
「今未来手帳」におけるリフレクティブポートフォリオの検証報告 

株式会社ラーンズより 

2019年度版 「今未来手帳」は、岡山大学 全学教育・学生支援機構 准教授 中山芳一先

生にご監修いただき、「リフレクティブポートフォリオ型教材」として生まれ変わりました。

「あったこと」「思ったこと」を意識して日々の振り返りを記録し続けることで、自分の思

いや考えを自分の言葉で表現（外化）する力をつけることが

できます。この振り返りを続けることで、生徒さんの振り返

りの「質」が変わるのかどうかを、岡山市立岡山後楽館高等

学校 1 年生の生徒

さんで検証し、そ

の結果を中山先生

より、ご報告いた

だきました。数回

に分けてご覧いた

だきます。 

１．はじめに 

2019 年 2 月現在、岡山市立岡山後楽館高等学校（以下、

後楽館高校）1 年生の生徒を対象に、当該年度の前期末（9

月）及び後期末（2月）にそれぞれの期ごとの学習面、正課外

活動面、（自宅等での）生活面の振り返りを行った。この振り返り実施日に出席できており、両

期末共に振り返りも記入ができている（前期と後期の比較を行うことが可能な）生徒は 110 名。

さらに、この前期と後期の振り返りについて、振り返りの分量や

記述されている内容（特には、自身の内面について記録されて

いるかを重視）を比較した。 

その結果、前期と後期共に大きな変化はなかったが、いず

れも分量や内容が充実していると判断できた生徒が 31 名、分

量や内容に大きな変化が見られ、後期の方が明らかに充実し

ていた生徒が 29名いることがわかった。 

そこで、当該校の協力を得て、上述した変化が見られた生徒

の出席番号から個人を割り当て、その中から 3 名（男子 2 名、

女子 1名）を選出してもらい、インタビュー調査を行うことができ

た。以下は、そのインタビュー調査での様子と考察である。 

岡山市立岡山後楽館高等学校 

1999 年（平成 11 年）、公立（市

町村立）として日本で最初の中

高一貫教育校として新設され

た。建学の精神として「自主・自

律」を掲げ、進路での自己実現

に向けて生徒一人一人が異なる

時間割を考え、「自分で創る学

校生活」を築く。また、生活全般

にわたって細かい校則はなく、

「社会のルールとマナー」を生徒

自らが意識して自立することを

目指している。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1999%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%AB%8B%E5%AD%A6%E6%A0%A1
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２．インタビュー調査の場面にて（１） 

2019 年 3 月 15 日、後楽館高等学校 1 年生女子のＡ子さん、男子のＢ男さんとＣ男さんの

3 名は、緊張した面持ちでインタビューの場へ訪れた。彼女たちの手には、あらかじめ依頼し

ておいた今年度使用した「今未来手帳」が握られている。実は、今回のインタビュー調査で最

も重要な鍵になってくるのが、この「今未来手帳」なのである。 

2018年 10月 10日に株式会社

ラーンズの担当者が高校を訪れ

た。1 年生の生徒たち全員に「今

未来手帳」の一日の振り返り欄の

使い方について説明するためで

ある。担当者は、マッチ箱半分程

度のサイズの枠にわずか 3 行分

の罫線が引かれている振り返り欄

へ、初めの 1 行にはその日の「あ

ったこと」を、残りの 2 行にはこれ

について「思ったこと」を書いてほ

しいと説明した。 

そして、この日以降はできるだけ毎日

振り返りを続けてほしいことも伝えたが、

もちろんそれは強制ではない。 

さて、後期の振り返りが明らかに変化し

ていた 3 人の生徒たちは、あの日から一

体どのような毎日の振り返りをしてきたの

だろうか？ 言うまでもなく、3 人が毎日

のように一日の振り返りを続けてくれてい

たのなら、毎日のたった 3行の振り返りと

前期から後期への劇的な変化との間の

因果関係も見えてくる。しかしながら、一

日の振り返り欄が仮に空白ばかりであっ

たとすれば、ラーンズが提起してきた「リフレクティブポートフォリオ」そのものが根底からグラ

つきかねないのである。このときは、生徒たち以上に、ラーンズ側に緊張が走っていたかもし

れない。 
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３．インタビュー調査の場面にて（２） 

そして、いよいよ生徒たち一人ひとりの 10 月からのページを開いたとき、緊張は安堵へと

たしかに変わった。彼女たち 3 人全員が、ほぼ毎日の振り返りをしていたのである。ときには、

枠を大幅に超えて日記のようになっている日さえある。また、Ａ子さんとＢ男さんは、当時の担

当者の説明を覚えており、「あったこと」と「思ったこと」をできるだけ区別してそれぞれの行へ

記述していた。Ｃ男さんは、どうもそのことを忘れていたみたいだが、「思ったこと」が自ずと書

かれている日も多かった。こうした確認作業がひと段落していくうちに、生徒 3 人とラーンズ担

当者の緊張は安堵に変わり、さらに驚きへと変わっていくのだった。 

 生徒たちには、前期と後期の両方の振り返りを読み上げてみる。後期の振り返りでさえすで

に記憶が薄らぎつつあるのだから、前期の振り返りなど何を書いたかさっぱり覚えていない

様子だった。そんな生徒たちは、自身が記述した前期と後期の振り返りのあまりの違いに驚

きをあらわにしていた。いずれの記述時間も同じだけ与えられていたにもかかわらず、これほ

どまでの違いを目の当

たりにした生徒たちに、

「どうしてこんなに変わ

ったと思う？」と問いか

けてみる。初めは、気分

的な違いぐらいにしかと

らえていなかった生徒

たちが、その後のやりと

りからラーンズ担当者ど

ころか同席されていた

高校の先生方をも驚か

せる回答をし始めるの

だった。 

 

