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この小冊子について	

	 もの忘れや記憶違いは、若者でも老人でも、すべての人が等しく経験することです。こ

の小冊子は、日々の記憶力を向上させ、記憶違いを防ぐ手助けをする事を目的とし、何か

を忘れて思い出せない時どう対処すべきか、というアドバイスを提供しています。皆さん

は自分に必要なアドバイスだけを選んで試してみてくださってかまいません。この小冊子

の目的は一般的なガイドラインを提供することであり、記憶違いや物忘れを治すものでは

ありません。一つ一つのアドバイスは、個別の状況に役立つものだけを選んで試してみて

ください。この小冊子が専門的治療を代用するものではないことを申し添えておきます。
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1.  記憶とは何か？	

 
	 記憶力とは、得た情報を保ち、それを必要な時に思い出せるこ

とを指します。記憶力が悪いからと言って、必ずしもそれ以外の

技術や能力が低いというわけではありません。驚くほど博識なの

に、すぐに何処に何をやったか忘れる某教授を思い出してみてく

ださい！ 
 
記憶の種類	
 

	 	記憶力にもいろいろな種類があります。例えば、初めて聞いた

名前を覚えていることと、昔通っていた小学校の名前を覚えてい

るのでは記憶の種類が違いますね。また車の運転

の仕方や、最近の休日の出来事を覚えていること

も記憶の種類が異なります。毎日の出来事が思い

出せなくても、車の運転が不自由なくできること

は良くあります。つい昨日あった出来事より、何

年も前に起こったことの方が覚えているものです。

なぜなら古い記憶で、本人にとって特に意味のあ

るものは、何度も頭の中で反芻されているからです。 
 
	 会話中、言いたいことが思い出せない場合、例えば、表現しよ

うとしているものの名前がなかなか出てこないこと、これは記憶

力の問題です。しかし、この場合の記憶力は改善することが難し

く、その方法はこのマニュアルの中では説明されていません。し

かし、もしそういう状況に陥ったならば、落ち着いて、そして−−

もしできたら−−少し待ってみてください。もしかしたらその言葉

がふと頭に浮かんでくるかもしれない。「あかさたな」を追って

みたり、何かとっかかりになるようなものを探してみたりすると、

その言葉を思い出しやすいかもしれません。	
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記憶の段階	
 

	 何かを初めて記憶する時、その過程は三つの段

階に分かれます。まず、学習段階；初めて出会い

何かに気持ちを集中し、そのあと定期的に反復す

る時。保存段階；学んだこと記憶し保存する時。

そして、想起段階；覚えたことを思い出そうとす

る時。これらの段階のいずれかが影響を受けた場

合、記憶違いや物忘れが起こる可能性があります。

保存段階を大幅に改善することは通常難しいとさ

れていますが、学習段階と想起段階は改善の余地があります。ど

のようにその二つの段階を改善できるか考えてみましょう。	
	
心に留めておいてほしいこと	
 

	 誰の記憶も完璧ではありません！私たちは皆、時々記憶違いや

物忘れをします。記憶力に問題があるからといって、それはあな

たが「劣っている」とか「少しおかしくなっている」という意味

ではありません。もし心配であれば、記憶違いや物忘れがあるた

びにどういった状況で記憶違いを起こしたのか、数日間日記をつ

けてみてください。あなたの記憶力が思っていたほど悪くないと

気づくでしょう。さらに、どんなことに気をつけていれば記憶違

いや物忘れが少なくなるのか、ヒントが得られるかもしれません。

例えば、あなたの記憶違いや物忘れは、疲れや、ストレス、いろ

いろなことが一度に起こったことが原因なのかもしれません。記

憶できるかどうかは様々な要因によります。	

	

• どのくらいの長い間の経験なのか−−経験した時間が長ければ長

いほど、その記憶は定着しやすいでしょう 
 
• どのくらい心に残るものだったのか−−特に珍しい出来事や心に

残る出来事は、記憶しやすいでしょう 

Learning
Storage
Recall

学習	

保存	

想起	
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• 新しい出来事だったのか、予期せぬことだったのか−−初めて経

験することや、思いがけない出来事ほど記憶しやすいでしょう 
 
• どのくらい自分にとって意味のある事だったか−−個人的に大事

な出来事だったり、自分の今までの知識や経験に結びつく事柄

は、記憶されやすいでしょう。 
 
• 感情を伴うものだったのか−−感情を伴う出来事であればあるほ

ど、記憶される可能性が高いでしょう。 
 
• 繰り返し言われたり、繰り返し起こったことだったのか−−何度

も起こったり、定期的に思い出されたものは強い印象を与え、

記憶されやすいでしょう。 
 
• どれほど視覚的だったのか−−一般的に絵やカラフルなイメージ

は、ただ聞いた話や書かれた単語よりずっと覚えやすいでしょ

う。 
 

 
	 数年前と比較して、今のあなたは記憶力が衰えてきていると思

うかもしれませんが、おぼえていてほしいことは、記憶とは最初

から決して完璧ではないことです。「私の記憶力のなさは絶望的

だ。」とか、「いつも忘れてしまう、私は馬鹿に違い

ない。」などと、自分を卑下するのはやめましょう。

何故なら、そう自分に言い聞かせることによって、実

際より自分の記憶力が悪いと勘違いしてしまうからで

す。本当に忘れっぽくても、少しくらい楽天的に考え

たほうがいいのかもしれません。記憶力を向上させる

ためには、落ち着いて忍耐強さを忘れず、記憶力に問題があって

も恥ずかしからず、もっとオープンでいることが、一番大事なこ

とです。	
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	 毎日の日課は計画的に行い、物事を整理しながら過ごしてみて

ください。これは、何かをする時に特定の曜日や時間を設定する

ことや、家にあるものを整理整頓すること、そして大事なものは

きちんと保管して、仕事場も家も機能的にしておくという意味で

す。乱雑にしないように努め、ファイルや食器棚にラベルを貼る

のもいいかもしれません。	
 
	 記憶力の悪化は、多くのことを一気にやろうとし、集中力が欠

けることに原因があるのかもしれません。それは部屋に入った当

初の目的を忘れたり、どこに何をやったか忘れたり、スイッチを

切るべきものを切り忘れたり、といった一時的な物忘れにつなが

る可能性があります。何かしている時はそれに集中して、他のこ

とには気を取られないようにしましょう。気が散らない場所で勉

強をするといつもよりはかどるという経験はありませんか。そん

な場所をみつけたら、そこで仕事や勉強をすることを習慣にしま

しょう。何かを覚えるための目標があるとさらに集中力が上がり

ます。どうやって自分のモチベーションを上げるか考えてみてく

ださい。最初はつまらないと思っていたことも頑張

れるかもしれません。	
 

	 ライフスタイルや体やこころの健康が集中力に影

響を及ぼします。従ってこれらに問題が生ずると記

憶力の低下につながる恐れがあります。ストレスや

不安、睡眠不足や疲労、体の痛み、アルコールの過剰摂取、薬物

の使用、あるいは一般的な薬でも多量に服用した場合、あなたの

脳に悪い影響を与えます。定期的な運動と体調管理を心掛けリラ

ックスし、より健康的なライフスタイルを保つことによって、記

憶は改善されるでしょう。	
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覚えていなければならないことは、年を取れば記憶力が衰えるの

