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2017年度「北海道NIE実践報告書」の発刊に寄せて

北海道NIE推進協議会
会長　高辻　清敏

　NIE実践告書「第21集」を刊行することになりました。
　今年度の実践校37校（協会指定32校、独自校5校）の先生方が、創意工夫されたNIEの
成果が掲載されています。NIEをどのように実践すれば良いのか、新聞記事の選択と教材
化、わかる・楽しい授業を目指した指導方法、NIEによって育つ子供の姿や学力の様子等々
が具体的に掲載されています。これから新聞活用を考えておられる先生方にとっては大変
良い資料になると思います。
　社会の変化は加速度を増し複雑で困難な時代を迎えると言われています。社会の変化に
対応できる生きる力が求められています。新しい学習指導要領は、こうした時代の流れの
中で、子供一人一人が未来の創り手として、決まった答えのない課題に積極的に挑戦し、
試行錯誤しながら新しい価値を創造できる子供像を目指しています。その観点から「社会
に開かれた教育課程」を目指し「主体的・対話的で深い学び」の視点から授業改善が求め
られ、また各教科の特質を「見方・考え方」という観点で捉え、それに基づいて育成すべ
き「資質・能力」が整理されています。

　昨年は新学習指導要領の周知・徹底期間。小・中学校では校内研修などでテーマをもっ
て相互学習で徹底的に深め合い、授業改革に向けて新聞を活用した先進的な実践が試行さ
れました。報告書には学習の基礎となる言語活動や情報活用能力を培う上でも新聞活用が
極めて重要と評価されています。新聞を通して社会に関心を持ち、自分の考えを練り上げ
多情報を読み解く力、課題解決に向けて考え・対話し表現する力が育成されています。
　今年度の実践報告の特色は、改訂のキーワードとなっている「社会に開かれた教育課程」
を念頭に置き、子供たちを学校と地域が一体となって育成するユニークな事例が複数校あ
りました。国語・社会科などの単一教科だけでなく教科横断的な総合的学習に新聞を活用
し、体験を通して汎用的な能力が育成される「新しい学び」の活用例が報告されています。
　具体例として「調べ学習」の方策に、学校図書館や公共図書館の活用。新情報の「宝庫」
である新聞を活用して、知的好奇心から生じる疑問を課題化し、解決に向けて図書館司書
や司書教諭の支援を受け、新聞や本を活用した探究型学習の事例。「コミュニテイ・スクー
ル」活動の一環としたNIEの活用。地域の過疎・空洞化から生じる負の遺産にどのように
光を灯すか、地域の活性化に向け現状を把握・分析し住民と共に地域づくりに参画してい
る事例。手紙・はがき・新聞の機能を生かし、言語力や表現力の育成を目指した「まわし
読み新聞」「はがき新聞」づくりの活用等、多種多様な事例が報告されています。
　NIE活動が深化・拡充し多用な教育活動のエネルギー源となっています。

　最後に「実践報告書」の発行に当たったNIE事務局をはじめ、NIE実践校の先生方、新
聞関係者の皆さんに大変お世話になりましたことを報告しお礼申し上げます。
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平成２９（２０１７）年度 ＮＩＥ実践報告 

ＮＩＥによる、これからの学力の育成 

～言語活動の充実、地域と一体になった学習、小中連携～ 
小中一貫コミュニティ・スクール上浦幌学園 

               浦幌町立上浦幌中央小学校 佐 藤 生 優 

                  浦幌町立上浦幌中学校    石 川 大  祐  

 

１ 学園（学校）の概要 

 

上浦幌地区は浦幌町の北端に位置し、西と北東には小高い丘陵を連ね、その中央に

貴老路川と川流布川が合流して浦幌川となり、狭い平地をなしている。この丘陵と平

地は、畑地、草地、植林地としてくまなく開墾されている。 

上浦幌中央小学校は、昭和６１年に宝生の丘陵を切り開いたこの地に、川上小学校・

川流布小学校・貴老路小学校の統合により、この地域の和を大切にする願いと共に誕

生した。以来、平成１０年に活平小学校、平成２２年に上浦幌小学校の統合により、

上浦幌地域の子供達のより良い教育環境を創り、地域が結束する場となった。一昨年

に開校３０周年を迎え、現在の児童数は３７名である。隣接する上浦幌中学校は、昭

和４２年に活平・上浦幌・貴老路・川流布・川

上の五校の統合により校名変更し、昨年に開

校５０周年を迎え、記念式典を挙行し、現在

の生徒数は１７名である。 

３年前から浦幌町は、十勝管内で初めてコ

ミュニティ・スクールの指定を受け、上浦幌

中央小学校と上浦幌中学校が連携し、「小中一

貫ＣＳ（コミュニティ・スクール）上浦幌学

園」として小中の子供や保護者・地域の方々

の連携と協力がますます進んでいる。 

 

 

２ これからの社会と子供達に身に着けさせたい力 

 

 本地域の子供達は、明るく素直である。また、どんなことにも真面目に真剣に取り

組む姿勢がある。授業中も落ち着きが見られ、友達や仲間に対して思いやりと感謝の

気持ちを持って接する場面が多々見られる。保護者や地域も学校に極めて協力的であ

り、「総合的な学習の時間」における「地域学習」などがしっかりと根付いている。 

しかし、全道的な状況にも見られるように「家庭学習が定着していない」「本や新聞
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を読まない」「自分のこととして考えられない」「テ

レビやゲームの時間が長い」などの課題も見られ

る。全国的にも、「ゆとり教育」の反省からＰＩＳ

Ａの学力検査など各種調査はＶ字回復し、全国学

力学習状況調査の結果も改善方向にあるが、その

質問調査においては「自信がない」「授業は楽しく

ない」「授業は役に立つと思えない」など、子供達

をめぐる状況は決して手放しで良好とは言えな

い。 

 また、ＡＩ（人工知能）の台頭など社会変化が

進むにつれ、本校のような田舎といえども子供の

環境は大きく変わりつつある。「スマホを長時間使

用するほど学校で習ったことを忘れてしまう」と

いう調査結果が示されている。「日本の子供はコミ

ュニケーション能力が世界的に高い」というデー

タ結果にしても、いわゆる「そんたく」する力が

優れているのではないだろうか。なんとなくの表

面上の話し合いしかできず、論理的思考が苦手、

単語でしか話ができない、真実より感情を優先し

自分の都合のいい解釈をする・・・。こういう状

況下ならば、ＳＮＳトラブルやネットいじめが起きるのは必然である。ＡＩによる仕

事や職業の構造的変化を考えれば、「答えが一つではない」「正解が予想できない」問

いに対しても向き合っていく意欲と能力が求められ、暗記するだけの学習や意味がわ

からなくても何となく解けるということでは、太刀打ちできなくなる。 

 人間とＡＩの違いは、①自ら目的を設定することができる。②自分の考えをまとめ

ることができる。③相手にふさわしい表現をすることができる。④多様な他者と協働

することができる。 ことだと言われている。さらに、「読んでわかる」というのも、

ＡＩにできない人間の能力であろう。とすれば、「読んでわかる」という能力をはじ

め、先に挙げた４点を育むことを学習に取り入れる必要がある。また、コミュニケー

ション能力とは、対話や議論を通して、自分や相手の考えが変わるということに重き

を置かねばならない。相手の意見と自分の考えをすり合わせるためには、時としてが

まんも必要だ。今まで国語科における言語活動は、「話す」⇔「聞く」、「書く」⇔「読

む」であったが、スマホを始め通信媒体の変化を考えれば、「書く」・「入力する」⇔

「読む」と、「入力する」という言語活動も意識せねばなるまい。 

 これらの学校教育への対応として、２０３０年の近未来を見越したその社会に通用

する子供の育成を目指した、新しい学習指導要領が提示された。「国際的な存在感（経

済活動を含め）が危うい状況」「人口減・生産人口減」という社会活動が減少する中、

ＡＩ化とグローバル化が進む中、子供達がどう生き抜いていけるか、まさしく「生き

る力」の育成を教育の基本的な考えに据えた方針と内容が示されている。 
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３ 実践紹介 

 

  ［購読計画］ 

 北海道新聞 十勝毎日新聞 読売新聞 毎日新聞 朝日ウィークリー 日本経済新聞 産経新聞 

６月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

８月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

９月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

10月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 そこで、ＮＩＥ実践指定を機に、①ＮＩＥを通じ

て、言語活動の充実を図る ②ＮＩＥを通して、地

域連携教育を進める ③ＮＩＥによる小中連携を

推進する の三本の柱を立て、実践をはじめた。 

 初めてのＮＩＥということであり全てが順調に

進むとは考えていないが、目標を立てることなくた

だ実践しては効果検証ができないため、初年度であ

りながら高めの実践目標を掲げた。 

         

 

① ＮＩＥを通じて、言語活動の充実を図る 

 

まず「ＮＩＥコーナー」を小学校は児童玄関

前に、中学校は多目的ホール（この多目的ホー

ルは図書室と兼用でオープンスペースとなって

おり、出入りの自由度が高い）に設置した。い

ずれも、子供達が休み時間などの空いている時

間に自由に新聞に触れることを大切にした。目

的としては、「新聞に親しんでもらう」「新聞の

抵抗感を減らす」ということだが、それ以上に

「新聞をめくる」という行為を大切にした。新

聞独自の活字の魅力や日常性、一覧性を味わわ

せないと、インターネットのニュースサイトやＴ

Ｖのニュースと比較することができないと考え

たからである。 

小学校５年生では、国語の単元「ことばで伝え

よう」の「情報ノートを作ろう」で「お気に入り

のニュースを伝えよう」という授業を参観日にあ

わせて公開した。自分で気になるニュースを切り

抜き、それをみんなに説明するという授業であっ

た。さらに、５・６年生は「新聞づくり」にも取

り組み、「総合的な学習の時間」の学習のまとめ

10



を新聞形式にまとめ、他学年の児童や保護

者・地域の方々に伝えた。最初は、町内の家

庭に一泊させてもらい、基幹産業である一

次産業を体験する「民泊体験学習」のまとめ

新聞を作成した。そのうちの「漁業民泊体験

新聞」は、第２２回全十勝小学校かべ新聞コ

ンクールに入選をはたした。その後、「林業

体験学習」においても、作り方に慣れたせい

もあり、今年度二枚目となる壁新聞を作成

した。こうした活動は、他学年にも刺激にな

り、４年生も初めて新聞作成に挑戦してい

た。かなり苦労をしていたが、こういう学年

をまたいだ継続的な取組が、学校に「新聞文

化」を根付かせる一つと思い、ノウハウを先

生方で共有し実践していこうと考えてい

る。 

 中学校では、中学 1 年生が国語科の「文

法の小窓・文の成分」において、主語・述語

について学ぶ教材として新聞を活用した。

記事やコラムが子どもたちに分かりやすい

内容でまとめられていることや、幅広い年齢

層にも興味がわくようにレイアウト等を工

夫している点に気づき感心していた。普段、

新聞記事を集中して読む機会が少ない子ど

もたちにとって、各々が興味のある記事を探

して読むことにより、新聞への興味・関心を

高めることができた。 

 

言語活動は、読み解くというインプットだ

けではなく、アウトプット～体験したことを

表現する、文章化しおこしファイリングする

まで求められている。学んだことを「見える

化する」こと、そして発信するという要素は、

「新聞スクラップ」や「新聞づくり」の活動

に必ず取り入れられる。言語活動の質的な高

まりに関して、コンパクトテキストの有効性

が指摘されており、意見の要素を取り入れ、

自分の考えを取り入れ、資料の関連性を図る

など、ただダラダラ書くことからの脱却が言

われている。コンパクトテキストは、論理的

思考力と記述表現力の両方に有効である。た

だ読むから考えながら読む、読んで考えて書
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く、この活動がすべての授業の中に求められている。ＮＩＥにおいて、新聞記事は抽

象ではなく具体であることから、その言葉やデータを使用し自分の考えを作りだすこ

とが可能である。発展⇔創造⇔修正という作業を繰り返す上でも、新聞記事のもつ文

章表現や事実に基づいた記述は大いに参考となるはずである。もちろん授業上、教科

書使用が前提・原則であるので、一単位時間ではなく単元や教材のスパンの中で、新

聞をどこに入れていくか考えることがカリキュラム化の近道であると考える。 

 

 

②ＮＩＥを通して、地域連携教育を進める  

 

 ＣＳ上浦幌学園では、昨年度より夏休みに

「子ども夏まつり」という行事を開催してい

る。地域の「お祭り」がない中、子供達に楽

しい場面と勉強の機会を設定するというねら

いで、昨年度は「学習会」「縁日」「花火」を

実施した。今年度は、「学習会」の部分に「ま

わし読み新聞」を取り入れてみた。 

「ＮＩＥによって地域を変える」「ＮＩＥに

よって地域を活性化させる」という「まわし

読み新聞」の実践を参考にし、北海道新聞社

から本間欽也氏を講師に招聘し開催した。「新

聞を学校に」という新聞活用・利用型ＮＩＥ

から文化創造・参加型ＮＩＥへ、学校を地域・

社会に開く社会参加能力の育成を目指したも

のである。そういう意味で、ＮＩＥのＥは生

涯学習のＥと言える。小学校 3～6 年生・中

学生・町おこし協力隊の若者・寿大学（老人

クラブ）のお年寄りを年齢が固まらないよう

にグループ編成を事前に行い、①各グループ

個人で気になる新聞記事を切り抜き台紙に貼

り、②選んだ理由や思いをグループ内 

で交流し、③最後にその台紙を全体に紹介

するという手順である。 

「何か困ったことがあったら、聞いてくだ

さいね。」という講師の言葉に、中学生が「こ

のグループメンバー構成を考えると、話すの

苦手だけれど自分が最後まとめの発表をしな

くてはいけません。何か、コツはあります

か？」と質問していた。普段おとなしい生徒

であるが、責任を自覚し、自分から解決策を求

めた一瞬だった。 
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 小学校 1・2年生は、新聞記事を読むことが

できない。そこで、場所は同じであるが、気に

なる新聞の写真を切り抜き台紙に貼り、どうし

てその写真を貼ったかみんなに説明するとい

う取組を行った。大半の児童は、「かっこいい

から」という理由でスポーツ選手や飛行機など

の乗り物、また「かわいいから」という理由で

動物やお花の写真を切り抜いていた。その中

で、ずっとチラシを切り抜いていた子がいた。

その理由は「お母さんがいつもチラシを見て少

しでも安いものを選んでいる。僕もチラシをわ

かるようにして、お金持ちになりたいからで

す。」と発表していた。 

 その後の取組として、小学校１年生が書いた

学習発表会の感想文を、この時に参加していた

お年寄りに読んでもらい、コメントを赤ペンで

書いてもらうことになった。ＮＩＥの地域連携

が、もたらした効果の一つと言えるだろう。 

 

ＮＩＥのカリキュラム化が言われて久しいが、

教科書の単元教材で終わらせてしまうと、新聞の

日常化、簡単に言うと、「毎日新聞が届き、それ

をめくる」という原点が見失われるのではない

か。新聞教育３分野のいずれでも関連を図ってカ

リキュラム化できるが、授業内での活用に限界を

感じることもある。教科・領域に位置付けること

なく、すきま時間の生活時程に位置付け、週一回

程度のスクラップ活動を行えるのではないか。記

事を読み、切り抜く、ワークシートに貼りコメン

トを書く。そこにさらに交流が加わる「まわし読

み新聞」の今回の活動を通して、また新たなＮＩ

Ｅの展開が生まれる可能性を感じた。 

今回の学習指導要領には、「社会に開かれた教育

課程」ということも柱の一つになっている。これ

は、①教育課程を介して社会と目標を共有するこ

と。②子供につける資質能力を明確にすること。 

③学びを学校内で完結しないこと。 とし、学校関

係者以外一般の人でもわかる言葉で教育について語られている。グローバル化、情報

化、知識コミュニティが進む今、「学校という船を浮かべる豊饒な海。この海こそ、ま

ち・地域」というイメージを示している町もある。学校においては、各教科で学んだ

ことを使う～単独型知識から関連型知識へ、すなわち知識を使えるものにすることが

重要であると言われている。自らの道を拓くこと～よりよく生きたい、充実した人生

13



を送りたいという自己実現のため、共に生きること～社会生活の向上、社会の発展の

ために自分の力を役立てる、という将来社会に出て活躍できる人間としての力をつけ

ることこそ、「社会に開かれた教育課程」の意義である。その様々な教育活動に対し

て、空気をつくる、雰囲気を醸成するのにＮＩＥは有効な手段の一つであると思う。 

 

 

③ＮＩＥによる小中連携を推進する 

 

小学校と中学校の連携と簡単に言われるが、そ

の重要さや必要さは認識していても、学校文化の

違いや校務システムの違いにより、「見えない壁」

が存在する。本学園においても、校舎間は歩いて

３分という近さに加え運動会をはじめ様々な行

事を小中合同で行い、部活動と少年団活動の接続

も図っているが、「壁」はまだ存在する。義務教育

９年間のゴールを見据えてカリキュラムの接続

も計画しているが、両校の先生が十分に話し合う

時間が確保できないこともあり、ここまできてもう一歩踏み出せないジレンマを感じ

ている。 

その解決には、まず小中一貫した方向性～共通の目標・目的が必要であり、その例

として研修テーマや内容を統一することも考えられる。そういう意味では、この指定

校制度を利用し、ＮＩＥを手法として両校の接続を図るというのも一つの手段である。 

 今年度は、具体的なＮＩＥ連携はできなかったが、コミュニティ・スクールのよさ

を生かす意味でも、９年間の接続を意識したＮＩＥ実践に取り組めたらいいと思う。 

 

 

４ 今年度の成果と課題 

 

ＮＩＥ実践１年目ということで、今年は新聞に触れる・慣れること、先生方にも気

軽に使ってもらえるように、広がりを意識して実践を進めてきた。国語科の教科での

実践、新聞づくり、「まわし読み新聞」など、今までしたことのない取り組みが、小学

校・中学校に見られた。これらの取組の手応えを先生方も感じているところだが、は

たして子供の意識まで変えられているものだろうか。次年度の全国学力・学習状況調

査の質問回答に注目したい。 

次年度に向けては、ＮＩＥを通しての「学びのつながり」や「人材の生かし合い」

を柱に取り組んでいきたい。 

 

①学びのつながり 

 

小中連携において、いわゆる系統性（子どもの成長や発達に応じて順序立てた目標・
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内容、連続性）を意識し、学習の成果を確実に身につけさせる。それを次の段階でよ

り高め合う協働性（異校種、小・中・高や学校と地域の生かし合い）を確立していく。

今年度は、教科での活用は国語科に限られていたので、次年度は他教科でも、そして

情報センターとしての図書室の機能を高め、生徒自ら積極的に利用できるようにする

ことにより、課題解決を図れるように実践を進めていきたい。 

例えば新聞づくりにおいては、「学習のまとめ」として新聞形式にし発信すること

ができたので、「課題解決型」の新聞づくりに挑戦することも考えなければならない。

地域を自分達に身近な公共的社会ととらえ、自分事として社会課題を発見し、社会形

成者として解決を模索する取組が行われ、「取材」を通して、地域を歩き観察し、フィ

ールドワークによる疑問や感じたことから新たな視点や価値を見出す実践が行われ

ている。このような解決と創造を促す学習活動から、疑問を持ち考える力や物事を結

びつける力が養われると思う。新聞記事の活用においては、地域に関する記事から、

自分事として地域の課題を発見し、何をすべきか・何ができるか、アクションを起こ

し、シティズンシップの涵養を図ることができる。その裏付けとして新聞記事を活用

する。浦幌町で実践している「うらほろスタイル」という地域教育・ふるさと教育の

推進の観点からも、取り組んでみたい実践である。各新聞社においては、特に地域社

会の報道において、わかりやすく・かみくだいた、実際の活動の様子や生のコメント

を記事化することをお願いしたい。そのことにより信頼度が高まり、活用が促進され

ることをぜひ知っていただきたい。 

 

②人材の生かし合い 

 

ＮＩＥ実践指定を受けたからと言って、児童・生徒の全員分の新聞を入手すること

はできない。その解決として、「まわし読み新聞」で地域の方々にアピールしたことを

生かし、地域のおじいちゃん・おばあちゃんの家を訪問し新聞を入手すれば、購読し

てなくても授業で使用する場合は集めることができることに気がついた。 

また、ＮＩＥの課題として、学校内でただ一個人が実践するだけで組織化が図れな

い、ということを耳にする。本学園のように小中連携したコミュニティ・スクールの

ＮＩＥ指定校実践により、義務教育９年間ＮＩＥによる子供の成長・成果を見えるよ

うにするなど広げる取組が可能ではないだろうか。ＮＩＥがチームの核として、みん

なで取り組み、小中連携して取り組み、校下地域と連携して取り組み、課題を解決す

ることで、ＮＩＥの効果は認知され広がりを見せる。まさに、ＮＩＥは子供の成長の

ためにあるのだから、今後もこのことを意識して、実践をつなげ積み上げていきたい

と考える。それにより、「おもしろい」「子供が主役」「幅広い人間教育」というＮＩＥ

の基本理念が生かされるものと思う。 
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１ 幕別町立古舞小学校の概要 

  本校は、帯広市愛国市街地より南東約５㎞に位置し、自然豊かな環境に設置され、地

域のセンター的な役割を担っている。 

  総児童数は２１名、全教職員が７名、低・中・高学年３ 

学級の複式校であり、「こころ豊かに たくましく 考える 

子」の学校教育目標のもと、一人ひとりの個性の伸長を大 

切にした経営を行っている。少年団活動では、全校児童が 

夏は陸上、冬はスピードスケートに取り組むなど、体力向 

上にも力を入れている。                  

  実践指定校は、1 年目であり、本年は昨年までの「新聞に 

関わる教材の洗い出し」、教育課程での「ＮＩＥ活動の位置 

づけ」「新聞を活用した実践の充実」を中心に進めた。 

 

２ 実践紹介 

本校の教育課程の中には、ＮＩＥ活動に関連する単元（題材）等がいくつもある。各

学級担任が取り組んでいたものをあらためてＮＩＥ活動として位置づけ、実践の「見え

る化」を推進し、教員の「意識化」を図り、次年度以降も持続可能なものになるよう本

校の教育課程に明記した。 

  

①国語・・・学級新聞作り（中学年） 

  中学年（３、４年生）は国語の授業で学級新聞作りに取り組んでいる。本年度は、充

実した学級新聞になるよう、児童が綿密に計画し、リード文のつけ方、記事の構成等を

配達される新聞を参考にしながら、新聞作りをした。 

 

月 単元（題材）名 配当時間 

４月 （省 略）  

９月 ４ 学級新聞を作ろう 

    計画作り（個人） 

    分 析（ペア、グループ） 

    取 材（個人、ペア、グループ） 

    作 成（個人） 

１１ 

（３） 

（２） 

（３） 

（３） 

（古舞小学校教育課程国語〔４年生〕より）   

２０１７年度 ＮＩＥ実践報告 

  教育課程にＮＩＥ活動を生かすために 

幕別町立古舞小学校 教頭 乙戸貴宏 

平成 29 年 10 月 23 日十勝毎日

新聞に本校が紹介される。 
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 昨年度までは、児童に新聞の書き方のみを主眼に指導していたため、児童の主体的

な考えを反映させる実践には至らなかった。その反省を踏まえ、読み取る力の育成に

向けて、教育課程時数配当表に分析の時間を明記した。これは児童がペア又はグルー

プで新聞を分析し、記事の内容理解、文書の構成理解、リード文のつけ方等を学ぶ時

間である。また、分からないことがあっても、教員に頼り過ぎることなく児童同士で

問題解決を見つけ出せるよう適宜助言を行い、どうしても分からず教員に質問する際

は「何を知りたい」のかを的確に表現するよう指示を与えた。完成した記事をどうレ

イアウトについても考えさせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②総合的な学習・・・職場体験学習（高学年） 

本校では、６月に近隣の小学校と合同で職場体験学習を行っている。地元新聞社で

ある十勝毎日新聞社訪問を通して、生まれ育っている故郷十勝の出来事に関心や愛着

をもち、文書を書くために必要な力を新聞記者等への取材を通し感じさせた。 

 

月 題材名 配当時間 

４月 （省 略）  

６月 地域を知る（新聞社訪問） 

 ・新聞社訪問を通じて、十勝の情報を探る（グループ）

 ・新聞を作成する（個人） 

 ・発表（個人） 

１０ 

（６） 

（３） 

（１） 

（古舞小学校教育課程「総合的な学習」〔６年生〕より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①新聞記事を読み合い、タイト

ル、記事の構成を話し合う。 

新聞社を訪れた際、号外を発

行して頂いた。 

②分からないことや疑問点を教師

に聞き記事をまとめる。 

③新聞記事の配置等を考え、丁

寧に下書きをする。 

新聞記者に質問をして新聞に対する

思いを知り、興味・関心を高める。 

輪転機の前で新聞を発行する工程

を学ぶ。 
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③特別活動（学校行事）・・・校外学習 

  ＮＩＥ活動の取り組みとして今年度から、学校行事等のまとめ活動として「はがき

新聞」を作成している。作成した新聞はクラス内で発表し、全校児童が鑑賞できる職

員室前、「新聞コーナー」に掲示している。 

 

 

 

 

 

 

  全体指導を行う 

 

 

④校内研修 

  校内研修の研究活動の充実のために全体計画にＮＩＥ活動を明記した。研修テーマ

をもとに「研究仮説」を設定し、ＮＩＥ活動等の研究活動から仮説検証を行った。 

 

 

 

 

 

 

２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

（古舞小学校研修全体計画の一部抜粋） 

平成２９年度古舞小学校研究テーマ 

「自分で進んで表現し学び合う子どもの育成」 ～子どもの願いを大切にした実践を通して～

 

 研究仮説 

 

 

 

 

 

 

研究活動 

１ 言葉に親しむ活動を継続

して取り組むことによって、

子どもたちの言語能力が向上

するだろう。 

２ 発問や教材の工夫をすることに

よって、自分の思いや考えをもち、

「表現したい」「伝えたい」という意

欲をもつことができるだろう。 

 

３ 話し合いの中で互いの考え

の共通点や相違点を見出せるよ

うな助言をすることや、手立て

を見せることで児童の学びを深

めることができるだろう。 

○日常的な言語活動の充実 

「全校朝読書」 

「音読」 

「読書通帳」 

「作文・詩・報告文・随筆」 

「ＮＩＥ活動」  

 

○活動で感じたことや考えを正確

に理解し、伝える力の向上 

（思考力・表現力） 

「ノート指導」 

「IＣＴ機器の活用」 

「朝や帰りの会でのスピーチ」

「はがき新聞」 

 

○場の設定と判断力の向上 

（判断力） 

「ペア学習」 

「グループ学習」 

「集会での作文発表や体験発表」

 

①はがき新聞作りのために注意

点等の全体指導を行う。 

②パソコンを使い行事の振り返

りをする。 
③1 時間の授業で「はがき新聞」

を作成する。 

「新聞コーナー」の設置、

新聞記事の学級紹介 等 
全校児童による行事毎

の振り返り学習 等 

学級新聞をペア、グループ学

習で作成・発表 等 

「総合的な学習」の

体験学習 等 

18



   日常的な言語活動の充実のために、職員室前に新聞コーナーを用意した。家庭で新

聞を定期購読している割合は少なく、実践当初は新聞に興味をもつ児童は少なかった。

そこで、新聞の面白さを伝えるために、読んで欲しい記事目立たせ掲示し、朝の会等

で紹介するなどの工夫を行った。すると、徐々に新聞を手にする児童が増えてきた。 

   継続的なＮＩＥ活動等は、国語科での児童の音読の正確さ、作文を順序立てて書く

力、全ての活動で、相手に言葉を伝える力をつけるために有効であると答える職員が

多数いた。（６人／職員７人） （１月下旬、教員向けに行った研修アンケートによる結果より） 

 

 

 

 

 

 

大好きな４コマ漫画と記事を読む1年生       複数の児童が毎朝新聞を読んでいる 

３ 成果と課題 

 ＮＩＥ実践校として 1年目が終わろうとしている。以前実

践に取り組んでいた学校は、子どもが熱心に取り組み、成果

も上がっていた。しかし、ＮＩＥ実践者が転勤等で異動する

と同時に実践も終了していった。 

 ＮＩＥ活動が持続可能なものになるためには「教育課程に

ＮＩＥ活動を生かす」ことが重要である。そうすることで、

今まで一部の教員の活動に終始していた実践が、教員全体に

共有してもらうことができる。そうすることで、異動による

教員の入れ替わりにも対応できる。                 

今年度、校内研修の研究活動としてＮＩＥ活動     「子ども新聞」を紹介する学級新聞 

を取り入れ、実践を教員全体で交流する場面を設定した。ＮＩＥ実践を通し、研究テー

マ、研究仮説を検証する一助にＮＩＥ活動は大変有効であると考える。 

次年度に向けての課題として、１つ目に「取り組みの成果を数値で表すこと」を挙げ

る。教員、児童に成果の実感させるためにも、アンケート等によるデータの収集、分析

が必要であり、課題を明確にする必要がある。 

２つ目に「配達日を計画的に設定すること」が重要である。本年度は９月に新聞購読

がスタートし、１２月に終了したのだが、子ども達は「もっと新聞を読みたい」という

声が強く、継続的な取り組みのためにも配達日を計画的に決める必要があった。 

本校では全ての教員がＮＩＥ活動に関わりをもっている。次年度に向けて、教育課程

にＰＤＣＡサイクルの機能を生かし、ＮＩＥ活動が効果的になるよう実践を重ねていき

たい。 
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２０１７年度 ＮＩＥ実践報告 

学 級 に 新 聞 の 文 化 を 
登別市立富岸小学校 教諭 牧野 広太

 
１．はじめに 

本校は平成２７年度に開校１２０周年を迎えた，歴史ある学校である。児童

数は４５１名（Ｈ３０．１．１現在）であり，年々減少してきている。 
 今年度よりＮＩＥ実践校に指定され，子ども達が新聞を身近なものとして感

じられるような取組を進めてはきたものの，まだその活動は細々としており，

実際のところ学級内で完結している状況である。いざ実践校になったからとい

って，すぐに学校全体が変化するものではないことを重々承知の上，まずは学

級内に新聞の文化を浸透させようと活動してきた。なお，２年目は「学校」に，

３年目は「地域」にと，対象範囲を広げていくことが目標である。 
 
２．学級内での取組 

① まわしよみ新聞 
個人的に，学級でまわしよみ新聞

を始めて３年目となる。毎日帰りの

会で班毎（３～４名）に発表してい

る。考案者の陸奥賢氏が，自由にア

レンジして活動してよいとの旨を

お話されているので，その言葉を都

合良く受け入れ（陸奥氏本人も承知

済），本来の方法とは大きく変更し

て実施している。学級の実態に合わ

せ，そして継続性を第一に考え，無

理なく楽しみながらやることが大

切だと考えている。 
  なお，この実践については昨

年度（６年担任時）に新聞で取

り上げていただいたので，その

記事を掲載する。また，現学級

（５年生）は学力に課題を抱え

ており，その原因は「聞く」力

の不足にあると考えた。そこで，

まわしよみ新聞の発表の最後に

「記事クイズ」コーナーを設け， 
アニマシオンのような要素を取り入れながら実施している。 
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② 学級新聞 
こちらも，個人的に学級新聞を始めて

５年目となる。基本的に毎週１号以上を

発行し，学級内は全員分，その他全クラ

ス，全職員に子ども達が配布している。

これまで４年間は学級の新聞係のみが

作成に関わっていたが，今年度は学級全

員での製作に挑戦中である。昨年度は全

国コンクールで最優秀賞を受賞させて

いただいた。ＮＩＥ実践校になったこと

で，より新聞が身近な存在となり，みん

なに伝えたいニュースを選択する力，丁

寧な字と正しい文章で書く力，情報を発

信する力等，様々な能力が向上してい

る。まだまだ発展途上の取組であり，今

後のさらなる成長が楽しみである。 

↑ 今年度も最優秀賞を受賞しました…。  

３．研究授業 

  今年度，本校で第１３回胆振地区・登別セミナーが開催され，研究授業を行った。国語の授業の中

に先述したまわしよみ新聞を取り入れ，より相手に分かりやすい表記の仕方を考える内容とした。指

導案の一部と当日の様子を報じた記事を掲載する。 
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４．学級の外へ 
  これまでは学級内の取組が中心であったが，実践「校」なので，学校としての取組も僅かながら進

めている。と言ってもできることは限られており，現状では廊下の広いスペースに「ＮＩＥコーナー」

を設けているくらいである。しかし，足を止めて新聞に目を通す子も少しずつ増えており，１年目と

しては上々だと考えている。先生方には好評で，放課後にじっくりと紙面を楽しむ様子も見られるの 
で，次年度はＮＩＥの輪を広げること

ができるのではないかと感じている。

また，図書館司書教諭が非常に協力

的で，授業で新聞を活用する際のパス

ファインダー（調べ方ガイド）を作成

していただいたり，司書新聞を発行し

ていただいたりした。次年度は学校全

体に新聞の文化を浸透させることが目

標なので，司書教諭とも連携を図りな

がら活動を進めていきたい。 
 
５．次年度に向けて 
  「学級」から「学校」へ。例えば，学年で共通した取組を実践したり，児童会活動を活用したりす

ることが考えられる。また，各種コンクール等への応募や新聞への投稿が増えることで，学校として

の活発なＮＩＥの取組につながることが理想である。 
しかし，基本は「がんばり過ぎずに」「できる範囲で」「楽しむことが一番」といったスタンスで，

児童も教師も過度な負担とならぬよう，安定して継続できるような実践をめざしていきたい。子ども

達が少しでも新聞に興味をもち，広く社会に目を向け，言語能力をはじめとした学力の向上につなが

るよう，楽しみながら次の一手を考えていく。 
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１ はじめに 

 白鳥台小学校は、室蘭市の北西部に位置し、創立４２年を迎える各学年単学級の全校児童１２

３名の学校である。地域や保護者の教育への関心が高く、ＰＴＡ活動は積極的で活力に満ち、教

育活動への協力や参加意識も高い。明るく素直な児童達であるが、創造力が不足する傾向がみら

れ、自ら学び取ったり思考しようとすることに課題がある。その中、本校はＮＩＥ実践指定の１

年目を迎えた。 
 
２ 実践の視点 

 実践にあたって、本校では以下を活動の視点と定めた。 
 
 
 
 
 
 
３ 実践の概要 
（１）新聞に親しむ環境づくり 
 特に実践１年目の活動として、新

聞を読む、新聞に触れる環境づくり

が不可欠であった。まず、今年、新

聞社から寄贈された新聞閲覧台を玄

関ホールに設置し、登校時や下校時

または休み時間に児童が自由に閲覧

できるようにした。これは地域や保

護者の方にも親しんで頂いている。

また、校長室横の小掲示板にも児童

が興味を示しやすい記事を短いスパ

ンで掲示することによって、児童と記事の内容についての会話が増えた。次に、白鳥台小学校や

近隣の出来事を取り上げた新聞記事を廊下に掲示することによって、新聞の内容を児童の身近な

ものと感じさせる環境づくりの１歩を踏み出すことができた。現在、校舎内の掲示板やフリース

ペース等で多くの記事を目にすることが出来る。 
 さらに、ＮＩＥで供給されている各社の新聞を教室に近いスペースに配置し、休み時間に児童

２０１７年度 ＮＩＥ実践報告 

学習や生活の中で新聞に親しむ 
               室蘭市立白鳥台小学校 教頭 新 谷  隆 

① 新聞に親しむ（新聞に触れることのできる場・時間の設定） 
② 新聞をつくる（新聞をつくる活動で言語活動、主体的・対話的で深い学びの追求） 
③ 新聞記事を共有する（新聞記事を多くの人と共有することで社会に開かれた視点を育む）

④ 家庭と学校をつなぐ（新聞記事をもとにした活動を家庭にも波及させる） 

 
【玄関ホールの新聞閲覧台】 
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が自由に閲覧できるようにしている。朝登校した時、中休みや昼休みの時間帯などに、児童達は

思い思いの新聞を広げている。 

    【３階教室前の新聞コーナー】      【新聞の整理は児童達がおこないます】 
 
（２）新聞を活用した活動 
 ①お気に入りの記事を見つけ出す 
   長期休業中の学習サポートの時間を活用した。体育館のフロアに新聞を広げ、全校児童が 

一斉にその新聞の中から自分の気になる記事や興味のある記事を探し出す。気に入った記事

が見つかったら、その場で切り抜く。

その記事を教室に持ち帰って、何が書

いてあるのかをよく読んだ後、どんな

点が気になったのか、関心を持ったの

か、その記事に対する自分の考えを各

自で記入した。この活動は、記事を読

んで感じた自分の考えを文字にして

表現する力の育成、また、児童達の多

面的な考え方を育むことをねらいと

している。さらに、社会の出来事への

関心が深まり、社会とのつながりを体

感させることができ、校内の新聞に手     【多くの記事の中から探し出す】 

 
【廊下の新聞記事】 

 
【校長室横のホワイトボード】 
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を伸ばす児童が増えた。その姿が周りの児童達

に影響を及ぼすことになる。休み時間に教室に

新聞を持ち込んで読む児童が出てくるように

なり、本校の取組の１つである朝読書の時間に

も新聞を読む児童も出てきた。 

  【記事をよく読んで感想を書く】           
 
 ②自宅でもやってみよう 
   上記の①でおこなった活動を家庭にま 

で広げてみた。新聞記事を選ぶ活動は学校 
でおこない、記事をよく読み込み、記事に  
対する感想や意見を書く活動を家庭でお 
こなった。家庭で新聞をとっていない家庭 
もあり、家庭で新聞を読む児童に影響を受 
けて、保護者も一緒になって読む状況も増 
えてきている。 

 
 ③共有する 
   各児童の感じたことや意 

見を共有する場面として校 
内に掲示する。色つきの付 
箋は、学級内発表での友人 
の感想や評価である。児童 
達は発達段階によって関心 
を持つ記事に差異があるが、 
そこにこの活動の面白さは 
あり、発展性や個性も活か 
される。この活動の繰り返

