３章

学習スキル

TFU リエゾンゼミ・ナビ

『学びとの出会い』

５．講義ノートをつくろう
１

情報を記録するとは

〔１〕人生を変えるメモ
野村再生工場として有名な野村監督は、メモの重要性を数多くの著書で
書いています注１）。

注１） 野村克也『あ～あ
楽天イーグルス』（角川
One テーマ 21）

いつだったか何気なくテレビを見ていると、池山が画面に映った。
そして、山のようにノートを積み上げて、こういった。
「これがいまの僕の力になっているんです」
いうまでもなく、それは彼が現役時代にミーティングなどで私が話
したことを逐一まとめたノートだった。その言葉を聞いたとき、ほん
とうにうれしかった。
「あの池山がなあ……」
しばしそんな感慨にふけったものだ。（中略）
一方の広澤も池山に务らぬ問題児であった。（中略）
「野村監督は自分がまったく知らなかった野球の見方を教えてくれ
た」
のちに彼がそう語ったように、彼も私から多くのものを吸収したよう
だ。
広澤が巨人に移籍してからのことだ。どうも巨人の野球が変わった
ように見えた。とくに走塁などで私がヤクルトで実践させたようなこ
とをやってくるのである。それで広澤がその後阪神にやってきたと
き、私は訊ねてみた。
「おまえ、しゃべっただろう？ 」
「はい。『こういうケースではノムさんはどうするんだ？ 』と訊か
れるので、主だったことは全部しゃべりました」
広澤はそう答えた。（中略）
遠山も、最初のキャンプ中のミーティングでは目から鱗が落ちる思
いがしたという。
それまでろくに字を書いたことがなかったらしいが、私のいうこと
を一字一句もらさずノートにしたためた。そのことで「書くことの重
要性」に気がついたそうだ。
話を聞いたり、ペーパーを読んだりしても理解はできるのだが、そ
れだけでは漠然とわかった気がするだけ。書くことによってはじめて
言語化され、イメージが具体化されたというようなことを遠山は語っ
ていた。そのうえで、試合の映像を見返しながら、ミーティングの内
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容と照らし合わせ、気づいたことをまた書きとめておくことでデータ
化したのだという。
遠山はあちこちにマーカーで線が引かれた当時の「野村ノート」を
いまでも持ち歩いているらしい。同時に、育成コーチとして若い選手
たちにも書いて憶えるやり方を実践させているようだ。
野村克也『 あ～あ、楽天イーグルス 』
（角川 one テーマ 21、164～180 頁）
紹介した遠山、池山、広澤はともにヤクルト時代の門下生です。のちに、
遠山は阪神の育成担当コーチに、池山は楽天のバッティングコーチとなり
ました。「書くことによって、はじめてイメージが具体化されていく」と
いう一節、「記録と記憶」の関係を見事に物語っていますね。
この話には落ちがあります。同じ、ヤクルトにいた N 選手のことです。
彼はまったくといってよいほどメモをとらなかったそうです。後に巨人に
移籍した時、ID 野球の真髄を探るべく、「監督はミーティングでどんなこ
とを話すのか」と首脳陣に尋ねたられたそうです。N 選手の返答は「……
……」でした。ヤクルト時代に費やした厖大なミーティングの時間は、少
なくとも彼にとっては意味のない時間だったことになりますね。
巨人は後に、広澤からその情報を仕入れたのです。