はあたりまえだということです。２０代の人が３０代の人より記

憶力がいいのは当然のことなのです。	
 
	 ボードゲームやコンピュータでできる「脳トレーニング」は、

楽しいだけでなく、記憶力向上にも役立つでしょう 。しかし、

先ほど説明した記憶違いやもの忘れの改善には大きく影響しない

かもしれません。記憶力を高める練習をすれば、必ずしもあなた

が経験する記憶力の問題が改善されるということではないのです。 
 
	 この小冊子は、記憶力の低下を解決する方法ではなく、記憶力

を改善する方法を述べる一般的なガイドであることを忘れないで

ください。現在の医学では、記憶力を回復する薬物や治療法はな

いのです。従ってこの小冊子の各セクションでは、記憶の改善に

役立つ 3 つの主な方法について説明しています 
 
 

• メモリーエイドの使用 
• より良い方法で学習する 
• より良い方法で想起する 

 
	 毎日のもの忘れの回数を減らす最良の方法の 1 つは、メモリー

エイド（記憶を呼び起こしてくれるヒント）を使用することです。 
そのようなヒントを使用することは正しくないと思ったり、脳が

「怠け者」になるかもしれないと恐れたり、または他人に馬鹿に

されるかもしれないと心配する人がいます。しかし、それは間違

った考えです。ヒントを使うことによって毎日をより計画的に過

ごすことができ、いろいろな物事がスムーズに進むのがわかるで

しょう。 
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2.  何をするべきか思い出す 

 
メモリーエイド（記憶を呼び起こすヒント）を使う	
 

	 何をするべきか記憶する時に、３つのメモリーセンター（思い

出すための場所や用具）を設定してみましょう。それぞれ「ホー

ム・メモリー・センター」、「ワーク・メモリー・センター」、

「ポータブル・メモリー・センター」です。自宅で、あなたの記

憶を呼び起こすヒントがある特定の場所を思い浮かべてみてくだ

さい。それがあなたの「ホーム・メモリー・センター」です。そ

こにホワイトボード、カレンダー、手帳、日付時計、薬箱などを

置いてみてください。「ワーク・メモリー・センター」には、あ

なたの仕事に関連したものを置きます。このスペースの大きさは

あなたの職場の広さによって異なりますね。最後に、「ポータブ

ル・メモリー・センター」は持ち歩けるもの、例えば携帯電話や

手帳、あるいはタブレット、アイパッド（iPad）、ラップトップ

などです。	

	

	 あなたがするべきことを思い出させてくれるヒントが

あると記憶力低下を防止することができます。例えば、

何かを修理に出さなければならないとき、玄関の近くに

置けば、家を出かける前に目に止まります。または、あ

なたが外出する前にいつも鏡を見るのなら、付箋かポス

トイットに何かを修理に出すことを書いて、それを鏡に

貼ってみてください。 
 
	 普通の付箋は貼ってしばらくしてから落ちるものが多いので、

特に剥がれにくいものを使ってください。日常生活の中で車をよ

く使うなら、車の中にいつも付箋を置いておき、忘れたくないこ

とを書き込んで、鏡やダッシュボードに貼り付けるといいかもし

れません。また、車内に取り付けることができる小さなペンとノ
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ートがあれば、リマインダー（覚えておくべきこと）をすばやく

書き留めることができます。 
	

	 何をするべきか思い出したい場合、いつもとは違うヒントを残

すよう工夫するとより効果的かもしれません。例えば、時計を反

対の腕につけたり、手の甲に付箋を貼ったりすることもできます。

仕事中に、家に帰ってからすることを忘れたくないと思ったら	

付箋に書き留めて、家に帰る前に絶対見るもの、例えば電話の後

ろになどに貼り付けてみてください。	
 
	 パソコンなど、電子機器類の電源を切ることをよく忘れる場合

は、その機器の横に付箋を貼って、そのことを忘れないように工

夫してみてください。蛇口を閉め忘れるならアラームを設置する

か、蛇口の隣にそのことを書いたメモを貼ってみると、水が流れ

ている間は部屋から離れないようになるでしょう。	

	

	 最近の携帯電話やパソコンにはアラームの中にメッセ

ージを入れることが可能です。やるべきことを入力する

と、指定した時間にアラームが作動し、アラーム解除後、

あらかじめ書いておいたメッセージが表示されます。さ

らに、指定された時間に電話やパソコンにメッセージを

定期的に送ってくれる機能もあります。	
 
	 定期的に薬を服用するなら、曜日や時間帯が記入された薬箱が

あると、薬をうっかり飲み忘れることが少なくなるはずです。  
 
	 ホワイトボードを目立つ場所に置いて、自分がしなければなら

ないことを書き留めるのもたいへん効果的です。ボードは目的別

に分けると、ゴミ出しなど定期的にすること、予約や約束などの

一度限りのイベント、誰かからのメッセージ、重要な電話番号な
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ど、それぞれ違う情報を一度に見ることができます。メッセージ

を黒で書いて、特に大事なものは赤い丸で囲んでみてください。 
 
	 日記や壁掛けカレンダーを使用することは、何をす

るべきか思い出すためにたいへん役立ちます。手帳を

つけている場合は、頻繁に手帳の内容をチェックして

ください。朝食前、昼食前、そして就寝前、自分がし

なければならないことを書き留めて、終わったことを

消去するようにしてみてください。もっとしょっちゅ

う手帳をチェックしたい時には、一時間ごとにアラームがセット

できる時計を使って、アラームが鳴るたびに手帳を見てください。

手帳は目立つ場所に置きましょう。たとえば、壁掛けカレンダー

は、よく見えるところにかけましょう。覚えておく必要のある誕

生日や記念日がある場合は、これらのすべてを一年の初めにカレ

ンダーに書き込むことをお勧めします。 
 
	 付箋や付箋テープ、または小さなノートに忘れたくないことを

書くことはたいへん効果的です。やるべきことを思いついたら、

あとで書き留めるのではなく、すぐにそれを手帳やノートに書き

入れてください。夜中に突然何か大事なことを思い立つこともあ

るので、ベッドサイドに常に鉛筆と紙を置いておいてください。

朝起きたらそれをすぐ実行すること。何故なら朝は仕事に行く支

度など忙しいことが多いので、忘れてしまうかもしれません。	
 
	 休暇を取る場合、何を持っていくかリストを書いてみてくださ

い。ホワイトボードにそのリストを書くといいかもしれません。

旅行の支度をする時、必要なものを荷物に入れたかボードを見な

がら確認し、家を出る前にもう一度確認してみましょう。頻繁に

忘れ物をするなら、玄関や鏡に忘れ物はないか確認するメモを残

してください。旅行先では、ホテルの部屋をでるとき、またはバ
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スや電車を降りるとき、いつも忘れ物はないか確認する癖をつけ

ましょう。	
 

 
	 あまり頻繁に行わない珍しいことや、

たまにしかしないことは、いつもの慣

れた行為の前にしましょう。たとえば、

薬を飲むのを忘れたくない場合は、朝歯を磨く前、午前中に紅茶

を飲む前か、または夕方テレビ番組を見る前に飲みましょう。あ

るいは錠剤を歯ブラシや電気ポットやジャー、テレビの近くに置

くことで薬を飲み忘れないように努めましょう。１日のうちある

一定の時間にすることを決めて、毎日の習慣にしましょう。また、

特定の活動については一週間のうちの特定の曜日を決めて、その

日の特定の時間だけに行う癖をつけるのも大切です。	
 

より良い方法で学習する	
 

	 なんでもその場ですぐにやる癖をつけましょ

う。あとでしようと思っていると、忘れる可能

性が高く、記憶から抜け落ちてしまいます。こ

う考えてみましょう。まず実行に移すこと。同

時にいくつかのことをしなければならない場合

は、	全部で何回になるのか数えて、その数を

覚えておいてください。ひとつずつ終わるにつれ数を消去してい

けば、やり残すことも少ないでしょう。 	
 
	 何をするべきか考える時、そのことを何度も自分に言い聞かせ

る癖をつけてみてください。そして、繰り返し言い聞かせる時間

の間隔をあけていきましょう。また、ただ漠然と「あとでやろう」

と考えず、いつ何処でやるのかしっかりと決めましょう。	
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	 特定の活動には何か覚えやすいものと関連づけることも有効で

