｣にもな るのである｡ ｢
思考｣も'中 心は思考す る

のを'記録として残す ことも でき る｡ ｢
記録｣は ｢
訓練｣ にもなり､

実 は訓練 の場 にな っている のであ る｡ 逆 に'訓練 が目的 で書 いたも

業にお いて学習 の記録をとるような'記録す る ことが中心 のも のも､

習得を目的とし て行われ る､宿題や書 き取 り練 習だけ ではな い｡ 授

練 によ って高まるも のであ るが'訓練と いう のは'初 めから言語 の

となることがあ るから であ る｡例えば '言語技能 は､繰 り返し の訓

三 つが重複する のは'それぞれ の機能 が他 の機能 の副次的なも の

す ること で外的思考となる のである｡ ノートには､思考 の跡や思考

を r
訓練｣す ることも でき るC逆 にtr
記録｣' ｢
訓練｣ の場 で'思考

‑ 内的思考と外的思考 に ついて‑

の変 化を残す ことができるが､ これは'文字 によ って目に見える形

す ることもあ る｡

ある｡例えば､授業 の中 で､学習課周を視 写す る (ノートは記録 の

また'活動自体が段階的 に行われる こと や同時 に行われる ことも

で思考が進められ ていると いえる｡ このように'思考を顕在化させ
る ことが ｢
外的思考活動｣ であると考える｡
頭 の中 でうまくまとまらず にいた内的な思考を'た めしにノート
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場として機能する)1牧田 に ついて考える (
思考 の場)1学習 のま
とめを書く (
記録の場)と い ったように､活動に応じて段階的に機
能することや' 日記や作文を書くとき のように､す べてが同時 に働
く こともあるのである｡(
段階的に機能するときも'その場面での中
心的な機能は変わるが､考えようによ っては常に重複しているとも

義に ついて述 べる｡

(
児童側から)

1.自ら学ぶ力を つける ことができ る｡学習方法を学ぶ ことがで

記録は､ ノートが果たす役割 の中 で最も代表的なも のである｡ 一

r
記録し

度香き込まれたも のは､消さな い限り半永久的 に残り'何度 でも見

国

以上 のことから' ノートの機能 の三本柱を'重複せずに分類する

返す ことができる｡ ノートを学習記録として使用すれば､判別刷倒 伺

言える｡)

ことはできな いと考えている｡しかし､ノートを用 いた活動をする

習

の努力次第 でいくらでも増やす こと のできるデータバ ンクであり'

書記録'思 い ついた言張などをメモしておける備忘録などは'個人

ができるため'刊習 =倒閣 は引例｢
り別封 q州
別
Ju引 叫
｡学習記録､読

り返ることができる貴重なも のとなる｡後 に推寂を加えることなど

税別 '学習者 一人ひとりが何を学び､何を考えてきたか揺

ときには'常に何を目的とするかを明らかにし' ノートの機能をう

ノー ト指 導 の意 義

まく活用す べき である｡

四

本論文では､ ノート指導 の意義を次 のように定義した｡

切
男目
盛J
q朝刊 JHため､子どもにと ってや

りが いのあるも のである｡教師から 見 ても'有効利用すれば子ども

奇習 ml
詞実習 潤足感割

受けることによ って､ど のような力や態度を身に付けることがで

の学習意欲を引き出す ことが可能 である｡

○子ども側から‑学習者が ノートを用 いた学習をすること､指導を
きるか

ノートの･り Jy･1
.
習 の 卜があらとJ
lてくるO ノート の取りカ の

また､ ノートに学習記録を残す習慣が付くと' ノI卜には自然と

以上 の定義を前提に'ノート の機能 ｢
記録し
､r
訓練｣
､r
思考｣ の

授業を行えば'その時 のノートは後 の参考となる｡教師 の工夫され

○教師側から‑教師が子ども のノートをど のように活用できるか

中から'ど の機能を中心に生かせるかを考えながら ノート指導 の意
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録を正確に取る ことができれば'勉強 の仕方がわからなくな ったと