〔２〕記憶はやせるもの
高校時代の先生の言葉、友人の語ったエピソード、読んだ本の一節など、
皆さんは印象深かった話を覚えていますか。そして今でも、それは再現で
きるでしょうか。おそらく、概要は話せても細部は難しいのではないでし
ょうか。
時間が経てば経つほどに記憶というのはやせ細っていくものです。
人にその思いを伝えようとしたとき、やせ細った内容では伝わりません。
情報というのは具体的でなければならないのです。「野村監督がメモ書き
の重要性を語っていました」といったところで、そぎ落とされた情報には
記憶させる力はあっても、訴える力はありません。
それなりの再現をめざすには、
やはりメモを取っておく必要があります。
どんなノートでも構いません。私の場合は手帳大のノートを常に持ってい
ます。そこに、なんでも片っ端から、書き付けておきます。そして、タイ
トルと年月日を加えます。
実は、〔１〕で引用した『 あ～あ、楽天イーグルス 』は読んだ後に、
メモにし、更に必要な箇所は pdf ファイルに残しました。だから、簡単に、
原稿化することができましたが、残念ながら N 選手の話はメモになく、書
名さえ覚えていません。ヤクルトを優勝させた後に書かれた本だったこと
は記憶していますが、その本も「Book Off」です。ただ、「メモを取るこ
との重要性」を自覚するようになったのは、その時からでした。実行は少
し遅れましたが、メモを取るようになると注意深く聞くようになり、一挙
両得となりました。
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〔３〕講義ノートとは
メモをとることも、講義ノートをとることも、目的は同じです。長い時
間をかけてつくり上げた記憶を瞬時に再現してみせること、これがノート
の重要な機能です。したがって、ノートには
・読みやすい
・見やすい
・わかりやすい
・再現力がある
といった要素が求められます。
東大合格生のノート 200 冊余りを集めて分析した太田あやさんは、
ある東大生は「ノートは未来の自分に気を遣って書く」と言った。
これがノートを書く基本であり、一番大切なことなのだ。ノートとは、
未来の自分のために書くのである。（中略）
「板書」に「教師の解説」、「自分の疑問点」を関連づけながら整
理して書けるようになると、見直した際授業が再現でき、復習にもテ
スト対策にもなるノートとなる。
太田あや「学力低下をどう防ぐか」
（『日本の論点 2010』文藝春秋 2010/01）
と述べています。授業時の脳の働きを調べた実験では、パソコン打ちより
もノート書きの方が「脳の活性化」があり、また、機械的な「板書写し」
よりも、「教師の話」、「自身の疑問点」を関連づけながら書く方が、集

太田あや
1976 年石川県生まれ。日
本女子大学文学部卒、一橋
大学大学院言語社会研究
科修士課程修了。2002 年
ベネッセコーポレーショ
ン入社。「進研ゼミ」の寄
集に携わった後、2006 年
に退社し、フリーに。『東
大合格者のノートはかな
らず美しい』（文藝春秋、
2008/09）『東大合格生の
ノートはどうして美しい
のか？』（文藝春秋、
2009/03）『ネコの目で見
守る子育て』、「学力低下
をどう防ぐか」（『日本の
論 点 2010 』 文 藝 春 秋
2010/01

中力や記憶、文字認識をつかさどる前頭菓から側頭葉にかけての酸素量が
増え、より「知識がインプットされやすい状態」になったといいます注２）。

２

大学の講義とは

〔１〕高校までの講義
2002 年に施行された週５日制は、小６の授業総数を 418 コマも削減させ
ました。時間短縮を迫られた教師たちは、穴埋め式プリントで板書時間を
カットし、それがノートのとれない子を生んだ一因であると太田さんはい
います（「学力低下をどう防ぐか」同上）。
一方、わかりやすさを売り物にする塾や予備校は、極めて入念な板書計
画を準備して授業に臨みます。その結果、「板書」をそのまま丸写しして
も、十分に再現力のあるノートが出来上がります。
かくして、「板書トレーニング」の不足している学生さんが増えていく
のはやむを得ないところでしょう。しかしながら、その姿勢をそのまま大
学に持ち込むのは困りものです。況んや「大切なことはプリントにして下
さい」「もっと分かり易い板書をして下さい」などという、「相手のやり
方を変えさせる」ことが先決事項となるようなサービス強要型の姿勢は棄
てて欲しいものです。
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注２） 太田あや『東大合
格生のノートはどうして
美しいのか？』（文藝春秋
30 頁、2009/03）

〔２〕大学の講義
大学には様々なタイプの先生がいます。丁寧に板書される方もいれば、
80 分の授業でチョークに触れた時間がわずか１分という強者もいるでし
ょう。
しかし、どのような先生に当たったとしても、皆さんには、柔軟な対応
力を身につけていただきたいのです。社会人になれば、否が応でもその能
力は求められます。取引先の相手に向かって、「もっと分かり易いプレゼ
ンを」などと、果たして言えるでしょうか。契約先での話し合いで要点を
メモし、書面で報告するなどということは日常的におこなわれることでし
ょう。むしろ、板書計画など持ち合わせず、機関砲のごとくしゃべりまく
り、黒板に光背文字がさすという、そんな講義で鍛えられることも、時に
は大切ではないでしょうか。
教員側の努力を放棄するつもりは毛頭ありませんが、皆さんは皆さんな
りに努力していただきたいのです。

