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「発問」「板書」「ノート指導」は、授業を構成する大事な要素といわれています。同じ教材を使って

いても、これらを工夫することで子供たちにとって、授業が楽しくわかりやすいものになります。今回

は、ノート指導について、教科研究センターの書籍や教育雑誌・教育センター図書室から参考になるも

のを集めてみました。少しでも参考になればと思います。 

 

 
 

○子供にとって 

（１）学習事項の記録・備忘録的役割 

 １．書写、視写をとおして、文字、計算等の基礎能力を育てる。 
 ２．ノートに書いたものを復習に役立てる。  
 ３．調べてノートに書いたものを、協同学習やグループ学習に役立てる。 
 ４．学習の過程および結果を視写、聴写、速写して学習内容を正確に整理し生活や学習の 

必要に応じて役立てる。 

（２）学習内容をまとめる過程で思考・創造力を養成する。 

 １．学習内容を学習の目的に応じて、要約・抜粋する。                
 ２．ノートをとる過程で、新しい事実や法則を発見する。                 
 ３．漠然としていた考えを秩序だてるため、ノートのとり方を吟味する。            
 ４．学習内容や、教科書の文章の要点を表にまとめる。                     
 
○教師にとって 

（３）教師の授業研究に果たす役割 

 １．ふだんの観察やテストでは把握できない実態を、ノート点検によって診断することがで
きる。 

 ２．書くことに抵抗をもつ児童の能力を診断し、その治療に役立てる。 
 ３．書くことに時間のかかる児童の実態をつかみ、指導方法の研究に役立てる。 
 ４．一斉に書き始めても、書き終わるのがそろわない原因を追求して、授業形態や授業の進

め方を工夫することに役立てる。 
 ５．ノートの使い方によって、児童の性格や能力の実態を把握し、生活指導や学級経営に役

立てる。 
          （引用・参考文献：学習ノートの新しい指導  瀬川栄志  明治図書） 

 

 

 

    「ノート指導は、学年や学期の始めに指導するから、今さら・・・。もう遅いかも・・。」
と思うかもしれませんが、いつ始めてもいいのです。子供がノートに書く意義を理解す
れば、すすんでノートに書くようになり自分のノートを授業の中や家庭学習で活用する
こともできます。 
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高知県教育センター 

教 科 研 究 セ ン ター ～教科研究センター便り～ 

授業力アップ５ ノート指導 

～今からでも始めませんか～ 

  教科研究センター（本部）アドバイザー  高橋 静子 

 

特集 

ノート指導を今一度チェックしてみませんか。 

ノートの機能とは？ 

 

ノート指導の六つのポイント 



 
チェック項目              具体的な指導例 

         

□①ていねいに書かせる。 
 
 
 

□②板書を写させることから始める。 

 

 
 
 
 

□③考えたことを書く時間を作る。 

 

 
 

□④ノートをほめて意欲づけをする。 
 
 
 

□⑤具体的な指示を出す。 
 
 
 
 

□⑥書くことが楽しくなり、わかりやすいノートの工夫を子供たちと共に考える。 

      

 

 

 

 

 

    その他にもポイントはありますが、子供たちのノートが充実している時は、教材研究がしっかりしていると

も言われます。本時のねらいや子供たちの思考などの学習の跡がわかる教師の板書がとても重要です。 
     

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○４年算数ノート例Ａ      ○４年算数ノート例Ｂ        

 

このような日々のていねいなノート指導が、子供たち一人一人の学力の定着につながっていきます。 

（使用した児童のノートは、使用目的を伝えた上で了解を得ています。） 
【引用・参考文献】 

  ・授業力の開発№２          有田和正   明治図書  （教科研究センター） 
  ・秋田県式「授業の達人」１０の心得  矢ノ浦勝之  小学館   （教科研究センター） 

・授業力＆学級統率力（２０１３．５月号）      明治図書  （教科研究センター本部のみ） 
・小三教育技術（２０１１．９／１０月号）      小学館   （教科研究センター本部のみ） 

