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2018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22集」を刊行することになりました。
　今年度の実践校36校（協会指定32校、独自校4校）の先生方が、地域や学校の立地条件、
児童・生徒の実態等を考慮し、創意工夫したNIEの実践の成果がまとめられています。
　報告書にはNIEの実践について、目的に応じた新聞記事の収集・選択と教材化、学習プ
ロセスのゴールを明確にし、個を生かした学習活動の具体化、終末を中心とした「振り返
り」の重視、児童・生徒の資質・能力の向上を目指した、わかる・できる・楽しい指導方
法の工夫など、NIE活動によって育つ子供の姿や学力の様子等が具体的に報告されていま
す。
　社会の変化は加速度を増し複雑で困難な時代を迎え、そ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、子供一人ひとり
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。
　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、英語科の実践もあり、また道徳や教
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を目指した「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。「コミュニティ・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
よみ新聞」「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活動が多用な教育活動に応用・深化・拡充し、そのエネルギー源となっています。
　北海道14教育局にNIE実践校の土壌を広げ、新聞を教材とした学びの共有化を目指し、
地域の特色・特質を考慮した活動の広がりを目指しています。
　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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１．はじめに 

本校は、各学年１クラス、全校児童２００人の小学校である。今年度からＮＩＥ実践指

定校の認定を受け、校内研修の読解力向上と合わせて、全校で取り組んだ。 

 今年度は、全職員が初めての取り組みであるため、二つのことに重点を置いた。一つは、

新聞に触れる機会を増やすこと。もう一つは、新聞を書いて掲示し、校内で記事を読んで

楽しむこと。以下に、この二つの実践について紹介する。 

 

２．ＮＩＥコーナーの設置と新聞の学年割り当て 

 まずは、玄関ホールにＮＩＥコーナーを設置した。ベン

チや閲覧台、カラーボックスなどを用意して、児童が自由

に新聞を読んだり、触れたりできるようにした。記事の内

容については、①スポーツ系の記事 ②トップ記事 ③夕

張の記事 を主に選び掲示した。 

 また、月ごとに優先して新聞を活用できる学年を割り当

て、実践しやすいようにした。 

  

 

 

 

 結果として、登校してすぐに閲覧台に立ち寄って新聞の見

出しを見たり、２０分の長い休み時間を利用してベンチでゆ

ったり読んだりなど、児童が新聞に興味・関心を抱く姿が多

く見られた。 

 

 

また、３年生から６年生までが理科の学習のまとめやふり

返りとして新聞を書いた。学習意欲を喚起するとともに、基

礎的な知識や技能の習得として新聞作りは効果的だった。新

聞が廊下に掲示されることで、学年を越えて、学びの交流の

場となった。 

  

５月 ６年生（朝日・毎日） 

６月 ５年生（毎日・読売） 

２０１８年度 ＮＩＥ実践報告 

新聞にふれ、身近に新聞を感じよう 

～全校の取り組みを通して～ 
夕張市立ゆうばり小学校 教諭 竹田 吉子
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３．各学年の取り組み 

（１）低学年 

 １・２年生では、新聞に親しむところからスタートした。

新聞のページを次々めくり、カラー写真があるページ、数

字がたくさん載っているページ、テレビの番組がわかるペ

ージなどを確認した。また、班対抗で大きくちぎった新聞

をパズルにして元通りにするなどの学級レクなどでも活

用した。「新聞を見ると色々わかるし、色々遊べるね。」低

学年ながらに、そんな感想を抱いていた。 

 

 

また、ひらがなやカタカナの国語教材として活用した。時間

内にたくさん見つけて発表させ、学習のまとめとして大いに役

立った。 

1 年生は習った「う」を探し、ペンで印をつけるなどして学

習を深めた。 

2 年生は、探したカタカナの言葉をノートに写した。新聞を

持ち帰り、見つけたカタカナをノートに書くなど、家庭学習に

活用して楽しんでいた児童もいた。 

 

 

 

 

さらに、Ｂ５判１枚の新聞作りにチャレンジした。生活科「お

店たんけん」の学習で、班ごとにお店を訪ねて写真を撮り、見て、

聞いて、わかったことを 1 つの記事にまとめることができた。職

員室前の壁面に設けられた掲示コーナーに張り出した。みんなに

読んでもらうことが大きな喜びとなり、次の学習意欲につながっ

ていた。 

 

 

（２）中学年 

3 年生も、低学年と同様に、新聞に親しむ取り組みから行

った。体育館で新聞紙を持ってレクレーション。お腹に新聞

紙 1 ページを当てて、落ちないように走りながら鬼ごっこを

したり、一枚の新聞紙に何人乗ることができるかを、グルー

プ毎に競い合ったりして、家庭で新聞離れしている児童にも、

より身近な物であるということを体感させることができた。 
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また、学年の見学旅行では、「北海道新聞社」の工

場見学を行った。新聞がどれだけの情報を載せてい

るのか、どのようにして作られるのかなど、様々な

努力や工夫を知ることによって、児童の新聞への興

味・関心はますます深まっていった。実際に機械で

印刷されているところも見学できたし、できたての

新聞紙や自分達が掲載されている新聞もいただくこ

とができたので、児童はそれを見て嬉しそうにし、

新聞がますます身近な存在となっていったようだっ

た。 

 