３

ノートのつくり方

〔１〕キーワードと解説
口述型の講義に慣れていない方は、次の点に注意してノートを取ってみ
てください。
・口述を丸ごと書かない
・キーワードをメモする
・キーワードに解説をつける
・キーワードと講義のテーマを関連づける
・講義全体の見取り図をつくる
・余白を多くとる
はじめは戸惑うかも知れませんが、要点を整理しながら記録していくスキ
ルは、日々の努力の中で磨かれていくものです。

〔２〕ノートの種類
ファイルノート派と、大学ノート派がいます。どちらにも一長一短あり
ますが、追加の資料が増えていくような場合はファイルノート、追加され
るものが少なく、１冊で完結しそうな場合には大学ノートがやや有利でし
ょうか。双方ともに長所が短所になっていて、ファイルノートは追加や削
除などが容易な反面、散逸しやすく、ファイリングにも手間がかかります。
一方、大学ノートは単体で散逸しにくいですが、ハンドアウトなどの追加
資料は苦手ですね。１講義用なら大学ノートもお薦めですが、レポートを
書くための資料として記録していくような場合は断然ファイルノートがお
薦めです。それぞれの長短をよく考えて、選んでください。
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〔３〕レイアウトと記号の使い方
アメリカのコーネル大学で開発されたノート（コーネルメソッド：右図
参照）は左側５センチ、下段５センチに罫線が引かれ、全体が３分割され

B

ています。中央Ａに「板書」と「口述のまとめ」、左側Ｂに「キーワード」

ｷｰﾜｰ

A

と「疑問点」、下段Ｃは、復習時にページごとの要約を書き入れるスタイ

ﾄﾞ・

ﾉｰﾄ･ｴﾘｱ

ルを採っているそうです注３）。

ｴﾘｱ

ノートに必要な要素がレイアウトに活かされているものですが、たいへ
ん理に適っていますね。

C

・板書事項に口述内容を追加する

ｻﾏﾘｰ･ｴﾘｱ

・キーワードを選んでビジュアル化する
・復習して、整理と補筆をする
という３つの行為をノートが要求するという構図です。このほかにも、左
右を見開きで使う方法や、ページを上下または左右に二分して使う方法な
ど様々ありますが、「板書と口述」＆「キーワードと補筆・整理」という
コーナー分けの基本は変わりません。色々工夫をしてノートをとってみて
下さい。

〔４〕項目の階層化
ノートは時間ごとに頁を改めることをお勧めします。第１講、第２講、
という形で各講ごとに、テーマを書き、年月日を書き入れます。余白を多
くとるという意味でも、講義ごとに復習する意味でも、区切りは必要です。
また、先生の板書が階層化されていればそれに従いますが、階層化され
ていない場合は、自分でやらなければなりません。
リエゾンゼミのテキストは次のような階層化がされていますね。

５ 講義ノートをつくろう
１

情報を記録するとは

〔１〕メモを取るということ
〔２〕ノートをとることの勧め
〔３〕講義ノートとは
２

大学の講義

〔１〕高校までの講義
〔２〕大学の講義
３

ノートのつくり方

〔１〕キーワードと解説
〔２〕ノートの種類
〔３〕レイアウトと記号の使い方
〔４〕講義のテーマと日付、項目の階層化
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注３） 立松潔「授業ノー
トのとり方」（山形大学基
盤教育院編『スタートアッ
プセミナー学習マニュア
ル なせば成る』山形大学
出版会 21 頁、2010/1）

このように、大項目から小項目へと数字・記号で階層化をはかり、全体
像が俯瞰できるようにすることが大切です。１

２

３、〔１〕〔２〕

〔３〕、ⅰ）ⅱ）ⅲ）、ａ．ｂ．ｃ．などなど、自分で工夫してみましょ
う。決まったら、スタイルを守りましょう。

〔５〕配付資料（ハンドアウト）の整理
パワーポイントの増加とともに、授業概要のプリントや、参考資料の配
付が多くなりました。それらの資料はその日のうちに綴じてしまうのが秘
訣ですが、その前に、資料の右肩に年月日を大きく記入することとナンバ
ーリングを忘れないで下さい。その後で、ファイルノートなら一緒に綴じ
る、大学ノートならのり付けや、別綴あるいは別封します。別封の仕方に
ついては ５ 資料の整理法を参照して下さい。