【インタビューした3名の生徒さんの振り返り】

A子さんの振り返り

問い

勉強について 45点
全然できてなかったので半分より下にしまし

た。
49点

理由は、提出物などをしっかり出しているのが、やっぱり

家に帰ってその日に習ったことを復習をしていないので、

テストの点数も悪くて、49点にしました。テスト1回テスト

があるので、それに向けて、全力で勉強していきたいと思

いました。

部活動(課外活

動)について
80点

バド部に所属して頑張って練習したせいかでま

あま良い結果が出たのでよかったともいます。

これからも頑張ります。

80点

部活動は試合が終わって、自分の中で練習に休むことが増

えたので、体力が落ち、自分が得意技ができなくなりまし

たのでとても残念でした。これからも試合があると思うの

で、練習時間を大切にしながら全力で頑張っていきたいと

思いました。

帰宅後の生活

について
60点

夜の9時ぐらいに家に着くので夕食も食べずに風

呂に入って宿題して寝るっていう感じなのであ

まりよくないです。宿題や復習する時間が短い

のでこれから伸ばしたいと思います。

70点

問い

勉強について 80点

あまりい点数がでなかった。なおざりな部分が

あった。ONとOFFができなかった。集中力が続

かない。

48点

一応したが勉強をしているときが多かった。テスト週間以

外はあまりしていなかったから。英語のテスト点が悪かっ

たから。最近、復習をしない日が多くなってきてこのまま

では成績が悪くなる一方だと思ったから。

部活動(課外活

動)について
80点

用事等で出れないときがあったため。あまり参

加できなかった。参加できるときは積極的に動

いた。

62点

勉強等の用事で行けない日が多くなった。泳ぎに行っても

手中できるときが少なくミスが増えてしまった。集中して

できた時はかなり泳げた。

帰宅後の生活

について
80点

勉強していないときもあったから。あまり活動

的ではなかったから。
65点

YouTubeやゲームに多くの時間を費やして自堕落な生活が続

いた。

問い

勉強について 50点

良くも悪くもなかったから。(テストの点)授業

中もうるさくさく、普通に受けれたと思うか

ら。

70点

勉強をあまりしていなかったが、後期から少しずつやり始

めた。成績はなかなかだったが、勉強をさぼるときもしば

しばなので気を付けたい。

部活動(課外活

動)について
70点

行ける日はきちんと行き、文化祭でも自分の約

に責任をもってできたから。
80点

部活動はあまり大きなことはなかったが、部活動のある日

は毎日出席できた。課外活動は岡山マラソンのボランティ

アを2日間した。

帰宅後の生活

について
50点

きちんと宿題や復習はしたが、予習やその他、

自身での学習があまりできていなあったから。
60点

帰宅後は、他のものに気を取られ、勉強をあまりしていな

かった。きちんと時間を確保して勉強をしたい。

※前期は、2018年10月10日、振り返りの大切さの説明前に記載

※後期は、2019年2月に記載

前期 後期

前期 後期

前期 後期

B男さんの振り返り

C男さんの振り返り
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４．A子さんの成長 

スケジュールやメモを有効に活用しているＡ子さんは、部活動中の目標や記録についても

手帳に書き込んでいた。彼女の言葉を借りるなら、タブレットへ「打つ」のではなく手帳へ「書く」

ことを好んで習慣化しようとしている。一日の振り返りでは「あったこと」と「思ったこと」をあえ

て区別する書き方も振り返りやすかったようで、日常を印象づけることができたため、後期の

振り返りの記述が充実できたのではないかと答えてくれた。また、担任の先生からのチェック

（スタンプやシール）も毎日の振り返りを継続できるきっかけになったとのことである。 

 

 

 

 

2018年 10月 

活用方法を説明した週 

2019年 2月 

振り返りの欄が足りない！ 

2018年 4月 
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５．B男さんの成長 

「書く欄がもっとほしくなってきた」とコメントをくれたＢ男さんは、手帳によってメモを取る力

や書くことそのものの力がついたと答えてくれた。毎日の振り返りは、「空白（穴）」のあく日を

作りたくなくなってきたとも話していた。それまでは「今日何があったかな？」と振り返ってもぼ

んやりしていたが、毎日の振り返りを続けていくうちに「アレがあったな！」と容易に想起でき

るようになったそうである。また、「あったこと」は一日の題名として、「思ったこと」はその題名

に対する感想のようなものとして書くようになった、とも答えてくれた。 

 