す。例えば、銀行に行った帰りにケーキ屋に寄る場合は、頭の中

で銀行員に紙幣を渡される代わりにケーキを渡される図を想像し

てみてください！ある特定の場所で何かをしなければならない場

合は、その場所を思い浮かべ、実際自分がするべきことをそこで

行っているところを想像をしてみて。例えば、お店で買い物をす

る時、近くの郵便局から手紙を出す時、実際その店の近くを歩い

ている自分を思い浮かべ、郵便局に寄る自分の姿を想像してみて

ください。やるべきことを関連づけることによって、物事は思い

出しやすくなります。例えば、スピーチなどで沢山のことを短時

間に言わなければならない場合、言葉と言葉の間に関連性を見つ

けるように努めましょう。	
 

	 たとえばスーパーなどで、色々なものを買わなけ

ればならないのに買い物リストを書く時間がなかっ

た時、買うべきものの間に関連性を見つけて、それ

ぞれのグループに分けてみてください。にんじんや

キャベツは野菜、チーズ、ミルク、バターは乳製品として分ける

ことができます。または、スーパーのどこに何が置いてあるのか

考えて、同じ場所に置いてあるもの同士をグループとして考えて

みることもできます。 
 

	 先ほどまで覚えていたことでも数秒経ったら忘れてしまう、な

んてよくあることです。例えば、焼いたパンを

間違えてまたトースターに入れてしまうことも

ありますね。「トースト」というキーワードを

自分にゆっくり、繰り返し言い聞かせてくださ

い。１０回ほど唱えた頃には、トーストが焼き

あがったか確認する時間です。	

	

	 あなたが非常に忙しい日々を送っている場合は、何をするべき

か、やり残していることがないか、定期的に考えたり、リストを
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作る習慣を身につけてください。するとやるべきことが記憶に残

りやすいでしょう。朝仕事を始める前や、昼食の後など、特定の

時間に手帳を確認することで、やるべきことをうまく記憶に留め

ておくことができ、忘れにくくなります。	
	
	

より良い方法で想起する	
 

	 たいていの場合、物忘れをしても、忘れた当初はそれに気づき

ません。あるいは何かやるべきことがあったのに忘れていると気

づいても、それが何だったか思い出せないことがあります。こう

いう状況に陥った場合、少し落ち着いて、他にやるべきことにつ

いて思い出してみてください。例えば、買い物中に何を買えばい

いか忘れた場合、他には何を買うつもりだったか思い出してみて

ください。または、それをしようと初めて思ったのはいつだった

か思い返してみてください。やるべきことが思いがけず頭に浮か

んでくるかもしれません。	
 
	 やるべきこと、例えば窓を閉める、オーブンや部屋の電気、ま

たは灯りのスイッチを切る、など、既にした

かどうか忘れることもあるでしょう。このタ

イプの記憶力を改善するには、その記憶を心

に残るものにすることです。思い出したいこ

とに音を加えてみてください。例えば、咳をしたり、声に出して

みたり、または部屋の灯りを消す時、スイッチを一度触ってから、

「ほら、灯りを消したよ」と言ってみましょう。	
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3.  人に言われたことを思い出す 
 

メモリーエイドを使う	
 

	 人に言われたことをすぐ書き留めるの

は記憶力向上に役立ちますね。短いメッ

セージや買い物リストの場合は、付箋

（ポストイット）やメモを使用できます。

人々との出会いなど、日々起こった出来事を覚えておきたいなら、

定期的に見返せる日記をつけるのがおすすめです。Filofax 形式

のシステム手帳は個々の用途に応じて用紙を組み合わせることが

でき、たいへん便利です。メッセージを書き留めるためには、電

話の近くにノートパッドとペンを置いておきましょう。	
 
	 自宅や仕事場の目立つ場所に書いては消せるタイプのホワイト

ボードを置けば、他の人に言われたり頼まれたりしたことを即座

に書き留めることができます。その場合はわかりやすくきちんと

書くよう努めましょう。たとえば、長いメッセージをいくつかの

ポイントに分けて、個別に題をつけたり、番号をつけてみたりし

てみましょう。大文字を使ったり、様々な色のペンで書いたりな

ど簡単なやりかたでメッセージの特定の部分を強調することもで

きます。	
 
	 ボイスレコーダー付きのスマートフォンをお持ちの場合は、ボ

イスメッセージを記録しておくと便利です。ある場所への行き方

を誰かに教えてもらった時や、医師との会話を覚えておきたい時

などに役立ちます。いくつかのボイスレコーダーアプリは別々の

ファイルにメッセージを保存できるため、自宅用のメッセージと

仕事用のメッセージを分けることができます。最近の携帯電話も

似たような便利な機能を持つものが多いです。	

	

	



13 
 
より良い方法で学習する	

 

	 誰かに言われたことを覚えておきたい時には会話の内容を思い

返して、自分の言葉でもう一度自分に言い聞かせてみましょう。

言われたことについて何を言われたのか自分自身に質問したり、

言われた内容が自分にとって良いものだったのか悪いものだった

のか考えてみたりしてください。初めて言われた時に戻って、時

間をかけて考えれば、記憶に残りやすいものです。	
 
	 数字を覚えておきたい時には、グループに入れてみてください。

例えば、３、７、４、という数字の羅列を、三、七、四として覚

えるのではなく、三百七十四、として覚えるのです。長い電話番

号を覚えなければならない場合は、番号同士の間に関連性を見出

すと便利です。たとえば、19385 は数字を 19	×	2	=	38、その次

に年間の週数が５２個あるというふうに

覚えるとよいでしょう。同様に、330 はお

茶の時間（午後３時３０分）だと覚える

と記憶しやすいかもしれません。 
 
	 このように、数字のグループ化や、意味を持たせること、特に

あなたに強く関わる意味を持たせることによって忘れにくくなり

ます。この方法は他の状況にも適用できます。例えば、郵便番号、

車の登録番号などもこういったやり方で覚えられます。	

	

	 長いリストを覚えなくてはならない場合、特に役に立つテクニ

ックは、それぞれの言葉の最初のひらがなで別の言葉を作ったり、

その間の関連性を見つけることです。例えば人参、椎茸、インゲ

ンを買いたい場合、「に」と「し」と「い」は全て「い」の母音

が入ったひらがなだと覚えておけばいいのです。また、「に」と

「し」を組み合わせて「西」という言葉を覚えておくと、どの野

菜を買いたかったか思い出しやすいでしょう。	
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	 折角覚えた関連した単語を忘れないように

するには、その言葉をこれから行く場所に結

びつけてみましょう。例えば、頭の中でスー

パーが西にあるという図を思い浮かべてみま

す。さらに、単語の間にも関連性を見つける

ことができます。たとえば、この場合には、

人参と椎茸とインゲンを入れた煮物を作る想

像をしてください。	

	