 ・総合教育技術（２０１０ ９月号）         小学館   （教科研究センター本部のみ） 
・学習ノートの新しい指導       瀬川栄志   明治図書  （教育センター図書室） 

 ・ノート指導のコツ          横須賀薫   あゆみ出版 （教育センター図書室） 
   

・苦手な子供には、写すことも大切な勉強だと教える。 

・めあてからまとめまで、学習した内容や順序がひと目でわかる

ような板書を心がける。 

 

子供の実態に応じた書く時間の設定をする。考えがまとまらない

子供には、ふきだしなどを使うことを指示する。 

子供同士でノートを見合ったり評価させたり、机間指導や授業後

などのノート点検を頻繁に行ったりして評価する。 

 

「先生が黒板に書くのと同じ速さで書きましょう。」「青の鉛筆で

線を引きましょう。」「ここは２マス空けて書きます。」など低学年

から指導していくと、自分で工夫できるようになる。 

 

・絵を取り入れる。 ・ふきだしでつぶやきを書きこむ。 

・線や矢印を使う。 ・番号をそろえて書く。 

・記号を使う。（「課題」→ か まとめ→ ま 感想→■ 疑問→？）   

・囲み（約束事で色を決めておく）を定規で書く。 

 

 

・筆順を正しく ・文字の形を整える ・句読点に気をつける 

・定規を使って線を引くことの徹底 など。 

 

ＡもＢも、学習内容や何を理解

したのかがよく分かるノート

ですね。 

ていねいな字で定規も使い、自 

友 の工夫もあり、楽しくて復

習にも役立つノートになって

いますね。 

 



 
 