た板書を写したも のも､学習 の進め方 の手がかりとなる｡授業 の記

効果的なテスト勉強になると いう話もある｡せ っかく学んだ ことや

う｡授業 のノートをもとに'考えながら ノート整理をする ことが'

二 つ目は､書く ことで集中することが できると いう こと である｡

自分で考えた ことも'記録しておかなければすぐに忘れてしまう｡

ノートがあれば'学校 でも家庭でも自主学習ができる｡学び方が

書く ことは､意識せずにはできな いため､ ノートを取る ことが'授

きには' ノートを見れば'それまでの授業 でど のような ことを学ん

わかり､学習に充実感を感 じることが できれば'自ら学ぼうと いう

業に集中せざ るをえな い態度を つくる｡集中すれば'自然と理解は

子どもたちに'記録を残し活用する習慣が身 に付くよう'教師が子

意欲がわく のではな いだろうか｡読書記録､興味を持 った言葉､自

増す のである｡ただし'ただ写せばよ い'書けばよ いと い った姿勢

できたか'別 の単 元ではど のような方法 で課題を解決したかと いっ

作 の詩など'国語に関する ことなら何 でもよいだろう｡自ら進んで

で機械的に書く場合は'ほとんど思考を伴わな いため理解も進まな

ども の記録を授業 の中にうまく取り込む ことなどが できるであろう｡

学習をLtそれをどんどん ノートにためてい ってほしいと思う｡そ

い｡かえ って'手を動かさずに真剣 に見たり聞 いたりしていたほう

た ことがわかるのである｡

れを教師が認め､支援する ことで､子どもたち のノート利用､自主

ろう. ノート回収を行う ことも､よ い刺激 になるであろうと思われ

ろくな ノートが つくれな いことは子どもたち にもすぐにわかるであ

ができるような授業作りをす べきである｡いい加減な授業態度 では'

容理解 の助けにはならな い｡適度 に書く機会を設け'集中す ること

が理解 できる｡書く分量が多すぎ ても､時間がかかるばかりで'内

r
記録し r
思考｣

学習を活発にできるのではな いかと考える.

2.学習内容を理解する手助けになる｡

ノートは'学習内容を理解する手助けとなる｡理由は三 つ考えら

一つは'｢
記録しをもとに復習Lt再び考えることや疑問点を確認

自分 の考えを書くためには､必ず考えなくてはならな い｡考えた こ

三 つ目は､書くことは思考を促進す ると いう こと である｡特に'

る｡

することなどが できると いう ことである｡自分 の考えを確認してお

とをもとに'さらに考えることもできる｡学習内容を理解するのに

れる｡

けば'次時 の授業 に入りやすく'疑問 の答えも見 つけやす いであろ

7
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T番よ い方法 は､自分 で考 えてみること である｡教授された知和や
考え方を見 て理解 した つもりでも'実際 にはほとんど理解 でき てい
な いことが多 い｡自ら審き'
考えることが理解 へと繋がる のである｡

4.思考 の停滞を防 ぐ ことが でき る｡

｢
記録 ｣

ノートはメ モす る こと によ って思考 の停滞を防ぐ ことも でき る｡

文章を苔くときに'漢字 や文脈に合 った言菜が思 い出せな いと､ そ

こで思考が停滞してしまう ことがあ る｡家庭学習 のように時 間に余

っくうがらな い態度は'学校生活だけ でなく､社会 に出 てからも非

文章を書く こと への抵抗感があまりな いことが多 い｡書く ことをお

ことを面倒臭 いと思わなくなる｡ノートを取ることが好きな者 には'