学校で新聞
を読む

家庭で
感想を
書く

学校で掲
示する

【正しい姿勢で書くことも学習】 

【私が気になる新聞記事】 
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しによって、児童の発表時における説明に慣れ、その内容やレベルも向上してきている。また、

児童の社会性や教養、知識、経験も等を含めた汎用的な能力を伸ばす基盤づくりにつながってい

る。 
 
４ 成果と課題 
（１）成果 
 日常的に新聞に親しむ

環境をつくり、児童達が

自然に新聞を読むことで、

社会の事象に関心・興味

を持つ機会が増えた。大

量の新聞を提供頂いたＮ

ＩＥ推進協議会や新聞各

社に大変感謝している。 
 学校内で新聞が日常的

になったことで、新聞を

活用した授業づくりをお

こないやすくなり、言語

活動の質が高まりつつあ

る。また、ＮＩＥの活動

を授業に取り組もうとす

る先生方の協力の和も広

がっている。 
 掲示したり、共有した

りすることで、新聞記事

に作り手の伝えたい気持

ちを読み取り、実感する

ことができるようになっ

た。 
 

（２）課題 
 成果の中で課題も見えてきたように感じる。児童の発達段階に応じた適切な新聞の提供の仕方

や授業活用の方法については改善の余地がある。今後、新聞を活用することの効果と検証をおこ

ない、言語活動を充実させる実践を広げ、新聞をつくる活動の蓄積を進めたい。 
 本校は今年度で閉校し、平成３０年４月より近隣２校と統合して新しい小学校としてスタート

を切る。今年度の実践を基盤にして、新しくなる校舎内に、より身近で視覚効果のある掲示や新

聞閲覧の環境づくりや発信の場を設けたい。新聞の可能性はさらに広がるはずである。さらに、

社会や地域と関わり、知り、考え、表現できる児童を育てるために、これからも新聞を活用した

授業や日常的な実践を進めたい。 

【６年生の「私が気になる新聞記事」】 
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１，はじめに

本校は道東の酪農地帯にある児童数 15 名の極小規模の小学校である。NIE 実践指定校としては 2 年

目になる。本校は新聞未配達地域であり、これまで新聞に触れることが少なかった。 
昨年度から本格的に NIE の活動に取り組み、子どもたちが新聞を身近に感じ、抵抗なく新聞を読む

ようになったり、取材や新聞発行を通して地域との関わりが増え、改めて自分たちの住む地域のよさ

を感じたりすることができた。 
今年度は、本校の研究主題である「学ぶ意欲をもち、主体的に学習に取り組む子どもの育成」を実現

させるために、NIE の活動に取り組むことを仮説に盛り込んだ。昨年度の経験を生かし、子どもたち

が意欲的に活動に取り組み、自主的・協同的に学習を進めていける力が身につくことを願い、実践を

重ねている。 
 

２，実践の方針“ ３つの挑戦”

本校は、“NIE３つの挑戦”という合い言葉で以下のことについて取り組んでいる。 
① 全校で取り組む 
② 継続的に取り組む 
③ 全教育活動で取り組む 

NIE の課題は、「NIE に熱心な一部の教師の実践に留まってしまうことではないか」と考え、本校

では「個人的・単発的・限定的な活動」にならないように上記のような目標をもって取り組んでいる。

今年度は学校経営方針に NIE 実践の充実が明記され、研究仮説にも取り入れて全校体制で実践を進め

ている。また、授業だけではなく、朝の学習や家庭学習にも取り入れて保護者の協力を得ながら充実

した活動になるよう努力している。 
 

３，実践の内容

① 新聞製作学習

低・中・高すべての学級で取り組んでいる。おもに自分たちが住んでる地域のことや学校行事に

ついてテーマに取り上げ、新聞を製作している。地域の施設を訪れたり、人物に会ったりして取材

を行った。住み慣れている地域であるが、取材を通して、多くの知らなかったことを新たに発見す

ることができた。その感動から新聞製作への意欲が高まった。また、疑問に思ったことを探るため

に積極的に質問したり調べたりする姿が見られるようになった。「読んでみたい！」と思われるよ

うな新聞を作ろうと自主的にアイディアを出し合って話し合い、協力して活動することができる

ようになったと感じている。

２０１７年度 NIE 実践報告 

全校で、継続的に、全教育活動での NIE 
中標津町立俵橋小学校 教諭 奥村 雅美  
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【取材の様子】

【みらくる新聞 低学年 生活科】

生活科で「まちたんけん」をしたことや保育所のお友達を招い

て「七夕集会」を行ったことなどを新聞にまとめた。低学年らし

いかわいいイラストや、飾りなどを工夫して、カラフルな新聞を

製作した。川柳コーナーや コママンガにもチャレンジした。取

材した町内の児童館に掲示してもらい他の学校の子供からコメン

トをもらった。

昨年度に引き続き、年間で５号発行することができた。

【春夏秋冬新聞 中学年 総合的な学習の時間】

理科の学習で学校の周りで見つけた「春」につ

いて記事にしたり、社会科見学で訪れた「ごみ処

理場」や「しいたけ工場」の様子を記事にしたり

した。また、学校や地域の歴史を調べ、詳しい方

に話を聞いたり、旧校舎の見学をしたりして、新

たな発見に感動しながら新聞を製作した。

【中標津フューチャータイムス 高学年 総合

的な学習の時間】

自分たちの住む「中標津の未来」について考

え、実際に町長さんに会ってインタビューした

り、完成した新聞を読んでもらい感想をいただ

いたりした。町長さんにほめていただき、自信に

繋がった。資料を集め、酪農家に取材に行き、自

分たちなりの考えを図や表を用いてまとめるこ

とができた。完成した新聞は中標津町役場ロビ

ーに掲示され、多くの町民の目に触れることが

できた。

北海道新聞 2017/11/ 8 

   

低学年は児童館「みらいる」

や「図書館」で取材。施設の

素晴らしさを実感し、新聞

の記事にした。 

中学年は昭和４５年まで使

われていた校舎を見学。当

時の学校生活についても取

材し、現在と比較した。 

高学年は地域の酪農家に取

材。いい牛乳を搾るための工

夫や未来の酪農について学

んだ。 

北海道新聞 2017/ 7/12 
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② 親子新聞スクラップ

金曜日の朝学習を タイムとして、新聞を読んで気に

なった記事をスクラップする活動をしている。スクラップ

した記事はその日に持ち帰り、家で感想や意見等を記入す

る。その後に家の人にもコメントを書いてもらい、月曜日

の朝学習で友達と交流する。友達の感想を読み、自分の考

えを付箋に書き貼っていく。友達が選ぶ記事は新鮮なよう

で感心したり面白がったりする様子が見られ、交流するこ

との楽しさを感じている。また、家の人にコメントを記入

してもらうことで、「普段、新聞を読むことがなかったけ

ど、読んでみると面白いと思った」と感想をもらったり、

子どもと考えを交流してもらったりすることができた。

また、「難しい言葉の意味を、新聞記事を通して理解する

ことに繋がり、語彙が豊かになった」という母親からの感

想もあった。新聞から言葉が豊かになることが期待でき

ると改めて感じた。 

③ 新聞クイズ

通年の取り組み。学校長が玄関前の掲示板に新聞クイ

ズを掲示し、全校児童で取り組んでいる。今年度は、児童

委員会で新聞クイズを作ったことがきっかけとなり、全

校児童で作成した。４つの縦割り班に分かれ、高学年がリ

ードしながら自分の気になった記事を選び、班の中で紹

介し合い、その記事の中からクイズを作成した。低学年に

配慮した問題を作るなど、どの班も意欲的に楽しく活動で

きた。班ごとに選ぶ記事や問う視点が違い、多様なクイズ

ができた。完成した新聞クイズは掲示され、みんなで解き

合った。 
④ 出前講座 「回し読み新聞づくり」

北海道新聞社の本間欽也氏に来ていただき「回し読み新

聞」について教えていただいた。縦割り班ごとに、気にな

った記事を一枚の画用紙に貼り付け、お互いに読み合い、空白に感想などのコメントを書いて

いった。新聞が完成した後は、グループごとにできあがった新聞を紹介。グループの個性が表れ

た「回し読み新聞」が完成

した。読む力、選ぶ力、話

す力、聞く力、コメント力、

構成力、協調性など多くの

力を楽しみなら育成する

ことができた。

 

 

 

子供の感想の左に親の欄があるシート
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⑤ 教科との関連

４ まとめ

NIE 実践２年目となり、学校生活の中で新聞を活用することが当たり前になっている。児童の

アンケートでは、高学年児童からは「NIE で新聞を読むようになってから、わからない漢字も読め

るようになった」「新聞スクラップは、今の社会を知ることができていいと思う」という意見があ

った。中学年からは「社会のことが気になるようになったのは NIE のおかげです」「スクラップは

お父さん、お母さんのコメントがいいと思う」などの声があり、低学年でも「新聞スクラップや新

聞クイズが楽しいのでこれからもやりたい」など肯定的な声ばかりだった。また、先生方の感想も

「新聞づくりは様々な学習の総合的な力を必要とするのでよい」「基本的な文章が書けるようにな

り、見直すことができるようになった」「主体的で協同的な学習活動になり、達成感を得ることが

できた」「親子スクラップでは保護者が子供の学習に関心をもってもらえている安心感がある」「難

しい言葉を調べたり、興味を持ったことを実際にやってみたりする姿が見られるようになった」な

ど大きな手応えを感じている。 
右の作文には「新聞づくり」に

対する想いが書かれてある。本校

児童の多くがこのように感じてい

る。NIE が子供の成長に寄与し、

大きな自信につながっていること

がわかるので指導者から「NIE は

難しい」「NIE をする時間がない」

などの声が出てこない。 
これからも「３つの挑戦」を維

持しながら、充実した NIE を続け

ていきたいと考えている。

4 コママンガで物語やセリフ

を考え、書き込んだ。起承転

結を意識することができた。 

道徳でも新聞を活用してい

る。6 月 22 日付の道新を使い

「言葉」について考えた。 

 

社会科見学で学んだことを各

自が新聞にまとめ、交流を図

った。 

 
 

 

31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 始めに 

 

 本校は、札幌市の中央区にありながら、自然豊かな盤渓地区にある小学校である。自然

を生かした特色ある活動に取り組んでいる、定員１２０名の特認校でもあり、１学年２０

名という少人数学級を生かした、きめ細やかな指導を行っている。また、自然豊かな環境

と縦割り学級を生かした活動にも取組んでいる。サッカー大会、どんぐりトレーニング、

マラ・ド・サ、マラソン記録会、スキー学習、どんぐり宿泊学習などの特色ある活動を通

して、お手本となる姿、憧れる姿を子ども自身が感じ成長していけるよう、教師、地域と

ともに教育活動を推進している。 

 ＮＩＥ実践指定校とな２年目である。昨年度は『第２１回 北海道ＮＩＥ研究大会』の

会場校となり、参会者の皆様から広くお話をいただき、勉強の機会をいただいた。今年度

も、日常活動と教育活動全体を通して、新聞を活用してどのように子どもに力をつけさせ

ることができるのかを考え、実践していくこととした。 

 

 

 

 

２ 新聞を身近なものにする ⇒ ステップを踏み計画的に 

 

 普段、新聞にあまり関わることがない子どもたちに、新聞を身近なものとして感じられ

るようにし、社会を見る目、考える目を育てたいと考えている。しかし、実際に新聞を提

示すると習っていない漢字や文字数の多さに、戸惑ってしまう子どももいる。この問題を

解決するには、提供側である教師が、新聞とどう出会い関わっていくか考え、段階を踏ん

で提示する必要があると考えている。 

 

 

２０１７年度 ＮＩＥ実践報告 

新聞を学習の中で 活用する 
札幌市立盤渓小学校 教諭 近井 祐介 

32



 

４月  知る  社会の出来事にアンテナを張る時期 

    

・朝の会で教師が記事を提示  実物投影機を活用しテレビに拡大 

⇒ 見出しのみ提示  … 内容を考えさせる 

 ⇒ 本文を読む    … 印象に残った言葉を発表させる 

 

 

５月  触れる 新聞にアクセスする時期 

 

・新聞にはどんな記事が・・・？ 

⇒ グループの仲間とわいわいと   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月～  関わる 気になる記事を選び 知らせる時期 

 

・日直が取り組む 

・気になった部分に赤線を引く／要約／自分の考え 

    ×テレビ欄 スポーツ欄 ４コマ 広告欄  

↓ 

・朝の会で発表（実物投影機で拡大提示） 

↓ 

・感想や交流 

 

 

 

  

 

この３ステップが 

抵抗感をなくす！ 

北海道新聞朝刊 2018/01/16 
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朝の取組 ～成果と課題～ 

〇中学年までは、動物や小さな記事を選ぶ児童が多い 

 提示する際も、写真付きや札幌市内や北海道内の記事が効果的である 

〇高学年になると社会面の記事を選ぶ子どもが多くなってくる 

文字数の多い記事にも取り組もう！という意識をもった子どもが増えてくる 

写真や図、イラストがない記事にも取り組むこが出てくる 

〇社会の出来事について多面的、多角的に見る目  

興味・関心の広がりがみられるようになってくる 

〇保護者も好意的に受け止めてくれる 

  家庭でもニュースについて話すように  この活動が中学生になり力となった 

 

▲朝の会に実施するので時間に制約がある 

▲新聞を取っていない子への対応が必要である  

（ＮＩＥ実践校になったのは〇） 

 

 

 

７月～  書く  

新聞形式を知り構成する時期 

   

・国語科『新聞を読もう』の学習 

 ・社会科 単元のまとめ 

・夏休みや冬休みの生活表を新聞形式にする 

 

 

３ 学習で活用する 

 

 私は子どもが新聞記事を読み、その内容を捉え、自分なりの考えを持つことを大切にし

たいと考えている。子どもも含め、私たちは、新聞に掲載されている記事について疑うこ

とはほとんどない。ただ、もしその新聞に掲載された記事が正確なものでなかったら…。 

５学年の社会科教科書に「報道被害」についての説明がある。本実践では国語科での学

びを生かし、『松本サリン事件』の新聞記事を実際に読むことで、

送り手と受け手双方が情報を利用するときに気を付けなければい

けないことについて学習をした。 
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ねらい 

〇国語科『想像力のスイッチを入れよう』  

… 少しでも早く、分かりやすく、情報を伝えようと工夫する中で思い込みにつなが

ることがある。メディアの側も情報を受け取る側もそれぞれに努力が必要である。 

 〇社会科『情報産業とわたしたちのくらし』  

… 送り手のニュースは公正・中立・客観的なものであるべきだが、受け手も情報を

正しく受け止め適切に判断し、生活に生かす必要がある。 

 

学習展開 

北海道新聞（１９９４．６．２９）提示 

 〇新聞記事を読みましょう。事実関係を整理し、考えたことを書きましょう。 

   ・有毒ガス発生 ７人死亡 ５８人が治療  会社員（４４）が関係？ 

・普段から薬品類に興味  家には数種類の薬品  魚が全滅 

・「調べがあるかも…覚悟しておけ」 「もう駄目だ」 と言った 

      ひどい！  たくさんの人を  関係ない人も 

 

北海道新聞（１９９５．６．２）提示 

 〇１年後の新聞記事です。読んでみましょう。 

      えっ！  ちがったの？  かわいそう  違う意味だったんだ… 

 〇今日の学習を通して考えたことを書きましょう。 

 

子どものワークシートより 

 

事実と違う報道や大げさな報道によっ

て悪者にされたり、疑いが晴れても生活

や仕事に不利益を受けたり、心の痛みを

受けたりすることがあることを子どもた

ちは身をもって感じていた。この事件は

各報道機関が改めて情報を正確に送る機

会となり、現在も最新の注意を払ってい

ることも学んだ子どもたち。 
いろいろな情報があふれる中に生きる

子どもたちだからこそ、受け手として注

意を払い、正しい見方や考え方が必要で

あると考えることができた。 
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２０１７年度 NIE 実践報告 

学力向上を見据えた NIE のとりくみ 
～図書館との連携を通じて～ 

栗山町立栗山小学校 教諭 冨樫いずみ・北島桂子  
栗山町図書館司書 佐藤瑛理香 

 
１ はじめに 
 前年度からＮＩＥ推進校となり、「学年として」「年間を通じて」ＮＩＥのとりくみを行

ってきた。2017 年 3 月公示の新学習指導要領にも、次のような記述がある。 
各学校においては，児童の発達の段階を考慮し，言語能力，情報活用能力（情報モラル

を含む。），問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことがで

きるよう，各教科等の特質を生かし，教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るもの

とする。 
言語能力の育成を図るため，各学校において必要な言語環境を整えるとともに，国語科

を要としつつ各教科等の特質に応じて，児童の言語活動を充実すること。（中略）読書活動

を充実すること。 
情報活用能力の育成を図るため，各学校において，コンピュータや情報通信ネットワー

クなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え，これらを適切に活用した学習活動

の充実を図ること。また，各種の統計資料や新聞，視聴覚教材や教育機器などの教材・教

具の適切な活用を図ること。 
 言語能力育成の観点でも、情報活用能力の育成の観

点でも、教材としての新聞の価値は高い。更にとりく

みを継続することで、児童の社会事象に目を向ける意

識や構成力など様々な力を育むことができる。 
昨年 1 年間のとりくみを通じて、児童自身も語彙力

の向上や意識の変化を感じてきてはいた。実際に、全

国学力学習状況調査の国語の平均点が例年よりも大

きく伸び全国平均を上回るなど、学力向上が結果とし

て表れた。 
どんな活動であれ学校教育でとりくむ以上、成果と

して学力向上を求める必要がある。そしてこのＮＩＥ

のとりくみは、十分学力向上に貢献すると確信を持つ

ことが出来た。 
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２ 6 年生・日常のとりくみ 
 前年度 5 年生から行ったＮＩＥのとりくみを継続し、より発展させてきた。栗山小学校

６年生 2 学級、72 名の年間を通じた NIE のとりくみを紹介する。 
① 朝自習「毎週火曜日は NIE の日」 

朝自習の 15 分間を活用し、火曜日を NIE の日に設定した。 
前年度は卓上四季や記事の書き写しを中心にとりくんできた。今年度はＮＩＥの会

議で資料として提供して頂いた『よみうり新聞たんけん隊』を中心に、より深く新聞

について知ることができる内容を工夫して行

った。 
② 新聞作り 

 前年度の宿泊学習に引き続き、修学旅行を終

えて、一人 1 枚の学び新聞を作成した。学んだ

内容を伝えるという活動によって、更に理解を

深めることができた。また書くにあたって更に

本等の資料をもとに学びを深めた。 
できた作品は小学生新聞グランプリに出品

し、佳作４名が入賞した。また、2 年間のとり

くみが認められ学校賞をいただくことが出来

た。 
③ 朝の会での『今日のニュース』 

 朝の会で毎日一人がその日

（もしくは前日の夕刊）の新聞

を切り抜き、記事の紹介をする。

「記事の概要」「選んだ理由」

「思ったこと」をまとめる。終

わった記事は学級に貼り出し

て見られるようにしている。担

当の子によって興味のある記事が違うことも刺激となるが、特にその日のトップ記事

と地方版の栗山についての記事を切り抜く子が多かった。記事についてその場で交流

したり、説明を加えたりして 1 年間活動したが、より社会事象に感心を持つ子が増え

た。 
④ その他のとりくみ 

・家庭学習での新聞記事のスクラップ 
・社会科、家庭科、理科等教科での新聞の積極的な活用 
・特集記事の紹介や深め合い 

 →今年度はアイヌについての特集記事があり、社会科や総合で学んだことをもとに記事
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について感想を書き交流を行った。以下は感想の抜粋である。 
○まず、この「こころを揺らす」という記事にはたくさんの意見や感想が寄せられていて

すごいと思いました。①の記事に載っている笹村律子さんは「今はアイヌに生まれて良

かったと思う。」と言っています。ひどい差別があったのに、立ち直れていてすごいと思

いました。 
○私はアイヌの血を引いていないけど、もし、アイヌの血を引いていて差別をされいじめ

られても、この記事の人達のように強く生きられるか，様々な人達の前でちゃんと自分

の気持ちを話せるか、そういうことを考えさせられる記事だなと思いました。 
○この記事を読んで、アイヌ人の偉大さ、アイヌ人の大切さが分かった。アイヌの人がい

なければ北海道や栗山の開拓が出来なかったと考えると、アイヌの人に感謝しなければ

ならない。でもなぜ今の時代の人達はアイヌの人に差別をするのかが分からない。逆に

アイヌの人達に感謝すべきだとこの記事を読んで感じた。 
子ども達は記事を読み友達との交流を持つことで、アイヌの人達の事実を知るだけでは

なく、自分の生き方をもう一度振り返り考えを深めていることがよくわかる。 
他にも社会科の憲法についての学習では、数日にわたって国会の記事が新聞に載ったの

で継続して新聞を読み学習を深めた。 
    
３ 学校としてのとりくみ 
 ＮＩＥ推進校 2 年目となったこともあり、今まで

職員室前に置いて活用を促してきた新聞を図書室に

置くことにした。読売新聞から各学校に来ていた新

聞閲覧台の寄贈を受け、毎日図書委員が朝図書室の

清掃を行う際に、新聞を閲覧台に置くようにしてシ

ステム化した。 
 
４ 栗山町図書館と連携したとりくみ 

栗山町は図書館と学校との連携を推進しており、

昨年度より司書が週 1 で学校に 1 日図書室の整備や

授業の補助等、図書と子どもを結びつける業務を積

極的に行っている。また、本校が北海道教育委員会

指定事業の「学校図書館活用促進事業」の指定校となっていることもあり、図書の活用を

すすめている。 
新聞と図書を連動させることは、どちらの媒体もより読むことの必要性が増し、知識を

豊富に得られるという利点がある。また、他者との交流を通して楽しみながら思考力・表

現力を身に着けることができると考える。 
今年度は北海道新聞の取材を受け、昨年度とりくんだ「新聞×ビブリオバトル」を 5 月
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に再度行った。また、2 年間の学びの集大成として、以下のとりくみを行っている。 
＜ＮＩＥラストミッション・調べて伝えよう＞ 

目的：・新聞記事から自分が興味を持ったことにつ

いて、様々な文献を調べる力を身につける。 
   ・伝えたいことをまとめる構成力や活用力・ 
  表現力を身につける。 

 内容：事 前･･･冬休み中に自分が興味を持った新 
聞記事をスクラップしておく。 

    第 1 時･･･選んだ記事から何について深めた

いかを考え、関連した本を図書館で２～３冊借りる。 
    第２時～第６時･･･以下の項目についてメモをし、Ｂ４用紙 1 枚にまとめる。（新

聞風、レポート風などそれぞ

れが見やすく工夫する。） 
    事 後･･･学年全員分を印刷して冊子にする。

紙面交流。 
 主な児童の反応・感想： 
 ○興味のあることを新聞で読むことはしていたが、 

まとめる活動を通すことでより人に分かりやすく、 
自分も理解して書くことの難しさを感じた。 
○他にも知りたい記事があったので、本やインターネットを使って記事について詳しく 
調べてみたいと思った。 
○友達が興味のある記事について、自分も読むことが出来て更に自分も興味が持てた。 

４ 成果と課題 
 ２年間のＮＩＥを通じてどのような成長があったかを、記述式で回答してもらった。 

 
 その他にも辞書を引くようになった、語彙力が上がった、ニュースを見て分からないこ

とを新聞で読むようになった、記事について家族と詳しく話せるようになった、などの記

述があった。2 年間の活動で携わった児童が得た学力向上や自信を、校内に限らず町内へも

ＮＩＥの活動の成果として引き継いでいくことが指定校としての責任だと感じている。 

0 10 20 30 40 50 60

視写が速くなった

新聞を読むようになった

ニュースに興味を持つようになった

漢字が読み書きできるようになった

新聞が好きになった

感想を書くのが楽になった

NIEで成長したこと（％）
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１． ドラえもんがみまもる学校 

 本校は士別市の中心に位置し，総児童数２８２人，普通学級数が１１ 

クラス，特別支援学級６クラスで，１１５年の歴史を誇る市内で最も古 

い小学校です。今年度は『あいさつ日本一の学校になろう』をスローガ 

ンにして、全校で取り組んできました。野球やバレーをはじめ少年団活 

動も盛んです。ＰＴＡ活動などへの保護者の参加も多く，「天塩川祭り」 

への参加など地域行事にも積極的に関わっています。 

 また、『ドラえもんがみまもる学校』を合い言葉に，職員一人一人が 

児童のドラえもんとなって、児童が困っているときに助けてあげられる 

意識を持つように心がけました。 

 ＮＩＥ活動は今年度で継続３年目ということで，「実践しよう ＮＩ 

Ｅ！」を実践スローガンに，実践者以外の職員への広がりを考えた活動 

を意識して取り組んでみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 通常学級での実践 

 今年は実践者が通常学級の担任を持っていないため、いかに通常学級 

の先生方に新聞を使ってもらうかを考えての実践となりました。 

 以前から、読売新聞社より発行されている「読売ワークシート通信」 

をプリントアウトし、職員室内での回覧を行っていました。回覧用紙に 

は、ワンポイントで使い方や目玉記事が分かるようにコメントを添えま 

した。それに加え、今年は不定期に「ＮＩＥにゅーす」なるものを職員 

向けに発行し、ＮＩＥに関する情報を発信してみました。その中には、ＮＩＥに関する授業の準備の協力や出前授

業、コンクールのお知らせなどを載せ、何か使ってもらえるものがないかとの思いでの発行でした。 

２０１７年度 ＮＩＥ実践報告                        

『実践しよう ＮＩＥ！』 
          士別市立士別小学校 教諭 大武 敦史 

 昨年までに実践してきた校内掲示などは今年も継続

しています。学級によっては朝の会などでニュースの発

表があります。そのため、児童がＮＩＥコーナーの新聞

からニュースを探すために利用する姿も見られました

し、もちろん、休み時間に何気なく見てる姿もあります。

あそこに行けば新聞があると、児童自身が分かっている

ことに継続することによる浸透を感じています。 

40



 そんな中、５学年の学級担任から「『情報ノートを作ろう』の単元で、何か使えるものはありませんか？」との

お話がありましたので、さっそく「読売ワークシート通信」のバックナンバーから教科書の意図する教材として適

当と思われるものをピックアップし、担任に選んでもらいました。単元の導入で、そのワークシートを使用し、単

元の終わりに新聞記事から読み取れることをまとめていました。 

 今後は、新聞が活用できる単元での協力の仕方を、より構築したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 出前授業を活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、同じく５年生の国語の学習で出前授業を活用しました。 

７月１９日(水)、北海道新聞社の山口記者を迎え『新聞出前講座』

を実施しました。山口記者は仙台のご出身で、大学卒業後に北海道

新聞社に入社、来道されたそうです。その後、東京支社社会部や香

港の特派員を経てNIE推進センター委員を務められています。 

講座のテーマは大きく２つ。第一部「新聞を読もう」では、メデ

ィア全体の特徴を確認しながら新聞の利便性について話していた

だきました。流行のSNSの良さと問題点に触れたり、道新に 

載った士別小の記事（去年の科学クラブや文化村でのハンド

ベル発表の記事）を探してきてくださるなど、子供たちが飽

きない工夫をしながら話が進みました。 

また、情報というものが見方や切り取り方で大きく変わっ

てしまうという話では、将棋の藤井四段の記事が新聞各紙で

どのように扱われたか、日ハムの記事などは道新と他の全国

紙では扱われ方がどのくらい違うか、釧路の殺人事件が道新

と熊本の新聞社でどう紹介されたかなど、紙面比較をしなが

ら確認することができ、子供たちにも分かりやすく理解でき

たのではと思いました。途中にクイズが挿入されるのも、ア

クセントになってよかったと思います。 

第二部は「新聞づくりについて」話していただきました。実はこの内容は、５年生から直前に要望が上がったの

で、急遽お願いして実現したものです。先日、『小学生新聞グランプリ』の応募用紙が配布されましたが、その参

加を促す意味でも、新聞作りについて話してもらえると嬉しいという学年の声を受けてのものでした。 
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４． 特別支援学級での実践 

今年度は特別支援コーディネーターの先生にも協力していただき，士別小の特別支援学級の自立活動である「ほ

のぼのタイム」の時間内に、ＮＩＥ活動としてスクラップ活動に取り組んでもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組み理由】 

 本校の特別支援学級の児童は，新聞に触れる

機会はもとより，そもそも本に触れる機会が少な

いです。このスクラップという活動を通して，少

しでも新聞などに触れる機会が設けられればと

思い，計画・準備しました。 

 本校では自立活動の時間として，毎日，１時間

目は特別支援学級の児童が揃っての様々な活動

を行っています。今回の活動もその「自立活動」

の時間に取り組みました。 

【取り組みの様子】 

 まずは，竹内直樹先生が，児童の前で取り 

組み方を指導しました。 

「自分の好きな記事，写真を見つけよう」という約束でスタートしています。 

好きな物（動物，車，ゲーム，スポーツ，ケーキや料理などの食べ物，など様々なジャンルに分かれて写真や記

事を探しました。 

 使用した新聞は「日本経済新聞」「まなぶん」「毎日小学生新聞」など，実践校として学校に届けていただいてい

るものを使用。少し大きめの多目的教室にて実践。教室いっぱいに新聞を広げ，お気に入りの新聞探しが始まりま

した。 

 自分のことだけではなく，友だちの探している写真などを見つけると，伝えたり，教えたりしている姿も見られ

ました。新聞を切り抜くという作業は，「自分の宝物が箱の中にたまっていく」ような感じがしていたようです。大

きな紙面や，たくさんの記事の中から見つけ出す作業は，たいへんでもあるが，喜びもあるように見えました。 

  写真を見つけながら，写真に関係することを話

してくれる子どももいます。虫の育て方や恐竜の

仲間の名前，食べ物の食べ方や食べてみた時の感

想など，写真を元に自分の知っていること，考え

ていることを，自然に子どもたちが話し出しまし

た。 

たくさんの集められた写真から，スクラップ新

聞を作るために，さらに写真を選んでいくと，ま

た，そこで話をする子どもたちがいました。 

自分から話したいと思える主体的な活動であ

るのがとても良いと思います。 

このように、出前講座の話の内容については、こちら側の要望がかなり通ります。国語科や社会科では新聞の扱

い方が違いますし、総合的な学習の時間につながる内容でも可能です。どんなことを伝えて欲しいのか、具体的な

イメージがある方が話しやすいようです。 
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５． まとめとして 

ＮＩＥ実践校としては今年度で３年目の実践となり、何とか実践の広がりを求めたいと思っていました。 

掲示コーナーなどは、もうすっかりと定着し、新聞が子供たちの目に触れる機会は増えたと思いますので、次年

度はよりテーマ性のある掲示を考えるなど、さらに工夫していきたいと思います。 

また、職員の先生方も新聞が身近にある環境には馴染んだと思いますので、さらに「こんな単元ではこのような

内容が活用できます」というＰＲを行い、もっと手っ取り早く使えるような工夫をしたいと思います。各種コンク

ールの活用、出前授業や社会見学、校内での提案授業など、さらに一前進できる取り組みを考えたいと思います。 

 

 

 

【取り組んだ成果と課題】 

 作業には時間がかかったが，記事を選ぶのではなく，絵や写真を選ぶという活動は，支援学級の子どもたちに

は取り組みやすい内容であると考えられます。製作途中での様々な子どもたちから出る話は，子どもが主体的に

なり，作業に熱中している証拠でもあると思われました。 

  

 今後の工夫としては，あらかじめ写真を種類別にしてストックしておくと，支援学級の児童であっても，スク

ラップ新聞は作りやすいと思いました。 

【道北小中学生新聞スクラップコンクー

ルへの参加】 

 今回，１年生から６年生までの特別支援の児

童１２名がスクラップコンクールに応募しまし

た。 

本来は小１から小３まではＡ３以上の用紙１枚

に，小４以上はスクラップブックなどを使った継

続性のあるもの，という応募要件があるのです

が，特別支援の児童ということで，全員，四つ切

り画用紙１枚に貼りだして作成しました。 

 今回，その中から，４年生の児童が特別賞を受

賞しました。本人にとっても，とても励みとなる

受賞で，家族共々，大変喜んでおり，ありがたか

ったです。 
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 2017 年度 NIE 実践報告 

  実践テーマ「自分の世界を広げ、自分の言葉 
で伝える楽しさを味わおう！」 

   
                 室蘭市立地球岬小学校 教諭 吉村  亮 

 教諭 菊地 眞由美 
                           教諭 中嶋 圭子 

教諭 服部 拓也 
教諭 松並 柚花 

                          
１ 実践校３年目「新聞で自分を伝えることに慣れ、表現を工夫しよう」 

本校では、一昨年度から NIE の取組を推進してきた。今年度は高学年に限定せず、低中学年

でも、国語科、生活科、総合的な学習の時間等に、学習のまとめとして新聞を作り発表する活動

が多く見られた。それらは、事前に打ち合わせた訳ではないが、発達段階を踏まえ、ある程度系

統性をもった取組となっていた。また、一部の学年では、他の NIE 実践校との間で、作品や情

報等の交流も行われた。本校では、「新聞に親しみ、新聞から学ぶことにより社会や自然に対す

る理解を深めたり、視野を広げたりできるようにする。」また、「新聞のスタイルを活用して、自

分の考えや意見を表現したり、伝えたりする力を高める。」といった事柄を重点に据えて取組を

進めてきた。 

 

２ 具体的な実践  

 
≪ 2 年：生活科「まちたんけん」≫ 

（１） 校外学習で訪問した地域（校区内）の施設（郵

便局、駅など）で調べたことや、気付いたこと

について、A4 サイズの用紙を使い、各自で新聞

にまとめた。発達段階を踏まえ、新聞のタイト

ルを書く位置、簡単な枠組の取り方を指導し、

短い文章で記事を書かせた。また、場面の様子

を伝わりやすくするために、イラストを入れるように指導した。 

（２） 子どもたちが作成した新聞は、参観日の際に、図工の作品を展示

したテーブルの、1 人 1 人の作品の手前に掲示した。 

  

 

 

 

≪ 3 年：総合「私たちの町 室蘭」≫ 

（１） 校外学習で見学した市内の魚市場、民俗資料館、図

書館の中から、各自が対象を 1 つ選び、自分で調べ

たり、気付いたりした事柄を基に、学習のまとめと

して、イラストを用いた新聞づくり（A4 サイズ）を

地元の駅と郵便局で調べたことをまとめた「ぼこいえきとゆうびん新聞」
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行った。（9 月の学習活動） 

（２） 総合的な学習の時間に室蘭の自然名所を一つ選び、調べたこと

を基に、写真やイラストを使って新聞づ

くりを行った。 

（３） 三重県の鈴鹿市立玉垣小学校（3 年生担

任）より、NIE の取組に関する交流の申

し出があり、玉垣小学校の 3 年生と本

校 3 年生との間で、お互いに作成した

新聞の交流を行った。（始めにその小学

校から鈴鹿市の地域を紹介する新聞を

送ってもらったため、本校からも送るこ

ととした。交流の意味合いもできた。） 

 

 

 

 

 

≪ ４年生：国語「新聞を作ろう」≫ 

（１） １学期の国語「新聞を作ろう」の単元に合わせ 

て、子どもたちが、地元地域での校外学習等で 

学習した事柄を基に、８つの班に分かれて「ふ

るさと壁新聞」を作成した。 

（２） 校外学習①「港ふるさと体験学習」で、巡航船

「みさご」に乗船し、室蘭港内を巡航して見学

したことやスタッフの方にインタビューした

こと、校外学習②「白老アイヌ民族博物館」に

行って体験したことや調べ

たことなどを壁新聞にまと

めた。 

・ふるさと室蘭の好きな場所

やよいところなどのアンケ

ート調査をし、調査結果を表

やグラフにして新聞にまと

めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材の対象が、市内の施設に広がる。「図書館新聞」など。 

２階廊下（通路）の壁に掲示 

ふるさと＜室蘭＞への愛着を感じながら作成した「ふるさと新聞」 

タイトルの位置、レイアウトの取り方に工夫が見られる。 
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≪ ５年生：総合的な学習の時間「新聞でまとめることを目指して」≫ 

（１） ５年生の初め（年度当初４月）に「新聞を読もう」という国語の教材をもとに、新聞の

編集の工夫、見出しやリード等、新聞の構成について学習した。 

（２） さらにいろいろな新聞に触れさせ、興味をもった記事を選び、

スクラップブックのような形でまとめた。その際に、記事の

内容を要約し、記事の内容に対する自分の感想を含めてまと

めた。 

（３） 総合的な学習の時間「室蘭の産業」で行った校外学習「市内

の製作所見学」についての実際の新聞づくりでは、４月に学

習した見出しのインパクトを大切することを踏まえ、伝えた

いことを、構成を考えて作成するよう指導した。自分の思い

や考え、事実、取材した方の話（校外学習で訪問先した会社

の方の説明等）を分類し整理して書くよう指導したが、子ど

もたちが作成する際には、混同してしまうことが多く、難し

さがあった。（取材した方の思いを、自分の思いのように記述

してしまうなど）                    ＜スクラップブックの例＞ 

（４） 効果的な編集方法として、写真やデータ（表等）を合わせて内容をまとめ、最後に自分

の感想を含めて作成するよう指導し、そのように作成することができた。見る人が楽し

めるように、クイズを載せたりするような工夫も見られた。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ ６年生 ちきゅう「修学旅行新聞作り」ＮＩＥ≫ 

（１）事前指導として 

・新聞記事の構成の確認（見出し・リード文・本 文の役割等） 

・レイアウトの仕方（一番伝えたい記事をどこに書くか。写真を入れるときのポイント） 

・文体（敬体・常体）の統一 

・４Ｗ１Ｈ（いつ・どこで・誰が・何を・どのように）を意識した文章作り。 

・読み手のことを考えた工夫（クイズ・写真・イラス ト・感想） 

代表の話、社長メッセージなどのタイトルを付け、誰の思い（見解）

なのかを明確にして記事を書いている。 
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（２）新聞づくりの進め方 