	 他のやり方としては、自分が聞いたメッセージを、間隔を開け

ながら頭の中で何度も反復することもできます。そしてその間隔

を１０秒、３０秒、２分、５分と少しずつ長くしてみてください。

メッセージを聞いた直後に確認のために繰り返すのもいいですが、

少し時間が経ってから、もう一度繰り返す方が効果的です。もち

ろん、長く間隔を開けすぎると、繰り返そうとしても忘れてしま

っているかもしれません。従って、間隔が徐々に長くなるように

試してみることが大切です。	
 
より良い方法で想起する	
  

	 自分が聞いたメッセージを忘れてしまった場合は、まず

落ち着いて、誰からどこで受け取ったメッセージだったか、

またその時に自分がしていたことは何だったのか、他にも

似たようなメッセージはあったのかどうかなど、メッセー

ジに関する他のことを考えてみてください。こういう情報

は、忘れてしまったメッセージを思い出すのに効果がある

ものです。また、最初にメッセージを聞いた時にどういう風に覚

えようとしたか考えてみてください。	
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4.  人の名前を思い出す	

 
メモリーエイドを使う	
 

	 人の名前を覚えるテクニックを飛躍的に進歩させる方法は残念

ながらありません。たくさんの人の名前を覚えておく必要がある

場合には、手帳やノート、または携帯電話に名前を書き留めるよ

うにしてください。それぞれの人の名前の横に、その人がどうい

う人で、何の仕事をしているのかという情報を書き加えてみると

覚えやすいかもしれません。できれば書き留めた名前を何度か復

習してください。その人の顔を名前と共に思い浮かべながら復習

するとより効果的です。ほとんどの携帯電話では、名前とともに

顔の写真を保存することができます。このような機能は、定期的

に人の名前を反復したり、写真やその人の関連情報を見たりして

覚えるのに役立ちます。	
 
より良い方法で学習する	
 

	 あなたが初めて誰かに会うとき、その人の名

前を注意深く聞いてください。 珍しい名前の場

合、どのように書くのか聞いてみてください。

何人もの人に一度に	紹介された場合には、も

う一度みんなの名前を教えてもらうよう頼みま

しょう。例えば、「あなたの名前を正しく覚えたか確認させてく

ださい。」などと言ってみましょう。最初の会話でできるだけ頻

繁にその人の名前を使って会話してみてください（「お会いでき

てうれしいです、ジョンさん」、「ジョンさん、あなたはどんな

仕事をしていますか」など）。すぐに名前を繰り返すのではなく、

数分後に繰り返してみる方が覚えやすいと思います。会話の中で

人の名前を何度も	言うのは恥ずかしいと感じるかもしれません

が、ほとんどの人は自分の名前を聞くのが好きなんですよ!	
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その人の名前と何かを関連付けたり、他の意味を与えることがで

きれば、記憶するのに役立ちます。たとえばより意味のあるもの

にするために少し音を変えてみましょう。場合によっては、その

名前を何かのイメージと関連付けるとより記憶に残るでしょう。

たとえば日本語なら、『水野さん』という名前を覚えるために緑

の野原の中に澄んだ小川が流れているイメージを想像してみまし

ょう。	
 
	 外国人の名前を記憶する場合、イニシャルから単語を作成し、

イメージと結びつけて覚えると効果があります（特に図として頭

に浮かびやすいもの）。HARRY	THOMPSON の場合は HAT という言

葉を作って、帽子をかぶった人、あるいは MARY と PETER は MAP

という言葉を作って、二人とも地図を読んでいるなどと想像して

みてください。	
 
こちらはちょっと進んだテクニックですが、意表をつくイメージ

にその人を置いてみると、その人のことを思い出しやすいかもし

れません。たとえば、その人の名前が JAMES	COHEN だった場合、

上にジャム（JAM だから）が入ったアイスクリー

ムコーン（CONE だから）を彼が食べている図を想

像してみてください。次にその人に会うときは、

アイスクリームコーンとジャムを思い浮かべて、

名前がジェームズ（	'ジャム'）コーエン（	'コー

ン'）だと思い出せるかも！とても不思議な連想が

出来上がっても心配しないでくださいー珍しけれ

ば珍しいほど、その人の名前があなたの記憶にと

どまる可能性が高くなります。 
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	 その人の外見と名前を関連づけて覚えるやり

方もあります。コーエン氏の場合は、髭を生や

しているので、髭がコーンの形をしていると想

像するといいでしょう。  
 
	 一般的に、人の顔の特徴に注目したり、その

人の顔が魅力的であるかどうかを考えたりする

ことによって、ただ名前を覚えたり、以前どこ

かで会ったかどうかという事実に頼るより、その人のことがあな

たの記憶によく残ることがあります。その人の服装や髪型ではな

く、顔や体に意識を集中してください。 
 
	 同じ名前の別な人を覚えたい人とリンクさせてみてはどうでし

ょうか。あなたの友人か、有名人でもいいですね。そして見た目

や仕事など、二人の人たちの間にいくつかの類似点を見つけてみ

てください。その人がピーター・シェイクスピアという名前の場

合、その人の外観や職業と有名な英語の劇作家ウィリアム・シェ

イクスピアとの類似点について考えてみてください 。 
 
	 人と別れる時、その人の名前をもう繰り返す習慣を身につけて

みてください（例えば、「あなたに会えて楽しかった、ジョン」

など）。できるだけ数時間後にも、また数日後に彼の名前を 思
い返してみてください。顔とともに名前を思い出すテクニックは

とても効果があるものです。	 
 
	 仕事の同僚やクラブのメンバーなど、たくさん名前を覚えてい

なければならない場合は、余裕があるときにその人達の顔や名前

をもう一度思い出してみてください。手帳、メモ帳、または携帯

電話にその人達についての他の情報を書き留めておくと便利です

よ。 
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より良い方法で想起する	

 

	 あなたがある人の名前を忘れてしまったことに気づいたら、慌

てないでください！「あかさたな」の各文字で始まる名前を考え

てみてください。その人の名前を最初に知った場所と、名前に関

連している可能性のあるものについて考えてみましょう。後でま

た思い出すことができるかもしれないので、その場で思い出せな

いからといってあきらめないで！ 
 

	 何度考えてみてもその人の名前を思い出

すことができない場合、その人に直接尋ね

ることを恐れないでください。「あなたの

ことはとてもよく覚えているのですが、失

礼なことに名前を忘れてしまいました。」

と言うこともできます。または、握手する

際に自分の名前を言ってみてください。その人も本能的に同じこ

とをするかもしれません。 最後に、実は相手の名前を覚えてい

なくても楽しい会話ができることを忘れないでください！ 
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5.  どこに何を置いたか思い出す 
 
メモリーエイドを使う	
 

	 鍵やテレビのリモコンなど、よくなくす傾向があるアイテムに

付けることができる電子タグデバイスを使うといいでしょう。電

子送信機のボタンまたはスマートフォンアプリのパネルを押すと、

なくしたものを見つける手助けをしてくれます。一部の電子機器

は、ある物体から一定距離以上離れたところで信号を発すること

もあり、携帯電話のようによくなくすものを探すのにとても役立

ちます。	

	

	 大事なものよくなくすのであれば、それを自分のベルトに取り

付けたり、ネックスレスのように首からぶら下げたりして、いつ

も身につけておいてください。	
 

	 できるだけ整理整頓を心がけましょう。家や仕

事場に鍵、財布、メガネなど日頃よく使うものの

ための特別な場所を設定してください。小物入れ

に物を容れる場合は、透明なガラスやプラスチッ

クのものであることを確認し、目立つ場所に置い

てください。ものを片付けるときはよく気をつけ

て、もともとの場所に必ず戻すように心掛けまし

ょう。土曜日の朝など時間があるときに持ち物を整理しなおし、

出したものはきちんとしまうように習慣づけましょう。	

	