く習慣が身 に付けば'必要な ことを自然 に書けるようになり､書く

ノートは'学校教育 の中 で' 一番書く機会 の多 いも のである｡審

こともある｡撃が進まな いと､授業内容 や活動内容が理解 でき てい

い｡ 一度思考がとまると'次 の活動 へ進めず'授業 に遅れてしまう

く の時間をかけ ることはできず'どんどん先 へ進まな くてはならな

が 一斉 に同じ活動を行う こと の多 い授業 では'個 人 の思考だけ に多

め'思考 の停滞はさ ほど支障 にはならな い｡ しかし､大勢 の学習者

思 い出そうと頭を ひねることや自ら調 べる こと自体 が学習とな るた

｢
記録｣ ｢
訓練｣

常 に大切な能力 であ る｡現代社会 は'手書きよりもパソ コンで文香

な いのではな いかと教師 に誤解される恐れもあるC召

3.番く習慣を身 に付けることができる｡

を作ることが主流とな っては いるが' いくらパソ コンが使えても､

裕 のある時ならば､
思 い出す'調べると い った ことも 可能 であ るし､

文章を作 ることが できなければ意味がな い｡審く ことが できると い

かせるようにした いも のである｡児童 ･生徒 の中 には' ノートをき

ヨ

ノートによ って'書く習慣を'そして書く能力を身 に付けさせる こ

どもたちも自然 に書く ことが できるよう にな ると いう こと である｡

ど で感じた こと は'｢
自然な書く機会｣が多く設けられていれば'子

でノートが汚れる'枠 からはみ出 て汚 い､と いう意 識をなくす こと

るだろう｡ 早い時期 から ノート の使 い方 に憤れさ せ' メ モす る こと

を嫌う者'頭 の中 できち んとまとまるま で書き出せな い者なども い

れ いにとること に執着 Lt速く書く こと'欄 の内外 にメ モす る こと

矧可 調べ 引州別 と いう利点を､ぜ ひ生

瑚 別封

う こと は'文章を つくる能力があると いう こと であ る｡授某参観な

とが でき るであろう｡

も大切 である｡教師が授業中 に机間巡視を行 い'｢
メ モし てお いて後

8
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力

思

語技能 ‑ r
訓 練｣

言

)

の統 一的 な力
)

情意力⁝ ｢
思考｣

(態 度

る ことを意識 し ていれば '自然 と均 覇
られ る｡

6.思考力を つけ る ことが でき る｡

盟 側が育 つと考え

ノー トは r
書 く｣ ことが基 本 であ り'書 く こと は'学 習者 の思考

｢
思考 し

を聞 いて書 く' 考え て書く､ と い った力が 必要 であ る｡ ノー トを取

ではな く'黒板 や教科書 を 見 て書く'教師 の言葉 ､友 人 の発言など

って いな いため であ る｡ ノートをと る こと は､無 意 識 に でき る こと

と が でき る｡授 業中､何気な く過ご し て いると' 何 も 記憶 に残 らな

意

で調 べてみよう｡｣ ｢
と りあ えず今考え ている ことを書き出 してみよ

語知抜十
倍

1
言

か ったと いう ことがあ る｡ これは'授 業 に のぞむ際 に何 も 目標を持

言
(
語技 能 +

う｡｣と い った言菜 がけを行うと よ いだ ろう｡

5. 国 語 学力
き

記
｢ 録｣

向めることがで る ｡ r記 録 ｣ r
訓 練 Lr 考 ｣
言語知識 ‑

ノー ト の任 用方法 は'と にかく r
書 く｣ ことが基本 であ るため'
ノート は､学習 者 にと って常 に言語知 識 ･言語技能 の修 得 の場とな

羽可 割

っている｡ ノー トに書 く行為 そ のも のが訓練 とな り'書 く活動 の場
を増 やし'結 果と し 三 岩詞軸 組匂 同調習

表 現には'音 声表 現と文章表 現があ るが' ノート には文章表 現が

を促進 し'また'授 業 への集中を促す こと も でき ると いう こと は'

漢 字 力な どを身 に つけ る ことを目的と した活動 であ るが'毎時間 の

あらわれる｡もち ろん表現 そ のも のも 国語 の力と し て重 要 であ るが'