・グループごとに修学旅行で経験した思い出のうち、何を新 

聞に載せるかを話し合った。 

・その中でメインとなる（一番伝えたい）内容を考えた。 

・レイアウトを考え、文字数を計算し、役割分担をした。（写 

真やイラストを入れる場合はその分文字数を減らして計  

算させた） 

・各自文章作りを行い、グループで協力し合いながら推    

敲まで行う。 

・下書き→ペン書きと進んでいき、余白は写真・イラスト   

を入れていった。（自分たちが撮ったデータから必要な 

ものをパソコンで印刷した） 

・題名・見出し・枠等、目を引くようなデザインを考え、 

色をつけていった。 

・感想を書き、新聞をまとめた。 

（３）他教科との関連 

・国語科では、授業の最後に自分の考えをまとめる時間を 

とっている。そのため、文章（記事）を抵抗なく書き進 

められる子が多かったと感じた。一方で、上手く言葉で 

まとめられない子には、過去の修学旅行壁新聞を提示し 

たり４Ｗ１Ｈにそって文章を書いたりするよう指導した。 

 

 

 

 

 

 

３ 成果と課題 

 

（１）成 果 

・低・中・高の発達段階を踏まえた、系統的な取組を行うことができた。 

・3 年間の取組の蓄積により、特に高学年での壁新聞等では、記事の構成や標記の仕方、ま

た内容が充実してきた。 

・高学年では、新聞を読んで記事を基に感想を書くスクラップブックづくり、調べ学習のま

とめを発信する手段の一つとしての「新聞をつくり伝える活動」などが定着してきている。 

（２）課 題 

・新聞作成の作業が計画通りに進まず、時間がかかりすぎる、作業に個人差があるといった

点での調整が必要である。 

・記事の内容に関わって、事実、感想、（誰の）見解、といった点での捉え方や記述の仕方

等に曖昧さがある。 

・「公共への情報発信の手段としての新聞づくり」に関わり、記事を作成する上での、対象

に対する客観的で公正な視点等への配慮について、学習を深める必要がある。 

新聞に関する学習の 小学校での最終段階としての取組。 
グループ内で、子どもたちが記事の内容や構成を十分討議し、分

担を決めながら取組を進めた。 
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２０１７年度 ＮＩＥ実践報告

新聞を活用した教育実践

岩見沢市立栗沢小学校 教諭 佐藤 智幸

１．はじめに

本校は明治３２年に初めて設置され、その後、社会の変化や地域の過疎化により統合を

繰り返し、平成１８年３月２７日、岩見沢市・栗沢町・北村の合併に伴い、岩見沢市立栗

沢小学校となった。そして、来年度開校１２０周年を迎える予定であり、現在は、児童数

１８８名、普通学級６、特別支援学級３クラスの学校である。

本校では、「深く考える子ども」「思いやりのある子ども」「からだを大切にする子ども」

「がんばりぬく子ども」を教育目標に掲げ、日々、教育活動の推進に努めている。

２、実践の概要

本校に赴任してまもなく、本校がＮＩＥ実践校に指定されていることを聞いた。前任者

は司書教諭をされていて、新聞を学校図書館資料として活用するために、新聞台を設置し

て掲示の仕方を工夫したり、図書委員会で「まわし読み新聞」を行って読みたくなる工夫

をしたり、図書館のコーナーに教科に関する記事を集めたりなど、その他にもたくさん実

践されていた。

私は前任地でＮＩＥの研究会があって、興味があってたまたま参加しただけで、何も実

践がなく、実践交流会に行ってまず学ぶという立場だったので、まずは新聞を活用した授

業を行うことにした。

今回実践したのは、６年生社会科下巻「暮らしの中の政治」のオリエンテーションとし

ての１時間だった。

政治の学習への導入ということで、身近な問題から題材を探した。「新聞から暮らしと

政治のつながりを見つけよう」というねらいで、新聞を読み、考えを交流する場面を通し

て暮らしと政治のつながりを見つけさせたいと考えた。

そこで、まず今年度も全国のいろいろな地域で台風の被害を受けていることをおさえ、

北海道でも１年前の８月に台風で大きな被害があり、それが１年以上も復旧に時間がかか

っているものがあることから、政治との関連を考えさせるこ

とにした。

ただ、その前に全国で、北海道での被害というより、子ど

もたちの身近な地域ということで、３５年前（子どもたちの

祖父母の子どもの頃）には、「５６水害」という、岩見沢市

の地域も、台風によって大変な被害を受けたという新聞記事

を４つ見せて、まず興味を持たせた。
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〔大見出し 小見出し〕

・道内豪雨被害広がる 「函館」など十線普通 浸水３千２百戸に

岩見沢２６６ミリ 測候所開設以来の最高

・３５０ミリ豪雨 道央マヒ 浸水１万戸超す ３人不明２人けが

・石狩川、江別ではんらん 全道で４万人避難 濁流、市街地へ流入

１．５キロ間で堤防越す

・道央マヒ、残し豪雨去る 被害じん大 復旧メド立たず

石狩川の水位低下 大洪水、危機脱す 江別市は１／３が水没

この大見出しから、自分たちの住んでいる地域にも昔、数日で大きな被害になったこと

をつかませたかった。そして、北海道での１年前の台風被害につなげるため、そのために、

まず道新で関連する記事を探し、４つ取り上げた。

〔大見出し 小見出し〕

・大動脈復活 日勝峠通行止め解除 運送業者混雑緩和歓迎 道の駅にぎわい戻る

・台風被害「５６水害」並み ２４１２億円、さらに膨張も 河川専門家「復旧に数年」

・台風復旧総額８００億円に迫る 道補正予算１６０億円規模

・４台風一括で激甚指定 知事「復旧に全力」

子どもたちに日勝峠の被害の写真を見せてから、１

つ目の記事から簡単に読み取らせた。

大動脈とは体の中にあるものだが、この場合は何を

指すのか。日勝峠は北海道のどこにあって、通行止め

解除とはどういうことか、復活とは、復旧とはどうい

うことか。

そして、他の記事にも目を向けさせて、被害を復旧

させるためには、国や道の協力、たくさんのお金がか

かることや、たくさんの人たちが関わっていることを

簡単につかませてから、個人の取り組みに入った。

ただ、４枚ものを記事を短時間でまとめるには見通

しが甘く、時間も足りないことに気づいた。

〔北海道新聞 2017/10/29〕

過 ○学習活動 ◇指導上の留意点

○前時に学習したことを振り返る。

つ ○本時から新しい学習に入ることを確認する。 ◇最近の天気から、台風の話題に

か 入る。

む ○新聞記事を提示する。（４枚綴り） ◇３０年ほど前、岩見沢・栗沢で

保護者が子どもの頃、台風による水害があったことを知る。台風による水害があったことを知
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１ らせる。

０ ○課題を確認する。

分 台風の被害と対応から、政治が暮らしと深くかかわって

いることを知ろう。

○新聞記事を提示する。（３枚綴り） ◇今年と昨年の記事を使って、政

ふ ・大動脈復活とは。 治と暮らしのかかわりを考えさせ

か ・日勝峠通行止め解除とは。 る。

め ・復旧とは。 ◇重要語句の意味をおさえる。

る ◇日勝峠が１年２カ月ぶりに通行

できたことをおさえる。

５ なぜ日勝峠が復旧することができたのか、政治とのつ

ながりを考えてみよう。

分 ・近くの住民にとってのメリットは？ ◇１枚目の記事だけで見通しを持

・利用している人のメリットは？ たせる。

・２枚目、３枚目の記事も使い、政治がどうかかわってき

たかを考える。

◇普段のように、班で付箋、ホワ

※ 個人 イトボード、マジック等のセット

※ 班で交流し、まとめる を準備する。

※ 発表・全体交流 ◇班の発表で、担当の支援学級児

童があたるようにする。

まとめ

ま 国や道などたくさんの人がかかわって、暮らしのために ◇発表で出された言葉を使ってま

と お金をかけたり、法律を作ったりなど努力してきた。 とめる。

め ○振り返り

る ・今日の学習でわかったことを簡単にまとめる。 ◇代表で数人に発表させる。

３．実践の反省

６年生の学級を借り、とびこみで１時間の授業を行

うということで、子どもたちの実態把握不足があり、

それよりも記事の選定、多用しすぎた部分や、資料の

捉え方の甘さから深いまとめには結びつかなかった。

まず、政治の学習への導入ということで、北朝鮮の

問題、衆議院議員選挙など、政治と結びつく教材を探

していたが、時期的な問題、結果が読めないこと等の

事情で取り上げなかった。
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ところが、日勝峠開通の新聞が出てきたので、それ

をきっかけに授業を組んだ。課題を「台風被害対応と

政治のかかわり」と設定し、３５年前の台風被害の新

聞を導入として、台風での日勝峠の被害と結び付け、

どのように復旧していったのかを新聞を活用して考え

させた。授業の途中で焦点がずれてしまったが、子ど

もたちがしっかり話し合いをしてくれた。各班で交流

した結果、まとめの発表では、たくさんの人たちが協

力したこと、たくさんのお金が使われたこと、最新技術が使われたこと、安倍首相や高橋

知事の支援があったこと等を新聞から読み取っていた。

６年生の力から判断すると、暮らしと政治のつながりに対していろいろな視点からのア

プローチができると思って、新聞記事を４つ取り上げたが、新聞記事を１つにしぼるとか、

課題解決の前にもう少し観点を明確にしなければと感じた。

・５６水害や日勝峠の復旧など、記事の選材は良かった。どちらの資料も導入部でも展

開部でも使える。ただ、「政治と暮らしのかかわり」を考えさせるのであれば、導入部の

資料で着目すべきポイントをきちんと示し、課題につなげていくべき。展開部でどのよ

うに資料に向き合っていったらよいか視点を絞ることにつながる。１単位時間の中で資

料を扱うのであれば、もっと精選し数を少なくする必要がある。

・新聞の資料に食いついている子どもたちの様子が見られた。新聞を活用することは、

非常に有効な手立ての一つだと感じた。あとは、教師側がその資料をどのような目的で、

何を読み取らせたいのかなど、明確な意図をもって使用できると良いと思う。自分たち

にとって身近な地域で起きた出来事を導入で取り上げたのは良かった。

・新聞の系統の目標と、社会・政治の目標の２つを目指したのが難しかったのではないか、

どちらかにすることですっきりしたと思う。

４．終わりに

後で気づいたのだが、北海道新聞購読者であれば、インターネットから「北海道新聞デ

ータベース」ページに入り、「北海道新聞パスポート」→「どうしん電子版」というよう

に登録していくと、新聞記事をそのままダウンロードすることができたり、写真ではなく

動画も見ることができることがわかった。

だから、授業の時も、日勝峠の被害写真をＴＶで見せなくても、ニュース映像を動画で

流す方法を使うことによって臨場感を出せるので、意欲の喚起につながるのではと感じた。

ＮＩＥについての知識もなく、自分で資料を調べたり、研修に参加したりして試行錯誤

しながら取り組んできた。今年度もＮＩＥ実践校に指定ということで、先生方には授業の

中で新聞を活用するというお願いをした。

新聞を活用することは有効な手立てと考えているので、新聞をもっと活用できるように

研修を深めたい。これを機にいろいろな面で指導をいただき、ＮＩＥのよさを先生方に伝

えられるようにしたい。

51



 
 
 
 
 
 
 

１、はじめに 

 
本校は今年開校 25 周年を迎えた、比較的新

しい学校である。児童数は 685 人（H29.11.16
現在）で、新興住宅地が校区ということもあり、

ここ数年は児童数が増加傾向にある。また、開

校以来、「豊かな心で学び続ける子どもの育成」

を研究主題に掲げ、児童、教師、地域とともに

教育活動を推進している。一昨年度から NIE
実践指定校にしていただき、新聞を通してどの

ような活動ができるのか考え、実践することと

した。 
 

 
 
 
 
２、日常的な実践紹介 

 
 本校では NIE 実践指定校になる前から、４

年生以上に新聞１部と毎週土曜日発行の子ど

も新聞１部を配付している。子ども新聞につい

ては各クラスに掲示板を設け、掲示することで

子どもたちが身近に触れられるようにしてい

る。また「今日の新聞」という箱を準備してそ

の日の新聞をいつでも目にできるようにして

いるクラスもある。 

 
 合わせて開放図書館（ほしぞらライブラリー）

に新聞台を置き、毎日の新聞と週１回発行の子

ども新聞を設置した。大人向け、子ども向け両

方の新聞を常設することで、誰でも新聞を身近

に感じることができるように配慮した。 
 また、今年度も NIE 実践指定校にさせてい

ただき、昨年度同様 10 月、11 月の２か月間、

５年生と６年生に６社の新聞を各学年のワー

クスペースに置き、新聞に気軽にふれられるよ

うにした。子どもたちは休み時間等に何人かで

新聞を読んだり、朝読書の時間に新聞を読んだ

りしている様子が見られた。また社会科をはじ

めとして、学習の際、資料として新聞を活用し

ていることもあった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 年度 NIE 実践報告 

 
豊かな心で学び続ける子どもの育成 

 
札幌市立星置東小学校 教諭 森 次 功 一
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３、授業における実践紹介 

 
 今年度本校で行った NIE に関する実践を２ 
つ紹介する。 
 
①  ５年生社会科 「情報化した社会と 

わたしたちの生活」の実践 
 
 ５年生では、情報産業のはたらきは国民の生

活に大きな影響を及ぼしていることや情報の

有効な活用が大切であることを考えるねらい

で、12 月に社会科「情報化した社会とわたし

たちの生活」の学習を行った。 
この単元では放送、新聞などの中から一つを

選択することになっているが、本校では毎年

NHK 札幌放送局を見学させていただいてい

ることもあり、放送局を選択している。その中

で放送局の学習と新聞との関連を図れないか

と考え、新聞のテレビ欄を見て放送局の意図に

迫る授業を構築した。 
子どもたちはまず先述の定期購読させてい

ただいた新聞を一人一部手に取り、テレビ欄を

見て気付いたことをノートにまとめた。 
次に、気付いたことを全体交流した。日付が

違うので、番組自体は異なっているが、教師が

時間帯ごとに板書にまとめることにより、番組 
 
 

＜本時の板書＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自体ではなく、番組の内容について交流、考察 
していく姿が見られた。子どもたちは「家族み 
んなで見られるように 19:00～22:00 はバラエ

ティー番組やドラマなどを放送している。」「朝

や夕方は子ども向けのアニメなどが多い。」「細

かく最新の情報を伝える必要があるので、ニュ

ース番組が１時間ごとにある。」など、受け手

の立場を考えながら意見を交流し合った。あわ

せて番組を構成する制作者の意図に迫り、「番

組の制作者は見る人の時間帯に合わせてテレ

ビ番組を決める工夫をしている。」という 
まとめに到達することができた。 
 この学習では新聞を６社からいただいてい

たことで豊富な量があったため、１人１人が新

聞を使っての学びを保障することができた。ま

た、ランダムに新聞を選んだことで、テレビ番

組自体ではなく、番組の内容について考えるこ

とができ、テレビ番組の制作者の意図に迫るこ

とができた。今回はテレビ欄だけの交流だった

ので、新聞を活用したとは言い難い面もあるか

もしれないが、この実践を通して観点を決めて

新聞に向き合う経験は有効であり、新聞を身近

なものに感じた子も増えたのではないかと感

じている。 
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②  ５年生社会科 

「情報とわたしたちの生活」の実践 

 
12 月８日（金）に 

読売新聞北海道支社編 
集部平野達雄次長にお 
越しいただき、「情報の 
発信源としての新聞の 
特徴を知る」「新聞の役 
割や紙面の仕組を学び、読解力、判断力、表現

力の向上に結び付ける」というねらいで、本校

５年生のクラスごとに出前授業を行っていた

だいた。学習の大きな流れは以下の通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 子どもたちは、まず提示された「ライオンが

動物園から逃げた」という偽情報を対して、「う

その情報を流すことは許せない」「情報が正し

いかどうかを判断することが必要」など、情報

をそのまま鵜呑みにするのではなく、自分たち

で取捨選択したり、判断したりすることが大切

であることを学んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 次に、当日の朝刊を１人１部配付していただ

き、新聞の工夫について教えていただいた。子

どもたちは朝刊１日分には約 20万字が書かれ

ていること、全部読むと 10 時間くらいかかる

ことなどにふれ、驚きの声をあげていた。合わ

せて全部読む必要はないこと、読みやすいよう

に分野ごとに分けたり、見出しやリードを付け

たりしていること、１ページ目（１面）を会議

で決めていることなどを知り、新聞社の方の

「読む人が知りたい情報を分かりやすく伝え

たい」という思いを感じることができていた。 
 最後に新聞は確かなメディアの１つで、いつ

でも繰り返し読める等のメリット等があるの

で、正しい情報を得るためにぜひ新聞を活用し

てほしい、新聞を読むことで、考えたりまとめ

たりする力を付けてほしいと話していただい

た。子どもたちは、情報活用のルールやマナー

を守る必要があることを実感できた。 
 後日、授業の様子を新聞に掲載していただい

た。子どもたちは自分たちの活動が掲載されて

いたことを喜ぶとともに、改めて平野次長を始

め新聞社の方の工夫や努力について考えるこ

とができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （読売新聞 2017/12/10） 
 

導入：自己紹介とマスメディアの説明 
展開：熊本地震の際の「ライオンが逃 

げた」の写真（虚言の流布など） 
本題：新聞の特徴と構成 
   新聞記者の仕事など 
結論：正しい情報を上手に使う必要が 

ある。新聞は確かなメディアの 
１つ。 
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４、成果と課題 

 
 日常実践および授業実践を通して今年度も

大きく３つの成果があった。 
 まず、昨年度同様、新聞に興味、関心をもつ

とともに社会的事象に主体的に関わろうとす

る態度を育成することができた。新聞を通して

現代社会のことを知ることの楽しさ、大切さを

一人一人が感じ、自分なりの思いや考えをもつ

ことができたのではないかと考えている。 
次に、昨年度の課題であった「難解な言葉が

多く、補足が必要であった」「１つの新聞記事

を丁寧に扱い、吟味する授業が必要であった」

という点を考慮した授業実践ができたことで

ある。テレビ欄という子どもたちに分かりやす

い記事を扱ったり、新聞社の方に来ていただい

て専門的な知識や考えを教えていただいたり

したことで、児童の「もっと新聞を読みたい」

という気持ちを引き出すことができた。あわせ

て情報を発信することの大変さと大切さ、放送

局や新聞社の「伝えたい」という熱い思いと伝

えるための工夫がたくさん詰まっていること

を実感できたのではないかと考えている。 
更に、新聞を通して自分たちが政治や現代社

会とつながっていること、情報の受け手として

自分たちが情報を取捨選択し、正しい情報を得

て、判断していく必要性があることを実感でき

たことも成果として挙げられる。政治や現代社

会は自分とはあまり関係ない世界の出来事と

考えていた子どもたちが、新聞記事にふれるこ

とにより、政治や現代社会は自分たちに身近な

ものであり、自分たちの生活とつながっている

ことを実感できたと考えている。これを機に主

体的に社会に関わり、地域社会の一員としての

自覚をもってほしいと願っている。 
 
 
 
 
 

 本年度も大きな成果があったが、課題も２点

ほど見えた。 
 まず、一昨年度と同じ課題であるが、教材と

する新聞記事の内容の精査についてである。今

年度の実践では新聞社の方に来ていただいた

ことで、教材とする記事を専門的な立場から提

示していただくことができたが、教師側で内容

を考える際、タイムリーな話題をどう選択して

いくかが難しいのではないかと考えられる。ま

た、取り上げる記事が仮にあったとしても、教

材化するにあたっては時間が必要であり、授業

をする際には話題性に欠けるといった問題点

も考えられる。「早く、正確に、分かりやすく

情報を伝える」ことの大切さについて新聞を通

してどう子どもたちに伝えていくかをこれか

らも考えていきたい。 
 今年度も10～11月にかけて６社の新聞を定

期購読させていただいたが、複数の新聞を比較

する実践ができなかった点も課題である。１つ

の社会的事象に対して多角的な見方をするこ

とは、事象の本質をとらえる上で重要である。

複数の新聞を比較する活動はそれを容易に実

現できると思われる。正しい情報を得て判断す

る力を育てるために、これからも新聞をはじめ

としたいろいろなメディアを活用していける

ような実践に取り組んでいきたい。 
今年度で本校の NIE 実践指定は終了となる

が、この成果と課題を生かし、さらなる実践を

積み重ねていきたいと考えている。 
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１．はじめに 

 鹿追中学校は、生徒数１４１名の中規模校である。町として幼小中高一貫教育を推進しており、保護

者の学校教育に対する関心は高い。また、地域住民も授業の外部講師という形で教育活動に積極的に協

力してくれる。このように恵まれた環境に勤務する中学校の教員として、総力をあげて子どもたちを育

てている。 

 子どもの力を伸ばすための１つの手段として、様々な学習活動において新聞を活用した授業や取組を

進めている。今年度は数年ぶりの実践校の指定も受けた。職員みんなで新聞活用の意義を共有し、「で

きることからコツコツと」を合言葉に実践を積み重ねてきた。 

 

２．１年を見通しての活用 

 学校に届く新聞を効果的に活用するにはどうしたらいいかをまず考えた。そこで、各教科の単元内容

や年間の学習活動（スクラップ作りなどの課題）時期を考慮して１年間の購読計画を立てるところから

スタートした。 

 朝日 毎日 読売 産経 日経 北海道新聞 十勝毎日新聞

４        

５ ○       

６ ○     

７ ○     

８ ○ ○  ○ ○ 

９  ○   ○ 

１０  ○   ○ 

１１  ○ ○ ○ ○ ○  

１２   ○ ○  ○ ○ 

１   ○ ○  ○ ○ 

２   ○   ○ ○ 

３       ○ 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年度 ＮＩＥ実践報告 

「自分の見聞を広げるためのＮＩＥ」 
鹿追町立鹿追中学校 教諭 近藤 弘樹

全国紙は１年を通してまんべんなく届

くように考えた。各教科で幅広く活用

できるように配慮。 

冬季五輪があり、道内出身のオリンピ

ック選手の活躍が載ることを考えた。

学活や道徳で活用できるように配慮。

社会科の公民の授業で経済分野の単元に

さしかかる時期であることを配慮。 

このように掲示 
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【成果】 

 ・１年を通して様々な新聞が届き、授業に活用することができた。また、全職員に購読計画を周知す

ることで、見通しを持って新聞を活用することができた。 

 ・冬季五輪の開催にあたり、地元（十勝管内）選手の活躍について新聞を通して詳しく知ることがで

きた。このことから、生徒の地域に対する関心を深めることができた。 

 ・社会科の学習に関わって、選挙についての学習の時期と実際の選挙時期が重なり、全国紙をはじめ

複数の新聞を読み比べて思考を深めることができた。 

 

【課題】 

 ・分掌や各教科担当教員との連携をより一層図り、購読計画につなげる工夫を進めていく。 

 ・複数の全国紙を同時期に購読し、読み比べや記事の比較などをする実践を行いたい。 

 

３．本校の実践について 

（１）キャリア教育での実践 

  ① 生徒の実態から 

   本校の生徒は、自分の進路実現に向けて考え、行動する力が弱い。また、世の中がどのように動

いているのかという知識や関心が薄く、社会との接点に対する感覚が弱い。こうした現状は、面接

練習などで自分の考えを順序立てて言えない、一般的なことは言えるがそれに対する自分の見解を

述べられないことなどに表れてしまっている。今年度の進路担当としては、こうした現状が何年も

続いていることに危惧している。そこで新聞記事を活用して少しでもこうした現状を打破したいと

考え、実践を積み重ねてきた。 
 
  ② キャリア教育に活用できる記事の豊富さ 
   新聞には、働く人の声や高校生・大学生の話、進学に参考になりそうなこと（学習法や受験に対

する考え方）など、進路指導に役立ちそうな情報が数多く載っている。これらの記事に触れること

で、自分の進路を自分で考える力を身につけられるのではないかと考えた。 
   記事に載っていることは多くの教員も日々生徒に指導していることではあるが、新聞記事という

教員以外の人が書いたというだけで、生徒のとらえ方も大きく変わる。「先生たちだけではなくて、

一般の人も同じことを言っている。」という感覚を生徒が持つことにより、自己実現に向けた行動

が効果的に表れるのではないかと考えた。 
 
  ③ 実践内容 
   ア．進路情報室前の掲示板に記事を掲示 
     記事をチェックし、主に職業観や進路選択、働く現場のことに関する記事を中心に掲示して

いる。生徒は休み時間に、掲示してある記事を読んでいる。 
   イ．記事を読んだ感想や自分の考えを書く 
     記事の掲示板に、読んだ記事の感想や自分の考えを書くワークシートを置いておき、家庭学

習で取り組む形としてきた。ワークシートに載せる記事は、生徒にとって身近な話題であった

り、進路選択において考える価値のあるものだったりするものをピックアップしてきた。なお、

掲示している記事を用いてワークシートを作成した。 
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書いたワークシートは翌日担任に提出し、添削をして返却するシステムをとってきた。この

システムのメリットとしては、記事の内容を家庭でじっくりと読むことができること、やや難

しい言葉の表現に触れられることがあげられる。また、書くことを通して自分の考えを自分の

言葉で表現する力を伸ばせることもある。 
 
（生徒のワークシートより） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ③ 生徒の変容 
   １年間取り組んできて実感していることは、世の中の動きや働く人のこと（思いや現状など）に

ついて見聞を広げられていることである。 
   今回は生徒の自主性にゆだねての取組ではあったが、これまで取り組んできた生徒の様子を見る

と、自分の考えを順序立てて述べられるようになったり、進路実現に向けての具体的な考え（自分

ならこのように考える、など）を述べることができるようになったりと、成長が見られた。これは、

記事を読んで必要な情報を的確に整理しそれをもとに考えることが、普段の生活に大きく関わるこ

とを示している。 
   また、働く人々のことを知ることが、日々の生活の振る舞いの向上にもつながっている。 
 

 

（記事に対する感想） 
 スカイツリーの土産物店にオリジ

ナル商品が６００種類もあるなんて

知りませんでした。が、武藤さんはオ

リジナル商品に「スカイツリーの物語

を織り込む」と言っているので１つの

商品を作るのにデザインや買ってく

れる人のことをすごく考えているん

だとあらためて感じました。 
 自分もスカイツリーの土産を持っ

ているので、大切に使いたいと思いま

した。 

進路の記事掲示板の様子 ワークシートをこのように設置しています
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（２）新聞スクラップの実践 

  ① 実践内容 

   長期休業中の課題という形にはなったが、国語科や社会科で新聞スクラップ作りに取り組んだ。

ただし、基本的なことの指導は事前に行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ア．テーマを各自決める（例えば「十勝の農業」「スポーツ」などを例示） 

   イ．切り抜いた記事が載っている新聞名と日付を必ず入れる 

   ウ．記事を読み、大事な部分や印象に残った部分をマーキングする 

   エ．記事の要約、感想、自分の考えなどを書く 

   オ．わからない言葉の意味や興味を持った内容、さらに知りたい内容などについても記載する 

  以上の５点をポイントに実践を進めた。 

 

  ② 実践を終えて 

   どの生徒も新聞記事を丁寧に読み込み、記事の要

約や自分の考えをしっかりと記入していた。また、

記事に関わる内容を自分で調べ、スクラップノート

にまとめる生徒も数多くいた。 

   中には、これまでの学習（本校の特設教科である

新地球学）に付随する記事をスクラップし、授業で

学んだことを深める生徒もいた。 

 

４．おわりに 

 取り組む時に気をつけているのは、どれだけ多くの先生たちに理解していただき、一緒に取り組んで

いくかということである。今回は、管理職との連携や分掌（研修部や教務部）の理解、生徒会委員会の

担当教員との協力を仰げるように配慮して取り組んできた。こうした動きが土台となって、学校での活

動の随所にＮＩＥを浸透させ、生徒の学びの向上に一役買うことができたと振り返っている。 

 新聞の有用性は、タイムリーな側面と、自分の見聞を広げられるということにある。特に今回は、キ

ャリア教育での活用や新聞スクラップづくりを通して、新聞を通して多くの人々の考え方に触れること

ができたと振り返っている。今後も、新聞の有用性を踏まえて全職員でＮＩＥに取り組んでいきたい。 

作品を展示、休み時間には他の人の作品

を読む生徒の姿も見られた。 
進路に関わる内容をスクラップした生

徒が多い。 
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２０１７年度 ＮＩＥ実践報告

身近な生活から人権を実感させる新聞活用
音更町立緑南中学校 教諭 掛水 成幸

１ はじめに

本校は，各学年４学級の全校生徒４１３名が学校生活を送っている。本校では，これまで各学級の報

道班が学級新聞を年２回発行し，総合的な学習の時間では，学習新聞づくりを取り入れ，学習したこと

を文章や表，グラフなどを使ってまとめる活動を行ってきた。また，今年度は生徒会がまとめた「緑風」

が十勝毎日新聞の中学生のページに掲載されている。今年度，初めてＮＩＥ実践校に指定を受けた。新

聞提供事業を受けることで，新聞記事を活用した授業の実践等を積極的に行うことができた。

今回の実践報告では、３学年社会科における新聞を活用した授業について紹介したい。

２ 実践報告

社会科（公民的分野）学習指導案

（１）単元名 公民的分野 第２章個人の尊重と日本国憲法 第２節人権と共生社会

（２）単元について

第２節「人権と共生社会」では、日本国憲法の基本的人権の尊重について、具体的な生活との関

わりを通して理解させるとともに、自由・権利と責任・義務の関係が社会生活の基本となっている

ことに気づかせたい。そのために、授業の中で新聞活用することで、実際の十勝管内での生活と人

権とのつながりを実感させることから生徒の興味・関心を高め、自分の考えをまとめことから学習

したことを深めたい。

（３） 新聞活用のねらい

身近な生活・地域社会に直結した新聞を活用することにより、生活と社会的なできごととのつな

がりを実感させる。今回の授業では、帯広市大空の「買い物弱者」についての新聞記事を活用する。

十勝管内の地域の高齢化率上昇や地域唯一のスーパーの閉店、その後の移動スーパーの開始までの

流れを記事から読み取り、実感する中で社会的に弱い立場の人々を守る取り組みについて関心や考

えを深めたい。

（４）本時の学習

①本時の目標

 人権保障について関心を持ち，意欲的に追究する。（関心・意欲・態度）

 新聞記事からスーパーの有無が地域の人たち、特に社会的弱者にあたえる影響について読み

取る。（技能）
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②本時の展開

主な学習活動 評価

導

入

① 日本国憲法の基本原理について確認する。

国民主権 平和主義 基本的人権の尊重

② 課題把握

展

開

③ 教師の説明

基本的人権＝人間らしく生きていくための権利

日常生活で人権の考え方が必要になる場面について、新聞記事を使い

考えることを説明する。

④ 生徒の活動（個人）

スーパー閉店の記事

資料① を読み取る。

読み取ったことを

交流する（グループ）

施設の老朽化や地域の高齢化によりスーパー閉店

『買い物難民』が出てしまう不安

『買い物難民』とは近くで買い物ができない人たち

教師の発問

「買い物は何のためにするのか」

生活に必要なものを買う 自由に好きなものを買う

生徒の活動（グループ）

「買い物難民を助けるためにはどうしたらいいか」を考える。

グループ討議⇒発表（新しい店、バス増便、ネット、移動スーパーなど）

⑤ 生徒の活動（グループ）

移動スーパーの運行開始の記事 資料② を読み取る。

『買い物弱者』の支援のための移動スーパー（販売車）

「基本的人権は誰のための権利なのか」を考える。

すべての個人が平等に持っている権利（個人の尊重・平等権）人権保障

が特に必要なのは…社会的に弱い立場の人たち

人権保障について

関心を持ち，意欲

的に追究すること

ができる。（関心・

意欲・態度）

新聞記事からスー

パーの閉店があた

える地域への影響

について読み取る

ことができる。技

能

新聞記事から移動

スーパーがあたえ

る地域への影響に

ついて読み取るこ

とができる。 技

能

終

末

⑥ 生徒の活動（個人）

今日の授業で学んだことを文章でまとめる。

基本的人権が保障されないと、人間らしく生きることができない人

がでてくる。特に社会的に弱い立場の人たちに人権保障は大切。

基本的人権の保障はなぜ重要なのか
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資料①十勝毎日新聞 年 月 日

資料②十勝毎日新聞 年 月 日
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資料③北海道新聞 年８月 日

３ まとめ

新聞には、身近な生活に関わる記

事がたくさんあり、生徒の興味関心

を引き出すことができる。今回の授

業では、管内の「買い物弱者」をあ

つかうことで、人権問題を身近なも

のとしてとらえることができ、課題

解決についての考えをより活発に交

流することができた。

今後も新聞にかかわる活動を通し

て、生徒の情報収集能力、表現や発

表の能力を引き出したい。

年９月 日十勝毎日新聞

中学生のページ「緑南中学校」
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１．はじめに

本校は、昭和 年に根室中学校の校名を廃し、光洋中学校、柏陵中学校の２校体制と

なることでスタートした。昭和 年には最大 学級に達したが、市街３中学校体制とな

り、その後人口が減少したことから、現在は普通学級 、特別支援学級 、全校生徒数は

名となっている。

新聞を購読していない家庭は多い。３学年全国学力学習状況調

査の生徒質問紙において、新聞を「ほとんど、または全く読まな

い」と回答した生徒の割合は 70%前後の高い水準で推移しており、

年度は と、ほぼ４名中３名となっている。これは、29 年度

3 学年のスマートフォン所持率が 100%となったこと、全国学力学

習状況調査の国語において「主として知識」を問うＡ問題と比較し

て、「主として活用」を問うＢ問題の正答率が低いことと、けっし

て無関係ではないだろう。 
実践指定１年目の 29 年度は、「思考力・判断力・表現力」を含む「学力の三要素」をバ

ランス良く育成するために、まずは学校において日常的に新聞に触れさせるようにし、「論

理的思考力」へとつながるように取り組んだ。 
 
２．実践の概要

新聞を有効活用する流れをつくる

① 素材発見 職員室での閲覧タイム

教育活動は、教師の意図的計画的な営み  
によって行われる。本校の課題である「論 
理的思考力」を高めるために「どのように 
学ぶのか」が教師の腕の見せ所であろう。  

各教科等の単元計画に示されたねらい 
を達成するために「使える素材」を能動 
的に発見する姿勢を職員室にしたい。 

 
そのために、学校に届いた新聞は、まず職員室

に置いている。自由に閲覧し、必要に応じてコピ

ーする。多忙期には、昼になってもチラシがその

まま残っていることも稀にあるが、ベテランはも

ちろん、「スマフォ世代教員」にも新聞を広げて

いる姿が見られるようになった。 

25 年度 71.1% 
26 年度 68.5% 
27 年度 71.2% 
28 年度 62.0% 
29 年度 74.5% 

２０１７年度 実践報告

新聞をツールとして論理的思考力を鍛える
根室市立柏陵中学校 教諭 渡辺 尚志
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② 知的好奇心を刺激 図書室での閲覧タイム

子どもたちは環境によって育つ。「保育の環境」とは「人的環境・物的環境・空

間的環境」を意味するそうであるが、「朝食 新聞を広げている父親」という風景が

消えつつある現在、教師が新聞を読んでいる姿を見せることがまず必要であろう。

本校では、時間講師が授業に入ってティ

ームティーチングを行うと共に、授業での生

徒とのつながりを生かして「放課後教室」を

毎日図書室で実施している。昼以降に講師は、

職員室の新聞を図書室に持って行き、生徒が

興味を抱きそうな記事に付箋を貼るなどし

て閲覧台に広げる。その他の新聞は、２日間

「新聞掛け」に保管され、新聞を広げること

ができる大きな机の横に置くようにしている。

図書室は昼休みと放課後に開放され、生徒た

ちの大切な「居場所」として多くの生徒が活用

している。ＰＣやスマートフォンのない環境で、

生徒たちは自習を行ったり、学年関係なく生徒

同士で交流したり、教師に質問したりしており、

その中で自然と新聞を広げている生徒が増え

ている。

③ 全校生徒に触れさせたい スクラップコーナー

授業などで「使える素材」は職員がコピーし

ているが、図書室で２日間閲覧された新聞はし

ばらく図書室準備室に保管され、「古紙」とし

て回収される前に、各教員や講師の判断でスク

ラップとして切り抜かれる。

教室前廊下に掲示されたスクラップの内容

には、教師の「これを伝えたい 」という「思

い」が表れる。その「思い」こそが「ヒドゥン・

カリキュラム（隠れたカリキュラム）」として、

生徒たちに影響を与えているのである。

 
④ 生徒の頑張りを「見える化」したい！ 自己肯定＆愛校心コーナー  

職員室前廊下に「新聞記事で見る柏陵中学校の 
活躍」コーナーを設け、生徒たちの「頑張り」が 
掲載された新聞記事を掲示することで「見える化」 
し、自己肯定感と愛校心を高めている。 

職員室を訪れた多くの生徒はもちろん、来校し 
た外部の方々も足を止めて読む姿が見られている。 
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各教科のねらいを達成するために新聞素材を活用する

① 社会科における日常的な活用

新聞記事は、見出し・本文記事・表やグラフ等の資  
料で構成されており、それらの情報を読み取りながら、 
学校での学びと社会生活を結びつけることで、子ども 
たちの意欲が高まり、「主体的、対話的で深い学び」    
が実現する。 

月 日 月 に行われた 学年地理 第 編 章「日本の人口分布と課題」

では、北海道新聞 月 日付け記事「出生数初の 万人割れ」を活用して、

出生数の推移を示したグラフを扱った。新聞記事を配布し、「先生と同じ年齢

の人は 万人いたんだよ」と言うと、子どもたちはすぐに自分の年代の人数

をグラフから読み取り、教科書には載っていない「同い年のどさんこ数」を確

認していた。

  
② 国語科における日常的な活用

新聞記事は、「豊かな表現の宝庫」であ 
る。限られた字数の中で、「読んでみたい」  
と思わせる工夫がふんだんに盛り込まれ  
ており、「事実」の記事と「意見」の記事  
も明確に分かれている。  