４

講義の後で

〔１〕復習と補筆
講義が終わったら、できるだけ記憶が新鮮なうちに見直しの作業を行い
ます。自分のとったノートで講義が再現できるか。できないところは補筆
し、疑問点があれば書き出します。キーワードを抜き出し、解説が適切か
どうかをチェック。各頁ごとに整理とまとめを書いて、講義の標題を書く。
こんなところです。

〔２〕パワーポイントによる整理の欠陥
注意をひとつ。パワーポイントによるハンドアウトは講義の見取り図で
す。そぎ落とされた情報は理解の補助にはなっても、講義を再現すること
はできません。
行った場所を写真で見るのはイメージ化できますが、逆の場合は、いく
ら写真を眺めてもイメージ化できません。それと同じで、パワーポイント
で提示される「そぎ落とされた情報」はそれ自身、何の再現力も持たない
のです。いわば、レントゲン写真でお見合いするようなものです。
あくまでも、自分で整理し、まとめて下さい。

５

資料の整理法

〔１〕難渋する整理
【例題】下記の紙片を整理・保存し、１週間後でも、３年後であっても、
効率よく取り出せるようにするには、あなたならどうしますか？ 少ない
ものは紙切れ一枚、厚くても５ミリ程度の紙束。大きさは大小様々です。
サークルのちらし（来年の参考にしたい）。ゼミの名簿。好きなアー
ティストの資料。コンサートのパンフレット。講義別の資料。入学時
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のガイダンス。奨学金の説明・応募用紙（４年間、毎春必要）。携帯
電話の保証書。ボランティア保険の申込用紙。住民票。健康保険証。
パソコンの説明書。プリンターのパンフレット。サークルの立て替え
分の領収書（年度末に必要）。コンサートのチケット。ゼミの発表資
料。

〔２〕目から鱗の整理法
いろいろ試しましたが、今までに野口悠紀雄氏の発案になる『「超」整
理法』（第１章）注４）、これにまさるものはありませんでした。

（１）用意するもの
まず、用意するものですが、次の３つです。
・角形２号の封筒（332×240 ﾐﾘ）を最低 100 枚
・マジックペン（私の場合は２色）
・はさみ
角形封筒は福祉大の封筒が最高です。色といい、紙の厚さといい、申し
分のないスグレモノです。でも、これは 100 枚もくれませんね。仕方がな
いので、自分で調達してください。ホームセンターに行くと 100 枚束で売
っています。500 円くらいから 1000 円前後までいろいろですが、安いのは
紙がペラペラで、すぐにヨレます。1000 円前後になるとしっかりした厚み
になります。お薦めは「100g/㎡」の厚みがよいでしょう。㌘数が小さくな
るほど紙は薄くなります。

（２）作業
図１にあるように、封筒の上部を６㎝ほど切り取ります。収納する本棚
に入る高さです。そして、裏面に「内容表示」、要はタイトルですね、そ
れと「日付」（ex「2011/05/09」）を書きます。野口さんは更に色分けを勧
めていますが、私は面倒なので２つで済ませてます。あとは、棚に放り込
んでおくだけです。
最初は封筒がハラハラするほど減っていくかも知れませんが、ある程度
の分別ができてしまうと、年間に 100 枚も使わなくなります。
先ほどの【例題】でいえば、すべて１枚・１枚独立した封筒が用意され
ることでしょう。しかし、その後に増える「サークルの連絡網」も「高校
の同窓名簿」も、すべて、『名簿』に同封されるでしょうし、その後に買
った「目覚まし時計の保証書」も「パソコンの保証書」も「プリンターの
保証書」も、『保証書』の中に一括されます。翌年に配られた「各サーク
ルのちらし」も、２年分が収納されます。奨学金の更新も、『奨学金』の
封書から、前年度の申込資料を見て、同じ「申請理由」を書くこともでき
るわけですね（ラクチンダ～）。

（３）運用
図２、図３のように、次第に封書はたまっていきますが、新しいもの右
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注４） 野口悠紀雄『「超」
整理法』（中公新書
1993/11）

端に入れていきます。１ｶ月前の封書に同封した場合でも、構わず右端に入
れます。しだいに何度も取り出すものは右側に、ほとんど使わないものは
左側に送られていきます。そして、時々左側の不要なものを整理します。
以上で、終わりです。
野口さんは新しいものを左端に入れています。また、「神様ファイル」
というものもつくっています。氏直伝の『「超」整理法』（第１章）を読
んで、自分流にアレンジすることをお勧めします。