のであ る｡ 訓練 の機会と し て頻繁 に行われ る活動 は'低学年 の ｢
五

授 業 の中 でノー トをと る こと (
記録す る こと)
､家 庭学習 で文字を書

表現す べき物事 や事象をど のよう に理解 し､ ど のよう に自 分 の考 え

先 に述 べたとおり であ る｡

く ことな ども'立 派な 訓練 の 一つにな っている｡ ノート によ って'

と してまとめ上げ るか､と いうような '表 現 しよう とす る思考 活動

十音 の書き放 り練習｣や各 学年 の ｢
漢字練習｣等､初 めから文字 力'

言語 に関す る知 識を得 る' それを実際 に使う､と いう ことを繰 り返

も重要 であ る｡
.
T
m

情 意力 に ついては' ｢
学習 内容を 理解 す る手助け にな る｡｣ の中 で

と いうよう に様 々な 思考活動が考え ら れ る｡ 書 く こと は'す なわち

の中 にも ｢
書 く前 に考え る､書 きなが ら考 え る' 書 いた後考え るL

j え7
5Tと いう こと があ るが'そ

し､ 言語知識 ･技能 を身 に付け る ことが でき るであろう｡

も述 べたが' ノート は学習者 の意識を授業 に向け る役割 も果たす こ
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思考する機会 でもある｡
例えば､考えはまとま っていな いが'とりあえず番 いてみる'そ
うすると､頭 の中だけ ではまとまらず に漠然としていた考えが､番
く ことによ って次第に明確 になり'考えがまとま っていくという こ
とがある｡文章 で自ら の考えていることを表そうとするとき､人は
言葉で思考する｡書く こと で'頭だけでなく視覚 でも吉葉を身近に
感じることができるため'思考が促進されるのであろう｡頭 の中で

◎身 に付けてほしい大切な事項を全員 に記録させる ことができる｡
(
学習内容 の定着に繋がる)

⑤番写 ･作文の下地'定着 に役立てることができる｡

①②は'子どもが審 いたノートをもと に可能とな り'③④⑤ は'

ノートを用 いた指導によ って可能となる｡

①子どものつまずき'考え等を把握し､次時 の授業 の資料とする

の言葉 で表現し､自分 の考えを確認することは'人前 で発表する時

がわからなくな ってしまう こともある｡ 一度､書く事によ って自分

て'ど こに困難を感じているか'ど のような考えが生まれたかを多

変化等を把握す ることは難 しい｡教師は子ども の発言や咳きによ っ

授業 の中 で､子ども 一人ひとりの学習 に対する つまずき'思考 の

ことがき
で る｡

にも大 いに役立 つこと である｡ ノートは､思考を整理し､探化させ

少は知ることはできるが､発言をすることが苦手な子ども のつまず

りすると'詣しているうちに自分 の考えがあ いま いにな って､意味

考えただけ のことを発表したり'ふ っと思 い ついた ことを発表した

る｡メ モす るだけ でもだ いぶ違うも のである｡

②自己の授業評価 の材料とすることができる｡

とができる｡

①子ども の つまずき'考え等を把握Lt次時 の授業 の資料とするこ

ノート指導は'教師にと って次 のような意味を持 つと考えた｡

(
教師側から)

指導 の良 い機会 でもあるから'個 々の つまずきにも対応することが

全体 への注意点として放り上げることもできるLt机問指導は個別

をまわる中で､
多くが つまず いている箇所やよい質問などがあれば'

‑
つまずきや考えを知るのにとてもよい方法 であると思われる｡机間

ども のノートをチ ェックす ることがあるが､一
人ひとり の子ども の

ある｡よく'子どもたちに考える時間を与え'教師が机間指導 で子

きや良 い考えは発見しにく い｡ そこで役立 つのが子ども のノートで

③学習 の個別化ができるC個を生かす ことができる｡
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でき る｡ ノート から よ い意 見を いく つか選ん でおき'意 図し て指名
し､ 発言 の機会 を設け る ことも でき る のであ るO
また､ 子ども の つまずき や考えが記さ れ て いる ノートは'封 叫均

は教師 の自 己評価)