  子供と共にワクワクする授業を 

～「授業づくり Basicガイドブック」の活用に向けて～ 

教職研修部 チーフ（若年教員研修担当）竹内 満 
 

「僕も、同じこと考えちょった！」中学校１年生の数学の授業で、友達がノートに書いた解き方の説明を、

聞きに行っていた生徒がつぶやいた一言でした。  

 ２年目を迎える教員の授業。本時の課題設定に向け問題文を提示し、生徒と共にその内容を確認後、本時

の学習課題を設定しました。そして、いざ、生徒は自力解決へ・・・。しかし、ここでなかなか鉛筆が動か

ない。そこで、講師の助言もあり、授業者は生徒の現状を把握したうえで

「友達がどうやって解いているか説明してもらっていいよ。」と、手立てを

打ちました。多くの生徒が席を立ち、「どうやるが」と見通しの立っている

友達に聞きに行きました。説明する生徒は、「多分・・・、こうやお・・・。」

と言いながら、丁寧に説明を始め、教室のいくつかの場所でそんな光景が

見られました。その時です。「僕も、同じこと考えちょった！」、「そうか、

そうしたらいいね！」、「でも、ここは・・・？」等の言葉が生徒から出始

め、その後、それぞれが席に着き、鉛筆を走らせ始めました。 

 私たちの目の前で、多くの生徒が「多分、こうやるんだ！」と見通しが立った瞬間でした。教頭先生が、

「子供がワクワクしゆう、嬉しい姿だ。」と耳打ちをしてくれました。教員の手立てが、生徒の主体性を引

き出した瞬間でした。私もその生徒の姿にワクワクするような感情が湧き上がりました。友達と学び合う場

面を位置づけた教員の手立て一つで生徒の主体性はこうも変わる。この授業を行った教員自身が一番感じた

ことであったと思います。土佐市立高岡中学校採用２年目の教員と生徒が共に創り上げた、清々しい授業で

した。多くの生徒が振り返りで挙手したことは言うまでもありません。 

 教員は、見通しを立てたつもりでも、実は子供には理解できていない。

そんな授業は少なくありません。子供が、見通しをもてていないかもしれ

ないと思った時には、仲間の力を借りられるようにしてみる、例えばペア

で確認をする作業を入れるだけで子供は「ああ、そうか。」、「どうもやるこ

とがわからないね・・。」等を共有することができ、また、教員はその様子

から手立てを打つことができるようになります。 

 ぜひ、この授業のように子供も教員もワクワクするような瞬間を味わえ

る授業実践を進めていきたいですね。各小中学校へ配付している『授業づくり Basic ガイドブック』には、

そんな授業を目指すための「学習指導方法の工夫」を示しています。ぜひ、多くの学校で活用していただき

たいと思います。 

※「授業づくり Basicガイドブック」は、高知県教育センターのＨＰ 

    http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310308/ 

からダウンロードできます。 
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  教科研究センター ９月の利用者状況(本部・東部・中部・西部) 

６２２名 ☆昨年同時期より１１０名増！  ご利用ありがとうございました。 
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まな netの玉手箱 東部教科研究センター アドバイザー 山村泰秋 

「授業力」を高める学校組織力 

 
「授業力」を高める。最近先生方からよく耳にする言葉です。私自身、新任教師のころ、先輩の先生

方から「教師は授業が命、授業力を高めるための努力を惜しむな！」とよく言われたものです。古くて

新しい言葉「授業力」とは、授業を通して、子供たちに確かな学力を定着・向上させる力を意味してい

ます。このことから、授業力を高めるための最たる手立ては「授業研究」であることは言うまでもあり

ません。 

 「授業力」は教師の児童理解力（学習意欲やレディネス等、児童の状況を把握する能力）、教材解釈

力（教材や資料の分析を的確に行い、ねらいにあった資料や教材を選択・開発・活用する能力）、授業

構成力（単元や各時間のねらいを明確にし、その達成にふさわしい展開や学習形態の工夫を行う能力）、

授業実践力（板書を構造化したり、発問、指示を適切に行ったりする能力、学習状況に応じて臨機応変

に対応する能力、学習習慣や態度の育成、環境を整備する能力）によって構成されています。  

 教師の授業力は、個人的努力によって向上するでしょう。しかし、個人的努力に委ねる授業力向上の

研究方針では、高い確率で授業力格差を生みます。研鑽に勤しむ教師の授業力は伸びる一方、努力を怠

る教師の授業力は伸びません。授業力格差がもたらすのは、学校組織内での学級間・教科間の学力格差

です。 

 個人的努力に委ねる授業力向上が抱えるこうした問題を回避するうえで大事にしなければならない

ことが、教師集団の相互交流活動による組織的・集団的な努力によって遂行される「授業研究」なので

す。（これまでの研究実践によって、組織的な授業研究による授業力の底上げ効果は検証されています。） 

 「自分は授業にも学級経営にも自信がある。しかし、この学年チームではダメだ・・・」と考えてい

る教師は、自己効力感は高いのですが、組織的効力感は低いのです。一方、「自分は授業も学校経営も

今一つだ。しかし、この学年チームならできそう！」と考えている教師は、自己効力感は低いのですが、

組織的効力感は高いのです。組織的効力感は、教師の能力とは別次元の要因であり、これが高まること

で個人の能力を超えた効果が期待できるといわれています。 

 組織的な授業研究が効果的に機能することで教師の授業力の底上げが図られ、学力の向上に結び付く

という効果が得られるのです。 

 学校組織では、「組織力」が「授業力」を高めるのです。 
 
※学校組織力を高める取組（コミュニケーション、目標の共有、困難さの共有、支援体制等）やチーム 

ワークづくりができていることが基礎です。 

 

 
 
 
 

◆基礎講座Ⅲが開催されました。 

10 月 3 日（土）に、基礎講座Ⅲ「特別支援教育の視点に立つ授業づくり」

を、教育センターで行いました。3名の参加がありました。  

「学生で授業の経験もないが、実際に教壇に立っている方を交えての協議は、

活用できそうな点が豊富だった。」 

「そんな見方があるのかと驚くことがたくさんあって、あっという間の時間で

した。素晴らしい研修を、ありがとうございました。」 

などの声が寄せられました。 

 