6 月 5 日の 2 学年国語科「情報を選び 
とる」では、「記事の内容にふさわしい見 
出しをつけよう」という課題で、まずは産経新聞の「父の教え」を配布して、 
興味をひく見出しに触れさせ、毎日新聞と読売新聞のスポーツに関する記事の  
本文に見出しをつけさせた。 

★ 北海道新聞

★ 産経新聞
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生徒は本文をそれぞれに読み込み、見出しを

つけるのだが、最後に伝えられた「実際の見出

し文」に、言葉の奥深さを感じ取っていた。 

 
また、「主張」「データ」「理由付け」よる論

理的な表現（三角ロジック）を学んだ後に、実

際に北海道新聞社の読者投稿欄（ぶんぶんタイ

ム）への応募作品を書かせ、同世代の文章を読

み合うことで、表現することへのモチベーショ

ンを高めることができた。 
 
 
３．成果と課題  

電子データの普及により、「新聞を読まない

若者」が増えている。学校職員も例外ではなく、

新聞を購読しない教員が増えている。 
実践指定１年目の 29 年度は「学力の三要素」

をバランス良く育成するために、まずは学校に

おいて日常的に新聞に触れさせるようにし、

「論理的思考力」へとつながるように取り組ん

だが、新聞に触れる機会は着実に増加している。 
 
本校では、職員の打合せで発行している「朝の連絡メモ」の余白や裏面を活用して、最

新の教育情報や、子どもたちの活躍を取り上げた記事を貼って紹介するようにしている。 
来年度からは、学校における働き方改革の一環として「メモ」は電子データ化され、紙

ベースでなくなる予定だが、多種多様な情報が目に飛び込んでくる新聞は、バランスのよ

い情報収集には欠かせないツールである。 
中学校において 31 年度より実施される

特別の教科「道徳」では、物事を多面的・

多角的に考える「議論する道徳」が求めら

れている。今後「主体的、対話的で深い学

び」をさらに促し、「論理的思考力」を培

うためのカンフル剤として、すべての領域

において効果的に新聞を活用していきた

い。 

★ 北海道新聞
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平成２９年（２０１７年）度 ＮＩＥ実践報告

中学校における新聞記事を活用した実践について
小樽市立北陵中学校 教諭 山﨑健太郎

１．はじめに

本校は、昨年度閉校した「北山中学校」「末広中学校」が統合し、今年度４月に統合校

として開校しました。深く歴史を刻んだ「手宮地区（日本で三番目の鉄道がひかれたこと

で有名）」に立つ本校に地域から寄せられる期待は大きく、初年度を託された職員の意識

も高い状態で職務にあたっています。

年度当初のアンケート結果で、メディアに

触れる時間の使い方に課題があることが浮か

び上がってきました。

全国学力・学習状況調査等各種調査の分析

を通して、本校生徒は、正しく情報を「読み

取り」、自分の思いや考えを「書く」力の強

化が必要となっていることが課題であること

が分かりました。その解決法の１つとして、

ＮＩＥの活動を設定することとなりました。 （左：本校、右：全国）

※全国データは、Ｈ29全国学力・学習状況調査結果より

２．今年度の取り組み

（１）学校図書館との連携

本校の図書館は、市内の中学校で唯一

学校司書が配置されている「人のいる図

書館」です。玄関正面に位置するという

構造的なメリットを活用し、学校司書が

生徒の興味や関心に応じた記事や話題の

ニュースについて、特集コーナーを設け

ています。定期的に、時期に応じた特集

を組むことで、生徒の関心を高めていま

す（現在は「五輪」特集）。関連図書の

壁面掲示も魅力の一つです。 図書館前掲示板の様子

館内には、新聞を目にすることが少なくなっている生

徒達(新聞の購読率６８％）に、実際に手にとってもらい

たいとの目的で閲覧コーナーを設けています。また、購

読期間を工夫することで、各教科の学びと効率的に結び

つくように配慮しています。

現在、来年度の教育課程の編成に向けて、教職員にニ

ーズを聞きながら、ＮＩＥの取り組みや学校図書館の機

能を活かした年間計画の作成を進めています。

複数紙が読める閲覧コーナー
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（２）「社会」と「学校」を結ぶしかけづくり

本校では、図書館以外にもＮＩＥコーナーを設けているのが特色です。特に３年生教室

横のスペースにも自由閲覧コーナーを設けて、昼休み等に自由に手軽に閲覧できるように

しています。この場所が生徒の目に触れやすい場所であると同時に、３年生にとって進路

指導や受験に向けて役立つものになることも期待して、ＮＩＥコーナーを設置しました。

面接練習が始まると、実際に新聞に触れる生徒が増えており、ねらい通りの成果を上げて

います。

生徒の動線を考え、目に触れやすい掲示板に、生徒に考えて欲しいことをテーマに特集

した記事を集めたり、週刊まなぶんなどの子ども向け新聞を掲示するようにして、興味関

心を高めるようにしました。職員室前廊下の掲示板には、学校紹介のコーナーとして、本

校に関する記事が掲載された新聞の切り抜きを掲示しています。本校生徒の活躍や様々な

活動について知ってもらうこと、そして、自分たちの学校への愛着や誇りに結びつけてい

くことをねらいとしています。

３年教室横の閲覧コーナー 北海道特集コーナー 本校生徒の活躍を紹介

（３）「社会で活きる実践的な力」を育てる取り組み（ＮＩＥタイム）

本校では、「読む力の伸長」という課題解決を目指し、毎日朝の会前の１０分間に朝読

書に取り組んでいます。このうち金曜日を新聞コラムを読んで自分の考えをまとめるＮＩ

Ｅタイムとして設けました。

このＮＩＥタイムでは、以下の３点を伸ばすことを重視して取り組んでいます。

①インプットする力（速く、正確に読み取る力）

→｢コラム｣を２分で読めるようにトレーニング

②まとめる力（キーワードを基にイメージする力）

→「要するに何なのか」をつかむトレーニング

③アウトプットする力（思いを分かりやすく伝える力）

→「思い・考え」を言葉にして伝えるトレーニング

自分の考えをまとめ表現する方法としては、川柳や短い詩なども含めて自由に書くこと

にしています。初めはあまり書けなかった生徒も多くいましたが、継続して取り組んでい

くことで、感想を書ける生徒が増えるだけでなく、川柳などの表現に取り組む生徒が多く

なってきました。川柳でいい表現のものについては、新聞に投稿をしています。
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初級編（１年用）↑ 中級編（２年用）↑

コラムの読み取りについては、全学年共通のものに

取り組んでいます。（資料１）

裏面には、初級・中級・上級と、発達段階に応じた

関連記事を載せ、生徒の理解を促します。（資料２）

開始当初は、自分の考えを表現できない白紙の生徒

も多かったのですが、徐々に改善され、受験を控え意

識が高まった３年生のシートにはビッシリと文字が並

ぶようになりました。また、生徒の作品を全校で共有

する「週間ＮＩＥだより」の発行を通して、３年生の

成長を後輩に意識させることに成功しています。

上級編

（３年用）→

資料２ ＮＩＥワークシート＜裏側＞

資料１ ＮＩＥワークシート＜表側＞

74



（４）生徒の発信を導く（川柳）

週一回のＮＩＥタイムにおけるコラムの

読み取りだけでなく、各学年の掲示板に「コ

ラムを読もう」のコーナーを設けて、平日

もコラムが目に触れるようにしています。

放課後学習の中で川柳塾を開いて、感じ

たことを自由に表現する活動を行いました。

時には、ＰＴＡ事務局の方と一緒に考えた

りなどと、多くの方に生徒と関わっていた

だきました。

そこで生まれた作品については、新聞に

投稿し、社会につながっていることを経験 毎日掲示しているコラム ↑

する貴重な機会とすることができました。

新聞に掲載された作品は、ＮＩＥコーナーにどんどん掲示して、全校生徒に見てもらう

ようにしています。新聞に掲載された生徒は皆から声をかけられて、とても嬉しそうにし

ている様子が増えてきているのが大変喜ばしい限りです。

新聞に掲載された川柳 放課後の川柳塾の様子

４．成果と課題

ＮＩＥ実践指定校１年目としては、生徒達の課題である「表現する力」を鍛えるために、

学校図書館との連携を中心に、学習支援事業を活用した放課後学習「北陵塾」や「ＮＩＥ

タイム」の活動を展開してきました。このために、学校司書や担任の先生、学習支援講師

など多くの方々にＮＩＥの取り組みの協力を得ることができました。この場を借りてお礼

申し上げます。１年間の実践で、生徒が新聞に触れる機会を多く設定できたことは良かっ

たと思います。これにより、「社会の出来事を知る」、「いろいろな言葉に出会う」という

当初の目標は達成できたと思います。また、「ＮＩＥタイム」として、読んで感じたこと

を表現する活動を毎週取り組んできたことで、白紙のまま提出する生徒が減ってきたのは

大きな成果と感じています。しかし、解決しようとしている対象が、正確に「読み取り」

思いを「書く」力の育成です。一朝一夕に身につくものではありません。

今後は、教科の指導計画に位置づけられている「言語活動」について、授業展開の中で

意図的・計画的に「書く」力の育成を図る必要があると考えています。課題解決に向けて、

教科の枠を越えて学校全体で取り組んで参ります。北海道新聞に掲載された中学生らしい

感性が光る作品（４１作品掲載 Ｈ３０年２月１１日まで）を見ると、ＮＩＥは本校の課

題解決に向けて有効な取り組みとなっていることがわかります。
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２０１７年度 NIE実践報告

実践テーマ 新聞学習を通して

社会への視野を広げる
旭川市立愛宕中学校 教諭 加藤直子・武井 翔・佐藤 龍

１ はじめに

本校は、昭和６３年に開校した学校である。生徒数４７６人である。校訓を「やる気 根気 本

気」とし、生徒・教職員・地域で校風の“美しい校舎と明るい笑顔・挨拶・歌声のある学校”を守

ってきた。生徒は学習に熱心であり、また部活動も盛んな学校である。

今年 NIE の実践校となり、９月から新聞を活用した学習指導を手探りで始めたところである。

旭川市の小中学校には学校司書が配置されており、学校司書の協力を得ながら資料としての新聞

の管理をし、生徒・教諭に対する資料提供を進めていこうと工夫しているところである。

２ 今年度実践の成果と課題

今年度活動を始めたばかりで、６紙の膨大な情報から生徒に教材として提供できる資料を選択す

る方法を検討途中である。授業で少しずつ活用して生徒が新聞に慣れてきているところである。学

校司書にも協力してもらい、図書館の掲示スペースを活用したり、ファイル資料としていつでも生

徒と教職員が情報を手に入れられるよう工夫していきたい。今年度の授業での活用は 「３ 実践

の概要」でご覧いただきたい。

職員玄関前の用務員さん

手作りの木製新聞入れ

まずは職員室のコーナー

で先生が閲覧

職員室前の共有スペースの新

聞閲覧台で生徒が自由に読む

学校司書が図書館内で新聞を整理・管理 新聞資料の活用のコツなどを掲示し利用を啓蒙
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３，実践の概要

実践（１）

特別支援学級では数年前から北海道新聞『まなぶん』を国語の授業の中で活用してきた。特別支

援学級の授業なので、教科を合わせた活動として取り組んでいる。生活の中で必要な情報を得るた

めのスキルを身につけさせ社会で生きぬく力をつけたいと考えてプリントを作成し、年間通して学

習に取り組んできた。

『まなぶん』では記事にふりがながふってあり、読字に困難を感じている生徒にも読みやすいこ

とから、教材に活用しようと考えた。また、時事問題が丁寧に説明されていて社会で起きている

出来事に興味関心を持たせることができた。

新聞名と掲載年月日を記入させ、記事に

書かれている年月日と合わせて読むことで、

取材して記事を書き、それを新聞に掲載し

ているという時系列を意識させることを工夫

した。また見出しを書き抜かせた。また記事

の一番初めの文を書き抜かせた。リードがあ

る場合はリードの一番初めの一文を書き抜か

せ、記事の概要をつかませるようにした。

実践（２）

セミナーで掲示されていた、テーマに沿っ

て新聞を切り抜いて貼りまとめる実践を見習

い、記事をスクラップする学習に取り組んだ。

どこまでがひとまとまりの記事であるのかを

つかんで切り取ることに苦心していたが、一

人一人の生徒が試行錯誤しながら自分のすき

なテーマでまとめることができた。

授業の様子

完成した作品

完成した作品を廊下に展示

77



          【資料１】                 【資料２】             

          【資料３】 

 

【資料１】では、授業内で教えた文法に関する知識が定着するように、問題を作成した。 

【資料２】では、記事の記述やグラフから数字を読み取り、見出しに当てはまる数字を答えさせる問題

を作成した。 

【資料３】では、自分自身の今年の一字を考えさせ、書かせる問題を作成した。 

いずれのワークシートについても、授業のはじめに少し時間をとって解説を行った。文法に関しての問

題は教えてから時間がたつと忘れてしまうものも多いので、良い振り返りの機会となった。 

 

  実践（４） 特別支援教育での取り組み 

 保護者から「家庭で学習できる課題を出していただきたい」との要望があり、新聞を使ったワークシ

ートを毎日宿題として作成している。【資料４】【資料５】【資料６】 

【資料１】 
（北海道新聞夕刊 平成 29 年 10 月 1 日） 

芥川龍之介の恋文に関する記事 

【資料２】（産経新聞 平成 29年 11 月 9日）

大学生の就職に関する記事 

【資料３】（朝日新聞 平成29年 12月 13日）

今年の一字に関する記事 

 実践（３） 国語科での取り組み 

 基本的な読み取り能力の底上げをするため、国語科として新聞を使ったワークシートを毎週末に課題

として出している。 
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          【資料４】                 【資料５】             

          【資料６】 

 

実践（５） 授業内での活用例 

① 国語の時間で資料としての活用 

 ２年生の国語での意見文を書かせる授業では、導入に資料として新聞記事を使用した。具体的な社会

の課題を提示することで、「何を書いたらよいか」ということで悩む生徒を減らすことができた。なお、

作成した意見文は、道新ぶんぶん time に投稿した。 

【資料７】       【資料８】 

【資料７】 
（北海道新聞 平成 29年 12 月 8日） 

無断キャンセルについて紹介する記事。 

市内のことが書かれてあり、身近な課題 

として無断キャンセルについて考えること

ができた。 

【資料８】 
（北海道新聞 平成 29年 12 月 8日） 

 働き方改革について紹介する記事 

【資料１】（北海道新聞 平成 29 年 10 月 17 日）

【資料２】（北海道新聞 平成 29 年 10 月 12 日）

料理のレシピを紹介する記事。 

調味料の分量の計算を、繰り返しを出題すること

で、分量を２倍にしたり、半分にしたりする計算

の技能が身についてきた。 

【資料３】（北海道新聞 平成 29 年 9 月 28 日） 

北海道日本ハムファイターズの太田賢吾選手の 

紹介記事。生徒の興味に合わせて記事を選択。 
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１ はじめに 

日高町は日高管内の西部に位置しており、軽種馬業や漁業に支えられている町である。 
本校は、全校生徒３０名の小規模校である。ほとんどの生徒が幼い頃から顔見知りなので、先輩後輩

関係なく休み時間に遊んでいる姿も多く見られる。また生徒と教員間の距離も必然と近くなり、生徒一

人一人とコミュニケーションがとりやすい。学級担任・教科担任という役割分担はあるが、教職員全員

ですべての生徒を見ていこうという姿勢で指導に当たっている。 
 そのような本校で、今年度初めて実践指定校として取りませていただくこととなった。今年度主に取

り組んだのは、国語の授業と総合的な学習の時間。国語では書くことの分野で、総合では２年生の職場

体験のまとめの際に新聞を活用した。その両方を通して、「主体的に学ぶ生徒」を育てられればと考えて

取り組んだ。 
 
２ 実践の概要 

 
(１)指導計画 

本校では毎年、全学年で原稿用紙３～４枚程度の「主張文」を書く学習を行っている。学年によって、

指導事項や目標に違いはあるが、大枠は下のような流れで学習を進めている。 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

作文を書くことが苦手な生徒は多い。中でも毎年生徒が悩むのが【課題設定・取材】の段階にある主

張文の「主題」を決めることである。書くことの指導事項には、学年ごとに決まっている。 
第１学年では「日常の生活の中から課題を決め、材料を集めながら自分の考えをまとめること」とあ

時 指導事項 学習内容 

１～２ 

課題設定・取材 

構成 

・参考作品の読み合いと主題の読み取り 

３～５ 

・主題を決める 

・ワークシートを使って書くネタ集め 

・構成の検討 

夏休み中 記述 ・下書き(夏季休業中の宿題) 

６～７ 推敲 

・グループで作文の読み合い 

・良かった点や改善点を伝え合う 

・もらったアドバイスをもとに検討し書き直す 

８～９ 交流 ・学級で発表会 

２０１７年度 ＮＩＥ実践報告 

主体的に学ぶ生徒を育てるために 
日高町立厚賀中学校 教諭 田倉有紀 

国語科での実践～自分でテーマを決めて主張文を書く 
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るが、第２学年では「社会生活の中から課題を決め、多様な方法で材料を集めながら、自分の考えを

まとめること」となり、第３学年では「社会生活の中から課題を決め、取材を繰り返しながら自分の

考えを深めるとともに、文章の形態を選択して適切な構成を工夫すること」となる。学年が上がるに

つれて、社会性を含んだ内容を書くことが望まれる。発表会後に学級の代表が決まり、その後校内主

張大会を経て町内主張大会に進むが、その町内主張大会の審査基準にも「個人の体験にとどまらず、

一般性や社会性があるか」という項目がある。だからと言って逆に、実体験や個人の思いが全くなけ

れば、その人ならではの主張文にはならない。実体験と社会性のバランスを考えて書くことを指導し

ている。このような点からも主題を決めることに苦労する生徒は多い。 
  
 (２)新聞記事の要約を通して社会に目を向ける。 

これらの課題を解決してくれたのが「新聞」である。２年生と３年

生では主張文の主題決めの前に授業の中で、新聞から記事を選んで要

約するという学習を行った。２年生では「中学生が関係ある記事」「幸

せな記事」「興味がある記事」とテーマを決めて記事の要約に取り組

んだ。ほとんど初めて新聞に触れる生徒が多く、興味深く紙面からテ

ーマに該当する記事を探していた。 
「中学生が関係ある記事」をテーマに記事を探している時、一人  

の生徒が北海道新聞の「小中高生の文で作る新聞 ぶんぶん time」  
の「大切な時間」がテーマの記事を選んだ。「僕もこれを読んで共 
感しました。ふだん友達と話して笑い合うそんな時間が幸せなのだ 
と僕も思います。」と記事の感想を書いている。 

  その生徒は、その後の主張文の主題を決めること

に悩んだとき、この記事のことを思い出し「大切な時

間」をテーマに主張文を書き上げた。社会性という部

分では弱いかもしれないが、同じ年代の中学生が考え

たことを受け止めて、自分の考えを広げることができ

たという点では、社会に目を向けたといえる。 
 その他の生徒についても、新聞の記事から主題を広

げていった生徒が複数いた。今年度２年生と３年生が

書いた主張文の題名は以下のものである。 
 
 
 
 
 
 
 
  ＊下線のあるものは、新聞記事を参考に生徒が主題を決めたもの。 

２年生 

『過去と未来』 『他人と自分』 『夢』 『時間』 『親』 『幸せとは何か？』 『死』

『好き嫌いの日』 『人間の勝手で動物を殺してはいけない』  

３年生 

『熱中症はキケン』 『テロの脅威』 『自然災害の恐ろしさ』 『差別のはじまり』  

『もろくて強い私たち』 『僕の考えていること』 『今のままがいい』 『部活』 

北海道新聞 2017/５/29 

使用したワークシート

生徒が選んだ記事 
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(１) 指導計画 

本校２年生の総合的な学習の時間では「働くこと」をテーマに学習を行っている。その中には小

樽での宿泊研修中に実施される職場体験も含まれる。 

   

 (２)新聞にまとめる 
職場体験当日を含めて、総合 11 時間で学んだことから 2 本の記事を書く。北海道ＮＩＥの「探検

新聞の作り方」と「レイアウト用紙」を活用させていただいた。トップは約６１２字、セカンド約

５５２字。それに加えて編集後記。生徒達は個人新聞を書くのは初めてだったが、これまで学習し

たことから取捨選択して、記事の内容を決めていた。実際は原稿作りの段階で、私が担当している

国語の授業でも２コマ使った。書くことが苦手

な生徒は、それでは終わらなかったので、放課

後を使って一緒に完成させた。なんとか９名の

２年生全員が新聞を完成させることができた。

記事の内容は、職場体験当日学んだことや、事

前学習で調べた事業所の歴史、マナーについて、

季節の花や将来の夢について等、それぞれでテ

ーマを決めて書くことができた。放課後を使っ

て書いた生徒も書き上げたことで自信につな

がった 

時 学習内容 

１ 仕事について考える 働くことの意義や世の中にある仕事について考えて、適正検査をした。

２ 職業について調べる 自分の興味ある仕事について調べた。 

３ 体験業種を決める 体験先を確認して、職場体験のオリエンテーションを行った。 

４ マナーについて考える 電話のかけ方や、職場でのマナーについて考えた。 

５ 体験先について調べる 体験先について調べて、質問を考えた。 

６ 職場体験での課題を決める 職場体験で自分が頑張りたいことについて考えた。 

７～11 職場体験 小樽市内の３つの事業所で体験を行った。 

12～15 学習のまとめ 「働くこと」をテーマに新聞を書く。 

総合的な学習の時間での実践～体験を伝えるために 

生
徒
が
作
成
し
た
新
聞 
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僕は、この新聞を書いてみて、宿泊研修の思い出を振り返りながら、歴史などを学ぶことがで

きました。他にも違う店のことや、どんな品物を置いているかを学べました。 

 初めて一人で新聞を書いて軽く不安もあったけど、書き終えることができて良かったです。 

硝子館には色々な体験メニューがあり、自分もやってみたいなと思いました。 

 

新聞は字が多いし、こんなに書くことないなと思っていました。でも、いざやってみると意外

と内容が見つかり、一日でこんなに教えてもらったんだと驚きました。人に伝えることは苦手で

すが、文字にすると思ったことなど素直に書くことができるのが新聞の利点だと思います。  

 

一番難しかったのは、原稿を考えることです。宿研のことを思い出しながら書くのが楽しかっ

た。あと、どこにどう書くか、どの内容をふくらませるかが悩みました。一時間遅れでしたが、

時間に間に合って良かったです。 

 

この新聞を書いて思ったことは、文章を書くときに何を書いていいかあまりわかりませんでし

たが、アドバイスをもらってなんとかここまで書けました。そして自分の中で字をきれいに書け

たと思います。 

 

実際に行ってはいませんが、この内容を読むとヤマシタの楽しかった体験などがよくわかりま

した。(友人より) 

 

○○さんは、文を書くことが苦手(本人が言ってました。)ですが、この新聞を完成させることが

できました。昔から、彼とは一緒にいたので、昔とは大きく変わったと思いました。(友人より) 

(３)編集後記から見えた生徒の学び 
 生徒たちが、新聞を書いて学んだことが編集後記に表れていたので紹介したいと思う。また、新聞を

読んで学級の仲間がコメントをくれたものも合わせて紹介する。 

 
３ 成果と課題 

  実践を通して、授業の中で生徒が社会へ目を向けたり、自分の考えを発信したりする機会を作るこ

とはできたと考える。新聞を活用していなかった場合を考

えるとその効果は大きい。しかしそれが継続したものには

なっていないのが課題である。図書室に閲覧コーナーを設

けてみたが、手に取って読む姿は一部の生徒に限られてい

た。今後はそこを改善し、新聞から情報を得たり、自分か

ら発信するお手本としたりと、生徒が常に活用できるよう

にしていきたい。そして、主体的に学ぶ生徒を育てること

につなげていきたい。   
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２０１７年度 ＮＩＥ実践報告

主体的な学びにつなげる中学校 NIEの実践
～教科の実践から全教育活動へ広げる！～

旭川市立神居東中学校 愛澤 純一

１ はじめに
本校は昭和５７年に開校し，現在生徒数２３２名で，

ノルディックスキー，陸上競技，バスケットボールな
どスポーツと吹奏楽の盛んな学校である。校訓「練る

律する 挑む」のもと，学校・家庭・地域が一体と
なって教育実践が進められている。本年度は，ＮＩＥ
（エヌ・アイ・イー Newspaper in Education）の実
践指定校として，２年次を迎えた。毎日複数の新聞が
届く光景も，日常のものとなった。各階ホールでは生
徒が新聞に親しむ姿も多くなり，教科での取組も少し
ずつ広がりを見せている。校長の学校経営方針の中に
も本年度の重点として，キャリア教育，特別支援教育
と並んで「ＮＩＥ（教育に新聞を活用する）」実践の
充実が明記された。

昨年度に継続して「ぶんぶん time(タイム)」への投稿もあり，１１月の第１７回上川地区・
旭川セミナーでは，本校を会場として授業公開し上川管内の小・中・高校の教諭や大学生・大学
教授ら約７０名が参加し，授業を通して新聞活用の方法について熱い論議が交わされた。本校の
実践を深めるうえでも，多くの示唆に富んだ指導・助言をいただいた。それを糧に本校の実践を
高めていきたいと考える。

２ 上川地区・旭川ＮＩＥセミナーにおける
公開授業を通して

○対象学年・教科 中学校３年社会 公民

○単元名 私たちと政治参加 （帝国書院）

○教材観・指導観・生徒観
（新聞記事の活用にあたって）
本単元は，主権者として政治参加の在り方につ

いて考えさせ，民主主義に関する理解を深めさせ
ることを主なねらいとしている。

本学級の生徒は，事前アンケートによると社会
科に興味があり，意欲的に授業に取り組んでいる。
また，知識を記憶することが得意な反面，資料を
読み取り，自分の言葉で書くことを苦手とする生
徒が多い。何より，将来「投票に行く」が５８％
と高くない数値であることから，興味と行動に相
違が見られる。そこで，新聞記事を活用し，授業
においては次の２点に留意して授業を構築する。
①生徒が主体的に活動する場や資料を読み取り，
自分なりにまとめる場を設けることで，できた喜
びを味わうとともに深い学びになるようにする。
②政治参加への関心が低い傾向にあるので，国民
一人ひとりが政治に参加することで実現できるも
のがあることを知り，将来の日本（地方）を支え
る一員であることを自覚させていく。

〇 本時の目標

・ 資料をもとに，投票率の低迷の原因を自分なりに考え,住民の願いを叶えるためには，
住民一人ひとりが積極的に政治に参加する重要性についてまとめることができる。

（思考・判断・表現）
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〇 本時の展開（本時５／５時間）

指導 主な学習活動・予想される生徒の発言など 指導上の留意点 評価・手立て
過程 ○⇒教師の働きかけ ◎⇒生徒の活動
導入 ○夏の暑さから,今年本校で導入した２つの 目安箱のアンケートに ・目安箱
５分 こと（水筒の持参・扇風機の導入）を取り ある ・扇風機

上げる。 ①エアコンの設置 ・水筒持参の
○新聞を用いて,埼玉県の所沢で学校にエア ②扇風機の設置の話も プリント

コンを設置するかの住民投票があったこと 提示する
を提示する。

【課題】住民がより良い生活を営むために必要なことは何か

○ワークシートを配布する。
展開 ◎新聞から具体的な情報を読み込み，ワーク 新聞記事に全ての内容
３５ シートに記入していく。（資料①） が組み込まれているた
分 ①背景 め，授業の進度に応じ

・航空自衛隊機の騒音から学校は密閉性の高い ながら，新聞の使い方
窓を設置していること。 を工夫しながら授業を

・暑さのため扇風機が無意味であること。 展開する。
・窓を開けると騒音のため教師の話が聞こえな
いこと。

②市長の考え 市長が不利な立場にな
・東日本大震災を機に自然と調和した行き方へ りすぎないように配慮
の転換のため。 していく

・教育をよくするためにはモノより人であり，
相談員を配置している。

③住民が住民投票の直接請求を決意し，法定数
を超えたことを前時と絡めて確認する。

○生徒にどちらに賛成か，根拠をもって考えさ
せる。
賛成意見

・窓も開けられなかったら暑くて集中できない
から。

・一度，冷房設置の方針を決定したから，市長
が変わっても方針を変えるべきでない。
反対意見

・もっと，他に税金を使うべきだと思うから。
・震災もあり贅沢をせず，自然と調和すべきだ
から。

④開票結果は賛成が有権者の６５％を超えた 賛成者，反対者，総投
しかし，市長の方針はエアコンの設置を認め 票資格者の人数から投
なかった。 票率の低迷を考えさせ

○新聞記事を配布する。（資料②） る。 〝所沢〟の住
投票率が３１％と低いことが大きな要因で 民投票の記事
あることを新聞から読み取らせる。 他の住民投票の結果な を提示しなが

◎なぜ，投票率が３１％と低かったのかを個人 どを提示する。 ら考えさせる。
で考え，周囲と意見を交流する。

・市町村合併や原発などの市町村として大きな
議題ではないから。

・自分には関係ないと思っているから。
・子がいない有権者とは距離があるから。
○最後に所沢の市長は住民の意見を前向きに

検討し，数校にエアコンを設置したことを
伝える。

終結 ○この内容から学習課題に対して，よりよい 【思考・判断
1 0 生活にしていくために必要なことを考え ・表現】（略）
分 させ，発表させる。

【まとめ】 地方自治では，住民一人ひとりが問題に対して
主体的に考え，行動することが大切である

85



《授業風景》 ○授業で活用した新聞記事

〇 授業実践の成果
今回の実践を通して，新聞活用の授業を展開することで以下が成果としてあげられる。
① 『読む』スピードが上がり，幅広い知識の定着に繋がった
② 興味・関心をもって授業に参加することができたため，〝将来選挙の投票に行きますか〟

のアンケートの結果が５８％から８３％に増加した。
③ 今までは，文章を書くこと（テストの記述問題など）に抵抗のあった生徒が，根拠をもっ

て自分の考えを書く生徒が増加した。

３ 学校図書館との連携を探る

本校では，これまでも学校司書担当者の創意工夫により図書館
の環境充実が爆発的に進められているが，本年度はより一層 NIE
（エヌ・アイ・イー 教育に新聞を活用する）を意識した実践の
充実が図られている。新刊紹介等の図書コーナーの工夫はもちろ
んのこと，生徒が新聞記事に興味を持つように参考文献を洗い出
し，調べ学習に活用できそうな図書を紹介するなど，読書だけで
はない図書館利用の在り方が検討されている。

次年度以降は，教科や道徳等で活用できる新聞記事スクラップ
の制作も模索している。学校司書の存在は，大きなプラスポイン
トである。道内各地の市町村でも図書館司書の充実が図られ，今
後ＮＩＥと図書館の連携がさらに進むことを大いに期待したいと
思う。

４ 実践の輪を広げる
（１）「ぶんぶん time(タイム)」（北海道新聞）への投稿
新聞各社は，読者投稿欄に工夫を凝らしている。北海道新聞の「ぶんぶん time(タイム)」は，

小中高校生を対象に，「テーマ編」「題材自由」どちらも３００字～４００字程度と，手頃な長
さで投稿をすることが可能である。本校では，国語科を中心に投稿に挑戦してきたが，これから
は，週末の自由課題として取り組ませることも可能であると考える。
生徒のものの見方や考え方を広げたり，表現力を育成するには格好の場所である。肩ひじ張ら

ずに，継続的に取組を進めたい。
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（２）授業での活用場面を広げる NIEワークシートの活用

新聞各社は，授業などで活用できるさまざまなワークシートを開発している。理科や社会科で
は，新聞記事から教科の話題につなげて自作のワークシート作成も見られるが，手軽な方法とし
ては，北海道新聞 NIE 推進センターで作成している「道新でワークシート」や読売新聞ワーク
シートの活用がある。「道新でワークシート」は，対象は，小学校低学年・高学年・中学生で，
教科は国語と社会。道内各地の自然や産業などに関わる知識を深めてもらうことがねらいである。
PDF データをダウンロードし，印刷すればそのままシートとして活用可能。もう一方の「読売
新聞ワークシート」も，毎週火曜日配信，小学生版と中・高校生版があり，国語・社会，英語，
総合などがある。北海道新聞 NIE から日本全国の新聞社にリンクしており，NIE ワークシート
など必要な教材を探すことも可能である。毎日，新聞記事になかなか目を通す時間がない先生方
にも，ぜひ進めたい実践方法である。

（３）委員会活動で新聞活用を図る
今年度に入り，報道常任委員が毎日，「お

昼の放送」でリクエスト曲を紹介する前に，
「今日の注目ニュース」を発表することが定
着した。家庭で新聞を購読していないところ
も多いので，休み時間に２階ホールで記事探
しをしている場面も見られる。少しでも新聞
に親しめるよう工夫していくことが大切であ
る。また，図書常任委員は図書館への新聞配
架も含めて，本だけではなく読む資料として
の新聞活用も考えて委員会活動をするように
なった。全校集会の中でも，新聞記事を活用
した活動提案や報告に期待したい。

５ おわりに

昨年度から NIE 実践校ということで，様々なところで新聞を目にする機会，新聞の話に触れ
る機会，新聞を活用する授業と『新聞』と学校が繋がることが増えた。特に，休み時間にホール
に集まり新聞を見て会話する光景が日常的になっていったことが印象的であった。
しかし，より多くの先生方に広げることや学活・道徳の授業などで浸透させることができなか

ったことが課題であった。新聞を活用することが日々多忙な先生方に拍車をかけるような思いも
あり，気の遣うことである。誰かが実践を通した中で，効果的に簡単にできることを知ってもら
う機会を増やし，最後は生徒の力になるという思いを共通の目標として実践していくことが大切
であると感じた。
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1 はじめに 
 本報告書は，釧路市立鳥取中学校（以下鳥取中と示す）における NIE 実践指定校 2年目の活動報告で

ある。 

 鳥取中の NIE 研究及び実践内容は以下の 2 点である。ひとつは，新聞活用に向けた環境整備である。 

もうひとつは，社会科における新聞活用学習の開発と実践である。 

今年度の成果は 2 つあげられる。①中学校社会科に新聞活用学習を導入することで学習者の自ら学ぶ

意欲が高まった。②鳥取中の NIE 実践が教育活動全般

に普及した。また，課題も 2 つ明らかになった。①日

常の学校生活において新聞教材をより身近に利用，活

用させる工夫，②各教科の授業で必要とする新聞教材

検索の効率化である。 

 
2 新聞活用に向けた環境整備 

鳥取中の教育活動全般において NIE 実践を充実させ

るべく，生徒が新聞に親しみ，活用できる環境を整え

た。具体的には，新聞教材の積極的紹介と新聞閲覧方

法の工夫である。 

 新聞教材の紹介 

 新聞教材として全国紙，地方紙合わせて 7 紙を紹介

し，同様の情報の内容取扱比較を勧めた。定期的に発

行される図書だよりにおいて各社新聞の紹介，活用方

法及び NIE 実践の概要を掲載した。 

 新聞閲覧方法の工夫 

 「釧路新聞」「北海道新聞」「朝日新聞」「毎日新聞」

「読売新聞」「産経新聞」「日本経済新

聞」7紙の比較可能となる閲覧方法の

工夫をした。各紙を横一列に並べるこ

とで，新聞教材自体を俯瞰的かつ客観

的に活用できるようになった。また，

図書室内と2ＦロビーにNIEコーナー

を設置することで，閲覧場所と時間を

確保し，誰でもいつでも新聞教材と触

れ合うことを可能とした。 

2017 年度 NIE 実践報告 

自ら学ぶ意欲を高める新聞活用学習 

－中学校社会科地理的分野単元「北海道地方」の開発と実践－ 

釧路市立鳥取中学校 教諭 林 祐史 
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3 新聞活用学習の開発と実践－中学校社会科における新聞活用学習の可能性－ 

中学校社会科において，新聞活用学習を導入するとどのような力が育成されるのか。またその力が最

も効果的に身に付く新聞活用学習の内容はどのように具体化され得るのか。 
 結論を先取りして示せば次のようになる。ひとつは，中学校社会科に新聞活用学習を導入すれば学習

者の自ら学ぶ意欲が高まること，もうひとつは，自ら学ぶ意欲の育成過程を基盤とした単元構成を採用

し，単元全体を通して新聞記事教材を活用すれば，自ら学ぶ意欲の高まりの変容をより客観的に明らか

にできることである。 
本報告書では，新聞活用学習と自ら学ぶ意欲の高まりとの関係を中学校社会科地理的分野単元「北海

道地方」の開発,実践を通して明らかにすることを目的とする。 
中学校学習指導要領総則においては，「…基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ, これら

を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力その他の能力をはぐくむとともに, 主

体的に学習に取り組む態度を養い, 個性を生かす教育の充実に努めなければならない。…」と示されて

いる。自ら学ぶ意欲は学力の三要素と位置付けられることになり，中学校社会科の新聞活用学習におい

て自ら学ぶ意欲を高めることが期待されているのである。 

 また，次期学習指導要領においては，子供同士や教師と話し合うことで理解を深める「主体的・対話

的で深い学び」の推進を前面に打ち出している1。実現には情報活用能力と言語能力の向上が欠かせない

とし，新聞や統計資料，インターネットを駆

使して情報活用能力を高める方針を示してい

る。中学校社会科において育成すべき資質・

能力にも「新聞や統計などの諸資料から，現

代の社会的事象に関する情報を効果的に収集

する・読み取る・まとめる技能」と明記され，

新聞活用学習において主体的に学ぶ意欲の育

成が求められている。 
では,一般的に自ら学ぶ意欲とはどのよう

に高まるのか。心理学的見地から桜井は，学

習意欲を自ら学ぶ意欲と外発的な学習意欲に

分類し，自ら学ぶ意欲を自発的に学ぼうとす

る意欲としている2)。桜井の研究は，自ら学ぶ

意欲自体を定義づけており，また発現プロセ

スは自ら学ぶ意欲の育成を判断するための有

効な手段となりえる。 
桜井の自ら学ぶ意欲の発現プロセスをベー

スにしながら中学校社会科の「新聞活用学習における自ら学ぶ意欲の高まり」を図 1 のように考えた。

また，自ら学ぶ意欲の変容を社会科授業において具体化するために「新聞活用学習における自ら学ぶ意

欲の基盤となる要素」を表 1 のように考えた。 

                                                   
1文部科学省『中学校学習指導要領解説社会編』2017 年，pp.3-4. 
2桜井茂男「学習意欲とその評価・活用」辰野千嘉，石田恒好，北尾倫彦監修『教育評価事典』図書文化，2006 年,p.254.及び桜井茂 

男『たのしく学べる最新教育心理学』図書文化，2011 年, pp.46-48. 