から'授業 の理解度 を把握 Lt授業 の進 め方を変 え る ことも できれ

覇

慧

る.形成的評価 は､学習活動 の進行中 に実施 され､学 習純 増の到 運

a那
.. .肇 力む摘 ..
.(､実態 に ､
しした1 璃卜を考え るた め のも のであ

出

まず､ 三 つの評価 の説明をす る｡診 断的評価 は､学 習活動 の事前

に実施 され､学 習活動 に入 る ことが可能 かどう か'前 提 召

ば ' ノー ト に書 かれた 子ども の意 見を授業 の中 で取 り上げ る ことも

が適切召

Eつ

でき る｡特 に' 子ども の意 見を取 り上げ る こと は､授業 への意欲 ･

総括的評価 は'単 元 ･学期 ･学年 の終 わ り に実施 さ れ'成 開封痢 老

割引叫O 子どもが書 いた意 見や感想

関心を高 め る効果があ り'教師が学習 課題を出す のではなく' ノー

君

で抑
岬ヨ

トから取 り上げ た 子ども の意 見から課題が導 かれれば'教師 による

であ る｡ 三 つの評価 は､ 一般的 に､ それ ぞれ の時 期 に既成あ る いは

教師 作成 のド リ ルな ど' ｢
テ スト｣ を行 った結 果 を判 断材 料 とす る

｢

ートを有 効利用す るた めには､教師 が労力を惜 しまず'回収 ･点検 ･

とともに指報酬 酬句 榊dJ
m葡引 ｣
望 司到 阿川
引た め 笥

ド バ 訓ク.
す 引q HJ
判別醐封 も つ山 再 であ る｡

東 盛 を子ども に知ら せると同時 に'朝 醐別封 吋 対ud招 魂組

押 し付け でな い自然な流れ の授業が成立す る のであ る｡ 子ども のノ

評価を繰 り返し､資料 と して保存 ､活用す る ことが必要 であ ろう｡

あろうか｡ 理由 の 一つに' ノートがす ぐ に過去 のも のとな ってしま

ノートが時期 に応 じた評価 の材料とさ れ て いな い理由 は 一体 何 で

こと にな っており'例とし てノート はあげ ら れ て いな い｡

②教師 による 子ども の評価 ･教師 によ る授業 の自 己評価 の材料と

う､と いう ことが考 えられ る｡｢
診 断的 評価 ｣では､様 々な単 元に応

力を知 ろうと し ても'そ こに書 かれた こと は過去 のも のであ り､
今'

す る ことが でき る｡

評価材料 とし て のノートを考 え るにあたり､診断的 評価､形成的

これ から行う単 元に必要な 学力 が､ど の程度 あ る か判断す る こと は

じ て学力を調 べる ことが 必要とな る｡ 子ど もたち のノートを 見 て学

評価 '総括的 評価 と いう観点 から考 えた いと思う｡ これら は､授業

る ことも困難 であ る｡また'｢
総括的評価 ｣は'単 元･学 期 ･学 年 の

難 し い｡ したが って学力 の実態 に応 じた指導 法を ノートから判断す
は教師 による子ども の評価､

の時 期 に応 じた評価 であ るが､ ノー トはど の時期 で の評価 に役立 て
る ことが でき る のであ ろう か｡(
‑
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終わりに実施されるも のであるため'ノートを評価材料にする場合､

の点検を積み重ねることによ って'普段から子ども の力を把握しや

合的な評価 の材料 にもする ことができるにちが いな い｡教師が毎回

Lt評価を スト ックしておけば'診断的評価 の材料 にも､最後 の総

す い､常に自己 の授業を振り返ることが できるtと いう利点もある

最後にな ってノートを見ることになる｡それでは時間がたちすぎて

のである｡

いるため正確な判断は難しく､また子ども全員に ついて到達度や理

えを ノートに書く ことができていても'時間がた っているとそれが

教師が子ども の評価をするとき､ ノートそ のも の (
ていね いに書

解 の差を知ることは時間的 にも不可能 である｡たとえ素晴らしい考

子ども自身 の考えな のか友だち の意見な のかも判断しにくく'本当

けているか'
宿煩が行われているか等)を評価 の対象 にしな い限り'