（４）野口先生の直伝
私の説明で納得されない方のために、野口先生のご説明を一部引用して
おきます。
「騙されたと思って」やってみるとよい。かなり書類が多くても、
三十分もあれば終わるだろう。そして、乱雑にちらかっていた仕事場
は、魔法のように綺麗になるはずだ。（略）
以後、新たに到着した資料や書類は、同じように封筒に入れて、本
棚の左端に入れる。取り出して使ったものは、左端に戻す。このよう
な操作を続けていくと、使わないファイルは、次第に右に「押出され
て」いく（このために「押出し式」と呼んでいる）。端に来たものは
使わなかったものなので、不要である確率が高い。そこで、確かめた
上で捨てる。（略）
すでに述べたように、使用するファイルの大部分は、過去数日間に
使ったものの繰返し使用である。これは、左側から十～二十個の範囲
にある。この中から目的物を探し出すのに要する時間は、数秒ですむ。
封筒が色分けしてある場合（後述）には、ほぼ瞬時に見出せる。（略）
数日に一回は、数か月間使わないでいた書類が必要になる。これは、
左から数えて、百個程度の範囲に入っている。左端から順に全部検索
していくとしても、二分程度、長くとも三、四分あれば、この範囲を
すべてカバーできる。実際には、それより前に目的物に辿りつくから、
平均所要時間はこの半分と考えてよい。（略）
ひと月に数回は、過去数年間に一度も使わなかったファイルを検索
する必要が生じる。数年問の濾過過程をくぐりぬけて残された、とい
う意味で、私はこのカテゴリーの書類を「神様」と呼んでいる。論文
のコピー、名簿、使用説明書、保証書などは、「神様」になることが
多い。「神様」は重要なものであるから、通常、封筒がはっきり色分
けしてあったり、いくつかのファイルをまとめたりしてあって、もと
もと目立つようになっている。したがって、実際には、かなり容易に
見出せる。
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この方式で、なぜ必要に応じて書類を取り出せるのか？
第一の理由は、目的の書類は、本棚の中に必ず存在しているからだ。

太田あやさん推奨のノー
トテイクの本
●『小学生の学力は「ノー

捨ててさえいなければ、必ずこの中にある。ほかの場所を探す必要は

ト」で伸びる！』親野智可

ない。つまり「存在定理」が証明されているのである。だから、ここ

等（すばる舎）

を探せば、必ず出てくる。捜索は、この場所に限定して行なえばよい。

●「小学一年生ノート』小

このように、置き場所を一箇所に限定するというのは、きわめて重要

学一年生プロジェクト編

なことだ。これを「ポケット一つ原則」と呼ばう。

（小学館）

野口悠紀雄『「超」整理法』（中公新書第１章、1993/11）、

●「子どもたちのノートが
あぶない！」（『オール読

〔３〕楽天のオフィスは美しい

物』2009/07）

これは、聞いた話なので事実かどうかわかりませんが、楽天のオフィス
は驚くほど美しいそうです。どの社員の机も整然と整えられていて目を見

他大学で推奨されている

張るばかりだとか。何故なのか、わけを尋ねると、「三木谷社長が毎朝 10

ノートテイクの本

分間の整頓タイムを設けているから」だそうです。毎朝義務付けられてい

●ウオレス M．J．著、萬

て、パスはできないそうです。最初はいろいろ片付けるところがたくさん

戸克憲訳『スタディー・ス

あるそうですが、次第になくなっていき、机の上から、引き出しへ、小物

キルズ』（大修館 1991）

入れへ、封筒内のファイルへ、と次々片付いていくとのことでした。

●ロン・フライ著『アメリ

毎日という継続性、10 分という負担の少なさ、これが奏功の秘訣かもし
れませんね。

カ式ノートのとり方』（東
京図書 1996）

野球選手イチローの言葉「小さいことを
重ねることが、とんでもないところにい
くただ一つの道」。講義ノートの積み重
ねが４年後の自分になるよ。

ノートは未来の自

ノート(板書と口述)、

広沢も池波も、野村監督

分のために書くも

キーワード、サマリ

の話をノ ートにとって

のなのね

ーがポイントだね

人生が変わったんだ！

キャラクター
（こころ）
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