	 いつも同じ場所、例えば食器棚やビンの中にものをしまう場合、

何が仕舞ってあるか内容を示すラベルをつけると便利です。小物

店や 100 円ショップで購入できるプラスチック製の透明な引き出

しは、細々した小さなものを整理するのに便利です。	
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	 傘や携帯電話など、ついそのあたりに放置してしまう傾向のあ

るものは、名前と電話番号を書いたはがれにくいラベルを貼るこ

とをお勧めします。なくしやすいものや置き忘れてしまうものに

は必ずラベルをつけましょう。コート、手袋などの場合は衣服の

一部に縫い付けたり、アイロンで接着したり、布に直接書きこめ

るペンや、印刷できるスタンプを使ってみましょう。自宅の電話

番号を書くのが心配なら、仕事の番号や、あるいは承諾を得てか

ら友人の電話番号を使いましょう。	

	

	 買物の際に、一つのバッグやブリーフケー

スに全ての荷物をまとめて持ち運んでくださ

い。複数の袋を持ち運ぶ場合には一つの大き

い袋に全て入るかどうか確認してください。

袋の数は少なければ少ないほど置き忘れの可

能性が低くなります。また、座る時に、荷物

は足元に置くのではなく、目の前のよく見える場所に置きましょ

う。電車の荷物棚に物を置く場合は、よく見えるように座ってい

る場所の反対側のラックに置くことをお勧めします。それでもた

くさんの荷物を一度に運ばなくてはならない場合は、荷物は全部

で何個あるのか確認して、正しい数の荷物を自分が持っているか

どうかいつもチェックしましょう。	

	

	 車を駐車した場所をよく忘れる人は、いつも同じ場所に駐車す

る習慣をつけてください。駐車場に駐車する場合は、標識や料金

の精算機など、特徴のある場所の近くに駐車してください。車を

離れるときは、駐車した階と、車を見つけるのに役立つ情報を紙

に書き留めてください。歩きながら何度か振り返り、どこに駐車

したか確認してください。一部の車にはリモコン付きのアラーム

システムが装備されていて、離れたところからリモコンボタンを

押すと車のホーンが鳴り、ウィンカーが点滅するので、車を見つ

けやすいではずです。	

買	

い	

物	
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より良い方法で学習する	
 

	 何かをなくしやすい状況には特に注意しましょう。バスや電車

で移動したり、店の中を歩き回ったりするとき、私たちはよく物

をなくしたり、どこに何を置いたか忘れたりしてしまいます。こ

れは、他のことを考えて気が散ってしまい、集中力が低下するか

らです。何かを置くとき、一度止まってよく考えてください。数

秒間意識を集中して、ものを置いた場所をよく見て、その場所の

名前を口に出してみてください。また、あなたがその場所にもの

を置いた理由を考えてみてください。	

	

	 より役立つのは、置いたものと置いた場所を関

連づけることです。たとえば、カップに鍵を入れ

た場合、カップではなく大きな鍵で紅茶を飲むこ

とを想像してみてください！あなたが鍵を置いた

場所を思い出そうとしたら、同時にカップのこと

も思い出し、連鎖的に鍵を置く場所を思い出せる

でしょう。また、「カップ」と「鍵」は日本語で

はどちらも同じ「か」の音ではじまります。どれ

か一つの単語を思い出せれば、もう一つの単語も思い出しやすい

でしょう。 
 
	 一度何かを仕舞ったら、そのあとしばらくしてからどこに置い

たかを思い出してみてください。毎回思い出す時間を少しずつ長

くしていきましょう。  
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より良い方法で想起する	
	

	 どこに何を置いたか忘れてしまった場合、それを最後

に持っていたのはいつだったか思い出してみてください。

それから、あなたがその時やっていたことや、そのあと

やったことなどを、順を追って思い出してください。	

また、もし初めてどこかにしまうとしたら、どこに置く

だろうかと想像してみてください。まず最も置く可能性

の高い場所から探すと良いでしょう。 	
 

	 あなたが眼鏡などいつも使うものをしょっちゅうなくす場合に

は、あらかじめ自分なりの予防システムを考えておくことをお勧

めします。例えば、自分に聞いてみるのです。ハンドバッグやコ

ートのポケットの中にはないだろうか？椅子やテーブルの上に置

いているかもしれない。キッチンやトイレはどうだろう？電話の

隣には？寝室には？ 
 
	 なくしたものと似たような物を思い出してみてください。その

近くになくしたものを置いたかもしれないので調べてみましょう。

誰かにそれを見なかったか、探すのを手伝ってくれるよう頼んで

みることも忘れないでください。	
 
	 なくしたものを見つけられず、イライラしてしまうこともある

でしょう。散々探しても見つからない場合は、少し休憩して数分

間リラックスしてみてください。なくしたものが本当に大事なも

のか、また同じものを買うことができるのか、友達に貸してもら

うことが可能か、自分に聞いてみてください。 
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6. 決めた場所へどうやって行くか思い出す	

 
メモリーエイドを使う	
 

	 地図や道順を印刷してくれるサイトを使い、出発

する前に印刷した地図を見返し、長い時間出かける

なら段階に分けて計画しましょう。病院などの特徴

的な建物は大体の地図に表示されているので、それ

に印をつけると良いでしょう。地図を好む人もあれ

ば、目的地までの道順のリストを好む人もいます。

あなたに合った方を選びましょう。	
 
	 車に取り付けることができるカーナビゲーション・システム、

通称「カーナビ」はとても便利です。一部のナビシステムは歩き

回るときにも使用でき、ほとんどのスマートフォンについていま

す。	

	

	 あなたの目的地の近くまで導いてくれる道路標識があるかどう

か調べてみてください。目的地の近くにわかりやすい道路標識が

あるなら、右折や左折を散々繰り返して迷ったりしないですみま

す。あなたが出発する前に、あなたが向かう目的地の電話番号、

またはこれから会う人の電話番号と、誰かに道を聞くために携帯

を持って行きましょう。 
 
	 大きな建物の中は迷いやすいかもしれません。もし迷ったら、

部屋のドアの上にラベルや絵を置いて、その部屋の用途を示すよ

うにしてください。	特定の部屋のドアは、違う色に塗ることも

できます。	
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より良い方法で学習する 
	

	 特に初めての場所に行く時は、時間の余裕を充分見

て出発してください。目的地まで時間がかかる場合は

旅程を分割して、記憶が途切れないよう、そして自分

の集中力が低下しないように気をつけましょう。誰か

に行き方を教えてもらったのなら、自分の言葉でもう一度口に出

して言ってみて、間違えて覚えてないか相手に確認してもらって

ください。可能であれば間隔をあけながら何度か繰り返してみて

ください。行き方を書き留めるか、スマートフォンに記録するこ

とができればより良いでしょう。あなたがその場所へ向かうイメ

ージを頭の中に描いてみてください。あなたの目的地と同じ方向

にある別の場所（町など）への標識があるかどうか人に尋ねてみ

ると、ただ闇雲に方角だけを辿るよりは効率的かもしれません。	
 
	 徒歩でどこかに行く場合は、特徴のあるお店などを途中で数回

振り返って見て、帰る時の目印にしましょう。車で行くなら、バ

ックミラーで確かめながら運転するといいかもしれません。 
 
より良い方法で想起する	

 
	 それでも迷って目的地につけないと思ったら、

落ち着いて、パニックに陥らないように！もう一

度その行き方を試してみて、それでもうまくいか

なかったら他にも行き方があるかどうか考えてみ

てください。もし前にも行ったことがある場所な

ら、前回どうやって行ったか思い起こしてください。	
 
	 最後に、誰かに道を尋ねることを躊躇しないでください。ガソ

リンスタンドやお店などで聞くのもいいし、あなたが会おうとし

ている人や行こうとしている場所に電話してみてもいいでしょう。	
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7.  最近あったことを思い出す 
 