図 1 新聞活用学習における自ら学ぶ意欲の高まり 
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表 1 新聞活用学習における自ら学ぶ意欲の基盤となる要素 

図1及び表1を基に，新聞活用学習における自ら学ぶ意欲が高まる中学校社会科授業を開発，実践した。実

践記録は，2学年による地理的分野単元「北海道地方」である。（紙面の都合上，本時の授業計画のみ掲載） 

本時の授業 単元「北海道地方」 

【本時資料】 

 北海道新聞「高まる評価 道産米のおいしさ定着」2016 年 12 月 7 日（水曜日）朝刊，旭川・上川記事[資料 8] 
 北海道新聞「18 年産から減反廃止 道 来月にも生産方針」2016 年 11 月 29 日（火曜日）朝刊，全道記事[資料 9] 
 北海道新聞「ポテトチップス品薄解消へ 九州産で一部商品再開」2017 年 6 月 20 日（火曜日）朝刊，全道記事[資料 10] 
 北海道新聞「変わる酪農3 担い手の確保 土地，資金高いハードル」2017年5月25日（木曜日）朝刊，釧路・根室記事[資料11] 

 

4 自ら学ぶ意欲の変容 

自ら学ぶ意欲の変容を，単元学習前後に実施した「新聞活用学習における自ら学ぶ意欲関するアンケ

ート」により明らかにした。男女別のアンケート結果を以下に示す（紙面の都合上男子の一部のみ掲載 
する）。男子 15名のアンケート結果は，記述において「【学習活動】①【新たな学習活動】④」の意欲 

要素 具体的な要素内容 単元計画・本時の授業との関連 

学習活動 

・積極的に情報を集める，情報を理解する。 
・情報から物事を様々な視点から捉え，自分なりに考える。 

【学習活動】① 

・積極的に情報を集める，情報を理解し問題解決のために情報を活用する。
・物事を多面的・多角的に捉え，自分なりに考え判断する。 
・問題解決に必要な基礎・基本の知識を理解する。 
・自らむずかしい問題に挑戦し，解決しようとする。 

【新たな学習活動】④ 

感情認知 

・学習活動を通して学ぶことに対する面白さや楽しさを感じる。 【感情認知】② 

・学習活動を通して自ら計画をたてて学ぶことや解決することに対する面
白さや楽しさを感じる。 

・むずかしい問題に挑戦し，解決したことが自信となる。 
【新たな感情認知】⑤ 

新聞活用学習
における欲求 

・様々な情報を収集・理解する新聞活用学習により，自分たちの社会の今
を知りたいと感じる。 

・様々な情報の理解や社会の今を知るために必要な基礎的知識を獲得した
いと感じる。 

【新聞活用学習による欲求】③

 教師の主な発問・指示 資
料

生徒の学習内容・活動 自ら学ぶ意欲の要素

導
入 

・前時の復習をしよう。 
◎北海道の農業の特徴を
考えよう。 

 ・前時の学習内容である北海道の寒冷な気候につい
て確認する。 

 

 
 

展
開
前
半 

・北海道の代表的な農業
にはどのようなものが
あるか考えてみよう。 

・北海道の稲作の特徴を
調べよう。 

・北海道の稲作の課題を
調べよう。 

・北海道の畑作の特徴を
調べよう。 

 

 
 
 
  
 
  
 
  

・稲作，畑作，酪農が北海道を代表する農業である。
 
 
・大規模化のもと品質，生産量ともに全国を代表す
る米を生産している。 

・輸入自由化，減反政策，後継者不足などが課題で
ある。 

・大規模化，機械化が進み，多くの農作物の生産量
が全国一となっている。 

・てんさい，あずき，じゃがいも，たまねぎなどは
全国の生産量の大部分を占めている。 

【学習活動】① 
 
 
【学習活動】① 
 
 
 
【学習活動】① 
【感情認知】② 
 

展
開
後
半 

・北海道の酪農の特徴と
課題を調べよう。 

・機械化や大規模化が進
む農業により北海道の
自然はどのように変化
してきただろう。 

  
 
 

・機械化や経営の大規模化が進んでいる。 
・貿易の自由化による価格の下落，後継者不足が課
題である。 

・大規模な農地開発により多くの自然が破壊され，
野生生物の生息にも大きな影響を与えている。 

【新聞活用学習によ
る欲求】③ 

【新たな学習活動】④
 
 

ま
と
め 

◎北海道の農業の特徴を
まとめよう。 

 

 ・北海道の農業の特徴を考え，まとめる。 
・北海道の農業は稲作，畑作，酪農それぞれが大規
模で日本の食料生産の中心を担っている。 

・気候などの自然環境や経営など様々な課題を抱え
ているが，克服しようと努力を続けている。 

・開発により多くの自然が失われているという一面
もある。 

【新たな学習活動】④
 
 
 

90



の高まりを示した人数は 3 人，低下は 2 人，「【感情認知】②【新たな感情認知】⑤」の意欲の高まりを

示した人数は 3 人，低下は 0 人，「【新聞活用学習による欲求】③」の意欲高まりを示した人数は 7 人，

低下は 0 人であった。自己評価においては意欲の高まりを示した人数は 4人，低下は 3人であった。女

子 18人のアンケート結果は，記述において「【学習活動】①【新たな学習活動】④」の意欲の高まりを

示した人数は 2人，低下は 0 人，「【感情認知】②【新たな感情認知】⑤」の意欲の高まりを示した人数

は 6人，低下は 0人，「【新聞活用学習による欲求】③」の意欲高まりを示した人数は 9人，低下は 1人

であった。自己評価においては意欲の高まりを示した人数は 6 人，低下は 2 人であった。学級全体とし

て，記述及び自己評価による自ら学ぶ意欲の向上が明らかになった。また，新聞活用学習による意欲の

高まりを示す記述に関して，記述量，記述の内容（質）においても大きな高まりが示された。これは，

単元を通して社会的事象への見方考え方が多様化し，思考・判断の意識が深化したと解釈できよう。 
5 おわりに 

成果と課題を示しておわりとしたい。学力の三要素と位置付けられている「自ら学ぶ意欲」の向上を 

中学校社会科の新聞活用学習において実現した。もうひとつは，学ぶ意欲の高まりは学習者の「主体性」 

を引き出す可能性をも高めることである。次期学習指導要領で求められている主体的で深い学びにつな 

がり得る。一方で課題も明らかとなった。それは,学習者と授業者双方で新聞教材の特質を明確にし，

新聞活用の意義を共通理解する必要があるということである。 

 

【参考文献】 

・市川伸一『学ぶ意欲とスキルを育てる今求められている学力向上策』小学館，2005 年． 

・小原友行，高木まさき，平石隆敏編著『はじめて学ぶ 学校教育と新聞活用』ミネルヴァ書房，2013年． 

・藤本将人，北海道新聞 NIE推進センター編著『新聞を活用する教育 中学校社会科の授業づくり』共同文化社，2015 年． 

・文部科学省国立教育政策研究所『評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料【中学校

社会】』教育出版,2011 年. 

社会科アンケート 
以下の 1～4の事柄について，あなたの考えを教えて下さい。（成績，評価等には一切関係しません） 

1 あなたは，社会科の学習を進める中で，「学習内容をもっと理解するために，あるいはもっと楽しく学習を進めるために関連するいろいろ
な情報は必要だ」「教科書に掲載されている図・写真・表・グラフなどの情報以外にもっと情報が欲しいなぁ」と感じたことはありますか？

具体的に書きましょう。                          【学習活動】①，【新たな学習活動】④に関する質問 
2 あなたは，社会科の学習を進める中でどのような場面で「面白さ・楽しさ」を感じますか？また，社会科の学習の中で「自信になったな 

ぁ・達成感があるなぁ」と感じたことはありますか？具体的に書きましょう。  【感情認知】②，【新たな感情認知】⑤に関する質問 

3 あなたは，社会科の学習の中で「自分が知らない現在の世界の様子，日本の様子，地域の様子をもっと知りたいなぁ」と意識したことは 
ありますか？また，「今，自分が生きている社会（世界・日本・地域）の特徴を調べてみよう」と思ったり，実際に調べてみたことはあり
ますか？具体的に書きましょう。                          【新聞活用学習による欲求】③に関する質問 

4 中学校の社会科（地理的分野・歴史的分野）を自分から意欲的に学習していますか？今の自分の気持ちに近い番号を丸印で囲ってくださ 
い。（意欲を 7段階に分けています） 

 【 1.自ら進んで大変意欲的に学習している  2.とても意欲的に学習している  3.ある程度意欲的に学習している  4.どちらともい

えない  5.どちらかというと意欲的に学習していない 6.あまり意欲的に学習していない  7.全く意欲的ではない 】 

単元始め　　2017.7.6 単元終わり　　2017.7.20 単元始め 単元終わり

1
【学習活動】①

【新たな学習活動】④
実際の写真をもっと多くしてもらいたい。

今までのように新聞でいいと思った。新聞で

も多くの資料があるからこのままでいい。 －

2
【感情認知】②

【新たな感情認知】⑤

社会科で受けた授業がニュースになってい

て、みんなにそのことを説明することができ

た。

授業で習ったことがクイズ番組でやっていて

「これ知ってる」とすごく自信がついた。 －

3
【新聞活用学習による欲

求】③

世界の文化について授業だけでなく、自分で

も調べてみたいと思っている。

外国などの国の特徴や文化などを自分から家

で調べたことがある。 ◎

1
【学習活動】①

【新たな学習活動】④
ありません。 （欠席のため記述なし） ＊

2
【感情認知】②

【新たな感情認知】⑤
クイズみたいな感じだと楽しく感じる。 （欠席のため記述なし） ＊

3
【新聞活用学習による欲

求】③
ありません。 （欠席のため記述なし） ＊

1

2

アンケート記述内容 学習意欲自己評価
男子

アンケート

番号

自ら学ぶ意欲の基盤

となる要素

意欲の変容

（記述）

（欠席の

ため記載

無し）

意欲の変容：意欲向上【◎】、変化なし【－】、意欲低下【△】、判断不能・無記入【＊】

⇒ ⇒5 6 ◎

意欲の変容

（自己評価）

⇒ ⇒5

新聞活用学習における自ら学ぶ意欲の変容 ［男子15名］

＊
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１．地域や学校の概要 

 弟子屈町は、釧路管内の北部に位置しており、酪農を中心とする農業と摩周湖

や屈斜路湖などの景勝地や川湯、摩周地区の温泉街に代表される観光業が基幹産

業となっている。近年では「摩周湖の夕日」で知られる完熟マンゴーやディズニ

ーリゾートに卸すイチゴの生産など、果実の生産で地域発信を盛んに進めている。 

 弟子屈中学校は２０１１年に校舎が改築され、国が推奨する「エコスクールパ

イロットモデル事業」のもとで自然採光・太陽光発電・外断熱工法・木材利用を

導入し、地元の木材である「ハンノキ」をふんだんに使用した「ぬくもり」が感

じられる校舎となっている。 

 今年度もＮＩＥ実践校として各社の新聞を 

授業教材として活用する機会に恵まれること 

となった。特に全国誌を扱えることは地方紙 

との比較（切り口の違い）において大いに役 

立てることができた。また、今年度より新聞 

閲覧台が玄関前に設置され、新聞を気軽に読 

める環境を整備することもできた。 

 

２．実践内容 

 今年度は３学年公民の「消費生活と経済」を研究対象とした。様々な広告が折

り込みチラシとして入ってくる中で、生徒がどのような視点で商品を選択し、購

入を決定するのかを模擬チラシを教材として授業を展開した。 

 中学生が商店で商品を購入する際には、事前にインターネットで商品の情報を

確認してから店頭で購入することが多いことが事前の聞き取り調査で判明した。 

 そこで、同じ商品を購入する際にどのような観点で商品を選択するのか、２つ

の模擬店舗のチラシを例に ①店舗の位置②価格③商品の数量④商品の生産地 

を元に判断させ、その理由を説明させることで消費者主権における商品選択の資

質向上を図った。 

 

 

２０１７年度 ＮＩＥ実践報告 

広告媒体を活用し、消費者主権意識を高める実践 

弟子屈町立弟子屈中学校 教諭 川村 裕介
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社会科（公民的分野）学習指導案 

授業日 平成２９年１１月８日（水）５校時 

授業者 教諭 川村 裕介         

授業場 弟子屈町立弟子屈中学校３年Ａ組  

男子１３名 女子１４名 計２７名 

１ 単元名 第４章 私たちの暮らしと経済 

第１節 消費生活と経済 単元２ 契約と消費生活 

 

２ 単元の目標 

 身近な消費生活を中心に契約や消費者の権利、流通の意義を身につけることにより、個

人や企業の経済活動が様々な条件の中での選択を通じて行われていることを理解すること

ができる。 

 

３ 教材に関する視点 

本単元を通して経済活動に対する関心を高め、身近で具体的な事例を取り上げて学習を

展開し、経済的な事象をとらえる見方や考え方の基礎や経済に関する課題を解決しようと

する態度を涵養することをねらいとする。 

 そのため、身近な事例から経済活動を理解させることに関して、①導入の場面において

スーパーマーケットのチラシに記載されている情報を抜き出し、客観的な形で商品の選択

を行える教材②展開の場面において消費者と企業との間で起こりえるトラブルの場面 を

準備した。 

 

４ 単元計画（４時間扱い 本時２／４時間目） 

時 学習内容 単位時間の目標 関 思 技 知 評価方法 

１ 私たちの消費生活がど

のように行われている

かを理解する。 

商品の生産と消費を通

して暮らしを豊かにす

る仕組みが経済である

ことを理解できる。 

    
行動観察 

発言分析 

２ 

本

時 

契約によって消費生活

が成り立っていること

に気づき、その注意点

を考え、表現する。 

消費生活が契約によっ

て成り立っていること

を考察し、その過程や

結果を表現できる。 

    

記述分析 

行動観察 

発言分析 

３ 消費者の権利とその保

護について、具体的な

被害例や対応策などを

通して考え、表現する 

消費者の権利とその保

護の取り組みについて

多面的、多角的に考察

できる。 

    

記述分析 

行動観察 

発言分析 

４ 様々な商品の流通経路

に、消費者として関心

を持つ。 

流通の役割や流通の合

理化の取り組みについ

て、生産者と消費者の

立場から考察できる。 

    

記述分析 

行動観察 

発言分析 
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５ 本時の展開 

（１）本時の目標 

・消費生活が契約によって成り立っていることを考察し、その過程や結果を適切に表現で

きる。（思考・判断・表現） 

過程 主な学習内容 
教師の主な働きかけ 

 発問  説明  指示 

備考・留意点 

 評価の観点  評価方法 

 努力を要する生徒への 

手立て 

導
入 

①経済活動の目的と企業と消 

費者の役割を振り返り、発 

表する。 

 

 

②消費を促すために企業が宣 

伝活動を行っていることを 

映像を通して確認する。 

なぜ、毎日のように経済活 

動が行われるのでしょう 

か。 

 経済活動における企業と消 

費者の役割は何でしょう。

 それでは、今からある映像 

を見てもらいます。これを

見た感想を記載して下さい

発言分析（挙手・指名） 

 

 

 発言分析（挙手・指名） 

 

※ワークシート配布 

 記述分析 

 発言分析（挙手・指名） 

展
開 

 

 

③消費を促された消費者の立 

場として考察し、ワークシ 

ートに記述する。 

 

④意見をペアで交流する。 

 

⑤体験活動が消費者主権に基 

づいて行われていたことに 

気付く。 

 
⑥契約のタイミングについて 

考察し、適切にワークシー 

トに記載する。 

 
⑦契約トラブルが及ぼす影響 

を消費者、企業の視点で考 

察、ワークシートに記載し、 

ペアで交流する。 

 
⑧各ペアの意見を全体で交流 

する。 

 

 

⑨消費者問題について自らの 

意見をワークシートに記載 

する。 

 

 

 チラシをデータ化した資料 

を配付します。これを基に

購入する店舗を選択し、そ

の根拠を記述して下さい。

 記述した内容をペアで交流 

して下さい。 

 今、行ってもらった作業は 

「消費者主権」という立場

のもとで進められていまし

た。 

 さて、消費者である皆さん 

と企業との間で契約が結ば

れるのはどのタイミングな

のか考えてみましょう。 

 仮に、契約の際にトラブル 

が起こるとどうなってしま

うでしょう。消費者と企業

の立場に分かれ、ペアで交

流して下さい。 

 ２つの立場に分かれて出し 

た意見を記載した用紙を黒

板に磁石で貼り付けましょ

う。 

 さらに、企業が消費者に誤 

った情報や情報隠しをして

いたら私たちの消費生活は

どうなってしまうでしょ 

う。 

 

 記述分析 

 社会的思考・判断・表現 

 

 

 行動観察 

 

 記述分析 

 

 

 

 記述分析 

 社会的思考・判断・表現 

 

 

※記載、掲示紙（白紙）配布

 記述分析 

 行動観察 

 社会的思考・判断・表現 

 

教科書Ｐ．１２３の 

５、６の資料活用を指示 

 記述分析 

 社会的思考・判断・表現 

ま
と
め 

 

 

⑩ワークシートを提出する。  ワークシートを提出しまし 

ょう。 

 

 

 

今日のテーマ：なぜ、消費者と企業は互いに契約を結ばなければならないのだ

今日のポイント：消費者と企業は互いに生じる権利と義務を認め合うために契
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２０１７年度 ＮＩＥ実践報告

実践テーマ 新聞投書を利用した意見文の作成
北海道追分高等学校 教諭 伊藤 麻古斗

１．はじめに
今年度から本校はＮＩＥ実践指定校となった。今年度は理科と社会の先生と合わせて３名で実

践を行った。３名の実践を紹介したい。
まず国語科では、かねてから指摘されていた、本校生徒の読解力と文章力不足の解決をなんと

か図れないかという考えから、生徒の興味・関心のあるテーマを捜して、型に沿った意見文を作
らせてみようと思い立った。対象は１年生。国語総合の時間を利用して実践を行った。

２．まずは、新聞に興味を持たせよう
生徒玄関前ホールを改造してＮＩＥコーナー

を作った。
昼休みや放課後の時間に読ませようと考えた

のである。
しかしながら、３年生は面接対策として時事

問題を仕入れるために読んでいたが、期待した
ほど生徒の関心を惹くことはできなく、全校規
模にまで広がらなかった。

そこで、教師側から素材を提示しようと考え
た。

３．新聞教材の作成
生徒の興味・関心を惹く内容として、身近な

「スマホ」についての投書を選び、切り貼りを
して４枚の新聞投書資料を作成した。使用した
のは、北海道新聞「読者の声](9/9・9/16)、読売
新聞「気流」(10/17・10/24)、毎日新聞「みんなの広場」(9/9・10/3・11/3)、朝日新聞「Ｖｏｉｃ
ｅ声 100 年」「若い世代」(9/9・10/3・11/3)、産経新聞「談話室」(10/13・11/17)などである。

４．授業のねらい

①身近な話題から、書くことの内容を考え深めていく

②意見文の型を守って、四百字の論理的な文章を作る

５．指導計画（全七回）

実施教科 国語総合 実施学年 １学年 単元名 表現

実施時期 平成２９年１２月 実践者名 伊藤 麻古斗

第一回目 資料として教材化した新聞投書資料１～４を配布して、読み合わせをする。

第二回目 意見文の読み取り
ワークシート１を利用して、「スマホ」のメリットとデメリットを整理する。

第三回目 自分の立場を明確にし、考えをまとめる。
整理した投書内容を参考にして、ワークシート２を利用して根拠を明確にしつつ、

「スマホ」に対する自分の考えをまとめる。

第四回目 実際に自分の意見文を書く。意見文の型（ワークシート３）に従って文章を書く。

第五回目 原稿用紙の書き方のきまりに従って、実際に原稿用紙に書く。

第六回目 他の生徒の意見文を読み、考え方に触れつつ、評価する。評価票で投票する。

第七回目 成績上位者（投票点の高い生徒）に自分の作成した意見文を発表させ、それを元に
生徒全員が自己評価する。
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６．授業の実際

第一回目 １２月５日（火）「新聞投書を読もう」
全体の流れ（一回目から最終回まで）をパワーポイント画面で説明。

４名程度の班で新聞記事の読み取りを行わせる。黙読約（３５分）。その際にキーセン
テンスに線を引かせた。普段と打って変わって非常に静かに読んでいた。
じっくりと読み取りを行わせてから、各自が読み取った内容を班内で情報交換させた。
話し合い（１５分）。最後に次時の予告。

（パワーポイント画面） （新聞の読み取り）

（新聞資料１～４）

第二回目 １２月６日（水）「投書内容を整理しよう」
本時の作業手順の説明（５分）。

作業１．前時の読み取り（スマホのメリット・デメリット）を箇条書きで整理させる。
（ワークシート１使用）

２．新聞記事以外に、自分たちで考えついたメリット・デメリットを話し合いながら整
理させる。（グループ学習）氏名を書かせて回収。次時の予告。

（ワークシート１・生徒作品）

第三回目 １２月８日（金）「自分の立場を明確にして、考えをまとめよう」
本時の作業手順の説明（５分）。
ワークシート２を使い、自分の立場を明確にする。自分の意見の根拠をしっかりと把

握する。生徒たちは黙々と作業を続けていた。ワークシートの補足の部分が、その人な
りの個性が出ることを説明。（個人作業学習）
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（ワークシート２・生徒作品）

第四回目 １２月１２日（火）「実際に意見文を書いてみよう」
本時の作業手順の説明（５分）。
ワークシート３を使い、実際に意見文を書く。意見文の型に従って書く。

（個人作業学習）

（ワークシート３・生徒作品）
第五回目 １２月１４日（木）「きまりに従って原稿用紙に書いてみよう」

原稿用紙のきまりに従って実際に原稿用紙に書く。
本時の作業手順の説明（５分）。
原稿用紙の書き方のきまりについての説明（２０分）。
作業中で分からないことがあったら手を挙げさせて、机間巡視しながら説明指導。
作業（２０分）。全員静かに黙々と作業。
４００字以内にまとめるのが難しい生徒続出。特に国語の力のある生徒が多い。
ワークシートに内容を詰め込みすぎたか？
この時間内で終わらなかったので、次回も継続することにした。

（原稿用紙の使い方）
第六回目（五回目の内容を継続）１２月１５日（金）

本時の作業手順の説明（５分）。
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条件を緩和した。４００～６００字程度に広げた。丁寧に濃く書くことを指示した。
各自、清書作業に集中。
原稿用紙を回収。その中から条件に従って書けたものをピックアップして絞り込んだ。

第七回目 １２月１８日（月）「他の生徒の意見を評価しよう」
本時の作業手順の説明（５分）。
生徒が書いた４００字以内の意見文、６００字以内の意見文の中から、それぞれ３名

選び、名前を伏せて、プリントにして配る。
評価票を配り、生徒は評価の観点に従って、点数を入れていく。できる範囲で良いと

伝えたが、ほとんどの生徒が６名全員を評価した。評価票を回収。
その後、それらを教師が集計。クラス全員が選んだ順位が決定。
生徒の評価には、ばらつきがあったが、概ね教師の評価に近くなった。

（意見文評価票） （評価集計結果）
第八回目 １２月２０日（水）「自己評価しよう」

成績優秀者の意見文を参考にして、自分の意見文を自己評価させた。
前回の生徒の評価を集計。６位から順番に自分の作成した意見文を発表させた。
それを元に、生徒全員が同じ評価基準で自分が作成した意見文を自己評価。
さらに、自由記述で今回の授業を振り返らせた。

（発表様子） （振り返り自由記述・生徒作品）

７．おわりに
ＮＩＥの実践を今年初めて行い、国語的で高校生にふさわしいやり方は何か、本校生徒でもやれ

ることは何か、と模索し続けてきた。今回の「新聞投書を利用した意見文の作成」も手探りの中で
進めた。

意見文作成に当たっては、意見文の型（段落と書き出しとまとめ）を与えて、それに従って文章
を作成させた。「好きに書いていいよ」というと全く書けない本校生徒には、型（ひな形）を与え
てその中で考え、文章化させることで、論理的な思考の育成の土台作りができるのではないかと考
えたからだ。結果として、全く文章が書けなかったという生徒はいなかった。

最後の自己評価における振り返り自由記述では、「今回の授業を通して、新聞を読み解き意見文
を作成したのはとても良い経験になったし、楽しかった。」という肯定的な意見が多数あった。
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実践事例の紹介

ＮＩＥ実践事例の報告②  新聞を教材として活⽤した事例 
学校名 北海道追分高等学校 記入者氏名 岩谷 優子

実践事例

実施時期 平成２９年１０月 実 施 学 年 ３学年

実施教科・領域 化学基礎 単 元 名 化学と人間生活

内 容

１ 授業のねらい

生徒の多くは新聞やニュースを見る習慣がなく、特に化学に関する記事には触れる機会が少ない
ため、社会で用いられている化学技術と授業で学ぶ内容とのつながりも意識しにくいので、今回の
授業では次のことをねらいとした。

○ 新聞記事を読む機会をつくること

○ ノーベル賞について基礎的な知識を得ることで化学に対する興味・関心を高めること

○ 化学が人間生活に果たしている役割を理解させること

２ 授業内容

○「ノーベル賞にふれよう」というテーマで「ノーベル賞とはどのような賞か」「これまでにどのよ
うな研究が受賞しているか」を学び、化学の歴史やこれからの化学と人間生活の関わりについて
考える。

○ 用いた新聞記事は、過去の受賞者の記事や今年の受賞予想・受賞結果の記事などで、まとめとし
て来年以降の受賞者を各自で予想した。

３ 成果と課題

○ 新聞記事を読ませること、ノーベル賞に興味・関心を持たせ受賞者を予想させることはできた。

○ 興味をひきやすい題材としてニュースでも大きく扱われるノーベル賞を選んだが、研究の内容が
最先端で難解なものも多く、科学的な面ではあまり深めることができなかった。

○ 環境的な問題以外では科学的な内容を取り扱う記事は少ないため、教材とする新聞記事を探すの
が大変だと感じた。

○ 生徒の興味・関心を高めるためには、受賞発表の前に受賞者を予想し、発表後に受賞内容に
ついて学習するのが理想的であった。

104



実践事例の紹介

ＮＩＥ実践事例の報告③  新聞を教材として活⽤した事例 
実践事例

学校名 北海道追分高等学校 記入者名 山本哲章

実施時期 平成２９年１１月 実 施 学 年 ３学年

実施教科・領域 現代社会 単 元

内 容

１ 授業のねらい

○プライバシーの権利が具体的にどのように扱われているかを具体的事例から学び取るとともに、自

己の考え・意見をまとめ・表現する技能を伸長する。

２ 授業内容

○ 座間事件の被害者の実名報道の賛否についての新聞記事を読み、被害者のプライバシー（名前

が報道されること、親族の反対が一部のマスコミに無視されたことなど）の権利と事件報道に対

する考えをアンケート形式で実施した。

○ 『犯罪被害者のプライバシーは配慮されなくてもよい』との問に「賛成」「反対」「どちらでもな

い」を選ばせ、それを選んだ理由を論述させた。

○ 解答結果は授業内で集計・発表し、理由についてはすべて読み上げて多様な意見があることを確

認した。

３ 成果と課題

○プライバシーの権利について、具体的な事例から考えることでより自己の権利としてとらえられる

ようになった。

○生徒の興味関心が高い時期に取り扱うことにより、より生きた授業となるために常に情報収集と教

材研究の必要があるが、業務多忙により教材研究の時間が十分確保できていない。
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１．実践校の概要 

本校は北海道札幌市東区に位置する、私立の高

等学校である。 
「品位ある敬愛に満ちた自律的で創造的な自立

する女性を育てる」を建学の精神とし、1928（昭

和 3）年に「札幌岡裁縫女学校」として開校し、

平成 11 年に男女共学となり、今年は開学 90 周年

を迎える。 
  現在は男女共学の全日制普通科、3 学年 24 ク

ラス、計 814 名の規模である。 
 札幌駅より 1 駅、徒歩圏内という公共交通環境

に恵まれた立地にあり、千歳・小樽・石狩などの

近郊から通学する生徒や、全道各地から親元を離

れ、寄宿しながら通学する生徒も多い。 
  
２．実践テーマ設定の背景 

そのような本校で、平成 28 年度より図書局顧問

を任命され、図書室の運営に携わることになった。

地歴公民科の私にとっては当然のごとく、図書室

には新聞や雑誌などの情報誌が満載だろうと考え

ていた。しかし本校では予算編成の理由により、

消耗品と考えられる新聞や雑誌を購入することが

出来なかった。よって本校図書室には長らく新聞

はなかったのである。 
社会科教師として、図書室の新聞で確認しなさ

い！の常套句が使えないことを不便に感じた。 
 そして 3 年生になれば、就職や進学などの意識

が高くなり、図書室を訪れて新聞がないか尋ねて

くる生徒も増えた。 
 確かに、最近は新聞を定期購読しない家庭が増 
 

 
えている。私が授業で関わるクラスで確認したと

ころ、定期購読している家庭は、25％ほどである。

インターネット利用の定期購読はいなかった。そ

のような環境の中で、彼らの新聞を読みたいとい

う思いを叶えてあげたいと考えていたところ、元

新聞記者の友人によりＮＩＥを教えてもらい、応

募させていただいたという経緯である。 
 
３．２０１７年度実践指定校としての実践より 
 活用方法：図書局員の自主性を育てる 
 ＮＩＥより届く新聞は配達所から本校のポスト

に届けられるが、本校では他の郵便等と同様に一

旦守衛が振り分け、守衛室での保管となる。 
図書室を拠点とするため、基本的には１・２・

３年生合計 11 名いる図書局員が中心となって新

聞整理にあたることになる。というのも、本校は

学校司書の配置がないため、図書室の開室業務は

図書局顧問の管理のもと、局員の自主運営になる。

この事情から朝の時間帯の開室は難しく、昼休み

と放課後に開室している。 
したがって、図書局員は昼休みに開室業務の一

環として、守衛さんから新聞をいただき、図書室

へ配架することになった。 
 当初は業務が一つ増え、面倒くさがっていた局

員だが、守衛さんとの交流によって、日に日に喜

んで取りに行くようになった。また、その日に最

初に触る新聞の折り込みの厚みの変化や、大きな

出来事を扱う紙面に注目したり、経済情勢や今日

の地域の動きなどに興味関心を持つような変化が

出てきた。 
 

２０１７年度 ＮＩＥ実践報告 
 

図書室を拠点とする展開 
 

札幌北斗高等学校 教諭 中井一江
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  展開：図書局員による自由な発想・展開 
 前項でも述べたが、本校図書室は図書局員によ

る自主的な運営を重視している。定例の図書局ミ

ーティングの中で出てきた質問で、まずはＮＩＥ

とは何か、ということも、生徒各自がインターネ

ットを使って調べた。結果、そんなに凄いことに

本校がお世話になれるとは、なんて栄誉なことだ

ろうかと感激し、ぜひ全校生徒へ周知すべく、ま

ずは図書館報である『北斗ライブラリー』にて紹

介しようとなった。 

 

 

しかし残念なことに、この館報を見て新聞を読

みたいと来室した者は皆無だった。従来、局員に

とって唯一の告知ツールだった館報は効果なしで、

さらなる周知方法の課題が与えられた。 
まず、館報が読まれていないのか？そうであれ

ば、読まれる紙面づくりはどうしたらよいのだろ

うか？ということがミーティングで再三議論され

た。顧問の私に時間的余裕があれば、早速新聞社

様に出前講座をお願いし、紙面づくりのレクチャ

ーを受けられたのであろうが、なかなかうまくい

かなかった。結局、彼ら自身の力でいただいてい

る新聞を観察し、紙面の構成を研究し、作り方を

真似ていった。徹底的に真似た究極型が、縦書き

紙面という形にたどり着いた。 
 現在、校内で発行する紙面の多くは横書きで、

縦書きになじみが薄い生徒は戸惑う声も多く、読

みにくいとの悪評が高かった。なのになぜ現在の

新聞は縦書きなのだろうか・・？また、新たな疑

問が図書局員の中に沸いてきた。 
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新聞を読んでもらうためには、来室した生徒に

新聞を触ってもらうこと・・そのためには、配架

の仕方にも工夫するようになってきた。ＮＩＥコ

ーナーを作り、目を引く工夫をする。 

 
また、室内に特集コーナーを常設し、大きなト

ピックを扱うことにした。生徒はこの展示されて

いる新聞を自由に手に取って読むことが出来る。 

 
廊下にあるディスプレー棚は、新聞社屋の路面

ディスプレーを模し、新聞を紹介するコーナーも

設置した。張り出す新聞はコピーし、新聞社のデ

ィスプレーの雰囲気を真似するこだわりも見せた。 

 

局員達は、新聞がどのように作られているか、

また、どのように自分たちの手元に届くのかー特

に冬になり、寒空のもとでの配達のご苦労などを

見ているうちに、更なる関心が沸き、配達員の方

にお話を伺った。 

 
このようにしてたくさんの方の手を介して自分

たちのもとに届けられる新聞に、有難みといとお

しさが芽生え始めた局員は、新聞を古紙とせずに、

ストックしていこうと考える。大量にある新聞を

どうストックするのか、その方法を北大図書館に

学びに行き、書庫にストック棚を作成した。 

 
さらにより校内で活用されるにはどうしたらよ

いのか、紹介活動の展開を模索していたところ、

ちょうど良いタイミングで、校内の文化系部が合

同で行う校外展が行われ、そこに本校始まって以

来、初の図書局が出展し、ＮＩＥの紹介を行うこ

とにした。 
実は本校生徒はもちろん、教職員の中にもＮＩ

Ｅを良く知らない者もいた。また、校外展なので

一般の方も来場する訳だが、恐らく一般の方の中
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にも知らない方もいるだろう、それなら紹介する

価値があり、良い機会とすることにした。 
まずは、パネルと動画を作成した。配達員の方

を取材した内容はこちらに活用させていただいた。 

 

 

 
 
 成果 

本校では図書室を中心として全校で利用させて

いただく計画だったが、初年度としては図書室・

局員の活動が活性化されたように思う。      
まずは局員が新聞を整理し、紙面を読み、校内

の生徒にトピックを紹介し、解説を付け、生徒の

手に取らせ、ストックするという一連の活動は、

それだけで膨大な時間がかかってしまった。初年

度としては精一杯だったと感じる。 
そして、校内や図書室内にて活動を行うばかり

でなく、外に出て周知活動に発展するようになっ

たのは、まれに見る活発な展開になったように感

じる。 
また、図書室で授業の調べ学習に利用したとき

は、本校の生徒の特性なのか、彼らには紙面に分

からない用語が多く、新聞が読み解けなかった。

そのため、図書室内にあるインターネットで解説

を検索するなど、併用しながらのグループワーク

で、生徒たちはなかなか触れる機会のない新聞に

喜んでいた。意外と新聞は大きいとか、折りたた

みにくいなど自由な感想も出ていた。中の紙面に

芸能ニュースがあるのを発見した生徒は、新聞の

表紙だけで難しそうと敬遠していたが、新聞に親

しみが持てると言っていた。 
 
４．次年度に向けての課題 
 本校の特性として、幅広い層の生徒がいる。国

立大学現役合格を目指す生徒から、新聞を開いた

ことのない生徒まで、実に様々である。 
 実践の初年度としては、図書室は活性化された

が、全校としては至らなかった部分も多い。 
 ＮＩＥの指定校になった旨は職員打ち合わせな

どで周知し、館報でも全生徒へ配布したが、1 年

経って知らなかったという生徒もいた。また、Ｎ

ＩＥは各社の新聞が届くので、英字新聞をお願い

した期間もあったが、知らなかったという英語教

員もいた。これらのことは、次年度の紹介・告知

方法の改善の必要性を痛感させられた。 
 次年度は、日々の授業で活用してもらうことを

模索したい。拠点とする図書室に新聞があるので、

図書室での授業展開や、または各教室への持参な

ど、検討していきたいと考えている。 
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１．はじめに 

本校の建学の精神は「開拓者の精神」であり、いつの時代であっても困難に屈せず、未来を切り拓い

て「 」していこうという考え方である。

本校では、生徒一人ひとりの将来を見据え、進路と直結した学習を展開している。仲間とともに社会

を支えるリーダーを目指す コース（「 選抜コース」「アドバンス特進コース」「グローバルラーニン

グコース」）と部活動や学習に打ち込み、ワンランク上の進路を目指す総合コースがある。また、 年連

続全国大会出場の太鼓部（ 「熱烈！ホットサンド！」出演）、全道大会出場の野球部をはじめとした

部活動、局・同好会や生徒会が活発に活動している。

全校生徒 名。（ 学級） 年 月 日現在 である。

２．実践内容 

（1）NIE日誌 

導入の目的

近年、新聞をとる家庭が少なく、実際に新聞を手に取る機会も減っている。そのためか社会知識や

語彙能力が身についていない。生徒が受験（特に推薦）で小論文をつかうときに社会的な知識がない

ため全く書けず、教師も文章指導に困難をきたしているのが現状である。そこで、１年生のうちから

新聞を通して、①社会的な出来事に関心をもつこと、②自分の意見をもつこと、③他人に自分の意見

を伝えることを軸とし、授業や HR の活性化、小論文対策、また人格形成にも役立つ教育を行いたい

と考えた。 

期間 

５月～８月の４ヶ月間 

対象者

学年 総合コース 名

方法 

①日替わりでクラスの日直が、 ～ までに事務室前から新聞を取りに行く。

②休み時間をつかって新聞記事の中から興味を持った一つの記事を選んで切り取り 日誌に貼り、

意見を書く。休み時間に担任や副担任に日誌のチェックを受ける。

③帰りの で、記事を読み上げ、意見を言う。

2017 年度 NIE 実践報告 

新聞を使った共感力の育成 
札幌創成高等学校 教諭 梅津 麻紀  
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生徒の感想