 

 

 

 

2018年 4月 

2018年 10月 

活用方法を説明した週 

2019年 3月 

毎日記入！ 
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６．C男さんの成長 

 「あったこと」と「思ったこと」の区別をしなかったＣ男さんであったが、彼はその日考えたこと

や気分などをあとで見ておもしろいと感じられるように書いてきたとのこと。そして、毎日の振

り返りを行っていくうちに、経過していく日にちの流れを意識できるようになり、今後の自分に

ついて真剣に考えるようになってきたとのことだった。たしかに、年度後半になればなるほど、

彼の振り返りの要所に彼の意志が言葉となって記されている。「このままでは落ちこぼれにな

ってしまう！誘惑に負けず、気を引き締めたい！」と彼は語っていた。 

 

 

 

 

2018年 4月 

2018年 10月 

活用方法を説明した週 

2019年 3月 

「～しなければ」の言葉が増える 
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７．インタビュー調査からの考察 

 今回、前期と後期の振り返りの比較から端を発して、毎日の振り返りの継続（リフレクティブ

ポートフォリオ）が、生徒たちにどのような効果があるのかを検討してきた。以下、考察として

述べておきたい。 

 まず、前期と後期で明らかに変化が見られた 29 名の中から、わずか 10％となる 3 名では

あるものの、その全員が毎日の振り返りを継続してきたことがわかった。毎日の振り返りは一

定期間のまとまった振り返りにも効果的であると考えられる。もしそうであるなら、就職試験や

進学試験等で自らの経験を自らの言葉で表現するためにも、意義ある活動としてとらえること

ができるだろう。 

 次に、上述の点についてインタビューの中

で見えてきたことは、毎日の振り返りが一日

一日を印象づけられるとともに、振り返りが

習慣化されるうちにその日あった出来事を

検索しやすくなっている点である。言うまで

もなく、一日一日の蓄積が 1 年間をつくり、

高校生活をつくる。だからこそ、全体をぼん

やりと振り返るのではなく、全体を構成して

いる一日一日を振り返ることが効果的では

ないだろうか。 

 そして、毎日の振り返りは日々の自己客

観視を習慣化することであり、ひいてはメタ認知能力の向上につながることは、これまでもリフ

レクティブポートフォリオの効能として言及してきた。月日が流れる中での振り返りは、時間の

経過を可視化でき、そこでの自分を客観化でき、足るを知り、足らずを知ることができるようで

ある。まさに、メタ認知能力の向上につながって

いるといえる。ここは、脳科学者の川島隆太氏

が明らかにしてきた「書く」ことと脳の前頭前野の

発達との因果関係にも通じてくる。自ら意思を持

ち、セルフプランニングできる力は、前頭前野に

よって可能となる。そうであるなら、3名の生徒た

ちの言動からうかがえた意思やプランニングや

自己客観視が、手書きによって少なからず育ま

れているのかもしれない。今後の課題として引き

続き明らかにしたい点である。 
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８．おわりに 

 文章を書けない子どもが増えてきていることが懸念されている。そのために、大学でもアカ

デミックライティングといった授業科目を積極的に導入する傾向が見られる。大学生でそうな

らば高校生ならなおのこと…と考えてしまいがちであるが、それは単に書くという経験の不足

からではないだろうか。全国的に、多くの小学校の宿題から毎日の日記は姿を潜め、中高生

は、ＳＮＳを通じて書くのではなく打つことに没頭する。最近の子どもたちの現状は、私たち大

人が書くための経験を子どもたちへ提供してこなかった結果ではないだろうか。 

 この経験の提供は、決して特別に書くためのトレーニングプログラムだけを指しているので

はない。もっと日常的に、もっと気軽に、もっと身近な「今

の自分」を振り返り、少しでも書くという習慣をつくってい

けばよい。遠回りのように見えて、それが一番の近道な

のだと今回の生徒たちから教えられた気がしてならない。

今の自分を書けるようになれば、「未来の自分」を描ける

ようになるのだろう。 

 後楽館高等学校の生徒のみなさんや先生方への感謝

と次年度からリフレクティブポートフォリオを本格的に取り

組まれることへ大きな期待を込めて、本稿を締めくくりた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山大学 全学教育・学生支援機構 准教授 中山芳一 
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編集後記 

 2019年 10月、後楽館高等学校で 2年生後期を迎えた、A子さん、B男さん、C男さんに会

いに行きました。先生に「お会いしたいです」とご連絡をしましたが、果たして会ってくだ

さるでしょうか。また、手帳は使い続けてくださっているでしょうか。 

どきどきしながら、久しぶりに訪問しました。3人の生徒さんは、半年の間にずいぶん大

人びて、背も高くなったような気がします。こちらからの質問にも、1 年生のときよりも、

堂々と自信を持って答えてくれます。 

さて…手帳は…3人ともしっかり記入してくれています！書いている（振り返り）内容も

「あったこと、思ったこと」を意識しています。そろそろ進路を考えるころ…。嬉しいこと

も辛いこともあるでしょう。「今未来手帳」が大切な友だちのように、いつもそばにあって、

励まし続けてくれますように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