	 最近あったことを思い出せないと、悔しい気持

ちになるかもしれません。さらに、他の人はよく

覚えているのに自分だけ思い出せないと、恥ずか

しいと感じるかもしれません。	
 
	 子供の頃の出来事をはっきりと覚えていても、

最近の出来事を思い出せないという経験は珍しく

ありません。子供の頃の思い出は自分にとっても印象深い物が多

く、何度も何度も思い出しているので、強く記憶に残っているの

でしょう。 
 
	 最近経験したことを思い出せない場合、思い出すためにできる

ことは何通りかあります。そもそも、過去の出来事をどのくらい

鮮明に覚えているかは人によって違います。数年前の出来事を非

常に詳細に思い出すことができる人もいますし、重要なイベント

なのに全く覚えてない人もいます。そして、自分にとって不愉快

で嫌な思い出は、記憶の奥底にしまわれてしまう可能性があり、

思い出すことが難しいことがあります。私たちは日々やるべきこ

とを忘れないように、言われたメッセージを忘れないように常に

気をつけて生活しているので、何ヶ月か何年か前に経験した出来

事を覚えていないと、イライラしてしまうかもしれません。しか

し、生きていく上では大きな問題はないでしょう。	

	

	 経験した出来事をしっかり記憶し、必要な時に思い出すには、

いくつかの方法があります。 
 
	 何かの出来事が発生してから数週間後、および数ヶ月後にその

ことを定期的に思い出したり反芻してみたりするといいでしょう。	
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	 特定の出来事を日記に書き留め、毎週特

定の日に読み返してみてください。記録に

絵や図を加えることも役に立ちます。携帯

電話、パソコンやタブレットでビデオや写

真を撮ることもできます。電子日記には撮った写真を添付できる

スマホアプリも存在します。	
 
	 定期的に日記や写真を見直すための時間を設けてください。そ

の出来事を一緒に経験した人と共に見直すことをお勧めします。

休暇の出来事や、家族の写真を額に入れて家の中の見えやすい所

に置いておく人もいますね。これらの写真を定期的に見る習慣を

つければ、昔の思い出をより良く記憶に留めておけるでしょう。	

	

	 以前あった出来事を定期的に見直すことができなくて、どうし

ても思い出せない場合は、パニックにならず、落ち着くことです。

何故なら、パニックになると、さらに思い出しにくくなってしま

うからです。イベントなどの記憶は少しのきっかけで戻ってくる

こともあります。思い出すためのヒントを探してみてください。

例えば、実際に経験したひとつひとつの出来事や、同じ時期に起

こったニュースの中の別の出来事などを思い返してみてください。

さらに、同じ経験をした人と話したりすると、その出来事を思い

出す重要なヒントを得ることができるかもしれません。更に、そ

の時撮った写真も、忘れた記憶を呼び起こしてくれます。それで

も思い出せないときには、よくあることだと認識し、あまり心配

しないようにしましょう。	
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8.  役に立つメモリーエイド	

 
	 このセクションでは、毎日の生活に役立つメモリーエイドを紹

介しています。そのうちいくつかのメモリーエイドはもう既にこ

れまでのページで説明してきました。一つ注意して欲しいのは、

これから紹介するメモリーエイドは必ずしもあなたの住んでいる

場所や国で手に入るとは限りません。また、一部のメモリーエイ

ド、特に電子機器類は発売中止されているかモデルが新しくなっ

ている可能性があります。	
 
文房具類のメモリーエイド	
 

付箋	

	 いろいろな種類や色のものが売っています。一部の付箋はメッ

セージつき、チェックリストつきの物もあります。普通の付箋は

すぐ剥がれてしまうことがあるので、特に剥がれにくいものを選

んでください。付箋は自分の記憶を確認するために使うことがで

きます。例えば、ドアノブに「２階にノートを持っていくことを

忘れないように」付箋を貼る、冷蔵庫の扉に「中にミルクをしま

うことを忘れないように」付箋を貼る、など。また、買い物リス

トのようにメモとして使うこともできます。電話の近くには付箋

とペンを置いておくと便利でしょう。	
 
付箋テープ	

	 いろいろな種類、色や太さのものがあります

（0.5cm から 2.5cm）。通常、紙に書いたり描いたり

したものを隠すためにも使えますが、他にもメモリー

エイドとして様々な用途があります。携帯電話やメガ

ネケースの裏に貼って簡単なメッセージとして、食器

棚や引き出し、容器、ファイルに貼るラベルとして、ホワイトボ

ード、例えば週に一回ゴミ出しを忘れないように自分に確認した
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い時に、また車のダッシュボードに貼るお知らせとして、あるい

は読んでいる本のノートをとりたい時などに使えます。	
 

ノートブックや手帳	

	 毎日の出来事を書き入れたり、名前

と住所の保存、短いメッセージを書き

留めることができます。システム手帳

の一つである Filofax には事前に印刷

された「やること」リストが付いてい

る他、国や街の地図もあります。	
 

ホワイトボードとカレンダー	

	 ホワイトボードはマグネット製のものとそうで

ないものがあり、さらに様々なサイズや種類があ

ります。真っ白なものや日付が付いているものも

あるでしょう。ホワイトボードやカレンダーはよ

く見える場所に置いておきましょう。何かを書き

入れる場合、必ず大きく見やすい字で、そして黒

くて太いペンを使いましょう。	
 
ラベル	

	 何かを置き忘れるか、適当な場所に置いてしまい、なくしてし

まうことは珍しいことではありません。しかし、なくしたものに

名前と電話番号が貼ってあれば、戻ってくる可能性が高くなるで

しょう。メッセージラベルはパソコンで書いて印刷することもで

き、そういうサービスを提供してくれる会社もあります。服や布

に文字を書けるペンもありますし、ラベルを縫い付けることもで

きますね。もし自分の名前と電話番号を使うのが心配なら、仕事

の番号を使うか、承諾を得てから友達の番号を使わせてもらうと

いいでしょう。いくつかの国では、自分の鍵を登録できるサービ

スもあり、鍵をなくしても、キーリングにそのサービスの電話番
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号が書いてあるので、発見者がその電話番号に電話してくれれば、

あなたにも鍵が見つかったと連絡が行きます。	
 
 
電子機器類のメモリーエイド	
 

時計	

	 大きな数字が付いていて、日付もついている電子

時計がオススメです。 
 
 
 

	

タイマー	

	 キッチン用品店などで売っているタイマーは値段も安く使いや

すいでしょう。一度に４つのタイマーを設置することができるも

のもあるので、いろいろなことを同時進行で行う場合、例えば、

一度に何品も調理時間がそれぞれ異なる料理を同時進行で作る場

合などにも役立つでしょう。	
 

 
薬箱	

	 いろいろな形やサイズのものを薬局やドラッグストアで買い求

めることができます。中には薬箱の内部に細かい仕切りがあり、

毎日飲む薬が一目でわかる仕組みになっている便利なものもあり

ます。特にふたが透明なものは中身がよく見えるのでお勧めです。

一部のものにはアラーム機能が付いており、毎日の特定の時間に

セットすれば、アラームが鳴ってちゃんと薬を飲むように催促し

てくれます。	
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カメラ	

	 静止画や動画を撮る一般的なカメラもあれば、

自動的に目の前の出来事を撮ってくれるものも

あり、また衣服に取り付けることのできるタイ

プのものもあります。撮った写真はパソコン、

テレビやタブレットを使って再生できます。最

近のほとんどの携帯にはカメラ機能が備わっていますね。  	
 
 