・ニュースや新聞を全く見ないので、世間ではこん

なことが起こっているのかと社会への認識が変わっ

た。

・新聞を自ら読むようになった。（読む努力をしよう

と思った、回数が増えた）

・みんなの前で話せるようになった

・記事の中で何を伝えたいのか理解するのが早くな

った気がする。（まとめ、ポイント、漢字）

・テレビでは伝えられていないニュースが新聞には

くわしく書いてあった。

１学年の総合コース 名でほぼ毎日４ヶ月間取

り組んだ。変化もなく４ヶ月間日誌を継続しただけ

なので、生徒の意識や日誌の内容のレベルは下がっ

ていった。ただ、生徒の中には休み時間に新聞をネ

タに友だちと話す姿が見られ、新鮮であった。途

中、授業や で振り返りや発表の機会を作るとま

たモチベーションが上がったかもしれない。生徒の

感想を読むと、社会のできごとを知る機会につなが

った、発表の力がついたなど好感触であった。

 

 

（2）図書委員会「まわしよみ新聞」 

学校祭で行われる図書委員会の展示企画として「まわしよみ新聞」を作った。

NIEアンケート結果（総合コース 150名） 

よかった
10%

やってもい

いと思った
48%

やらなくても

いいと思った
29%

いやだった
13%

(3)「NIE日誌」に取り組んで、どうでした
か。

毎日のように

読んでいる
1%

週に１～３

回程度読

んでいる
8% 月に１

～３回

程度読

んでい

る
12%

ほとんど、または、

全く読まない
79%

(2)新聞を読んでいる。

関心がある
15%

どちらかと

いえば、

関心があ

る
56%

どちらか

といえ

ば、関心

がない
19%

関心がない
10%

(1)地域や社会で起こっている問題
や出来事に関心がある。

2017/8/22 日本経済新聞 

NIE 日誌 

１.学校祭の図書委員会の活動～まわし読み新聞
ねらい：自身の考えを仲間と共有し、生徒や来客者に情報を発信する。

２.方法
①４人グループ（１～３年混合１２チーム）になる。
②当日の新聞を読んで、興味のある記事を切り取る。
③１人１枚ずつ、切り抜いた理由を順番に話す。
④１枚の台紙（Ａ２）に貼って、レイアウトや装飾をする。

３.作業日程
出前講座（講師 北海道新聞社ＮＩＥ推進センター委員 山本肇氏）
７月１２日（水） ９：５０～１１：３０（生徒拘束時間）
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当日は山本氏に出前講座に

来ていただいた。図書委員の

生徒は、学校祭の準備期間中

に２時間だけの活動という

ことで全員が参加できた。７

月 日付の北海道新聞と道

新スポーツの中から興味の

ある記事を選んで、グループ

で紹介しあった。「カフェイ

ン中毒の過剰摂取」や「日ハ

ムの斎藤佑樹投手が打たれ

る」などの記事を選び、各グ

ループで意匠を凝らした新

聞ができあがった。

図書委員会は縦のつなが

りが希薄で、全員が顔を合わ

すのはほぼはじめてだった。

元々、コミュニケーション能

力が高い生徒が集まってい

るわけでもなく、成立するの

か心配していた。しかし、各

グループの先輩が１年生を

うまくフォローし、１年生も

先輩と笑顔で会話を交わしていた。感想でも、先輩たちと交流できて楽しかった、という意見が多かっ

た。終了後、「『まわしよみ新聞』は、初対面同士のコミュニケーションツールになる」と山本氏から教

えていただいた。まさに、図書委員会の「まわしよみ新聞」は、そのことを体現し、今後の委員会活動

の明るい兆しとなった。なお、このときの様子を取材していただき、北海道新聞に掲載していただいた。

（3）NIE掲示板 

職員室の前に 掲示板を作り、日替わりで新聞・英字新聞、図書委員会で作成した「 」（図書委

員が気になった記事を選び、感想を書く）、月替わりで「まわしよみ新聞」や本校生徒が載った記事を掲

示している。教師や生徒、保護者、来客者が足を止めて読む光景が見られるようになった。

2017/7/31 北海道新聞 
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（4）授業実践 

①「ぶんぶん 」の投稿

国語科では、２学年 特進コース 名に、北海道新聞「ぶんぶ

ん 」に投書する授業を行った。自分の授業実践として以前か

ら取り組んでいる。 字の手軽さで身近なことをテーマに書け、

おまけに新聞に載るかもしれないということで生徒は真剣に取り

組む。今回は「私の大切な時間」をテーマに 名が掲載された。

②「いっしょに読もう！新聞コンクール」の投稿

学年 コース 名が日本新聞協会主催「新聞コンクール」

に取り組んだ。「 日誌」を経験していない残り半分のクラスで

ある。国語の授業で新聞記事を選び、友だち同士で意見を交換し、

最後の意見文は夏休みの宿題とした。記事を選んでも内容が理解で

きない生徒もいて、辞書やインターネットで調べたり教師がアシス

トしたりした。生徒は、一つの記事とじっくり向き合い、社会を知

り意見を持つ機会となった。結果、「北海道地区奨励賞」に 名を

選んでいただいた。

（5）おわりに（成果と課題） 

まず、本校で「 」という言葉が広がったことは大きい。そして、 は新聞記事を話題にし、他人

と考えを交換できるコミュニケーションツールになることがわかった。本校で実践した「 日誌」や

「まわしよみ新聞」を通して、生徒の興味や関心、発想や個性が溢れだす瞬間を目の当たりにした。

に取り組んだ理由は、「社会の出来事に関心を持ってほしい」「自分の意見を持ち、他者と共有してほし

い」と考えたことが発端だったが、生徒はこちらの仕掛けに柔

軟に対応し、社会を切り取り自分とそして他者と共感しあいな

がら考えてくれた。 を始めてから、昼休みに生徒が図書館

に新聞を読みにくるようになった。このような動きだけでも、

初年度の 実践は成果があったと考える。

次年度は、生徒と地域の方たちと一緒に「まわしよみ新聞」

を作ってみたい。今年度はパイロット版として、校外展に来て

いただいたお客様に生徒が選んだ記事にコメントを書いても

らった。生徒と大人が記事を中心に話をし合うことは、生徒に

とって刺激になるだろう。

2017/8/21 北海道新聞 

学校見学会にきた中学生に配布しました。 

英字新聞で作ったしおり（これも NIE） 
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201７年度 ＮＩＥ実践報告 

新聞を利用した国語科教育の実践 
北海道余市紅志高等学校 教諭 西畑 晋也  

                            教諭 立川 まゆ  

 

 

１ 本年度のＮＩＥへの取り組み 

 

 昨年度に引き続きＮＩＥ実践校となり、２年目の実践となる。昨年度から教職員が大幅に入れ替

わったため、昨年度と同様に学校全体としてＮＩＥに取り組んだ場合、ＮＩＥの理念を共有、定着

させることに多くの時間を費やしてしまい、２年目として昨年度より発展的な実践に取り組むこと

が難しいと考えた。そこで、今年度は学校の「言語活動の充実」を牽引していく立場にある国語科

が中心となりＮＩＥを実践し、その成果や実践方法を学校全体に還元していくこととした。 

 

 

２ 「新聞閲読の推進と思考を深める取り組み」 

実践者：西畑 晋也 

 

（１）はじめに 

 昨年度の実践を振り返り、やはり基礎となるのは「生徒が新聞に親しみ、情報収集のツールの１

つとして新聞を活用し続ける習慣を身につけさせる」ことであると考え、本年度も新聞閲覧を推進

すべく環境整備に努めた。また、新聞を媒体として生徒が見聞を広めたり、多様な価値観を受容で

きたりする態度を身につけられることを目標に授業でも新聞の活用に努めた。 

 

（２）実践内容 

 まず、新聞をより多くの生徒の目に触れさせるため、図書

室に配架した。今年度は読売新聞社より寄贈された新聞閲覧

棚も新たに整備した。（図１）また、そのことをポスターや昼

の校内放送で周知した。その結果、進路意識の高まりもあっ

てか、３年次生を中心に新聞を閲覧する姿が見られた。特に

中高生新聞や地元紙である北海道新聞については閲覧率が高

かったように思われる。しかし、他の年次においては十分に

閲覧しているとは言えず、また閲覧者も特定の生徒に偏る傾

向にあった。そこで、新聞に対する意識調査を実施した結果、

次のような回答が得られた。（図２）このことから新聞を閲覧

することの重要性は理解しているが、習慣化されていなかっ

たり、敷居が高いと感じたりしている生徒が多いことが判明

（図１ 図書館に配架）→ 
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した。この結果を受けて、地元の記事を中心に生徒が興味や関心を持ちそうな記事を「壁新聞」の

要領で掲示し、新聞が目に触れる機会を増やした。新聞自体の閲覧数は飛躍的に伸びることはなか

ったが、壁新聞については足をとめて閲覧している生徒が多数みられた。 

  

 

授業では特集記事（図３）など

を活用して、生徒の視野を広げた

り、その内容についてグループで

調べたりすることで思考を深め

させる取り組みを実践した。この

ような取り組みの場合、教員が事

前に題材の選定をすることに多

くの時間を割かれてしまいがち

であるが、朝日新聞社が提供して

いる「朝日 Teacher’s メール」

を活用することによって、スムー

ズな授業準備をおこなうことが

できた。 

また、授業では紙面を提示する

前に、生徒の既知の話題からその

日の紙面に繋がるような導入を

おこなうことによって、生徒も意

欲を持って授業に取り組んでい

た。生徒の感想としては、その日

に起こった事件や事故だけでは

なく、社会的な問題について多面

的な情報が掲載されていること

を初めて知ったというものが多

かった。 

 

（３）今後に向けて 

 次年度以降も学校教育に新聞を有効に活用し、生徒が自ら情報を収集し、考えを深める力を育成

していきたい。

新聞を読まない理由（％）※複数回答可 

新聞を読む必要を感じない ８％ 新聞の読み方が分からない ６３％ 

内容が難しそう ５８％ スマートフォンで代替できる ３６％ 

新聞を読む習慣がない ８６％ ニュースで代替できる ４５％ 

（図２ 新聞を読まない理由） 
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３ 「地域への興味関心と一般常識を涵養する」 

実践者：立川 まゆ 

 

（１）はじめに 

 後志管内唯一の全日制総合学科の高等学校として、平成２２年に開校した学校である。現在

は全校生徒１１３名、後志管内でも学力層の低い生徒が多い。 

 総合学科の特性を活かし、農業、福祉、商業・情報など幅広い分野の知識・技術を学べるカ

リキュラムが設定されている。生徒は自分の進路希望や興味関心に応じて自由に科目を選択す

ることができるが、一方で苦手な科目を避ける傾向がある。その結果、履歴書・願書作成時に

漢字が書けない、志望動機や自己 PR の文章を作れない、面接での受け答えができない、など

の課題が、例年問題になっている。 

 

（２）実践概要 

 以上の課題を改善するため、２年次「現代文 A」、３年次「現代文 α」において、毎時間新

聞記事を用いた小テストを実施した。新聞記事の選定、問題の作成に当たっては、次の点に留

意した。 

  記事はできるだけ地元の出来事を扱ったものを選定する 

  小テストは A4 両面１枚とし、１０分程度で解けるものとする 

  出題内容は、進路に関わらず、高校生として知っておいてほしい漢字の読み書

き、語い、一般常識とする 

  「知識・理解」分野に偏らず、「読む」「書く」分野の問題も取り入れ、「自分

で考える」力を伸ばせるようにする 

 なお、２年次、３年次は共通のテストを行なった。 

テストの対象者は、２年次生１６名、３年次生６名の、

計１９名。２年次「現代文Ａ」、３年次「現代文 α」は

ともに進学を目指す生徒や特に国語に興味がある生徒向

けの選択科目ではあるが、実際には就職希望者や「他に

取る科目がない」生徒の受け皿にもなっており、国語へ

の興味関心も学力の差も大きい。 

実施前の調査では、日常的に新聞を読む生徒は２年次、

３年次ともに０名。ニュースや時事問題に関する意識も、

「進路のために知っておいた方が良いことは理解してい

るが実際には何もしていない」という生徒ばかりであっ

た。 

 

  ← 実際に実施した小テスト（表面） 

                  記事は 2017/12/17 北海道新聞 

 

116



（３）実施後のアンケート結果 

 平成２９年度１２月、各科目の選択生徒に次の６項目のアンケートを行なった。Ｑ１～Ｑ５

は選択式で、１：とてもそう思う、２：どちらかと言えばそう思う、３：あまり思わない、４：

まったく思わないで回答、Ｑ６は記述式とした。 

 １ ２ ３ ４ 

２年次 ３年次 ２年次 ３年次 ２年次 ３年次 ２年次 ３年次

Ｑ１ 小テストをすることで、新聞を読む
ようになった 

0 0 2 0 5 3 9 3 

Ｑ２ 小テストをすることで、時事問題に
興味を持つようになった 

2 0 3 2 7 1 5 3 

Ｑ３ 小テストをすることで、北海道や地
元の出来事に興味を持つようになった 

1 0 4 2 5 4 6 0 

Ｑ４ 小テストをすることで、語いや漢字
の知識が増えた 

1 2 7 2 5 2 3 0 

Ｑ５ 小テストをすることで、一般常識の
知識が増えた 

1 0 5 3 4 3 5 0 

Ｑ６ その他、小テストで身についたこと、感想など 

・北海道について今まで以上に知ることができて、良かったと思う。（３年次） 

・漢字が身についていったと思います。また、ためになることもあったので少し世界が

広くなりました。（３年次） 

・逆に、新聞やニュースに興味がないから自分から見ることがないので、このテストで

ニュースを知ることができる。（３年次） 

・地元でも知らないことがある。（３年次） 

 

（４） 考察、今後に向けて 

 アンケートの結果から、今まで全く新聞に触れてこなかった生徒に若干の興味を持たせるこ

とはできたものの、自分から新聞を読んだり、積極的に時事問題を調べたりする姿勢までは身

につけさせられなかったことがわかった。また、語い・漢字の知識、一般常識についても、生

徒の実感としてあまり身についていないことが見て取れる。授業の様子を見ても、解答・解説

を聞いてそれで終わり、という生徒が多く、進路活動や実生活に生かし切れていない印象を受

けた。さらに、問題として出題した語い・漢字の知識、一般常識以外にもわからない・知らな

い語句や表現、一般常識が多く、問題に取りかかる前の段階で困難を感じている生徒もいた。 

 以上の結果から、次年度は次の点に留意し、引き続き新聞を活用していきたい。 

 

  より生徒にとって身近で、興味の持てる記事を選定する 

  問題は中学校までの振り返りレベルのものも織り交ぜ、まずは「文章を読む」

ことへの抵抗感を払拭できるようにする。 

  辞書等を使って「調べる」学習も平行して行ない、その成果を確認するものと

して小テストを活用する。 
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１．はじめに 

本校は明治３８年開校、今年で創立１１２年を迎える生徒数４３６名の全日制普通科高校である。港

を見下ろす函館山の麓にあり、周辺には旧イギリス領事館、公会堂、ハリストス正教会をはじめ観光名

所も多い。ＮＩＥ実践は２年目である。 
  

１）進路状況 

  卒業生約１６０名のうち４割が大学・短大、２割が高等看護学校等に進学するほか、公務員･民間

就職希望者も１割程度いる。進路多様校といえる。 
 

 ２）生徒の様子 

  北海道庁立高等女学校を前身としていることもあり、全校生徒のうち約６割が女子生徒である。そ

の影響か、放送局、書道部、文芸部、美術部など文化系の部活動が活発である。総じてまじめで落ち

着いている生徒たちといえる。 
 

 ３）ＮＩＥ参加について 

  もともとは国語科として小論文対策の一助になればという思いからであった。社会について知る一

番の方法は、身近な「大人」から話を聞くことであり、なにより新聞をはじめニュースに触れること

である。授業で新聞を取り扱ううちに、身の回りのことにしか興味を持たない生徒が多いことに気づ

かされた。身近なニュースには興味を持つが、広い「世界」には無関心なのである。 
  そこで、今年度は自分から遠い「世界」にも興味を持ってもらうことをに主眼を置き、取り組むこ

ととした。 
 
２．実践報告 

  実践はすべて３学年現代文Ｂの授業で行った。この学年は昨年度も実施しており、継続して行うこ

とで生徒のほうも取り組みやすかったようである。購読計画は以下のとおり。 

 

 ○２分間スピーチ（４月～１０月） 

１）内 容   

昨年度に引続き、現代文Ｂの授業冒頭でスピーチを実施した。 

昨年度は１分間、当日の日直がスピーチを担当したが、今年度はすべての生徒が発表することとし、

評価にも入れることにした。 

 

    

２０１７年度 NIE 実践報告 

私たちの生きる世界に興味を持つために 
北海道函館西高等学校 教諭 小牧 陽二郎
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資料１ 授業開始時に配布したプリント 

   

☆昨年度からの変更点 

・全員発表であること。 

・評価に入れること。 

・相互評価を行うこと。 

   ↓  

生徒同士でもお互いを評価することとした。 

 評価はＡ・Ｂ・Ｃの三段階でつけさせたが、 

教員の評価とは別とし、成績には入れない。  

ただし、評価の結果は発表生徒にフィードバ  

ックすることとしたので、生徒には励みにな 

ったようである。 

 

 

 

 

   資料２ 生徒評価シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ☆評価規準のポイント 

・生徒同士の評価では、基本的に「Ｂ」になるように指導した。 

・難しいテーマ（社会問題、時事問題、国際問題）に取り組む姿勢も評価した。 

 

２）結 果   

・当初は授業冒頭２分間だったが、意欲的な生徒から時間延長の希望が出るほど盛り上がることがあっ

た。新聞や世界・社会に対する興味、関心が高まったといえる。   
・スピーチに３０分使いたいという希望の生徒も出てきた。 
 ※許可したところ質疑応答も活発で、新聞スピーチだけで授業が終了するほどだった。 
・クラスによっては一時期やや過熱気味で、ボードを使った発表や黒板を使用して図示しながらスピー

チするなど、さながら「ＴＥＤ」のようであった。生徒による自主的な取り組みが発生したことは評

価したい。 
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・評価については「関心･意欲･態度」「話す力･聞く力」として取り入れた。 
・生徒同士の相互評価では、「ウケる・ウケない」で評価されるのではと危惧していたのだが杞憂であ

った。発表者の熱意が伝わるスピーチでは、聞いている側の生徒もやはり感じるところがあったのだ

ろうと思われる。 
 
３）その他   

・生徒スピーチが終了した後も購読期間が若干あった。新聞に対する興味、関心が高まっていたので、

以下の要領で教員が授業冒頭の新聞解説を行った。 
 ○授業冒頭１０分間程度を使う。 

 ○授業当日の日直が、先生に解説してもらいたい記事を切り抜き職員室に持参する。 

 ○記事を人数分印刷し、配布。その後、生徒同士で適宜討議などを行う。 

 ○最後に教員が解説する。 

 
・窮余の策というか、せっかく新聞が届くので・・・という、「もったいない」という気持ちから実施

したものだが、後述する、年末に実施した授業評価アンケートでは好意的にとらえる意見もあり、少

なからず生徒に印象を残したのではないかと感じている。 
～授業評価アンケートより～ 

○この１年で印象に残った授業はなんですか。 

４）評 価 

年末に授業評価アンケートを実施した。現代文Ｂの授業全体のアンケートであったにもかかわらず、

印象に残った授業について自由に記述する欄において、少なからぬ生徒が「新聞」に触れていたことで、

良くも悪くも多くの生徒にとって印象に残る取り組みであったことが分かる。 
○この１年で印象に残った授業はなんですか。（回答数１５２） 
・新聞スピーチ    ３８名 
・その他の記述・・・ 「舞姫」４名、「赤い繭」２名、「クレールという女」１名、など 
「新聞スピーチ」が圧倒的に多いことが分かる。 

なお、「新聞発表がすごく嫌だった」という意見の生徒が６名いたことも付け加えておく。人前に出る

のが苦手な生徒にとっては苦痛であったかもしれない・・・。 
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３．最後に 

 ＮＩＥ実践校ということで、年末に読売新聞社より依頼をいただき、「ＮＩＥ投書編」というコーナ

ーに生徒作成の意見文を掲載してもらった。今年度の３学年現代文の授業は、生徒にとっては、結果的

に「新聞」で始まり「新聞」で終わる形となった。この取り組みが、卒業後も彼らが新聞を通じて、社

会に、世界に目を向けるきっかけとなることを願うばかりだ。 

新聞記事作成に当たって、グループ討議やクラス内発表などの取組みを実施した際の様子 
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１ 実践校の概要 

本校は今年度から完全 2 間口となった。小規模総合学科の困難さを感

じる中、多様な進路目標実現のために新聞を活用したいと考えつつ実践指

定校 2 年目を迎えた。今年度の 3 年次生は例年に比べると進学希望者の

割合が高く、卒業予定者 75 名のうち国公立大学を含む 4 年制大学志望者

は 14 名、短大 3 名、専門学校等 10 名であり、また、医療看護系志望者

が多いのも特徴的であった。そのため、実践者が担当する 3 年次の進学志望者を対象とした国語科の学

校設定科目「小論文研究」では例年以上に受験に対応する力、そして進学後も自ら新聞を手に取り、そ

れぞれの専門分野で学びを深め、考え、それを発信する力を養えるような実践を心がけた。 
また、昨年、一昨年に引き続き多数の生徒の投稿を掲載していただく他、今年度は初めて出前授業等

でもお力添えをいただき、新聞社には色々な面でお世話になった。 
 

２ 出前授業でプロから学ぶ 
 各新聞社では様々な分野のエキスパートである記者を「出前授業」として派遣してくれる。本校では

今年度初めて北海道新聞社に以下の２つの「出前授業」を依頼し、成果を得た。 
日 時 平成２９年５月１７日（水）（各クラス２時間ずつ） 
対 象 ３年次生全員 
講 師 販売局部長 田中 秀実（たなか ひでみ）氏 新聞全般についての説明 

マーケティングセンター部部長 花川 裕之（はなかわ ゆうし）氏 使い方の説明 
目 的 新聞の紙面構成を理解し、新聞の読み方を学ぶとともに、就職活動や進学準備に新聞を活用す

る方法について学ぶ。 
内 容 
成 果 

全員に当日の北海道新聞を配布。新聞紙面の内容構成について説明を受け新聞の読み方を学ん

だ後、就職活動や進学準備等に、新聞を活用する具体的な方法についてプロから学んだ。 
 
日 時 平成２９年６月２日（金）（各クラス２時間ずつ） 
対 象 １年次生全員 
講 師 ＮＩＥ推進センター ＮＩＥ委員 山口恭司（やまぐち・きよじ）氏 

目 的 地域学習で学んだことを壁新聞にまとめることを前提に、取材（見学）

の仕方、情報の整理の仕方を学ぶ。 
内 容 
成 果 

壁新聞を作ることを踏まえて地域学習の見学（取材）の仕方や、優れた作品例からグループで

の壁新聞作成（情報発信）方法について学んだ。前年度までは模造紙にまとめるだけであった

が、新聞形式にすることで情報整理ができ、高評価を得た。 

2017 年度 NIE 実践報告 

新聞で考え、発信し、社会とつながる NIE～2 年目の取組～ 
北海道森高等学校 教諭 山本 かおり
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３ 実践指定校である環境を最大限に活かした「小論文研究」（３年次 選択者１４名）の授業  
 20 年以上前から新聞を学習指導はもとより、生徒指導、進路指導、新聞局（部）の指導等に活用して

きた。その経験から「実践指定校でなくても、たとえ古新聞しかない環境でも NIE は実践できる」とい

う持論があった。（教育者の大村はま氏が戦後の教材不足に苦慮していた際、茶碗を包んでいた古新聞を

教材にした、というかなり以前に偶然読んだ新聞記事が私の NIE の原点だからかもしれない。）だから

こそ、実践指定校ならではの最新の新聞から最大限の効果を得られる授業を心掛けた。 
（１） 授業の方針 
① 授業者が記事を選ぶのではなく、学習者が直接新聞に触れ、自身の感性で記事を選ぶ機会を増やす。 

② 新聞を大きく広げて目を通すことができるよう、広いスペースを確保できる教室（図書室）で実践。 

  （図書室で実践することで新聞記事と関係した書籍に連動することも容易となる。また、向かい合う座席で話

し合いもしやすい。） 

③ 授業者が答えを与えるのではなく、新聞記事を読み、主体的に考え、意見を発信し、他者の意見に耳を傾

け、そこから再考し、自ら答えを導き出す。主体的な学習の習慣づけ。 

④ 自身の進路に関係する記事だけではなく、他分野と思うものでも社会ではつながっていることを意識させる。

（看護志望者と薬剤師、栄養士志望者を一つのグループにして考えさせる等。） 

⑤ 評価は授業者による評価だけではなく、学習者同士の相互評価も取り入れる。 

 

（２） クリティカルシンキングの力も養う 

 「読売新聞ネットワーク」の「よみうり入試必勝講座 with 代々木ゼミナール よみトク小論文講座」

から第１回「『恩送り』の意義」、第６回「子どもにサプリ？」を利用した授業は意見交換も白熱した。

前者の授業では、「恩送り」に類する記事を探した意見発表では看護師志望の男子生徒が北海道新聞２０

１７年５月６日の「私の髪、寄付します」（札幌創成高生２０人がヘアドネーションした記事）に感銘を

受け、「自分も誰かのために何かを」と述べ、他の生徒にも影響を与えた。後者の授業は「研究授業」と

して実践した。子どもにサプリメントを与える是非を問う読売新聞２０１７年５月２３日の「子どもに

サプリ？まずは食事で」については「記事を書いた人は子供にサプリメントを与えることに否定的な観

点で記事を書いている。偏っているのでは？」という声も多く出て、新聞を使った授業の積み重ねでク

リティカルシンキングの力も養われていると実感した。 

 

（３） １年間の「小論文研究」を終えて 新聞にたくさん触れた生徒たちの声 
〇家では新聞を読むことがないので、授業で自分の興味ある記事をたくさん読めてよかった。 

○入試の集団討論試験で役に立った。最後の「卒業記念新聞製作」も楽しい思い出になった。 

〇様々な人の色々な意見、ものの見方を知ることができた。世の中の出来事に関心を持つようになった。 

〇何かの話題について意見を書くことを繰り返し、少しずつ書く力がついていくのが分かった。 

〇意見をまとめる力がつき、看護だけでなく多方面の記事を見られてよかった。面接試験に役立った。 

〇各紙の特色があり、同じニュースの読み比べが面白かった。皆で話し合う全てが面白かった。 

〇自分の意見を言えないタイプだったが、この授業で言えるようになった。人の意見も聞けて良かった。 

※印象に残る記事 「こうのとりのゆりかご」の複数記事の読み比べ／「出張助産師」／ 

「ヘアドネーション」／「高校生雨中の交通整理」／「恩送り」／「子どもにサプリ」 他 
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５ 「いずみ」欄に３年連続掲載  

 

４ 新聞を生活の一部にしたＹ君 
 右は実践者が顧問を務める「森高

新聞」第５１号（２０１７年１０ 

月４日発行）の記事である。Y 君は

小論文研究の授業で書いた作文を

北海道新聞「声」欄に投稿し、掲載

された上、読者から反響の手紙も届

いた。続いて同紙「日曜文芸」欄に

４度（４度目は１１月２６日「北の

蝶、我も羽ばたき風となり南のどこ

かの野分とならん」）掲載され、地

域からも反響、期待の声を寄せられ

ている。道新の選者主宰の歌会のメ

ンバーにもなり、世界を広げた。 
 家業である商店の手伝いで店頭

に立つことも多い Y 君にとって「年

配のお客様との会話の話題作りに

も新聞は欠かせない。」という。短

歌の投句で更に世界を広げた Y 君

は卒業後、本格的に家業を継ぐ。こ

れからも新聞は Y 君の傍らにある

だろう。 

「小論文研究」選択者から北海道新

聞「いずみ」欄に掲載された生徒達が

３年連続いた。２０１６年７月４日掲

載の看護師を目指す思いを綴った女子

の作文は翌年９月１９日に「神内ファ

ーム２１プレゼンツ いずみ～北海道

くらしの詩
うた

」で朗読が放映された。（「森

高ＮＩＥ通信」で事前に全校生徒に周

知した。）今年度の選択者からも看護志

望のＭさんの作文が掲載。Ｍさんは

「声」欄にも採用経験があり、卒業ま

でに「ぶんぶん time」欄に挑戦し「道

新投稿欄三冠」となることを目指して

いる

６ 読者を意識して書く作文投稿 
 2 年次の「現代文研究Ⅰ」の授業で、沖縄への見学旅行

後に平和学習等を踏まえて、読者を意識して作文を書き、

それに応じて投稿先を各自が選ぶ実践を前年度に続いて行

った。1 月に各社（全国紙 2 紙、北海道、沖縄の地方紙）

に送った。１月２９日の道新「ぶんぶん time」に 1 名分が

掲載。翌日の同紙「卓上四季」冒頭でその作文の一部が引

用された。地元の方々からは「おめでとう」、「切り抜いた

よ」という声が寄せられ、反響もあった。 
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① 段落ごとの要約（10～20 字程度） 
② 全体の要約 
③ 記事を読んで考えたこと 
④ 見出しを考える（難易度は高い。余裕があれば。）

前年度もこれを繰り返した生徒が国立大学に合格

し、今年度も進学志望の生徒数名が取り組んだ。特に

看護学校志望のＫ君は熱心に取り組んだ結果、国語力

の伸びを実感したようだ。 
 
９ ２年間の実践指定校を終えて 
 地方の小さな高校の生徒にとって新聞は地域や広い

社会との懸け橋となることを改めて認識させられた２

年間だった。新聞社の方々、販売店の方々、応援して

くださる地域の方々、そして真摯に取り組んでくれた

生徒たちに感謝している。 

７ 卒業記念新聞製作 
 過去 3 校、数百人に「自分の好きなも

の魅力を人に発信する新聞」の製作を課

してきた。本校でも「小論文研究」の最

終課題として３年連続行ってきた。今年

も力作がそろった。 
 
８ 「コラムの書き写し」で国語力アッ

プ 
 コラムの書き写しノートは各紙で作成

されている。天気や語彙を記載する欄が

設けられているものもあるが、それに加

え次の項目を別紙で作成し、様々な場面

で学習課題として活用した。 

北海道新聞「ぶんぶん time」２０１８年１月２９日
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2017 年度 ＮＩＥ実践報告 

イノベーション人材を育成する取組と新聞の活用 

   苫小牧工業高等専門学校 創造工学科 特命教授 須田 孝徳 

 

はじめに 

2016 年度に引き続き，2017 年度においてもＮＩＥ実践指定校として参加させていただいた．本報告

では，2016 年度に改組した創造工学科の中核となるフロンティアコースの解説と授業やキャリア教育プ

ログラムにおける新聞活用の実践について報告する． 

 

1 本校の現状と今後 

1.1 本校の概況 

本校は，平成 28 年度に図

１に示すような改組を実施

した．産業や社会の大きな変

化に対応するため，これまで

の機械工学科，電気電子工学

科，情報工学科，物質工学科，

環境都市工学科の５学科体

制を，創造工学科の１学科に

統合・改組した． 

創造工学科では，1 学年は

系を定めない混合学級とし，

２学年からはこれまでの５

学科をベースとする５つの系に分かれて専門分野を学び，４年生以上はさらに，どの系からも選択でき

るフロンティアコース（次世代の起業人材をめざす）と系専門コース（次世代の技術系人材をめざす）

に分かれている．すなわち，１年生の時に２年生以降に配属される専門領域の学習や調査を行い，専門

の系を入学後に時間をかけて選択することが可能となった．また，創造工学科になってからは，組織的

で体系的なキャリア教育を１年生の時から実施することとしており，自分の将来を１年生の時に考えて，

そして専門の系を選択できることにすることで，専門性のミスマッチを大きく少なくすることができる

と推定しているが，まだ改組後間もないことから検証できていない． 

創造工学科として目指すところは，①困難な時代を切り開く，多様なタイプのイノベーション人材を

育成，②地域課題に目を向ける新たな教育により地域活性化に貢献できる人材を育成，としており，４

年生以降に選択できるフロンティアコースでは，①マネジメント教育を通した「起業マインド」を育成，

②工学と他分野等の融合で「学際領域」を研究，③①と②を通してこれまでに存在しないような「次世

代起業人材」の育成，としている． 

 

1.2 フロンティアコースについて 

前項において記述したフロンティアコースについて，もう少し詳細を述べる．４年生に進学する際，

フロンティアコースと系専門コースのどちらかを選択することになるが，今のところフロンティアコー

スは全体の 10 ％程度（20～25 名：１学年 200 名でその 10％程度）の人数規模を想定している．そして，

このフロンティアコースが輩出する人物像は図.2のように設定した． 

図.1 旧 5学科体制と創造工学科ならびにフロンティアコース 
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図．2 フロンティアコースが輩出する人物像 

 
フロンティアコースの履修科目を図.3 に示す．従来の授業科目では（特に専門教育において），授業

の中で実施すべき項目が厳格に決められており，時間的余裕がほとんどなかった．また，放課後を使っ

た授業も，年間スケジュールの制約から余裕がほとんどないことから困難である．しかしながら，フロ

ンティアコースのビジネス系の科目が開始すると，新聞を使った教育がこれまで以上に増え，生きた教

材として有効に働くことが想定できる． 
 

図．3 フロンティアコースの履修科目 ※ （ ）中の数字は単位数 

 

1.3 フロンティア研究について 

ほとんどの理系高等教育機関（全国の大学，高専）の特徴として，最終学年時に卒業研究を実施して

いる．本校のフロンティアコースを選択した場合も，それに相当するフロンティア研究を設定している．

フロンティア研究について，想定している実施内容について図.4 に示す．この想定に基づき，今年度は

フロンティア研究のトライアルとして 2つの例を実施したのでその概要を以下に紹介する． 

（１）テーマ１「寒冷地仕様電気自動車の評価方法の検討と評価」（図.5参照） 

○担当学生 ２名 

 ○担当教員 情報系・大橋，技術支援センター・菅原，機械・須田 

 ○学外支援機関 道内８企業，中小企業整備基盤機構，他公的機関 

 ○概要：道内の中小企業８社と支援機関がチームを組み，寒冷地仕様電気自動車を開発したが，共同

研究として苫小牧高専が試乗車の評価を実施した．これらの取り組みは数社の新聞社にも取り上

げられ，2018 年 1月の札幌モーターショーにも出展した．新聞の掲載がきっかけとなり，学生や

保護者からも注目されるようになり，研究がしやすい状況となった． 

 

A ビジネスⅠ（２）４年 ⇒ 企業経営基礎、経営基本管理、組織、人財管理、会計基礎、生産管理

B ビジネスⅡ（２）５年 ⇒ 経営戦略とマーケティング戦略論、MOT、製品管理 
C ビジネスⅢ（２）５年 ⇒ 起業とプロジェクトマネジメント、ビジネスプラン     
D 国際コミュニケーション（２）５年 ⇒ プレゼン能力、ビジネスプランコンテスト参加 
E フロンティア研究（４）５年生 ⇒ 研究活動、経営者や行政担当者等の講義 

１．次世代起業人材 
 ・次世代を担うアントレプレナーシップを持った人材 
 ・工学的知識と経営的知識を持ったこれまでにはいないハイブリット型のイノベーション人材 
 ・将来、高専発ベンチャーの設立やベンチャー企業の経営者になりえるような人材 
２．地元の企業や行政機関等の中核となりえる人材 
 ・混沌とする地域経済社会に立ち向かい、困難な問題に果敢に挑戦するフロンティア・スピリッツを

持った人材 
 ・課題の本質を見極め、対処策を適格に構築できる人材 
 ・地域社会の中核として組織や人をまとめられるリーダーシップを持った人材 
３．大企業等においてビジネス感覚に優れたプロジェクトリーダーとなりえる人材 
 ・ヒト、モノ、カネ、情報、技術等の経営資源を効果的に活用できる能力を持つ人材 
 ・世界の趨勢を俯瞰し、必要なプロジェクトを構築し、マネジメントできる人材 
４．国際競争能力を持った人材 
 ・地域社会や大企業、ベンチャー企業のリーダーとして、高度なコミュニケーションやプレゼンテー

ション能力を持った人材 
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図．4 フロンティア研究について 

 