を調べるときには'時間的 に余裕がある点'は っきりとした数字 で

に理解 でき ているかどうかもわからな いのである｡教師 の指導が適

それでは'学習活動 の途中 で行う ｢
形成的評価｣ の材料としては

あらわれてくる点からテストを用 いやす いが'日頃 の教師 の努力次

ノートが評価材料になることはあまりな い｡単 元の理解度､到達度

どう であろうか｡ ノートはすぐに過去 のも のとな ってしまうが､毎

第 で評価 の判断材料 の 一つとして有効利用 できる ことを常 に意識す

切 であ ったかどうかも不明権である｡

回授業後にノートを集め､子ども の考えなどを取り上げれば'それ

べきであろう｡

様 々な学習 の中 で､特に ｢
読みの学習｣は'個人より集団を対象

③学習 の個別化ができる｡個を生かす ことが できる｡

は生きた材料となり､授業 に生かす ことができる｡評価基準をきち
んと決めておき､記憶 の新 しいうち に点検すれば､適切な評価も可
能 であり'さらにテストでは測ること のできな い単元 への意欲や豊

状況を知り､授業 の堆め方が適切か判断し'授業 の方法をそれに応

とした授業が多く'しかも数名 の児童 ･生徒中心 の話し合 いとな っ

かな発想も知 ることができる｡子ども のノートから つまずきや進行

じて変えること､すなわち教師 の授業 への自己評価と改善ができる

自分ひとりでは解けなか った関田が解けることなどもあるがt L人

てしまうこともある｡
友達 の意見によ って自 己の考えが深まること､

先に不向きだと述 べた診断的評価や総括的評価でも'評価が必要

で考える時間と いう のは非常 に大切 で､ 一人ひとりに読み の活動 の

と いえよう｡

な時期に初めてノートを見るのではなく､日頃から こまめに点検を
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活動によ って､個 人 の思考を充実させることができるのではな いだ

書 く､と いう ことは基本的 に個人 で行う｡ ノートに書きながら読む

こで､個別 で学習を深める時間として､ ノート学習が考えられる｡

時間が与えられなければ､本物 の読解 の力は つかな いのである｡そ

を作るべき である｡

見を書く時間を設けるなど'全 ての子ども の個 を生 かすため の下地

らな い｡ そ のためには'話 し合 いをす る前 に必ず ノートに自分 の意

いずれにせよ､個が生きる場と いうも のは'教師 が作らなければな

の子で班を作 るかによ っても'違 った生 かし方が でき るであ ろう｡

でも､発表 の有無 に関わらず､個 人 の読 みと比較す ることが できる

れば､次 の段階として'話 し合 いなど の全体 の学習が行われた場合

力が付くようにした い｡ t度個別学習をして自分 の考えを持 ってい

考え は､さら に深まるよう支援 し' できるだけ子ども自身 で考える

とも' い ったん理解す ると忘れることな く､ い つま でも記憶 してい

でも保持する のかと いうと'必ず しも そう ではな いし' 理解が遅く

の個性や能力があ るため' 理解 が速 いから'理解 した内容を い つま

とが できる｡ 子どもには､ 理解 の速 い者'遅 い者 が いて､それぞれ

ノートは､指示す ることによ って'ど の子供も同じ記録を残す こ

④学習内容を定着させる ことが でき る｡

ろうか｡全体 の話 し合 いなど ではまわりに流される こともあり'個
人追求を深める こと は難 し いが､ ノートでは'自由な発想を思うま
ま に表現す ることが できる｡本文を無視したような奇想天外な発想

ため､クラ ス全員が学習 に参加ができるのである｡場合 によ っては'