録音機/レコーダー	

	 最近のものはテープを使わず、デジタル音声を記録

することができます。すると整理しやすく、目当ての

ファイルも検索しやすくなっています。したがって家

に関するメッセージと、仕事に関するメッセージを分

けて記録することができ、とても便利です。一部のレ

コーダーはアラーム付きのものもあれば、音声をパソ

コンに移動することも可能です。最近のほとんどの携

帯にはレコーダー機能が備わっています。	
 
 
デジタル時計	

	 最近のデジタル時計にはアラームやお知らせ機能が備わってい

ます。携帯と接続できる時計もあり、時計の画面にメールやメッ

セージ、アラームやメモ機能、通話記録などが通信によって表示

できます。一部のデジタル時計にはボイスレコーダーやカメラ機

能も付いており、道に迷わないようにナビシステムも備わってい

ます。 	
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タイマー付き電気プラグ	

	 スイッチにタイマーがついており、電子機器類の電池を切るの

を忘れた場合、設定した時間に勝手に電子機器のスイッチをつけ

たり消したりしてくれます。	
 

アラーム付き電子タグ	

	 リモコンや鍵など、なくしやすいものに電子タ

グをつけることによって探しやすくなります。手

元にあるボタンを押せば、なくしたものがどこに

あるのか音で知らせてくれます。そのアイテムから一定の距離圏

外に出るとアラームがなるものもあり、置き忘れを防ぐことがで

きます。最近はこういったデバイスを携帯のアプリにつなげるこ

とができます。	

	
 

電話	
	

固定電話	

	 ほとんどの固定電話は特定の電話番号を記録

することができます。さらに、番号表示機能が

付いていると、電話する際に相手の電話番号が

見えて便利です。「写真電話」など、そのひと

やその場所の電話番号と、顔写真や写真を同時に表示してくれる

ものもあります。その写真を押すと、自動的にその番号に電話を

かけてくれます。	
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携帯電話	

	 最近の携帯番号にはスマホ機能が備わっており、日記

や写真/音声レコーダーシステムだけでなく、リマインダ

ーアプリやその他のメモリーアプリもダウンロードでき

ます。カメラ、ビデオ、またはボイスレコーダーのよう

な機能も内蔵されており、記憶力向上に非常に役立ちます。	
 
 
	

ナビゲーション・システム	
	

 

	 車に装着できるナビゲーション・システム

「カーナビ」はとても便利です。現在地がどこ

か地図上で知らせてくれるし、どういうルート

を使えばいいのか音声で教えてくれます。一部

のナビは徒歩でも使え、最近の携帯にもたいていナビシステムが

ダウンロードできるアプリが備わっています。 
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9. よくある質問 
 
記憶違いや物忘れはよくあることです。皆さんからよく寄せられ

る質問について答えてみます。	
 
Q-1 どこに眼鏡を置いたかどうやって覚えていればいいの？ 
 

ü チェーンつきの眼鏡を使い、首の周りにかけましょう。	

ü 胸ポケットに眼鏡ケースを入れましょう。さらに、眼鏡ケース

に自分の名前と住所つきのラベルを貼ってください。 
ü 寝る前に、必ず同じ場所に眼鏡を置くようにしましょう。 
ü どこかにスペアの眼鏡を置いておきましょうー例えば、テレビ

の横や、車の中など。	
 
Q-2 ちゃんと時間通りに薬を飲むにはどうしたらいいの？ちゃん

と飲んだかどうかどうやって確認すればいいの？ 
 

ü 携帯電話についているお知らせアプリを使い、決まった時間に

薬を飲むよう催促してもらいましょう。さらに、透明な薬箱を

使い、ちゃんと今日の分やその前の分の薬を飲んだか確認しま

しょう。 
ü 歯磨きや、テレビ番組、食事の前や、日常のルーティーンの前

に薬を飲んでください。付箋に忘れないように薬を飲むことを

書き、電気ポットやコーヒーメーカーに貼っておくと、お茶や

コーヒーを飲むたびに、薬を飲まなくてはいけないことを思い

出します。さらに、薬を飲んだらその付箋に記録を残しておけ

ば、いつ飲んだかわかるでしょう。	
 

Q-3 家を出る前に忘れ物をしないためにはどうしたらいいの？	
 

ü 忘れたくないものは、よく見えるように玄関に置いておきまし

ょう。 
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ü そのアイテムの名前を剥がれにくい付箋に書き留めて、玄関の

ドアに貼っておきましょう。 
ü 財布や鞄など、必ず持っていくであろうものの近くに置いてお

きましょう。 
ü 玄関にモーション（動き）センサーつきのデバイスを設置する

ことによって、誰かが玄関に近づくたびに記録したメッセージ

を再生できるように設定しましょう。よく忘れるものを音声に

残し、それを再生してみましょう。	
 
Q-4 見たいテレビ番組やラジオ番組を見逃さない、聞き逃さない

ようにするにはどうしたらいいの？ 
 

ü メッセージアラームを電話に設定しておきましょう。	

ü そのテレビ番組やラジオ番組の名前と始まる時間を付箋に書き

留め、テレビやラジオに貼り付けてください。	

ü 一部のテレビ会社、またはネット企業は、テレビにお知らせを

入れることができるサービスを提供しています。	
 
Q-5 教えられたメッセージを記憶するにはどうしたらいいの？	
 

ü 付箋に書き留め、冷蔵庫やドアに貼っておきましょう。 
ü 言われたことはすぐに繰り返して、正しく覚えたかどうか、い

つも確認してください。あとは自分の言葉で、間隔をあけつつ

何度も繰り返してみましょう。 
ü メッセージに意味を持たせるためにほかのものと関連付けるの

もいいでしょう。 
 
Q-6 記憶力が悪く、ストーリーについていけず、本を読むのを楽

しめなくなってしまいました。どうすればいいですか？ 
 

ü これといって簡単な改善方法はありません。まずは、あまり複

雑で長い小説は読むことを避けてみましょう。  
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ü 短い本で、イラストが付いているものも楽しめるかもしれませ

ん。子供の頃読んだ本も読み返してみてください。  
ü ストーリーがどういう風に進行したか思い出すために、少しず

つ話の流れを本の裏側や栞にメモするのをお勧めします。その

本を読むたびにメモを参考にしてみてください。 
 
Q-7 記憶力に問題はないけど、あまり楽しくない記憶や嫌な思い

出が勝手に頭の中に入ってきます。どうすれば忘れられますか？ 
 

ü そのような	思い出がなかなか頭から離れない場合は、それな

りの理由があるのでしょう。それについては専門家に助けを求

めるといいかもしれません。既にセラピストがいる場合は、そ

の思い出をそこまで辛く感じないように、どういう風にその出

来事をとらえられたり、再構築したりするかサポートしてくれ

るでしょう。	

ü そして、その出来事ではなく、別の楽しかった思い出などに気

持ちを集中させてみてください。定期的に良い思い出を思い出

すのは、あなたの気分を良くし、自信をつけてくれます。	
	

Q-8 新しいメモリーエイドを使うのは難しい、どうすればいいで

すか？	
 

ü その道具の使い方を習うとき、その行程を何回かに分けてくだ

さい。それぞれの部分を何度も繰り返して良く覚えることによ

って、使い方を忘れなくなるしょう。 
ü 説明書の重要な部分を自分の言葉でカードに書き留めると、少

し物事が簡単に思えてきます。デバイスの横にカードを置き、

読み返してみてください。定期的にちゃんと覚えることができ

たか自分をテストしてみるといいですよ。 
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10. 記憶力向上に役立つ情報やウェブサイト   
	

