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石教研専門部会二次集会 2010年10月22日(金)

知識や概念を習得・定着させるための効果的な反復学習のあり方

日常日常のの学習学習でで継続継続してして取取りり組組めるめる反復学習反復学習
研究課題の究明にむけたプロジェクト提言

石中社プロジェクト 千歳･富丘中／岡田 一之

江別･大麻中／高間 賢二

千歳･千歳中／飯田 浩貴

先の中央教育審議会初等中等教育分科会教

育課程部会の討議では、以下のような内容が

提言されている。

「基礎・基本は義務教育で確実に身に付け

させたいものであり、その上に発展がある。

その際、個性をどのように伸ばしていくかと

いうことが課題となる。基礎・基本の徹底は、

叩き込んでも刷り込んでもやるべきことであ

る。反復学習は重要である。国語や算数など

では、反復学習の位置付けを明確にしたい。」

特に国語や数学において反復学習の必要性

が強調されていますが、実際に中学校社会専

門部会においても地名を聞いてどの都道府県

であるか、人名を聞いて何時代の人物かなど、

個別の知識を整理する枠を身に付けないと一

生に渡って続く学習の基盤ができない。日本

地図や世界地図、歴史の年表の概略は、あり

とあらゆる知識を身に付けるフックみたいな

もので、繰り返し教え、しっかり身に付けさ

せることが必要との見解も出ている。

実際、授業の中で反復学習・繰り返し効果

を取り入れた実践を行っている思う。それは、

授業者によってねらい・方法・場面などさま

ざまであろう。

今年度プロジェクトでは、

(1)授業者の負担をできるだけ小さくし、

(2)日常的に継続し実践できる、もしくは、

現在行っている活動を工夫したり、新たな視

点で役割を持たせることにより、反復学習・

繰り返しの効果が得られるもの、

そして、

(3)生徒が前向きに取り組みやすいもの

に着目して研究を進めてきた。

次年度は「知識・理解の定着を図る効果的

な反復学習の工夫」に取り組んでいただくこ

とになる。その一助となれるようにと考えて

みた。

１ 反復学習とは１ 反復学習とは

「反復学習」には、大きく２つの方法が考

えられる。

(1)集中的におなじことを繰り返して学

ぶ「集中学習」の方法

(2)適当な時間間隔をおいて反復学習し、

連続しては同じことを繰り返さない

「分散学習」の方法

前者の場合、学習者が「もう分かった。大

丈夫」と思い込んでいる状態で反復しても、

記憶内容を十分に確認しなくなってしまうた

め、反復学習が記憶の定着、理解の定着に寄

与しない可能性が高い。

後者の方が記憶が定着しやすいとされてお

り、とくに意味・脈絡のない漢字の書き取り

や、数列の記憶など、非系統的な知識の記憶

には分散学習が効果的であると言われてい



- 2 -

る。

分散学習の考え方では、少し忘れかける頃

に復習する方が、記憶が強化されるとされて

いる。このとき、減衰した記憶の活性度が再

活性化する程度（再活性化量）が大きいほど、

記憶が強化される傾向がある。

しかし、最初に学習したときに、よく分か

らない状態の場合は、記憶も確立していない

ため、記憶の活性度の減衰が急速で、再学習

の際の再活性化量も低くなる。したがって、

できるだけ早めに反復学習する必要がある。

２ 記憶の定着２ 記憶の定着

記憶の定着には、

(1)効率的に記憶する

(2)記憶したものを忘れにくくする

という２つがある。

「効率的に記憶する」では、主に右脳と左

脳の違いによる記憶の効率、すなわち右脳と

イメージを使って記憶する、という文字情報

だけでなく、動作やイラストなどを活用しな

がら記憶していくことになる。 （後述の

「案３ フラッシュカード」参照）

一方、「忘れにくくする」という観点では、

やはり効果が高いのは復習をまめにすること

だと思う。

まず、「覚えたことはすぐに忘れる」とい

う考え方から出発し、「覚えるという行為は

繰り返しによってのみ完成される」ことを認

識させなければならない。

授業を聴いて「あぁ、わかった」と思った

ことでも、その後、何もしければ（反復学習

・復習しなければ）次時には忘れている内容

の方が多いことを自覚させ、忘れたなと思っ

たらすぐにそれを見直し、覚え直すという習

慣化が必要である。このとき、なるべく短期

間での繰り返しが効果的であり、何度も何度

も同じところを繰り返して学習していくこと

で、より効果が高まることを、生徒に理解さ

せなければならない。

３ 反復学習・繰り返し効果を取３ 反復学習・繰り返し効果を取

り入れた授業り入れた授業

授業のはじめに前時の学習内容を想起させ

る（生徒とのやりとり、５問テスト、クイズ

など）。授業の終わりに、本時の確認（テス

ト）をする、まとめをさせる（言語活動につ

ながる）。単元テストを行うなど、すでに反

復学習・繰り返し効果を意識した取り組みが

なされていると思う。

また、定期テストには授業で活用している

ワークから（割合を決めて）問題を出すこと

を約束して勉強に取り組ませるなど、（少し

でも前向きに）反復させようと努力されてい

るでしょう。

次年度は、これらを中心に研究を深めてい

ただくことになると思われるため、今回はこ

れら以外で反復学習や繰り返しの効果を得ら

れる方法を模索してみた。
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案１ 事前に教科書を読ませるた事前に教科書を読ませるた