◆専門講座 郷土資料の活用Ⅰが開催されました。 

10月 10日（土）に、専門講座「郷土資料の活用Ⅰ」を、土佐山内家宝物資

料館から講師をお招きして教育センターで行いました。６名の参加がありまし

た。  

「山内資料館の内容や授業への協力などを知ることができ、出前授業やレプリ

カの貸し出しなどのサービスを利用していきたいと思いました。」 

「地域記録集の取組活動を知ることができた。この資料は郷土学習を進めてい

く上で、一つの良い教材になると思った。」などの声が寄せられました。 

 

講座の報告 



 
 
 

運動会、陸上大会、音楽祭、作品作り等々、行事の多い二学期も半ばとなりました。 

今学期も、先生方には西部教科研究センターをご利用いただきありがとうございます。 

 

○ １０月１０日から土曜日開室 

 耐震工事のため、閉室していた土曜日も、１０月１０日から通常開室となりました。 

 

○Ｈ２５年度～Ｈ２７年度の利用者状況（西部） 

 

 ＊年々、利用者の増加が見られるが、利用者数の月々の傾向は同様である。 

＊本年度は庁舎耐震工事のため、４/８～７/１６は金・土曜日の閉室、７/２１～１０/３は土曜日閉室だっ 

たので、利用者が少なくなっている。 

＊学期末（７、１２、３月）は、利用者が少なく、６、１０月は校内研修の充実からか利用者が多い。 

 

○ 教科研究センターの存在に感謝       土佐清水市立下ノ加江小学校   藤原 初美 

  

教科研究センターにある拡大コピー機で掲示物を作ると、迫力が違います。黒板に貼るだけで、子供

の興味関心を高めることができ、授業の導入から意欲的に学習に取り組むことができます。何よりも、

子供を引きつける力が拡大コピーにはあると思います。 

 一学期の５年生の国語「新聞記事を読み比べよう」で、記事を拡大コピーし、黒板に貼り授業を行いまし

た。子供達は集中して学習に取り組み、書き込みの説明や写真の比較が効果的にできました。 

 上級生・下級生を問わず、ダイナミックにカラーで掲示することで、視覚に訴えることができます。 

 毎時間でも欲しいところですが、ここだけは拡大コピーを使いたいと思う部分を決め、依頼するようにし

ています。 

 教科研究センターの存在は、本当にありがたいです。 
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教科研究センター（本部） 高知県教育センター本館２階（高知市大津乙１８１）    TEL/FAX 088-866-3903 

東部教科研究センター   安芸総合庁舎４階（安芸市矢ノ丸１－４－３６）    TEL/FAX 0887-34-8051     

中部教科研究センター   中部教育事務所１階（吾川郡いの町枝川２４１０－７）  TEL/FAX 088-893-6597 

西部教科研究センター     幡多総合庁舎３階（四万十市中村山手通１９）         TEL/FAX 0880-35-6251 

★ 開室時間は次のとおりです。ご利用をお待ちしています。（※夏季休業期間中の平日は 10:45～18:00 に変更します） 

開室時間：平日 15:00～19:15 土曜 10:00～16:00（土曜日の時間は H26.4月より変更しています） 

教科研究センターホームページアドレス  http://www.kochinet.ed.jp/studycenter 
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４月 5月 ６月 ７月 ８月 ９月 
１０

月 

１１

月 

１２

月 
１月 ２月 ３月 

Ｈ２５年度 83 136 176 73 90 77 186 158 91 146 105 50 

H２６年度 128 187 232 82 81 111 181 154 60 126 108 67 

H２７年度 168 171 221 78 133 146             
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Ｈ25年度～Ｈ27年度の利用者状況 

教科研究センター支部だより（西部） 

事務連絡 

http://www.kochinet.ed.jp/studycenter