る者も いる. ノートは､ 一斉指導 によ ってこれら能力 の違う全 ての

に対しては'教師が本文 に戻るよう導かなく てほならな いが､良 い

課題設定 から解決ま で'す べてを個別に行う授業も面白 いかもしれ

子供に'同 一の知識などを与える ことが できる｡ そ こから'そ の記

る こと で個が生 かされることもあるであろう｡ クラ スの中 でいく つ

授業中発表 の場を設ける ことや､子ども の意見をプリ ントにして配

教師が子ども 一人 ひと りの個を生かす ことも可能 である｡例えば'

ノートに個別学習 の成果があらわれれば'次はそれを利用して､

をなくす ことも できるかもしれな い｡ 子ども に身 に付けさせた い基

における学力差 (
例えば漢字 や文法 の力､作文 の苔式 の知取など)

もに記録した ことを活用して学ぼうと いう意欲があれば､特定領域

とも'同 一の学習 の手がかりが残 ること にな る のであ るから､ 子ど

録をどう生かす かは子供たち次第 であ るが'理解 の速度差 はあろう

い

な ｡

か の班を作 るとき'読 みが同じ子ども で班を作 るか'逆 に違う読 み
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そ し て､ 記録 を利用す る ことを教 え'定着 した かどうか確 認す る の

礎的 ･基 本的な事 項 は'板 書 Lt 記録 をとるよう促す べき であ る｡

しか った です ね｡ どう した のか'な ぜ な のかと思 って､心 配 いた

ことを' こ の人が こうと った のか｣と 思 います と ' ほんと う に悲

います (
笑 い)
｡学習 記録 は冷 や汗 を かきな がら 見ま した｡ ｢
あの

大切な てぴき でした｡｣

しま した｡ です から'学習 記録 は'教 師が自戒 し て いくた め にも

も 教師 の役 目 であ るC

ノー ト は､ 同 じ記録を残す ことも でき る利点 があ る l方 で､全く

このよう に' 同 じ授業を受 け ても､ 同じ ことを学 んだと は いえな

同 じ授業 を受け ても'子ど も によ ってノート の中身 が大きく異な り'
場合 によ っては理解 のさ れかたま でも異な ってしまう ことがあ る｡

いことがあ る｡学ば せた いこと を教 え るには､ま ず は教師 がわ かり

語

の

﹄大

村 はま

二 九 八四年

﹃学ぶ と いう こと

よ る)

休験

大
村 はま の国 教室 3
'村は次 ような

やす い話 し方'授業 をす る ことが基本 であ るが' 話 をとらえ る力､

に

小 学館)の中で 大
下

O
Aつ

⑤書 写 ･作 文 の下地'定着 に役立 てる ことが でき る｡

﹃国語科学習指導 の改善と 課題﹄渡 辺富美雄 (T九 八 八年 五月

土社) で､渡 辺は次 のよう に述 べて いる｡

学校教育 の中 で'国 語科が担う べき教 育 の範 囲 は'な んと い っ

国

ート等 の併用 によ ってノート指導 の効果 を高 め る 工夫 が 必要であ ろ

の理解度､教 師自身 の授業 改善 の方向 を知 り､プ リ ントや ワー ク シ

とらえた ことを 書く力 には個 人差があ る｡ 子ども の ノートから学習

談を述べて
い
る｡(傍

九月
線 は宮

u
q

｢
学習 記録を よく 見 ておりま した から' そ の学 習記録 に'私が話
した話が書 かれ て いま した｡ それを見ますと'私 の詞uヨ

し た .1た .
> 口つて.
>ても 力点 が.
ほ て

叫のです｡ おおぜ いに誤解 され ている場合､自 分は

ぼって }る も しま
ヨ

い った い'ど んな 話を した かと､原因をさぐりま した｡ どう いう

順序 が誤られ にく いか'考え てみる ことが できました｡
学習 記録 によ って' 子ども の学力 を見 る ことも できます し､自
分 の反省 をす る ことも できま した｡学 習記録と いう のは､怖 いも
のでし て'先生 の失敗 を いか んな くあらわ し ていると いえ ると思