めの予習課題めの予習課題

社会科は「復習の教科」と呼ばれるが、学

習内容の理解を確かなものにするためには、

何度もその内容に触れさせる必要がある。そ

のためには「予習→授業→復習」のサイクル

を確立できれば、同内容を３回くり返すこと

になり、定着が確かになると考える。

授業の前に予習をさせたい。しかし、「た

だ教科書を一読するだけ」のたった数分で完

了する家庭での学習（予習）ですら習慣化す

ることは難しいだろう。

そこで、教科書を読みさえすれば解ける簡

単な問題（数問）を事前に配布し、「問題を

解くために教科書を読ませる」という方法は

どうか。

授業の始めに予習課題をやってきたかどう

か（このとき正解・不正解は問わない）をチ

ェックし、関心・意欲・態度の評価項目に加

える。

正解は授業を聞いていれば確認できるよ

う、基本的な問題にしておくことで（もとも

と教科書を読めば答えられる問題としてある

が）、改めて解答する時間を短縮でき、例え

ば、間違いは訂正する、正解に○をつけるな

どのことを約束しておくことで、授業中に正

解を聞き漏らさないよう集中して聴くことに

もつながると思われる。

これならば、教師側の負担もそれほど大き

くなく、生徒に事前に教科書を読ませること

ができ、「予習→授業」と学習内容を反復さ

せることができるのではないか。

さらに、復習を工夫ことで「予習→授業→

復習」と反復させることができ、また、単元

テストを予習課題から出題するようにすれ

ば、少し忘れかけた頃に反復させることも可

能となるのではないか。

案２ 短時間で解ける一問一答を短時間で解ける一問一答を

３回繰り返す３回繰り返す

「一問一答プリント」を準備し、同じプリ

ントを日を分けて２回実施する。その後、確

認テストを行うことで、計３回の反復を行う

ことができる。

同じ課題に取り組むため、同じ語句に何度

も触れることにより、次第に定着が確かなも

のとなり、これを数回繰り返すことで満点を

とる生徒が増え、自信と達成感を味わい、反

復の重要性を理解し、前向きに取り組むこと

ができるのではないか。

大麻中では2006年度より、スキルアップタ

イムを教育課程の中（総合的な学習の時間）

に意図的に取り入れ、反復学習の時間を確保
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している。

この取り組みが始まったのは国語・数学・

英語の３教科の中で、①文字を正しく読み書

きする能力、②四則計算を素早く正確にこな

す能力を身につけ、更に高めることを目的と

したが、翌年から社会や理科における③語句

や数字を正確に書く能力を身につけさせるね

らいを増やした。

１コマに２教科（各教科２５分配当）の反

復プリントを行い、年間で１５時間をこの時

間とした。

これは短期集中的な取り組みとし、毎時間

自己評価カードに記入させることで、積み上

げが目に見える形をとった。今年度でこの取

り組みは５年目となるが、年々、取り組む姿

勢や集中力が増してきていることも実感して

いる。

案３ フラッシュカードで右脳をフラッシュカードで右脳を

活性化させる活性化させる

「フラッシュカード」の表裏に関連する語

句を記入しておき（例えば、都道府県名・県

庁所在地名や出来事と西暦年など）、毎授業

開始時に確認の意味でカードを提示しながら

生徒を次々と指名して答えさせる（およそ３

分程度）。

フラッシュカードは幼児教育や英語科教育

でよく用いられ、「右脳」を働かせ瞬間的に

判断する能力を養うことができる教材として

認知されている。

授業者の視点で考えると、一度作成してし

まえば何度でも繰り返し使用できることや、

リズム・テンポある繰り返しによって緊張感

が生まれ、集中力・記憶力を高めることがで

きるなどのメリットがあると考える。

しかし、テンポが速すぎて情報処理能力が

低い生徒にとっては、間違った情報を植え付

けることにもなりかねないことも念頭に置き

つつ、生徒の実態の応じた使い方をしなけれ

ばならない。

実際に授業で使う場面では、反復とともに

導入部として意欲を喚起させることも想定し

ている。ゲーム感覚としての要素もあり、楽

しみなｇら復習することができるのではない

か。

案４ 知識を有機化（結びつけ）知識を有機化（結びつけ）

させるノート作りさせるノート作り