（このリストは記憶改善のための詳細を全て網羅するものではありません。また、サイトの全て

の情報の信憑性について保証するものではありません。サイトの情報は常に流動的なものであり、

しばしば更新されるものであることをご了解下さい。） 	
 
	

www.memory-key.com 
記憶力向上も含め、記憶に関する情報が満載です	

	

www.memorylossonline.com 
記憶についての時事通信。サイト自体は米国、ラトガーズ大学の記憶研究室とコラ

ボしています	

	

alzheimers.org.uk/site/scripts/documents.php?categoryID=200344 
Alzheimer’s	society	UK は、記憶障害を持つ人々を支援しています	

	

www.braininjuryhub.co.uk/information-library/memory 
UK	Children’s	Trust	は脳の障害を負った子供達の記憶障害のサポートをしてい

ます	

	

www.cogassist.com 
認知機能や心理を助けるための技術的補助を提供するサイトのリスト	

 
http://www.helpguide.org/articles/memory/how-to-improve-your-memory.htm 
もの忘れや記憶違いをどのようにして減らすかアドバイスやヒントをくれる	

	

www.rehab-booklets.com 
脳障害や脳疾患のある患者が経験する可能性のある困難について書いてある小冊子	

	

Berry E, Booth M. (2014). Memory problems after an acquired brain injury. Salford 
Royal NHS Trust. [34 pages]. Can be downloaded from http://tinyurl.com/hko3cfc	
 
Clare L, Wilson BA (1997). Coping with memory problems. Thames Valley Test 
Company (available from www.amazon.co.uk). [63 pages] 
 
Baxendale, S. (2014). Coping with memory problems. Sheldon Press. [119 pages] 
 
Budson A, O’Connor M. (2016). Seven steps to managing your memory. Oxford 
University Press. [312 pages]  
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11. 大事な 10 のアドバイス 
 
 

リラックスして	

1. あまり同時に多くのことをしないようにしましょう。記憶力の限界を考慮に入れてや

ることを減らすか、家族や同僚と仕事を分担しましょう。あなたは昔は完璧主義者だ

ったのかもしれませんが、自分への期待を少し下げるといいかもしれません。 

2. 不安、抑うつ、疲れ、痛み、睡眠不足、アルコール、麻薬や一部の薬物が記憶に影響

を与える可能性があるため、これらの要因には十分注意してください。物事をポジテ

ィブに考えてみるのが重要ですよ。一部の人はリラクゼーションや瞑想などのテクニ

ックが効果的だと感じています。過労を防ぐために定期的に休息してください。毎日

運動し、特に集団で行ういわゆるソーシャルスポーツは健康と記憶力改善につながり

ます。 

3. 何かを忘れてしまっても、あまり心配しないでください。落ち着いて、しばらく待っ

てみてください。もしかしたら記憶が戻ってくるかもしれません。どうして忘れてし

まったかよく考え、また同じことが起こらないように注意すれば、記憶違いや物忘れ

も減るでしょう。 

 

計画的に	

4. 決まった時間帯に、および決まった曜日に、決まった行動をするようにしましょう。

そうすれば、何かをやり残すことも少なくなります。 

5. よく整理整頓を心がけましょう。使ったものは全てもとの場所に戻すといいですね。

引き出し、食器棚、容器またはファイルにラベルを貼ってみてください。さらに、パ

ソコンや携帯、あるいは手書きで日記を作りましょう。いくつかのシステムを同時に

使う場合、それらを関連付けることによってさらに便利になります。 

  

気持ちを集中して、積極的にいろいろな方法を試してみましょう。	

6. すぐ気が散らないように気をつけましょう。特に、旅行中や外出中は注意してくださ

い。乗り物や部屋の中によく忘れ物をする場合は、その場を離れる前に必ず忘れたも

のはないか確認する癖をつけてください。 

7. やらなければならないことがある場合、後でしようと思うと、忘れてしまう可能性が

あります。思いついたことはできるだけ今すぐしましょう。 
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8. もし何らかのメッセージや名前を覚えなければならない場合、少しずつ間隔を開けつ

つ反芻してみてください。何度も繰り返し思い出すこと（いわゆる想起練習）によっ

て強く記憶に残るでしょう。最近行った旅行のことを思い出せない場合、携帯などを

使って写真付き、またはビデオ付き日記を作ってみてください。寝る前や、週末など、

頻繁にその日記を見返してみてください。さらに、忘れたくない思い出や人の名前を

壁に吊るしたボードなどに貼ったり書いたりしておくといいかもしれません。 

9. 覚えていたいことには、意味を与えると覚えやすいはずです。例えば、買い物リスト

の商品の中に関連性を見つけてみましょう。仕事帰りにミルクを買わなければならな

い場合、スーパーやお店の近くの道路や、その付近を通る車などのイメージとミルク

を関連づけて覚えてみましょう。 

 

メモリーエイドを使う	

10. メモリーエイドを使いましょう；マグネット製のホワイトボード、付箋、チェックリ

スト、ノート、手帳、カレンダー、アラーム、タイマー、スマホ、電子時計、など。

これらはメッセージややるべきことを思い出す手助けをしてくれます。しかし、友達

や家族、仕事の同僚も助けになることを忘れないで！スマホがあれば、お知らせアプ

リも豊富です。例えば、薬を飲むことを忘れないようにお知らせしてくれるアプリ、

どこに何を置いたか教えてくれるアプリ、行きたい場所にどうやって行けばいいか教

えてくれるアプリなどを積極的に利用しましょう！  
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12.	 記憶について、著名人の言葉	

 
聞いて忘れる。見て思い出す。おこなって理解する 

孔子	

 
二人の男がいるとする。二人とも同じ経験をして同じだけの粘り強さを持ち合わせていたとして

も、自分の経験について一番深く考え、関連性を見つけたものがよりしっかりした記憶力を持つ

だろう。	

ウィリアム・ジェームズ	

	
私は若い時、すべてを覚えていた・・それが実際起こったものかどうかに関わらず。	

マーク・トウェイン	

	
賢い人はわざと忘れることができる	  

マハトマ・ガンジー	

	
息子よ、必ず本当のことを言いなさい。そうすれば、後で何を言ったか思い出す必要もなくなる 

サム・レイバーン	

	
記憶力が悪いことの長所は、楽しいことをあたかもはじめての経験のように何度も味わうことが

できることだ。  
ニーチェ	

 
幸せとは健康であることと記憶力が悪いことだ	

イングリッド・バーグマン	

 
駆け引き上手な人は女性の誕生日を覚え、彼女の歳は覚えない 

ロバート・フォレスト	

 
最高の記憶力より薄いインクの方が勝る 

中国のことわざ	

 
良い記憶力を持つに越したことはないが、本当に素晴らしいのは忘れられることだ	

エルバート・ハバード	

 
記憶力の真の美学とは集中力のことだ	

サミュエル・ジョンソン	

		
若い時、恋をしていた。その時の思い出は細部まではっきりと覚えている。それは、何ヶ月経っ

ても一向に薄れず、何の努力もせずに思い出せる。しかし、政治家の話を聞くと、それは驚くほ

ど簡単に、ものの数分で全て忘れてしまうのだ。それが記憶というものだ。	

誰だったかな	
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