（２）テーマ２「電動アシスト付きコンパクト移動車両の試作と評価」（図.6 参照） 

 ○担当学生 ２名 

 ○担当教員 情報・大橋，都市環境・松尾，長谷川，総合文系・若木，技術支援センター・菅原 

機械・須田 

 ○学外支援機関 道総研，能開大，他公的機関 

 ○概要：近年，高齢化の進展に伴い免許を返納する高齢者が増加している．加えて地方では，地域交

通の中核となっている路面バスが人口減と共に減便が進んでいる．これに対応する新しいモビリ

ティーが必要とな

ってきている．たと

えば，ベロタクシー

やシクロポリタン

がこれにあたるが，

本テーマでは苫小

牧市にふさわしい

電動アシスト付き

コンパクト移動車

両を開発し，評価す

ることとした．この

研究の取り組みを

新聞の掲載がきっ

かけとなり，苫小牧

市内と企業と共同

研究することとな

った． 図.6 北海道新聞 2017／6／24図.5 北海道新聞 2017／2／24

１．フロンティア研究の定義 

 ～以下の３つの要素のいずれか、もしくは複数を対象に研究する～ 

  ・工学的要素にマネジメントの要素を入れる（マネジメントだけは×） 

  ・地域社会からの要請がある要素（工学的要素があることが望ましい） 

  ・学際的研究であること（たとえば電気・電子と物質の融合領域．この場合マネジメントは 

   入らなくて良い） 

２．担当は複数の教員 

  ・複数の教員が一つのテーマを担当することが望ましい 

  ・各系から 5 名程度の学生が FC を選択することを想定（１学年のコース全体で 25 名程度） 

  ・複数名で 1 テーマを実施．25 名とすれば，5～10 程度のテーマを準備することとなる 

   （担当教員は系横断的で複数） 

３．連携した取り組みを想定 

  ・小樽商大、室蘭工大、苫小牧市等などの大学や自治体 

  ・樽前会、協力会企業、地域の経営者、同友会、機械工業会、士業（技術士、診断士等）、 

   青年会議所（若手経営者）、関係団体等と連携した取り組み 

４．連携した取り組みにより期待される効果 

  ・地域の経営者，行政職員等が講師となることから、生きたマネジメント教育が可能となり，

   さらなる連携構築のきっかけになる（客員教員制度を検討） 

  ・学生の地域意識が生まれる（COC+の目的に合致する） 
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2 ＮＩＥ活動の実践 

2.1 教科の授業での実践 

（１）専攻科１年生の「技術者倫理」における実践 

技術者はものづくりを通じて，他人に危害を与える可能性がある．ものづくりの過程で倫理は工学的

判断力とともに非常に重要である．この講義では，技術者として基本的に必要な技術者倫理の事項につ

いて学ぶこととしており，その中の事例研究として水俣病を取り上げている．  

2017 年 8 月 16 日に水銀の使用や輸出入を国際的に規制する「水俣条約（正式名称：水銀に関する水

俣条約）」が発行した．授業ではこれを報じる新聞記事をはじめ，原田正純著の「水俣病」（岩波新書）

などを使用し，理解を深めた後，グループ討論（ブレーンストーミング＋KJ 法）と発表を行った． 

（２）5 年生機械工学科の「生産工学」における実践 

本授業では，工業生産活動において

必要な知識の習得と生産管理・工程管

理・品質管理といった管理技法，生産

活動に必要な問題解決能力と，またエ

ンジニアに近年求められている経営的

視点の持ち方についても学ぶこととし

ている． 

 2017年は日産やSUBARUの完成検査に

おける不正や神戸製鋼のデータ改ざん

事件など，「ものづくり日本」を揺るが

す大きな事件があった．授業では，日

本は総合的品質経営（ TQM: Total 

Quality Management)の先駆国であった

ことを説明するとともに，C.I.バーナ

ードの組織論（組織成立要件として「コ

ミュニケーション」「貢献意欲」「共通

目的」があり，どれが欠けても組織ではないとする理論）や経営理念のあり方などについて触れ，世界

の信頼を再度勝ち取らなくてはならないことについて解説した．この時，図.7 に示す新聞記事や各社の

新聞記事が大きく役に立った．一部の学生とっては，自身が就職内定した会社のことでもあったため，

とてもショッキングであったに違いない． 

 

2.2 キャリア教育センターでの実践 

 キャリア教育センターでは，学生のキャリア形成に資する活動としてキャリア教育プログラムの策定

や実施，進路支援などの業務を行っており，今年度のＮＩＥに関しては，昨年度と同様に，センターの

教職員等と協力して，①キャリア教育センターでの新聞の開架・掲示，②「『キャリア教育的に』気に

なる新聞記事」を掲示板へ定期的に掲示した．掲示した新聞記事は，残念ながら学生よりも教員や外部

の訪問者からの評価が高かった． 

 

おわりに ～今後に向けて 

ＮＩＥ指定校として 2 年目となる．現在のところ高専学生の変容に大きな変化は見られないが，今後

も新聞を通して，社会を身近に感じられる環境作りや，関心が低い学生に課題意識を持たせる授業の工

夫など，様々な教育活動の中で意図的，かつ継続的に行っていきたい． 

高専の授業カリキュラムは隙間なく，授業の中身にも自由度が少ない．放課後も様々なイベントがあ

り，課外授業として取り組むのは困難である．しかし，2020 年度からはフロンティアコースのマネジメ

ント教育が始動することもあり，その際新聞は授業の中で大きく活用する予定である． － 以上 － 

図.7 毎日新聞 2017／10／20 13 面を使用して作成した資料
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2017 年度 NIE 実施報告 

     NIE とネット情報の融合 
                 東海大学付属札幌高等学校 教諭 工藤 優樹 
 
１．実施 3 年目を終えて 

  
本校は今年で 2 回目の NIE の実践指定校となり 3 年が経過した。また本校中等部での実践を併せると

計 3 回合計 9 年の実践である。その間、NIE の活動は教職員内で浸透したと思うし、本校エントランス

にある新聞書見台で新聞を毎日閲覧できるようにしてあるので、生徒にもある程度新聞の重要性は伝わ

ったと思う。しかしながら、それ以上の展開はほとんどないに等しい。自分自身が行う授業や自分が企

画して授業で新聞を使うことはあっても、ほかの教員が積極的に新聞を使うのはほとんど見られない。

それは本校教職員の意識の問題もあると思う。しかし新聞というメディアの置かれている状況もあると

思う。ネットにニュースがあふれ、新聞の役割が軽視されている。新聞の重要性を否定できないのと同

様、ネットのニュースの利便性も否定できない。新聞というメディアの転換点とまではいかないが、NIE
活動も社会の変化に応じて新たな可能性を模索する必要があると思う。その中でネットと NIE の融合と

いう観点で実践したのが以下の授業である。 
 
２．「ポータルサイトのニュース記事を作ろう」 

 
 社会科を学習する際に、実社会で起きている出来事を知ることは必要不可欠なことである。そのために

は、新聞、テレビ、ネットなどいくつかの情報源が考えられるが、しかし新聞は信頼できる情報は得ら

れるが、以前に比べ、新聞を読む機会は限られている。特に最近は新聞を購読する家庭も減少し、新聞

を読む高校生は限られている。一方ネットのニュースは手軽ではあるが、フェイクニュースも含め、真

贋さまざまな情報があふれ、信頼性に劣る。それは Yahoo!!や Google などの大手サイトでも同じである。

そこで今回はネットの情報の作られ方を学ぶ授業を行った。 
 
・授業の流れ 
 
 ① 趣旨説明（以下の点を留意し、教員から生徒は今回の授業の趣旨を説明した） 
  ・社会で生きる上で、実社会の情報を正確に捉えることは必ず必要である。 
  ・新聞やテレビの報道でさえ、記者の取捨選択が行われ、正しいものとは限らない。 
  ・ネットの情報ならなおさらである。生徒は正しい情報を見る目を養うべきである（メディアリテラ

シーという言葉を使う） 
 
② グループに分ける 8 グループ、各 5 または 6 名 

グループ名を決める。ポータルサイト風の名前にすることが望ましい。 
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③ 同一日の同じ新聞社の新聞を一人ずつ配布 
 （授業に使用したのは 2017 年 9 月 1 日の北海道新聞） 
 （今回の授業では北海道新聞 岸販売所のご協力を得て、新聞を提供していただいた） 
 
④ 生徒はまず個人で新聞を熟読する。 
 （新聞を読む機会が減っている中、新聞一紙を熟読することが初めてという生徒も多かった） 

 
⑤ Yahoo のポータルサイト風にまとめる 

配付された新聞紙の中から重要だと思った記事を 5 つ選ぶ。 
各記事の内容を 15 字以内であらわす。 
（元の記事の見出しは使わない） 
グループで話し合い、重要だと思う順番に選ぶ 

 
⑥ 模造紙（画用紙）にまとめて発表する 

ポータルサイトみたいな様式にする。 
5 つの記事を並べて書く。 
各グループの模造紙を教室に張り出す。 

 
 ⑦ プレゼンテーション 
    グループごとに選んだニュースと選んだ理由を発表 
 
 ⑧ 感想 
    今回の授業の感想をグループでシェアする。 
 
 
・授業時間は 3 時間。当初、まとめで 1 時間、発表で 1 時間を予定していたが、趣旨説明と新聞の熟読

で 1 時間、グループでの話し合いと原稿作成で 1 時間かかった。グループによっては放課後取り組んだ

グループもあったようである。 
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・授業を終えて 
   
 上に全部で 8 グループのうち、4 つのグループの発表資料（画用紙）を掲載した。見て分かるように同

じ新聞を読んで、同じ条件でまとめても同じ日のニュースとは思えないくらい違う（この日は北朝鮮の

ミサイル発射という大きなニュースがあったが、それさえも載せていないグループもある）。この授業で

は新聞そのものを熟読してほしいという目的があるが、実際のポータルサイト風のニュースまとめづく

りを通じて、ニュースの選択の恣意性を認識してほしいという目的がある。また 15 字（実際にはちょっ

とオーバーしたが）という文字数の制限をつけることにより、同じニュースでも見出しが違ってくると

いうことも理解してほしかった。メディアリテラシーの重要性が生徒に伝われば今回の授業は意義があ

ったと思う。 
 今回の授業は企画を私が行い、実際の授業は別の教員が担当した。最初に述べたように NIE の実践を

広げるという意味でも今回の授業は重要な意味があったと思う。願わくば多くの教員が自分自身の NIE
授業の企画をそれぞれ考えてほしいと思う。 
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最後に 
 ポータルサイトの授業を担当した教員が授業の最後のまとめで次のように話していた。「自分は学生時

代、ちっとも新聞を読まなかった（謙遜してではあるが）。今の時代はネットや SNS でニュースを見る

機会が多くなり、自分たちの時代よりもたくさんのニュースを知る環境にあるのだからうらやましい。

だからこそニュースを見る目を養わなくてはならない。」今まで自分自身そのようなことは思ったことも

なく、改めて考えさせられる視点であった。最初に述べたように、これからの時代の NIE 活動はネット

を無視して展開することは難しくなってきた。どうすればよいのかというヒントがこの言葉にあるよう

に思われる。今の時代だからこそできる NIE を展開していきたいと思っている。 
 
３．そのほかの活動 

 
 ①主権者教育 
   昨年度の NIE 報告書で記載した内容と同じく、2017 年 10 月に実施された衆議院議員選挙の際、

模擬選挙を実施した。新聞各紙を用いて、各政党の主張を比較し、実際の選挙前に模擬選挙を行うとい

うものである。高校 3 年生の半数以上が選挙権を有していたこともあり、関心は高かった。これをきっ

かけに新聞を読むようになった生徒も多くいた。また取り組みの様子も新聞に取り上げていただいた。 
 
 ②ライティング講座 
  本校で実施している土曜特別講座で各学年数回ライティング講座を行っている。これは通常の国語

（現代文）の授業とは別に小論文やレポート作成のために文章力を培うために行っている。特に新聞を

使って小論文の内容に取り組むこともある。 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   （北海道新聞 左 2017 年 10 月 26 日、右 2017 年 11 月 20 日掲載 ） 
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２０１７年度 N I E 実践報告 

総合的な学習の時間における NIE の実践報告 

根室市立北斗小学校 教諭 福田 翔 

 

１ はじめに 

 明治３５年の開校以来、今年度で１１１年を迎えた本校は、根室市の中

心部に位置し、児童数３３１名、１２学級の学校である。 

 

 NIE の実践校としては今年度で５年目

となる。高学年の廊下にある共有スペ

ースに NIE コーナーを設け子どもたちが

自由に閲覧できるようにするとともに、

児童会室に新聞をストックし、自主学

習や調べ学習に活用できるようにして

いる。また、校長室前や中央玄関前に

は、児童が掲載された新聞の切り抜き

や委員会活動に関係のある新聞の掲示

を行い、普段から新聞を目にする環境

づくりに努めている。 

 

２ 本校の NIE 実践の目的 

本校は１３年度から N I E 実践校に指

定された。インターネットでの情報収

集が容易になってきている現代社会。

新聞離れが懸念される。しかし、新聞

はタイムリーな情報を一度に収拾でき、

その信頼性も高い。言葉が吟味されて

いるため、言語力の育成に効果的である。 

それらの新聞の価値は児童自身で気付くことは難しいと考える。児童が新

聞の価値を知り、言葉への関心を高めるために実践した。 

 具体的には高学年を中心に NIE に取り組んできた。主に国語科と総合的な

学習の時間に新聞を活用する場合が多く、調べた内容をまとめる際に新聞

紙作りに取り組んでいる。新聞にまとめることで、学んだ内容を誰かに伝

えるという目標をもつことができ、より学習内容を定着させたり、深めた

りすることができる。また、日頃から新聞を読みやすい環境を整えること

で新聞に対する苦手意識も少なくすることができると考える。 

校長室前の新聞掲示コーナー 

高学年廊下の新聞掲示コーナー 
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２ 実践事例 

① 5 年生総合的な学習の時間「北方領土学習」 
 

 
5 年生の学習では、「北

方少年少女塾」という体

験活動に参加し、その学

びを新聞にまとめる活動に

取り組んだ。訪問した資料

館では元島民の方から当

時の話を聞いたり、北方

領土の歴史について学ん

だりと貴重な資料を集める

ことができた。また、納沙

布岬まで行き、水晶島ま

で３㎞しかないことを自分

たちで確認することができた。根室市にとって北方領土問題は身近な問題であるが、

実際に体験した方から話を聞き、島までの距離を自分の目で見ることで、より地域の

問題としてとらえることができていた。 

 新聞にまとめる際は、集めた資料をもとに、読み手を意識した新聞作りを心がけた。

新聞の用紙は担任の教師が用意した原稿を使い、構成や見出しなど自分たちで工

夫した新聞を作ることができた。完成した新聞は、高学年の廊下に掲示し、できるだけ

多くの児童の目に触れられるようにすると、６年生もその完成度の高さに驚く様子が見

られた。今回は学んだ事を新聞を使ってまとめることで「伝える」ということを意識して取り

組むことができた。 

高学年廊下に掲示した北方領土新聞
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② 6 年生総合的な学習の時間「日本の領土問題」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

6 年生の総合的な学習の時間では、日本の領土を調べる学習に取り組んだ。総

合的な学習の時間では、5 年生の時に北方領土について学習しているため、6 年生

ではさらに発展させた内容で「日本の領土問題」について調べ、新聞にまとめることと

した。 

領土問題について調べる際には、各社の新聞を読んだり、外務省のホームページ

を読んだりして資料を集めた。6 班に分かれての活動だったため、新聞から情報を読み

取ることが得意な児童もいれば、読み取りに時間がかかる児童もおり、「必要な情報

を読み取る力」に個人差を感じた。一方で、普段は「テストで答えを探すため」や「教科

書から筆者の考えを読み取るため」など、誰かに与えられた問題を解決するための読

みだったが、この学習を通して、「自分たちの課題を解決するための読み」になっていた

ことがわかった。 

新聞にまとめる際には、5 年生も使用した新聞の原稿用紙を使い、各班で 1 枚ず

つ新聞を作った。書きたい内容をどのように要約するのか、読み手を意識した見出し

や構成の工夫、見出しのデザインなど新聞を作ることで培われる力があることに改めて

気づかされた。 

単元の最後の時間に行った交流会では、隣のクラスの新聞と自分たちが作った新

聞とを見比べて、その違いについて交流することができた。どこまで詳しく調べるのか、

どこに焦点を当てて調べるのかなど、各班によって違いがあり、その違いを楽しむ姿も

見られた。 

竹島について書かれた新聞。争いの争点

をまとめる事に苦労していた。 
尖閣諸島について書かれた新聞。イラス

トにもこだわって取り組んでいた。 
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３ 成果と課題 

成果 

新聞を読んだり、作ったりすることで様々な力を身につけることができた。具体的には、

まだ習っていない漢字を文脈から想像する力、必要な情報を読み取る力、身の回り

の出来事に興味を持つ力など、新聞ならではの力をつけることができたと感じている。

また、「新聞から何か学べる」という経験を積めたことも大きい。日常的に新聞を手に

取りやすい環境だったため、総合的な学習の時間に関わらず、朝の会や社会の時

間など、新聞から情報を得る場面が幾度もあった。例えば、全国紙の一面を見せて

社会がどのように変化してきているのかをリアルタイムで伝えることができる。（自分たち

の生きている社会の出来事という実感が鈍い児童も多かった）また、北海道新聞の

根室の紙面を見せると、知っている場所や会社などの記事が書かれているため、特

に興味をもって地域の情報を知ることができていた。このように、「新聞を読む（見る）と

なにか良いことやおもしろいことがある。」という経験は今後の生活にも生きてくる経験

だと考えている。 

 

課題 

新聞を使うこと（作ること）が目的になってしまうことがあった。学習を進めたり、深めた

りする際に新聞を使う計画だったが、新聞を使うための授業や作るための授業になっ

てしまい、当初の学習目標とのズレを感じることがあった。また、新聞を読む児童と読ま

ない児童の個人差があることも課題としてあげられる。新聞を読まない児童にとって、

新聞のもっているメリットを感じることができない現状にあり、読む必要性を感じていない

ことが根底にある気がする。しかしながら、強制的に読ませても効果が弱いと考えるた

め、「新聞って面白いな」と感じてもらえる工夫を考えた。 

今年度から閲覧台が設置された事もあり、毎日の新聞を見やすい状態で置いてお

くことができた。一面だけでなく、児童が興味をもちそうな記事を閲覧できる状態にして

おくことで、以前よりも新聞を読む児

童が増えているように感じた。 

新聞に関わらず、活字離れが顕

著に見られる児童たちにとって、新

聞をいつでも読むことができる環境は

貴重な環境である。新聞を特別なも

のとしてとらえるのではなく、もっと気

軽に読めるような雰囲気を学校全体

で作っていきたい。 
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１．はじめに 

 本校は、上川北部に位置し、生徒数１９０名の学校である。部活動は、２年連続で陸上競技部が駅伝

全国大会に出場し、他の部活動も全道大会に出場するなど活発に活動している。 

本校は、実践指定校の独自枠をいただき、取り組みとしては４年目を迎える。少しずつ、「新聞を授業

内で活用する」という NIE の活動について理解を得て、学校全体で取り組もうとする雰囲気が出来上が

りつつある。この NIE の活動を通して、本校生徒の学力の向上と教職員の授業力向上につながればと思

い日々実践を行っている。 

 

２．本校の現状と課題 

士別地区の高校入試では定員割れが毎年のように続き、本校生徒の半数以上が進学する高校でも受験

者の全員合格という状態が繰り返されている。その結果、高校受験に対する意識の低下や自ら進んで学

ぼうとする姿勢、困難な課題に対して努力する忍耐力や粘り強さも低下していると感じている。 

これらの面を改善するためには、日々の授業の中で「確かな学力」を身につけることが最重要課題で

あると押さえ、学力向上のために、自ら学習した内容を振り返り、努力し、達成感を味わえるような学

習指導の工夫が必要であると考え、授業改善を進めていった。 

 

３．本校の研究への位置づけ 

本校では、現状を踏まえ、今年度の研究テーマは、『確かな学力を身につけ、自らの成長を実感し、夢

を拓く生徒の育成～目標をもって学び、生徒自身で振り返ることのできる学習スタイルの構築～』とし

て、以下の仮説を立て、実践を行った。 

①  見通しと振り返り活動の充実（授業や家庭学習、補充授業） 

  ・意欲につながる課題提示の工夫や発問  ・新聞を活用した導入や振り返り 

  ・授業での振り返り方の工夫       ・反復練習の充実 

・全学年での家庭学習の実施       ・補充学習での振り返り（定期テスト前・長期休み等） 

 ② 板書とノートの工夫 

  ・学習内容が明確になるような板書の工夫  ・自ら振り返ることができるようなノート指導 

 ③ 豊かな人間関係を構築する学級づくり 

  ・学習規律の徹底（全教職員で統一した取組）・毎時間点検評価をする（学習点検票の活用） 

  ・授業を通した集団づくり         ・生徒指導に関する研修実施 

 

今年度も３つの研究仮説の実践にあたり、NIE（教育に新聞を）活動を教育活動の様々な場面で取り入

れ、更に研究の充実を図っていった。各教科において必ず１度は授業に新聞を使うことを目標に取り組

みを行った。今年度の NIE の実践研究は、以下の通りである。 

 

 

２０１７年度 NIE 実践報告 

新聞を活用した教育実践 
士別市立士別中学校 西田 烈
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４．実践内容 

（１）社会科による新聞スクラップの充実 

 本校では，社会科の夏休み中の課題として，『道北小中学生新聞スクラップコンクール』に取り組

んでいる。自分の興味・関心のある記事をスクラップし，その選んだ理由や感想とともにノートに

整理している。この課題は任意としているが，日々の授業から，気になるニュースを発表する取組

を毎時間行っているおかげで，多くの生徒が取り組み，提出している。冬休みにも夏と同様に課題

として出しているので，夏に提出した生徒は冬にも提出している。この取組も３年目となり，社会

の出来事に関心をもたせるという意味でも，今後も継続していきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）環境面の充実 

 本年度も本校は、事務職員の専門人材の加配を受けることができた。毎年、図書スペースの展示や廊

下の掲示物が工夫され、更に環境が充実してきている。その結果、読書や新聞を読むことが好きな生徒

が増え、休み時間には図書コーナーに足を運ぶ生徒が年々増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校では本屋大賞発表後に図書コーナーで
その年の大賞作品と過去の大賞作品を紹介
しています。 

２０１６年本屋大賞「翻訳受賞作品」 
※夕刊 読売新聞 YA ブッククリップ 
（２０１６年２月２０日（土）） 

本校でも人気作家の記事を本と一緒に紹介。 
※朝日新聞 作家 LIVE 
（２０１６年４月２４日（日）） 

学校図書館資料として、新聞記事を整理。 
北海道新聞のニュースがわかる、朝日新聞の文化の
扉、化学の扉、フロントランナー 
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（３）授業実践と様々な場面での活用 

①体育科での実践 

○本時の学習 

目標：運動・スポーツが多様であることについて，情報を集め，分類や整理をしている。（思考・判断） 

運動・スポーツは多様なかかわり方があることについて，自己の生活とむすびつけ書き出してい

る。（知識・理解） 

○本時の展開 

過程 生徒の学習活動 教師の活動 

導入 ○前時の振り返り，本時の学習の確認《全
体》 
 
 
○運動やスポーツには、どのようなかか
わり方があるか連想させる。 

前時で使用した映像などを映す。 
 
 

展開 ○プリントに取り組み、スポーツに関わ
っている人物かどうか予想する。《全体》
《グループ》 
○人物について、映像や新聞をみて、確
認する。《全体》 
○資料を読む。《全体》 
 
○日常生活の中で、運動やスポーツにど
うやったらかかわることができるか考え
る。《個人》 
○グループで交流し、「する」「みる」
「支える」からそれぞれ１つ、生活の中
で誰でもできることを考える。《グルー
プ》 
○発表《全体》 

・映像や写真を写し、どういう人物か理解させる。 
 
 
映像や資料①、②をみせる。運動やスポーツへさまざま
なかかわり方があることを理解させる。 
・資料③を配り、ボランティアなどで「支える」ことは
だれでもできることを理解させる。 
・「する」「みる」「支える」の観点から考えさせる。
 
 
 
 
 
・理由や説明を詳しくさせる。 

まとめ ○本時のまとめ《全体》 
 
 
 
 
○次回の授業の確認《全体》 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 運動やスポーツへの多様なかかわり方を知り、生活の中でどんなことができるか考えよう

まとめ  
運動やスポーツには、「する」「みる」「支える」などのかかわり方があり、 
生活の中では、運動に取り組む、新聞やテレビで観戦、大会運営補助などができる。 
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○授業を行った感想 

保健体育科（体育分野）の授業での新聞記事の利用であった。スポーツに関わっている人クイズの答え

合わせで新聞を導入したが、記事の内容がオリンピックに関することでもあったので生徒も理解しやす

かったと思う。後半で利用した新聞（資料③）では、大会などの運営もスポーツの関わり方の１つだと

紹介されている。また、士別市でもハーフマラソンの運営ボランティアを毎年募っている。新聞の写真

をみたことで生徒から自発的に士別市のハーフマラソンについての発言があった。『日常生活の中でどの

ようにしてスポーツと関わるか』を話し合う場面ではグループの中から自然とボランティアを行うと言

った意見や、実際にボランティアを行った生徒が様子や感想を発言していた。このことから、新聞を利

用したことで知識を更に深めることができ、地域性も加わったことでより良い学びとなったと考える。 

 新聞では、スポーツを『支える』といった内容も載っているので、非常に利用しやすい教材であると

再認識することができた。また、保健体育科は、日常生活と密接に関わりのある教科である。地域で発

行されている新聞を利用することでより生徒の生活実態に合わせて学ばせることができるので今後も積

極的に活用していきたい。 

②国語科での実践（国語科担当教諭より） 

中学２年生国語科の「文章の構成」の学習として、＜ぶんぶん time＞に取り

組んだ。 

 ＜ぶんぶん time＞に採用されている過去の作品を書き方の見本として、特に

次の３つの点（段落分け・タイトル・書き出し）に注目して書くよう指導した。 

 同じ年頃の子どもたちの書いている文章を読むことにより生徒たちは、自分

の思っていることをどの様に表現すればよいのかわかりやすかったと感じて

いた。また、新聞に採用された生徒は、自信を深め、国語を含め様々な教科に

も意欲的に取り組むようになっていった。 

③特別支援学級での実践（特別支援学級教諭より） 

 特別支援学級の授業として「新聞の 4コマまんがから学ぼう」という学習を

行った。4コマまんがに描かれている季節を感じるものに注目し、付箋を貼りながら、自分の 4コマまん

がの参考にさせた。ワークシートの流れは、１．いろいろな行事を知ろう！２．季節の言葉を見つけよ

う！３．「4 コマまんが」を作ってみよう！とした。 

新聞の４コマまんがを利用することで生徒は調べ学習から創作活

動まで、意欲的に取り組むことができていた。初めて今回、新聞を活

用してみたが、新聞の記事は生徒の学習意欲を高めるためにとても有

効な教材だと感じた。今後も身近な話題から学習できるよう、積極的

に新聞を利用した授業を実践していきたい。 

５．まとめ 

 NIE の取組が４年目となり、授業で新聞を活用する教員が増え、身近に新聞があるという環境が当たり

前になってきた。これまでは、各教科の特性やそれぞれの指導方法等により、取り組むことに抵抗のあ

った教員も新聞を活用することによって、新たな発見や教材のよさを見つけ出すことにつながっていっ

た。 

 私たち教員の使命は、生徒の学力向上とそのための授業力の改善である。その中で NIE の活動をしっ

かりと位置づけ、単元計画や授業を展開していくことで更に NIE の取組が有効なものになっていくはず

である。今後もアンテナを高くし多くの情報をキャッチして生徒と教員が共に学んでいけるような取り

組みを行っていきたい。 
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２０１７年度 ＮＩＥ実践報告

学習目標を達成するための新聞活用

札幌市立中央中学校 教諭 古畑 理絵

１ 新聞を活用した課題

実践指定校として何年間か取り組んできた結果、新聞を活用した授業はおおよそ定着してきた。
、 。 、 、今年度は 家庭学習課題の題材としての活用にも重点を置いて学習を進めた まず 二学年では

「図・表」を生かした発表についての授業を終えた後に 「図」のある記事を題材にした課題を設、
定した。関心をもちやすいように、当時連日報道されており、かつ生徒の間でも話題になっていた
上野動物園のパンダについての記事を選んだ。
三学年では、入試に向けて自己省察を深める目的も兼ねて、コミュニケーション能力についての

社説を課題に選んだ。

2017/06/30↓北海道新聞

2017/09/26↑北海道新聞

図表と文章から情報を読み取る課題 文章を要約する課題
パンダの家系図も見ながら、文章と照らし テーマに関わる部分の要約と、この時期に学

合わせて考える問題と、発行の日付と文章の 習していた 論語 に関わる問題 文章中に 論「 」 。 「
内容からパンダは生後何か月を計算する問題 語」の一節が引用されている。。

２ 学校図書館とNIE

各社新聞は図書館に二つある「新聞ラック」に配架され、
立ったまま気軽に閲覧することができる。
本校では北海道新聞と読売新聞の二紙を定期購読してお

り、職員室と図書館とで並行利用している。
（午後から図書館に移している ）。
昼休みには、友人同士でスポーツ欄を見る生徒や、テ

スト対策で時事問題を調べに来る生徒など、目的は様々だ
が自由に閲覧していた。
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また、各社の「子ども新聞」や「中高生新聞」は、生徒が
興味をもちやすい、人気のある芸能人が表紙を飾ることもあ
るため、見開きで配架している。
手に取ったり、好きな座席に持っていき、一人でじっくり 読むなど気軽

に目を通している様子も見られる。

今年度、新聞を活用する授業を進める上で
新たに購入した図書が 「現代用語の基礎知識 」である。授業で用いる記、 2017
事には「アプリ 「 「 「法テラス」など、カタカナや略語、造語が頻」 」 」TPP AID
繁に出てくる。
生徒たちもよく耳にする上に自分で使う語句もあるが、意味を問われると説

明しにくいようだ。特に造語は、生徒が通常使用している辞典には複合語とし
て分割して調べても意味を把握できない。少人数学習で使用することを目的と
して１０冊購入し、活用した。

例 「法テラス」の意味を調べる場合

「法」 ｐ1090 「テラス」ｐ815
「 『新選国語辞典』 第八版法テラス」 ｐ173

『現代用語の基礎知識 』 編／金田一京助 他2017
著／内田樹・木村草太 他 出版／小学館
出版／自由国民社 ※既習事項の「複合語を調べる」技術では、

意味を把握できない。

（3年国語）３ 定期試験出題

単元：新聞の社説を比べよう 「国語３」光村図書

３学期末試験では他の単元の内容も多くあるため、長い記事を読解するような設問は適さない。
授業では、読解の力が低い生徒でも取り組めるように 「見出しを 社分書き出す」という活動を設、 5
定していたため、そこに重点を置き、試験という限られた時間であっても取り組める設問とした。

また、会話文形式の設問も毎回出題している。まず、生徒が日常的に親しんでいるユニット活動
の様子を想定できることと、近年、会話文の中から必要な情報を見出す出題が様々な学力テストで
出題されているため、入試対策の一環として取り入れている。
そして問４では、生徒が授業の振返りとしてワークシートに記入したものから抜粋及び改訂して

選択肢としている。授業の活動を通して身に付けた知識を生かして、複数の記事に目を通していく
ことは大切な学習であると考えているので、今後も継続していきたい。
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【 年度 ３年国語 学年末試験問題より】2017

（光村図書 ２年国語）４ 新聞記事を比べる

新聞に関わる教材として、１年生では「情報の集め方を知ろう」の中で、新聞の紙面構成につい
て学習している。２年生では 「新聞記事を比べる」として、同じ出来事を報道する新聞記事の比、
較が教科書に資料として掲載されている。

2014/02/16 2014/02/16毎日新聞 東京新聞

学習目標
・見出しから、二つの記事の視点の違いを捉えよう。
・それぞれの記事が最も伝えたいことはどんなことか、そのためにどんな事実を取り上げて
いるかを考えよう。

【生徒が気付いたこと】

・東京新聞は、震災や
復興にも注目して活
躍が書かれているが、
毎日新聞は、選手の
実績などが中心になっ
ている。

・毎日新聞では笑顔の
写真だが、東京新聞で
は笑顔はない。記事に
ある「金メダルなのに
笑顔がない」と関連し
ている。
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（光村図書 ３年国語）５ 「新聞の社説を比較して読もう」

５社（北海道新聞・読売新聞・日本経済新聞・朝日新聞・毎日新聞）の社説を各自で探し、要約
する活動を行った。同じ日付の新聞に目を通すことで、社によって着眼点が違うことなどに気付か
せることもねらいの一つである。

【生徒のワークシート】

【 授業内容 】

各クラス、ユニット（４人程度
の少人数学習グループ）に分かれ
同じ日に発行された５社の新聞に
目を通した。
まず、５社全てを各自が開くよ

うにするため、見出しを書き出す
という簡単な作業を取り入れた。
その後、興味のある内容の社説

を一つ選び、５Ｗ１Ｈにまとめる
活動を進めた。

～生徒の学習活動～
（１）５Ｗ１Ｈについて復習。
（２）５社の社説の見出しを書く。
（３ （２）で選んだ社説の中から、）

興味をもったものについて、
５Ｗ１Ｈにまとめていく。

（４）社説を読む活動を通して学ん
だことをまとめる。

成果と課題

記事を活用していくうちに自然と社会の現象に興味をもつことが分かった。
三年間を通して新聞を活用した学習に臨んでいる場合と、教科担任が変わって急に新聞

、 。 、が授業に登場する場合とでは 同じ時間で読み取れる記事の量が違う 生徒の力量に応じて
活用の度合と学習活動の難易度を調整する必要がある。

・それぞれの新聞社によって書いていることが
違う。

・世界では、一日のうちにたくさんのニュース
がある。

・同じ内容の記事でも新聞社の書き方によって
伝わり方が違う。

・社会の授業で習った 「社ごとの意見の違い」、
が分かった。

・同じ日付の社説でも、国内のこ
とや国外のことなどがあり、全
然違っていた。

・同じ新聞だけでなく、他の新聞
を読むとまた違った視点から理
解ができた。

・時間がないときでも、表紙（一
面）と社説を読むと、今起こっ
ていることがだいたい分かる。
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２０１７年度 ＮＩＥ実践報告 

社会に目を向け、コミュニケーション能力を育む新

聞活用の取り組み 
北海道札幌手稲高等学校 教諭 渡邊昭博（和歌山浩司、栃内寛人）

 
１ はじめに 

本校は創立４１年目を迎える、１学年８学級（計２４学級）、

全校生徒９５６名の全日制普通科単位制高校である。国公立大学

進学を希望する生徒が数多く入学し、また部活動加入率も高く、

生徒たちは「継続は力なり」の校訓のもと、「文武両道」の学校

生活を送っている。１年次で生徒全員によるインターンシップを

実施し、２年次では大学から講師を招いて連続４回の「学び探究

ゼミ」を実施するなど、キャリア教育の実践にも力を入れている。 
 
２ 実践のきっかけとねらい 

 本校は３年前からＮＩＥの実践指定校となり、はじめ「情報」担当の教諭が新聞を活用した授

業実践を行っていた。実践指定３年目にあたる昨年度から、情報科教諭からの誘いを受け、公民

科でもＮＩＥの指定を受けた実践を行っている。今回の実践報告では、公民科での取り組みを中

心に紹介させていただく。 
 新聞を活用するねらいは、（１）社会の出来事に関心を持ち、世の中のイメージを持たせること。

（２）新聞記事をきっかけに、言語活動を通して、資料活用の技能や思考力・判断力・表現力を

身につけさせることである。特に（１）は、これまで生徒を指導してきた中で、広く世の中につ

いて知っていることが、授業の理解にもつながっているという感覚を得たことが理由である。 
 
３ 実践の概要 

（１）「３分間スピーチ」 

 １年次の現代社会の授業（１年次全８クラス

で実施）において実施している。生徒が各自、

自分で新聞記事を選び、記事の内容を要約し、

自分の感想や意見をクラスメートのまで発表す

る。生徒にはあらかじめワークシートを配布し、

各項目に記入する形でまとめさせ、ワークシー

トのウラ面には選んだ新聞記事を切り抜いて貼

らせている。記事については、政治、経済、社

会問題の記事を選ぶように指導している。 
 １回の授業につき１～２名ずつ、授業の最初に前に出て発表する。発表が終わるごとに、授業
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者が簡単な解説やコメントを加える。記事の

内容について、生徒の理解が深まるようなコ

メントを意識している。 昨年度からの改善

点として、ワークシートの項目を変更した。

昨年度まであった「この記事を選んだ理由」

の欄をなくし、代わりに「記事の内容に関す

る疑問点」の欄を設け、記事について疑問を

もち、より深く考えさせるように工夫した。

また評価の観点を付け加え、生徒がより意欲

的に課題に取り組むよう促した。 
 
（２）「ＮＩＥコーナー」 

 １年次のフロアの水飲み場には、「ＮＩＥ

コーナー」と題して配達された新聞の閲覧ス

ペースを設けている。６月と７月については、

記事の比較ができるように２紙ずつ配達し

てもらい、掲示にも「○○新聞と□□新聞を

比較しよう」という言葉を入れて意識させた。

また、憲法記念日には昨年同様、各新聞の社説を

掲示し、比較できるようにした。 
 今年度に関しては、本校の新聞局も憲法記念日

の各新聞社の社説を取り上げ、分析をおこなった

こともあり、ＮＩＥコーナーと新聞局のコラボレ

ーションが実現した。 
 

（３）「プリント一週間の出来事」 

 全年次の公民科の授業において、「プリント一週間の出来事」を作成し、配布、解説している。

これは、先週一週間の出来事をふり返るとともに、ニュースのキーワードに注目させ、授業で学

習する内容に結びつけることを意図している。ニュースから「今日のことば」を１～２個取り上

げて解説するとともに、ウラ面には一つのテーマを取り上げてより詳しい解説を掲載している。 
 
（４）新聞記者による出前授業の実践 

 今年度初の試みとして、北海道新聞ＮＩＥ推進センター委員の山口恭司氏を招き、出前授業を

実施した。本校の情報科教諭が生徒からアンケートを取った結果、新聞を取っていない家庭が多

く、また毎日新聞を読む生徒が少ないという現状があきらかになり、出前授業を企画した。はじ

め、対象は情報科目を履修している２年次生徒を予定していたが、せっかくの機会なので１年次
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の現代社会の授業の一環としても位置づけ、