社会科を勉強する目的は、地理・歴史から

学んだことを、現在抱えている問題に当ては

めたり、応用させたりするためであろう。し

たがって、授業をする際にも、ただ、「太字

だから」「テストに出題されるから」という

だけでなく、そういった視点や問題意識を生

徒に伝えることが大切である。（しかし、現

実にテストや入試は行われるため、テストで

何点取れるか、に生徒の意識は向く…）

入試で必要な知識量は定期テストとは比べ

ものにならないため、「短期記憶」を「長期

記憶」へと変えていかなければならない。ま

た、単純な一問一答ではなく、しっかりと歴

史的な時代背景や人物同士の関係、地形と気

候の因果関係などを理解していないと正解で

きない問題が多く出題されている。

これらに対応するためにも「知識の有機

化」、つまり個別の知識を何かと結びつけ関

連させておく作業が重要となる。
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たとえば自転車に乗れる人は、ハンドルに

手を置いて、ブレーキをかけた状態でペダル

に足を乗せて…というように、一つ一つの動

作を考え確認しながら乗る人はいない。ハン

ドルを持ったりペダルに足をかけるのは、自

転車に乗るときには無意識に行われる当然の

行動である。

同様に、入試でも知識問題ならば、問題を

読んで答えがすぐに浮かぶというレベルにし

ておくことが求めらるだろう。つまり、うろ

覚えの知識をより完璧な知識にしておくこ

と、いつでも自由自在に使える知識を身につ

けておくことが重要である。そのためにも反

復学習は必要といえる。

近年、東大式ノートの取り方やコーネル大

学式ノートなど、さまざまなノートの取り方

が注目されている。

ノートに持たせる役割は、授業者によりい

ろいろな考え方があるが、これに工夫を加え

ることによって、継続した反復学習を行わせ

ることはできないだろうか。

（１）授業のノートは分割させてメモさせる

社会科ノートの目的の一つに「知識を多く

残す」があると思う。

日常の授業では時数の関係から、深く掘り

下げることが難しい場合が多々あり、すると

生徒にとっては、表層的な知識の羅列がノー

トに残るだけで、知識が有機的につながって

いない、あとで見直して授業の流れすら浮か

んでこないノートになってしまう。

もちろん、それを補うために授業者の解説

嚼や咀 、流れが教授されているのですが、「板

書をうつす」だけでは、ノートには残らない。

そこで、ノートを左右（上下でも構わない）

に区切り、授業者の語りの部分をメモさせた

り、授業の流れを「生徒自身の言葉」で繋が

せる。もしくは、「これはどういうことだろ

う？」「この部分はどうしてこうなったのだ

ろう？」など、疑問点を記録させておく。

そうすることで、後で見直した時に、自分

の疑問点が明確となったり、授業の流れが一

目でわかることになる。

これを利用して、復習をさせてはどうか。

その日にあった授業のノートを開き、ノー

トを見ながら順を追って授業の最初から頭の

中で思い出させる。この時、授業者の語りや

脱線話しも含めて思い出させる。最後まで思

い出せたら終了。疑問点や因果関係が説明で

きない部分があれば印を付けておいて、自分

で調べるなり、翌日（次回）授業者に質問す

るなりして解決させる…。これならば１０分

間程度で、その日の授業内容を復習すること

ができ、継続して取り組むことができるので

はないだろうか。

さらに予習課題と組み合わせることによっ

て、予習→授業→復習のスパイラルができあ

がる。

（２）まとめノートは知識を有機的に結びつ

けながら

反復学習は「短い時間で何回もやる」こと

が大切である。「書いて覚える」というのは

確かに理にかなった方法だが、社会科が苦手

な生徒にとっては、気持ちが前向きにならな

いうえに、時間がかかりすぎるところが難点

であろう（場合によっては実行しない…とな

る）。

時間がかかるということは、反復する回数

が減り、反復が少なければ定着するものも少

ない。そうなれば、時間だけはかかったが望

むような点数がとれずにやる気が失われる…

という負のスパイラルに陥りる。
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「まとめノートを作る」は、社会科の勉強