86

は読 めても'他 の文章が読 めなければ'学 んだ こと にはならな い

いのかと いうと'それだけ では国語 の力 にならな い｡学んだ文章

ませるだけ でよ いのか'また､漢字だけが書けるようになればよ

十分 にできる こと である｡ ‑中略⁚･
例えば､文章だけを単純に読

ても国語 の力を つけ ること にあ る｡すなわち､文字 の読 み書きが

対ヨ

日 々のノート指導 は'相対覇

で'
さらに作文指導'
書写指導 の時間は限られ ているため であ る｡

度 も繰り返し定着させること は耕 し い｡ 限られた国語 の時 間 の中

時間にきちんと した例を示す こと はでき ても､期 間をあけず に何

な のが' ノート指導 である｡例えば､作 文指導や硬筆書写指導 の

｢
訓練｣によ って言語知識 ･技能を学 習者 に定着さ せる のに有効

るであろう｡

卒業し､小学校 四年生 の担 任とな り' 半年が経とうとしている｡

おわりに ー

どちらも繰 り返 し訓練す ることが必要 である｡漢字練習 ではな い

四月当初､ ノート指導 に力を入れようと決意 して いたが､なかな か

ノート指導 の実践を始 めて ‑

やすだけ でなく､子ども の誤りを早期 に発見し'直す ことも でき

何列 である｡ ノート指導を行う こと で､書く機会を増

｣ 剃 るtHd掴 魂d

のである｡

Lt漢字 が書け ても'実際 に使えなければ'何 の役にも立たな い

｢
実際 に使えなければ'何 の役 にも立たな いL
､つまり'新出漢
字指導 や書 写'作 文 の授業 でいくら言語知識や言語技能を得た つ
も り でも､実際 に使う ことが できなければ本当に力が ついたとは
いえな いのであ る｡文字を書く ことは､習慣性 の部分もあり'形
や筆順など のくせは 一度身 に ついてしまうと'なかな か直す こと
はできな い｡ しかしそ のうち漢字 に ついては' 一度書けるように

から漢字 はあま り使わな い､書写 の時 間ではな いから文字を乱雑

学期になりよう やく指導 にとりかかれるよ
思うよう にはいかずt l一

な ったからと い って常 に書けるとは限らな い｡形 や筆順'漢字 の

に書 いてもよ いtと いう考えは国語科 ではあ ってはならな いと い

うにな った｡今 の私にでき る こと は限られ ているが' 二回に 一回 の

ペー スでノートを回収Lt コメ ントと評価を加え て返すよう にして

え る｡
言語 に関す る知 識を得 る' それを実際 に使う' この繰り返し の
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いる｡ よく取れ ているノートは子どもたち の見本 にLt教師 の授業
記録としても活用させてもら っている｡論文 で述 べたような機能と
意義を生かしきれては いな いが､評価基準を子どもたち に示した こ
と で' 一学期 にはな い工夫が見られるよう にな った｡教師 による評
価 にやりが いを感じ'毎回 ノート作りに意欲を燃やす児童も出 てき
や ったご とガ ッツポーズを決める
た｡返却された ノートを見 て､ r
者も いる｡
しかし'まだ ｢
な ん で書かなければならな いのかLと疑問 に思 い､
いや いや書 いて いる児童'ま ったく香かな い児童が いることも事実
であ る｡今後は' いかにそう い った疑問や'苦手意識を持 っている
児童 に､ ノート への意欲を持たせるかが課題 であ る｡ ノート作りに
意欲を燃やす児童 は概 して作文 の力も読解 の力もあるようだが'力
があ るから ノートを作 ることが できるとも いえる｡どちらが先とは
言 い切れな いが' ノート作り の訓練をする中 で､力 のある者はさら
に､苦 手な者 は少 しず つ'国語 の力を高めてい ってほし いと思う｡
評価がき っかけ にな る こと はある｡ しかし､最終的 には評価される

した い｡

松本市立開智小学校)

から書く のではなく'自分 のために書 く'そんな ノート指導をめざ

(
みやした まゆみ
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