１・２年次生徒全員を対象とした。 
 情報科教諭が山口氏と事前に連絡調整し、

出前授業のテーマを大きく３点とした。１

点目は、インターネット配信ニュースと新

聞記事の差異と新聞の優位性について。２

点目は、新聞の特徴・特性について、３点

目は新聞を読まないことによる損失につい

てである。 
 テーマに沿ったワークシートを作成して

生徒に配布し、生徒にはあらかじめテーマ

を意識させて出前授業に臨むよう指導する

とともに、当日はメモを取りながら聞くよ

うに指示した。講師の山口氏がポイントを抑えたお

話をしてくださったおかげで、生徒は真剣に聞きな

がらメモを取っていた。 
 
４ その他の新聞の活用 

 各年次の取り組みとして、「世の中に目を向けよう」や「新聞を読もう」などと題して、社説や

コラムなどを印刷したプリントを作成して毎朝、配布している。各担任が学級日誌に要約欄を設

け、その日の日直が配布された社説やコラムを要約するなど、年次ごとに社会に目を向けさせる

活動や要約力の育成などに取り組んでいる。 
 
５ 成果と課題 

（１）授業評価アンケートから 現代社会の授業評価アンケートで「この授業の良い点、今後も

続けてほしい点」を聞いたところ、「３分間スピーチ」や、「先週の出来事のプリント」を挙げる

生徒がおり、生徒からは一定の評価を得ている。特に３分間スピーチは、クラスメートが選んだ

ニュースを知り、さまざまな意見を聞くことで、多様性を尊重する姿勢の育成や新たな視点の発

見にもつながっていると考える。 
（２）学力の育成 また、記事を要約し、その記事のなかから疑問をもち、自分なりの解答や意

見を人前で発表するという言語活動を通して、読解力や思考力・判断力・表現力の育成につなが

るとともに、自己肯定感や達成感を味わうことのできる機会ともなっていると考える。小さな経
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験の積み重ねであるが、情報を得て理解しまとめ、疑問点を発見し、解決に向けて自分の意見を

組み立てるという一連の活動が、「ものを考える」というプロセスの訓練となり、これがさらに総

合的な学習の時間におけるキャリア探究活動にも生かされている。 
（３）課題 

①時間の制限 限られた授業時間の中では、多くの時間を新聞の活用に割くことができず、活動

が深められないという課題がある。「３分間スピーチ」であれば、生徒から質問させたり、他の生

徒の意見を聞いたりする展開も考えられるが、これにばかり時間をかけることもできない。 
②新聞を読ませる工夫 「ＮＩＥコーナー」に閲覧用の新聞を置いているが、閲覧している生徒

は限られているのが現状である。今回の出前授業の感想で、「家では新聞を取っていないが、これ

からはなるべく新聞を読みたい」と書いている生徒もいた。そうした気持ちが実際の行動につな

がるよう、工夫していきたい。 
 
６ おわりに 

 本校におけるＮＩＥの実践には不十分な点があるが、改善・充実をはかるなかで、無理をせず、

持続可能で生徒にも有効な活用方法を探っていきたい。とくに次期学習指導要領で求められる「主

体的・対話的で深い学び」つながるような活動へと工夫していきたい。本校の取り組みが他校の

先生方の実践に少しでもお役に立てれば幸いである。 
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１．はじめに

高等学校における次期学習指導要領の改訂

は，2014年11月に中央教育審議会に諮問され，

2016年12月に答申された。それを受け2018年

１月現在，改訂作業が行われている。

そして，次期学習指導要領のキーワードは，

『資質・能力』『カリキュラム・マネジメン

ト』『主体的・対話的で深い学び（アクティ

ブ・ラーニング）』である。

２．新聞利用における学習指導の方向性

新聞は紙に印刷され，文字や写真，図表を

使い，世の中の出来事を多くの人に一斉に伝

えるという特徴がある。さらに特性として

①一覧性 ②記録性 ③詳報性 ④携帯性

⑤信頼性 ⑥ニュースの価値判断等がある。

(1)何ができるようになるか

①質の高い情報が得られる

②知見が広められる

③社会情勢がわかる

④洞察力が増す

⑤多くの人の生き方・考え方がわかる

などの成果が期待できる。

そして，新聞から得た『知識』等により，

人生や社会に生かそうとする学びの力・人間

性が育まれる。また，未知の状況にも対応で

きる思考力・判断力・表現力も養われる。

(2)何を学ぶか

私たちができる直接的体験には，限界があ

る。そこで，新聞を通し，間接的体験から知

識を増やし，更に知的好奇心が刺激され学習

意欲増進につなげられる。

例えば，企業の情報漏洩は，機密情報や個

人情報の漏洩問題では片づけられず，信用問

題にも発展する。「情報」の授業では，モラ

ルやセキュリティ等について調べる機会につ

ながる。さらに現代社会の授業では，信用失

墜がもたらす株価への影響や不買運動につな

がりかねないなどの影響も考える機会になる。

このように１つの新聞記事から教科横断的

に幅広く興味・関心を持たせ勉強し続ける姿

勢を身につけさせられる。

(3)どのように学ぶか

多くの知識を新聞から得ることで，興味・

関心が増し，他のメディアからも情報を収集

するようになる。また，これを機にいろいろ

なことを話題にするので，自分の意見と他者

の意見の違いに気がついたり，自問自答する

ようになる。

これらの教育効果を得るためには，「知識

の習得」「活用・探求」「まとめ」が欠かせ

ない。

(「新しい学習指導要領の考え方」－中央教育審議会にお

ける議論から改訂そして実施へ－ P29 文部科学省 抜粋)

2017年度 ＮＩＥ実践報告

次期学習指導要領に向けた新聞活用
北海道札幌手稲高等学校 教諭 桶 雄 一
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３．知識の習得

情報の漏洩・紛失が，社会問題になってい

る。近年で大きく取り上げられたのが，2014

年７月に発覚したベネッセホールディングス

の個人情報漏洩である。漏洩件数は，3,504万

人分であり，その内容としては①登録者氏名

・性別・生年月日 ②保護者名 ③郵便番号

④住所 ⑤電話番号 ⑥メールアドレス 等

である。それを受け，本校生徒の中にも「お

詫び」として500円の全国共通図書カードが送

られてきた生徒もいた。しかし，それがどれ

ほどの社会的影響を与えたかを実感している

者は少ないように感じる。

＜2017年４月26日

日本経済新聞＞

2017年は，ランサムウェア（身代金要求型

不正プログラム）の問題が大きく取り上げら

れ，個人情報漏洩問題が霞んでしまった感が

ある。その中で発覚したのが『チケットぴ

あ』による情報流出である。この新聞記事を

増し刷りして配布し，事件が与えた影響につ

いて生徒に考えさせた。そこで多かった意見

は，『企業に対する信用問題』『個人情報の

取り扱いに気をつける』『情報セキュリティ

への取り組み』『情報機器のアップデートの

必要性』等でった。身近な問題点は，指摘で

きるが，社会に与えた影響まで思いつかなか

ったようである。そこで，２枚目の資料を配

付した。企業が信用を失うことで，顧客離れ

が進み，延いては業績に悪影響を及ぼすこと

を説明した。

４．情報の活用・探求

情報の『価値』について学んだところで幾

つかの課題を出した。

(1) 新聞の切り抜き

課題の目的は，①新聞を読む習慣を身につ

けさせる ②課題意識を持って新聞を読ませ

る ③社会動向に興味・関心を持たせる

④自分の意見を持たせる等がある。

この課題は，５月と６月の２ヶ月間でおき

た『情報モラル・情報セキュリティ』に関わ

る任意の新聞記事を切り抜かせ，自分の意見

を800字にまとめて発表させるものである。こ

のとき用いる新聞は，原則，自宅で購読して

いるものを使う。しかし，未購読の家庭もあ

るので「朝日新聞」「産経新聞」「日本経済

新聞」「北海道新聞」「毎日新聞」「讀賣新

聞」をこの２ヶ月間で提供を受け，ＰＣ教室

に置いて自由に利用させた。

(2) 行動宣言

◆
授
業
で
使
用
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
◆
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「新聞の切り抜き」の課題を提出させたの

ち，生徒自身のスマホ利用の仕方を反省させ

た。そして，より賢い使い方をさせるために，

「ＳＮＳ（Social Networking Service）等で

は，曖昧な文字表現は使わない」「自転車を

運転しながらスマホの操作をしない」「家庭

学習中はスマホの電源を切ります」などの行

動宣言をさせた。さらに，生徒自らが宣言す

ることで期待できる意識の変化も考えさせた。

５．「まとめ」としての深い知識の習得

情報モラル・情報セキュリティの「まと

め」として夏休みの課題に独立行政法人情報

処理推進機構（ＩＰＡ）主催『情報モラル・

セキュリティコンクール』標語部門に取り組

ませた。ここでは，情報に関わる問題点を理

解し，情報の関わり方を反省した上で，情報

モラル・情報セキュリティについて自分の考

えを標語としてアウトプットさた。これによ

り深い知識の習得につなげられたと考える。

６．課外活動での取り組み

平成30年は，「北海道」と命名されてから

150年の節目の年にあたる。そこで「北海道の

歴史，文化や風土について理解と関心を深め，

道民であることを誇りに思う心を育む…」た

め，平成29年から７月18日を『北海道みんな

の日（道みんの日）』と制定された。それを

受け，本校では，北海道にゆかりのある作家，

北海道を舞台・ロケ地とした作品を紹介する

とともに，作家や作品について掲載された新

聞記事も紹介るすことにした。本校の図書局

では，『新聞から繋がる読書活動』をテーマ

に様々な読書推進活動を展開してきた。

例えば，本校の卒業生である朝倉かすみさ

んのプロフィールと代表作品『田村はまだ

か』を紹介した。さらに平成19年10月29日の

北海道新聞に掲載された記事も併せて紹介し，

多面的に興味を持ってもらう工夫をした。

７．出前講座

授業や課外活動を通して生徒は，新聞を手

にする機会が増えた。しかし，新聞を購読し

ている家庭，毎日新聞を読んでいる生徒が少

ないと感じたのでアンケートを実施した。２

年生(320名)のうち約31％の家庭が未購読であ

り，また購読していても全く新聞を読んでい

ない生徒も約28％いることがわかった。

そこで，北海道新聞ＮＩＥ推進センターに

相談したところ，出前講座をおこなっていた

だけることになった。また，本校１年生の現

代社会の授業でも新聞を教材として利用して

いることから，合同で出前講座をおこうこと

とした。実施する目的は，以下の通りである。

(1)新聞の読み方，情報の取捨選択の仕方を

学び，世の中の課題や様々な対立する意

見等に興味・関心を持たせる「主体的な

学び」に繋げる。

平
成

年

月

日

北
海
道
新
聞

19

10

29
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(2)新聞記事を手掛かりに多くの人と対話や

自問自答が身につく「対話的な学び」に

繋げる

(3)新聞を読み比べることで意見の差異に気

がつき，問題の更なる発見・解決策発案

など「深い学び」に繋げる

(4)情報科では，"社会と情報"科目の『５章

問題解決』の「情報分析のための工夫」

としての新聞活用の方法を学ぶ。

これらを踏まえて，出前講座では以下の内容

を話していただいた。

(1) ネットと新聞

①若者のネット利用状況

②ネットと新聞の特性

③ニュース配信の違い（紙面での比較）

(2) 新聞にみる情報のさばき方

①構成(１面の作り方，面ごとの性格付)

②他紙との読み比べ

(3) 新聞未読による「機会損失」

①社会人(企業人）として求められる能力

②高等教育に求められる能力(大学入試)

(4) 情報をさばく能力の必要性

①モラルジレンマ

②正答のない社会で求められる客観的な

視点

③記事を通して世の中の仕組みを知り多

様な考え方を知る

④適切な情報を集め読み説く力

である。

出前講座で学んだことを生徒に定着させる

ためレポートを課した。

北
海
道
新
聞
社

Ｎ
Ｉ
Ｅ
推
進
セ
ン
タ
ー
委
員

山

口

恭

司

氏

＜出前講座で使用したワークシート＞

８．まとめ

生徒にとって新聞は，「文字ばかりで読み

にくい」「内容が難しく敷居が高い」「ネッ

トニュースに比べ速報性で劣る」等の理由か

ら新聞を読まない者が多い。しかし，それは

読み慣れていないだけである。

新聞は，優れた教材である。その新聞を活

用することで，問題の発見・解決の方策を見

つけることができ，さらに情報を適切に活用

するための知識と技能を身につけさせること

ができると考える。

また，新聞から様々な事象を読むことで，

情報の収集・判断・創造につなげ，情報を活

用する能力が養われる。これらの複数の情報

を結びつけることで，思考力・判断力・表現

力等の育成にも役立つと考える。

そして，新聞を読むことで情報を多面的・

多画的に吟味しその価値を見極め，自らの情

報活用を振り返り，評価し改善するなどで学

びに向かう力・姿勢が身につくと考えられる。

このように新聞は，『情報社会』を生き抜

くために必要不可欠な情報アイテムであると

考える。
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2017 年度 NIE 実践報告 

教職課程における NIE 実践報告：学生の社会科模擬授業からの考察 

旭川大学准教授 齋藤眞宏 

 
１． はじめに 

大学生の活字離れが言われて久しい。本
学教職課程では社会科教員を目指す学生た
ちが子どもたちに対する意識とともに社会
に対する意識をより高いレベルで融合させ
ることを目標に 2016 年度より教科教育法
を中心に新聞記事を題材にした発表活動と
ともに授業づくりの中で活用することを奨
励してきた。 

昨年度の取り組みでは学生たちは①事実
関係的知識・価値関係的知識（岩田、2001）
を培うことができた、②授業構成力を高め
て主体的に探求する授業アイディアを培う
ことができた、という２点を挙げることが
できる（齋藤、菊地、2016）。 

本稿では昨年度の NIE 実践にも関わった
学生 A の学びの成果を報告する。2017 年度
では実際に中学生に関わりながら、新聞記
事を活用した社会科授業づくりを行うこと
を課題の一つとした。彼は過疎化に悩む B
町立 B 中学校 1 年生の「総合的な学習の時
間」に関わりながら中学校社会科（地理的
分野）の模擬授業づくりを行い、第８回模
擬授業交換会1（主催：教職課程実践研究会、
共催：藤女子大学）で公開した。しかし結
果として新聞記事を活用した授業づくりは
行わなかった。 
２． B 中学校の「観光プラン」づくり 

B 中学校の生徒は生まれ育った町に対し
て「何もない」など一面的で否定的な見方
をする傾向にある。マスメディアの情報の
影響を受けた「大都市中心」の見方をしが
ちである点は否めない。例えば大学との連
携講座において「B 町の良いところを探そ
                                                      
1 模擬授業交換会は複数大学の教職学生た
ちが互いに模擬授業を公開する会である。
大学での専門分野や取得免許の学校種・教
科を超えた学び合いを目的とする。2009 年
に始まった。2016 年度の第７回から教職課
程実践研究会が主催している。 

う」というワークショップが行われると「自
然豊か」「温泉が良い」など挙げられる。一
見、子どもたちが自発的に町の良さを発見
したように見える。しかし具体的な表現が
少ないことから講座を担当した筆者には誰
かが「良い」というものを挙げているよう
に見えてしまう。 

B 中学校 は「 どもたちは進学や就職
で町を出るとほとんど戻ってくることはな
い。しかし人生の節目で『戻ってみようか
な』と思える経験をさせたい」と言う。そ
のような課題意識もあり、2016 年度から 1
年生の「総合的な学習の時間」の枠内で「観
光プランづくり」が始まった。 

2017 年度は次の２点の目標を掲げて実
施された。①B 町の豊かな自然とのふれあ
い体験等を通じて、自然に対する感性や環
境を大切に思う心を育てる、②自然環境に
配慮しながら、地域の活性化に結びつけて
いくための取り組みを考えることを通して、
地域への愛着を育てる。（B 町立 B 中学校
「平成 29 年度第１学年総合 環境学習」よ
り抜粋）また旭川大学経済学部の齋藤ゼミ
ナールや教職の学生を中心に 5 名がプロジ
ェクトチームを結成した。学生 A もその１
人である。彼らは以下の活動に参加した。 

 
日時・場所 活動内容 

11 月 29 日（B 中学

校図書室） 
【取材技能講習】北海

道新聞記者を招き、講

話を聴いた上で、学生

たちがワークショップ

を実施＊NIE の一環と

して実施 
12 月 16 日放課後 
（B 町町内） 

【取材】中学生の代表

が、観光協会や地域起

こしに関わっている町

民に取材した。大学生

はアドバイザーとして

参加した。（学生 A は

欠席） 
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2 月 14 日（B 中学

校コンピューター

ルーム） 

【観光プランの作成】

中学生が班ごとに観光

プランの作成を行なっ

た。大学生はアドバイ

ザーとして参加した。 
2 月 23 日（B 中学

校図書室および１

A 教室） 

【リハーサル】 
観光プラン発表のリハ

ーサルを行なった。大

学生は各班に一人ずつ

アドバイザーとしてつ

いた。 
2 月 28 日（B 中学

校図書室） 
【発表会】中学生が保

護者を前に観光プラン

を発表した。大学生は

コメンテーターとして

参加した。 
 
３．学生 A と観光プランづくり 

学生 A は現在 3 年生である。入学時より
教員を目指して教職課程の講義はもちろん
ゼミナール活動やボランティア活動にも熱
心に取り組んできた。彼は岩手県宮古市での
災害公営住宅や仮設住宅における傾聴ボラ
ンティア活動を継続してきた。また昨年度の
模擬授業交換会でも 15 分授業をしている。 

A は小さな頃から新聞には親しんでいた。
実家は北海道新聞を購読しており、記事を
もとに地域の課題について家族と話し合う
ことも日常であった。また野球が好きな彼
はスポーツ記事には必ず目を通した。大学
入学以降は経済的負担感から新聞を購読し
なくなったために新聞は「何となくそこに
あるもの」から「読みにいくもの」に変わ
った。そのためスマホで気になるニュース
はチェックするが、新聞は「実家に帰れば
読むもの」となった。また学業やアルバイ
トの負担からテレビのニュースもあまり視
なくなったと言う。 

B 町に対して彼の生活背景は親和性を持
つ。出身地 C 町もまた過疎化に悩んでいる
からである。彼は大学進学のために旭川に
越してきてから C 町の良さを感じると言う。
そして「（教員を）定年退職したら戻りたい」
と言う。 

A は「授業実践演習」（２単位）を履修し
ている。今年度は第８回模擬授業交換会に
おける 50 分授業を行うことが単位認定条
件の一つであった。彼は B 中学校の観光プ
ランづくりに関わったこともあり中学校 1
年生社会科（地理的分野）第２編「日本の

さまざまな地域」第４章「身近な地域の調
査」で授業を作ることにした。なお当該単
元は以下のような目標を掲げている。 

身近な地域における諸事象を取り上げ、
観察や調査などの活動を行い、生徒が
生活している土地に対する理解と関心
を深めて地域の課題を見いだし、地域
社会の形成に参画しその発展に努力し
ようとする態度を養うとともに（以下
略、文部科学省、2008、p.66） 
 

彼は「『教科書を教える授業』をしたいとは
思っていない」（齋藤、菊地、2016、p.163）
と明言する。それゆえに、筆者は A の課題
意識と B 中学校の観光プランづくりは整合
性があり意味があると考えた。 
４．学生 A の学習指導案 

A は模擬授業交換会に向けて彼が関わっ
てきた B 町立 B 中学校 1 年生を対象に設定
して以下のような学習指導案を考案した。 
【本時の目標】 
B 町が持つ人口減少という課題について
考え，その課題に対する解決策について考
察することができる。【社会的な思考・判
断・表現】 
【本時の展開】 
 

段階 生徒の活動 教師の支援 

導入 

(5 分) 

 
 
 
提示された写真か

ら感じたことを話

し合う。 
→人が少ない、寂

しい、何もない 

B 駅前の写真を配

布 
発問「この写真を

見て感じたことを

周囲の人と話し合

ってください」 

展開 

（35 分）

 
 
 
社会減（＝転出）

が比較的に多いこ

とを把握する。 
 
 

B 町の「人口動態

推移」を提示 
発問 
「人口動態推移」

から気づいたこと

はありますか。 
 
 

人口減少という課題を解決する 
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転出による減少を

止めるための方法

を個人で考える。 
 
 
 
考えた内容をペア

で共有する。 
 
→町外から人を呼

び込む、移住して

もらう、引っ越し

てきてもらう、

SNS で広める 
→移住するために

はまず実際に来て

もらう必要がある

ことに気付く 
 
 
観光プランや移住

体験に気づく。 
 
 
 
 
 

 
 
 
B 町の観光資源に

ついて個人で考え

る。 

ワークシート配布 
発問 
転出による減少を
止めるためには，ど
のようなことが必
要でしょうか。 

 
指示 
隣の人と意見を共

有してください。 
 
共有した意見から

共通点を探してく

ださい。 
 
 
 
 
 
 
 

発問 
実際に来てもらう

ためには方法には

どんなものがある

だろう？ 
 
ニセコ町、高山市、

由布市の観光プラ

ンを紹介する。 
 
発問 
B 町の観光資源は

なんだろう？ 
 
 

 
 

B 町で行う観光プ

ランについてペア

で考える。 

指示 
隣の人と B 町の観

光プランについて

考えてください。

発展 
（10 分）

 
 
観光プランづくり

について話し合

う。 
 
 
 
 
 

指示 
グループで B 町の

観光プランについ

て考えてくださ

い。 
 
教師の意見を生徒

にフィードバック

する。 
 
次回の授業から，

話し合った内容を

基に，観光プラン

づくりに入ること

を知らせる。 
 
５. 学生 A のリフレクション 

第８回模擬授業交換会の翌日にリフレク
ションを行なった。参加者は学生 A、サポ
ート学生 D と教員 E と筆者である。学生 A
は「転出による減少を止めるためには，ど
のようなことが必要でしょうか」という発
問に対して、子育て支援や大学の設置、企
業の誘致など「（中学生役の大学生から）多
様な意見が出たこと」「（授業プランが予定
通りに進まなかったが）50 分でしっかり授
業を終えたこと」を感想としてあげた。そ
して「臨機応変にしていればもっと深い学
びにつながる」と結論づけた。 

しかしサポート学生 D から転出を抑える
という観点も大事で、B 町の観光プランづ
くりの本当の意味は子どもたちが町の良さ
に気づくことなのにそこへの焦点化が不十
分という指摘があった。教員 E もそもそも
「人口減少を解決する」と言うテーマでは
なく「B 町を元気にするためにはどうする
か」が主たる発問ではないかと指摘した。
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つまり教育的意図と本時の目標がずれてい
たのである。 

さらに学生 A の授業では課題の新聞記事
の使用がされていない。この指導案であれ
ば導入、そして他市町村の観光プランの紹
介、B 町の観光資源の紹介で少なくとも新
聞記事を使うことはできた筈であろう。 
６．なぜ新聞記事を使わなかったのか 

リフレクションを進めていくうちに、教
育的意図と本時の目標のズレと新聞を使用
しなかったことに共通の原因があることが
わかって来た。学生 A は生まれ育った C 町
に対して「生まれ育ったから知っている」、
だから「B 町の中学生も知っている」もの
だと考えていたと言う。しかしさらにディ
スカッションを続けると彼自身も C 町につ
いて「知っていることもあれば知らないこ
ともある」と述べた。そのようなあやふや
さは学生 A もまた生まれ育った町に対して
愛着はあるものの、「自分がどうしたいと言
うものがない」からであろう。だから B 町
に対して自分の言葉で具体的なことがなか
なか言えない中学生に「共感した」し、B
町、そして彼にとっては C 町について多角
的・多面的に理解する必要性を感じなかっ
た。結果として「何とかなると思った」か
らより具体的な授業方法を探求せず、課題
であった新聞記事の活用も怠ったといえる。
彼は「（授業作りに）情熱を持てなかった。
ブレる原因になった」と総括する。 

学生 A は新聞記事の活用に無関心だった
わけではない。読売新聞、毎日新聞、北海
道新聞、岐阜新聞、大分合同新聞をインタ
ーネットで検索して観光プランと地域おこ
しの記事を探した。しかし彼が求める記事
は見つからなかった。「（記事を）ひとつひ
とつ見ていく時間はない」ゆえに「自分が
やりたい授業に合致する新聞記事に出会え
ていない」と述べる。そして「この記事を
使ってこのような授業を作ったら」と新聞
社からの学校教師への提言もあっても良い
と話す。 
７．結論 

子どもたちの状況と社会科学の観点、学
習指導要領を踏まえて教師は「自立的な授
業」を開発するべきだ言う観点から、筆者
は学生 A の意見には懸念を覚える。しかし
学校教員の深刻な多忙さを考えれば学生 A
の提言も説得力を持つ。例えば学習指導要
領の内容を踏まえて記者の観点も入れつつ

新聞社と学校で各教科・単元において学習
指導案作りができないか。教員の職能発展
において他職種との連携は重要であること
を鑑みれば、この学生 A の指摘は意味を持
つ。教職学生の重要な指摘であろう。 
【参考文献】 
齋藤眞宏、菊地達夫（2016）「社会科系科目
教員養成における NIE 実践報告」北海道
NIE 推進協議会編『NIE 実践報告書』 
文部科学省（2008）「中学校学習指導要領解
説 社会編」 
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新聞活用実践例 

１． 朝読書の活用 

○ 各校で実施している朝読書（５～１５分）の時間で新聞を読むことを可とする。 

○ 部数は、限られているため、ルールを決めて読ませるか、他の本と同様に自由に読ませる。 

２． 朝の会でのニュース発表 

○ 個人やグループ輪番で行う。 

○ １回の発表時間を決める。（３分など） 

○ 新聞を購読していない家庭の児童への配慮。 

３． 教科での実践例 

 

 

 

５ 

 

 
国語 

 
新聞の編集の仕方や記事の書き方に目を向

けよう 

 
新聞を読もう 

  
○ 

  
○ 

 

国語 説明の仕方について考えよう 天気を予想する  ○ ○ ○  
国語 自分の考えを明確にしながら読もう 書き言葉と話し言葉  ○    
社会 くらしを支える情報 情報の中に生きる・情報を上手に使いこなす  ○ ○   
社会 環境を守る人々 生活環境を守る・国土を守る  ○    
算数 単位量あたりの大きさ 平均・割合  ○    
理科 流れる水のはたらき 川の水量が増えるとき  ○ ○   
理科 天気の変化 空の様子と天気・冬の天気  ○    
道徳 勤労・奉仕 「世界中のこどもとともに」（例）   ○   
道徳 規則の尊重 「かれてしまったヒマワリ」（例）   ○   
道徳 生命の尊重 「コースチャーぼうやを救え」（例）   ○   
総合 環境問題について 

 
地域の環境問題について考える  ○ ○  ○

 

 

 

６ 

 

 

 

 

国語 相手の意図を聴き取り、自分の主張を伝え

よう 
学級討論会をしよう  ○ ○ ○ ○

国語 短歌を作ろう たのしみは 「とんぼ」の俳句を比べる  ○    
国語 自分の考えを明確に伝えよう 「平和」について考える  ○ ○  ○

国語 作品の世界を深く味わおう 秋は、人恋し（俳句・短歌）  ○ ○   
国語 本は友達 冬は、春の隣  ○ ○   
社会 武士の世の中 全国統一への動き・幕府の政治と人々の成長  ○ ○ ○  
社会 戦争から平和へ 平和で豊かな生活をめざして  ○ ○  ○

社会 暮らしの中の政治 身近な暮らしと政治・憲法とわたしたちの暮らし  ○ ○  ○

理科 月と太陽 月の形と太陽  ○    
理科 生き物と環境 生き物と空気、食べ物、水・地球環境に生きる  ○   ○

道徳 公徳心・規則の尊重 「自由に使うからには」（例）  ○ ○  ○

道徳 家庭愛 「おばあちゃんのさがしもの」（例）  ○ ○  ○

道徳 生命の尊重 「命の重みはみな同じ」（例）  ○ ○   
総合 環境問題について考える   ○ ○ ○  
総合 自分の未来 職業とは、社会人と話して（例）  ○ ○  ○

国語～１年「かたかなのかたち」 

 ・新聞の中にある片仮名さがし 

 ・ノートやプリントへの視写 

生活・社会・総合など 

～学習のまとめとしての新聞制作 

・新聞の構成（レイアウト）を考える 

・見出しの意味を考える 

・割り付け、図や写真・イラストの活用 

・児童のコラム欄の設定 

社会～５年「くらしを支える情報」 

○中単元「情報の中に生きる」では、新聞社

を選択 

１． 新聞を使って、新聞の情報量の多さを実

感させる。 

２． 新聞ができるまでを調べる。（新聞社の

出前授業の活用） 

３．情報の価値について考えさせる。 

４．情報の活かし方について考えさせる。 

国語～３年「ほうこく書を書こう」 

１． 自分の気になる記事を見つける 

２． 記事をスクラップする 

３． 記事の横に要約した説明文や自

分の感想を書く 

４． 記事の中から小見出しとなる文

を考える。 

５． 記事の内容から情報を選び、自

分の言葉でまとめる 
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国語 書き留める・本と出会う・調べる 学校図書館や辞書，インターネットで調べたことを新聞形式にまとめる ○ ○
読書と情報 P73新聞紙面構成の特徴を知ろう ○ ○
いにしえの心にふれる 「今に生きる言葉」新聞記事から，故事成語を探し，どのように使われているか確かめる ○ ○
未来君の広場に投稿しよう 作文指導の一貫として未来君の広場に投稿する ○ ○

数学 正の数・負の数 新聞の中から負の数が使われている例を見つける ○ ○ ○
　 資料の活用 新聞を資料としてテーマについて度数分布表やヒストグラムを作成し傾向を読み取る ○ ○ ○

社会 外国調べ 世界地誌のまとめとして任意の国を選び，その国の特徴を新聞形式でまとめる ○ ○
地理　人々の生活と環境 世界の民族や宗教，慣習や文化，祭りなどについての記事を活用 ○

理科 活きている地球 東日本大震災について，その構造を知る ○ ○
技術 情報に関する技術 著作権や発信した情報に対する責任について新聞記事を資料として学習する ○ ○

情報に関する技術 情報セキュリティ，情報モラル・知的財産に関する記事を導入に使う ○ ○
家庭 食品の選択と保存 スーパーのチラシから旭川産の野菜の調査を行い，店舗で実際に確認する ○ ○
美術 環境を演出するアートたち 旭川のパブリックアートについて調べ，それを新聞形式にまとめる 　 ○ ○ 　
保健 異性の尊重と性情報への対処 記事を資料として，正しい知識と対処方法の理解に役立てる ○ ○

道徳 取り上げる題材、内容項目に合う記事を資料として使用する ○ ○
総合 炊事遠足のまとめ 活動内容をＡ４版の用紙に新聞形式でまとめる ○ ○

新聞スクラップに挑戦しよう 長期休業中の自主課題として新聞スクラップを作成する ○ ○ ○
朝のＮＩＥ 週１回朝読書の時間を利用して新聞記事の要約を行う ○ ○ ○

国語 説明の仕方を工夫しよう 社会生活の中から課題を決め，自分の考えをまとめる ○ ○ ○ ○
論理をとらえる 新聞記事の中から事実を探し，それに対する自分の意見を書く ○ ○
論理をとらえる（パネルディスカッション） 新聞投書欄などから意見を探し，それについてパネルディスカッションを展開する ○ ○ ○
未来君の広場に投稿しよう 作文指導の一貫として未来君の広場に投稿する ○ ○

社会 身近な地域の歴史 過去の新聞記事から旭川の歴史について調べる ○ ○ ○ ○
理科 大気の動きと天気の変化 新聞の天気図を利用し，１週間の変化を調べる ○ ○

動物のくらしや仲間と生き物の変遷 旭山動物園の記事，絶滅危惧種についての記事を挙げ，関心を高めていく ○ ○
技術 生物育成に関する技術とわたしたち 農林水産業に関する記事を導入に使う ○ ○
技術 わたしたちの生活とエネルギー変換 エネルギーに関する記事を導入に使う ○ ○
家庭 安全な住まい 旭川の防災対策を広報誌を活用して調べ，新聞形式にグループでまとまる ○ ○ ○
保健 応急手当 災害時に応急手当で助かった記事を取り上げ導入時に利用する ○ ○

自然災害の一次災害と二次災害 記事を資料として，事実を知り，記憶を風化させずに被災者に寄り添う心を育てる ○ ○

道徳 取り上げる題材、内容項目に合う記事を資料として使用する ○ ○
総合 職業体験学習のまとめ 活動内容をＡ４版の用紙に新聞形式でまとめる ○ ○

新聞スクラップに挑戦しよう 長期休業中の自主課題として新聞スクラップを作成する ○ ○ ○
朝のＮＩＥ 週１回朝読書の時間を利用して新聞記事の要約を行う ○ ○ ○

国語 記者会見方スピーチをする 新聞記事の書き方を参考に原稿を作成し，聞き手にわかりやすく伝える ○ ○
論旨をとらえる P162～165新聞の社説を，論旨の展開に着目して比較する ○ ○
未来君の広場に投稿しよう 作文指導の一貫として未来君の広場に投稿する ○ ○

社会 国民として国の政治を考えよう 新聞記事を資料に，政治にかかわる具体的な動きをイメージさせる ○ ○
安心して暮らせる社会 バリアフリーやユニバーサルデザインに関する記事を活用 ○
国際社会に生きるわたしたち 戦争や紛争，環境破壊，自然災害など国際社会が抱える課題に関する記事を活用 ○
国の予算と財政 予算案や消費税率の記事を資料に国のお金の使い方を考えさせる ○ ○

数学 標本調査 世論調査の記事を資料に標本調査と傾向のとらえ方を理解する ○ ○ ○
理科 科学技術の利用と環境保全 新聞記事を資料にすることにより，世の中の具体的な動きをイメージさせる ○ ○

地球と宇宙 国際宇宙ステーション，NASAの記事 ○
生命の連続性 iPS細胞について関心をもたせる ○ ○
運動とエネルギー 電気予想 ○ ○

英語 A New Language Service 身近なテーマを中心とした英字新聞をグループで作成する ○ ○
音楽 著作権について 新聞記事を資料に使い，著作権とその動向について学ぶ 　 　 　 ○
美術 アートイベントに出かけよう 長期休業中に美術展や野外彫刻を調べ新聞形式でレポートにまとめる ○ ○
技術 情報に関する技術とわたしたち 新聞記事を資料として情報技術の課題を進んで見つけ，解決策を考える ○ ○ ○
家庭 幼児とのふれあい 施設訪問で解決した課題や感想を新聞形式にグループでまとめる ○ ○ ○
保健 喫煙・飲酒・薬物乱用防止と健康 記事を資料として，よりよい健康生活について考察する ○ ○ ○

道徳 取り上げる題材、内容項目に合う記事を資料として使用する ○ ○
総合 修学旅行自主研修のまとめ 活動内容をＡ４版の用紙に新聞形式でまとめる ○ ○

新聞スクラップに挑戦しよう 長期休業中の自主課題として新聞スクラップを作成する ○ ○ ○
朝のＮＩＥ 週１回朝読書の時間を利用して新聞記事の要約を行う ○ ○ ○

2

3

旭川市中学校ＮＩＥ計画表（案）

単元・教材等 新聞を使った活動内容

1
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編集を終えて

　NIE実践報告書「第21集（2017年度版）」をお届けいたします。
　年度末のお忙しい中、執筆いただきました先生方に感謝とお礼を申し上げます。今
後の実践にも参考になる取組を多く集録することができました。
　2017年度は、大学を含め37校でNIE実践指定校の認定の元、様々な活動が展開されま
した。中には、実践指定を終えた後も継続的に取り組む学校もあり、大変心強いことです。
　本書の編集に当たっては、大きくは日本新聞協会認定校と北海道NIE推進協議会認
定校に分け、さらに校種ごとに「新規校」「継続校2年目」「継続校3年目」の順に配置
しました。実践年数に応じた新聞活用の多様性を見比べることができます。
　現行の学習指導要領では、児童生徒の思考力・判断力・表現力などをはぐくむ観点から「言
語活動の充実」が各教科の配慮事項として強調されてきましたが、次期学習指導要領の総
則に「新聞」が明示され、「新聞活用」や「新聞作り」、「新聞機能学習」というNIEの要素
が、言語活動の中枢を担う取り組みの一つとしてさらに重要視されたことが理解できます。
　本書には、NIEの要素を踏まえ言語活動の充実に資する様々な実践がまとめられていま
す。小・中・高・大学までの発達段階に応じて特性を生かした報告も多数あります。具体
的には、各学校の報告を是非ご覧いただきたいところですが、それだけでなく校種や教科
の連携、学年を超えた活動の中に位置づけられている例が多くなってきたように感じます。
　また、実践指定を切り込み口に、一貫校や、コミュニティスクールなどの流れの中
での取組が紹介されています。少子化の影響で学校間の連携がますます求められる傾
向にあると思われます。参考にしたい取組です。
　少数ですが特別支援学級における実践もありました。通常学級においても特別な支
援を必要とする児童・生徒への対応が多くなっています。ぜひ、この報告書を手に取
りながら、NIEの活用方法について議論を深めてほしいと思います。
　新聞を活用した学習活動を日常的に、あるいは教科・単元において実践するために、
NIEを教育課程に位置づけ、年間を通して新聞活用の可能性や有用性を示すことが課題と
なっています。北海道NIE研究会に所属する札幌と旭川の先生たちがまとめたNIE計画表
を掲載しました。この試案をさらに改善・発展させていくとともに、多くの先生たちが実
践検証を深めながらNIEの有用性について共通理解が図られることを願っております。

� 北海道NIE推進協議会　　　　　　　　　　　��
� NIEコーディネーター　開発　好博

2017年度　NIE実践報告書

2018年5月発行

北海道NIE推進協議会　編

事務局　北海道新聞社NIE推進センター
〒060-8711　札幌市中央区大通西3丁目6
TEL 011-210-5802　FAX 011-210-5826
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