法として生徒がよくやる方法だが、その多く

は授業のノートを改めて写し直す程度であろ

う。それでもやらないよりはやった方がマシ

だろうが、時間がかかる割に効果は薄いかも

しれない。

①マトリックスノート

他の事項とのつながりが薄い独立した知識

を覚える時、たとえば、歴史の文化史などに

効果的なまとめ方である。文化は時代ごとに

その都度出てくるため、それを覚える時に時

代がごちゃ混ぜになってしまいがちである。

そこで、文化「史」として一つの表にまとめ、

それぞれの相違や特徴がわかりやすいように

しておく。

②一問一答形式

授業ノートをそのまま写すのではなく、ノ

ートや教科書を参考にしながら、自分なりの

一問一答形式にまとめるものである（単語帳

をノートにつくるイメージで）。

その際の「問題文を作成する」ことに学習

の深まりが生じる。授業で大事だと言われた

部分や教科書に下線を加えた部分・太字など

を答えとするための問題文（～何か。～誰か）

は、初めから上手に作れるものではない。慣

れるまでは「穴埋め問題」でも構わないが、

次第に「一問一答問題文」を作るように指示

しておくと、次第に上手にまとめられると思

う。

このノートは、一度作ってしまえば、何度

でも見直せることが最大のポイントであり、

問題を解きながら見直すことによって、ただ

眺めるのではなく、しっかりと見直すことが

できる反復学習に最適なまとめノートだと考

える。

③マインドマップ

「ウェビング」「カルタ（フィンランドメ

ソッド）」と呼ばれるものと基本的には同じ

と考えてよいのかもしれませんが、一つのこ

とがらから派生することがらを次々つなげて

いき、関連づけながらまとめるものである。

その際、色分けをする、印象に残る絵などを

加えると、その効果は増す。

④文章化する

たいてい板書は「箇条書き」で「→」「…」

などをつないで書くことが多いと思われま

す。そして、生徒はそれをそのまま写してい

く。（うつし）書いているその時は「なるほ

ど」と思うのだろうが、後日…（その日に復

習すればよいのですが、やはり後日…でしょ

うね）、読み返してみると非常にわかりにく

く、何を意味するのか分からなくなっている

生徒が多い。

その原因は、「箇条書き」にもあると思わ

れる。もちろん忘却もだが…。

箇条書きは、口で説明しながらの表現方法

としては、「不要な文字を書かなくて済む」

「インパクトがある」 などのメリットがあ
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るが、時間をおいて箇条書きだけを読むと意

味がつながらなかったり、読みづらいという

デメリットもある。

そこで、生徒がまとめノートを作る際に、

箇条書きを「接続詞などを使って文章化」さ

せてはどうか。

【板書】

日本の領域

＝ 主権が及ぶ範囲…領土・領海・領空

【ノート】

日本の領域（とは、日本の）主権が及ぶ

範囲（のことだが、）領土・領海・領空

の３つがある。

というように接続詞を入れて文章化させる

と、あとで読んでも分かりやすくなる。

いきなり家庭学習でさせることが難しいよ

うであれば、授業の中に何回か練習させるな

どすると、スムーズにできるのではないか。

今後の言語活動にもつながるノート作りに

なると考えている。

まとめノートは、最初からスラスラと作れ

るものではないが、教科書や参考書、授業ノ

ートを見ていることや、自分で書いているこ

と自体にかなりの学習効果が期待できる。あ

えて「何も見ずに再現する」ことで、短時間

で「知識の有理化」を図ることができるので

はないか（かなり難しい作業だが…）。 参考

「子どもに教えてあげたいノートの取り方」

(著) 高濱正伸・持山泰三、実務教育出版

大学受験の勉強法－効率よい効果的な最強の

勉強方法を考える－

http://saikyoustudy.com/benkyouhou/benky

ouhou_kioku.html

ゲンタの授業ポートフォリオ

http://edublog.jp/arara212/daily/200906/

23