 

こうして、新聞に興味を深めた児童と、さらに新

聞を用いて、レクレーションを行った。 

例えば、以下のようなことである。 

① ひらがなの「の」をたくさん探す 

② アルファベットの「Ａ」をたくさん探す 

③ カタカナの言葉をたくさん探す 

④ 出てくるスポーツ名をたくさん探す 

⑤ 外国人の名前をたくさん探す 

⑥ 日本人の名前をたくさん探す      など 

 

 

このように様々な条件を付けて新聞紙を見せることで、回を重ねる毎に、児童は「どん

なページにどんな言葉が出てくるのか」ということを理解していった。スポーツ名ならス

ポーツ欄、アルファベットや外国人名なら政治欄、日本人名ならテレビ欄やお悔やみ欄な

ど、それぞれの情報のあるところを見つけるのが速くなっていった。 

 

 

（２）高学年 

５年生では、国語の「新聞を読もう」の学習で学んだことを生かし、宿泊体験学習のま

とめとして新聞づくりを行った。 

 

 ①新聞の構成を知るとともに、「同じ事実を扱った記事 

でも、書き手が用いる言葉によって伝わる事実が異 

なる」ことを学んだ。新聞を書くうえでは重要な要 

素である。どんな内容を、誰に向けて発信するかを 

意識させたうえで、次のまとめの新聞作り活動につ 

なげることができた。 
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６年生では、新聞を読んだことがないという児童が多くいたので、新聞を読む機会を増

やすようにした。 

 

① 朝の会の「NIE コーナー」 

日直が朝刊の中から気になった記事をノートにはり、 

その理由や感想を書く。それを朝の会の「今日の NIE」 

で発表する。次の日の日直がそれに対してコメントを書 

いていき、「NIE スクラップノート」を作成した。 

② 学習の中での活用 

・国語の学習の中で、「動詞探し」や「尊敬語探し」など

を行った。 

・防災教育の中で、「胆振東部地震」に関する記事の中か

らグループで気になった記事を１つ選び、それを模造紙

に貼って、「回し読み新聞」を行った。 

  

４．成果と課題 

（１）成果 

・日常的に新聞に親しむ工夫することで、新聞に親しむ子どもが増えた。 

・新聞をつくる活動を様々な教科で行ったことで、学習への意欲づけにつながった。 

・学校全体で取り組んだことで、新聞を活用した授業づくりでたくさんのアイディアが

生まれた。 

（２）課題 

・低学年には、新聞の内容を読み取れるように子供新聞を割り当てていきたい。 

・掲示や展示を児童会活動や学級の係活動に取り入れ、児童が気に入った記事を選んで

紹介するなど、主体的な活動にしていきたい。 

・校内で新聞の書き方を学んだり、新聞を活用した授業実践を積み重ねたりしていきた

い。 

②５年生は今年度、宿泊体験学習の行き先を地元夕張で

行った。「夕張学」の考えのもと、地元の人や自然の力

を生かした宿泊体験学習となった。今年の５年生が初め

てだったため、他の学年に児童に「夕張はこんなに楽し

いんだ！」「夕張にはみんながまだ知らないことがたく

さんあるんだよ！」というメッセージを込めた新聞とな

った。どの児童も意欲的に取り組んでおり、他教科での

新聞づくりにも生かされていた。 
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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２０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、本年で２年目であり、教育課程にＮＩＥ活動を位置づけ実践を進めている。今年度

は、職員全員で「一人一取組」（ひとりひととりくみ）を推し進めている。 

 

２ 実践紹介 

 

本校の教育課程に、ＮＩＥ活動に関連する単元（題材）等を入れており、各学級担任がＮＩＥ活動

を意識し、主体的に取り組んでいる。また、「一人一取組」として、学校全体の取り組みとして教頭、

養護教諭も実践している。 

取り組んだ実践を校内研修などで交流し、実践内容を「見える化」することで、担任が変わっても

次年度以降も持続可能なものとしている。 

  

① 国語（低学年） 

   

  理想教育財団で発行している「わたしのみつけたことばのノート入門編」を活用し、国語の授業

で新聞記事から気になった言葉を見つけ、意味を調べ、語彙力を高める活動を行っている。言葉の

意味から連想する風景を絵で表現している。 

 

 

 

 

② 個人新聞作り（中学年） 

 

「総合的な学習の時間」のまとめとして個人新聞作りに取り組んでいる。読み取り解決する力

の育成に向けて、児童がペア又はグループで課題を分析し、問題解決を学んでいる。 

「エネルギーとリサイクル」に関する勉強では「道新こども新聞週刊まなぶん」等を参考に、

自ら課題を見つけ、新聞の作成を行った。作成した新聞は廊下に掲示し、全校児童が他者の学び、

考えを目につくようにしている。 

２０１８年度 ＮＩＥ実践報告 

  古舞小学校における新聞教育 

幕別町立古舞小学校 教諭 千葉曜子 
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古舞小学校教育課程総合〔４年生〕より   

月 単元（題材）名 配当時間 

４月 （省 略）  

９月 ４ 個人新聞を作ろう 

    計画作り（個人） 

    課題分析・把握（ペア、グループ） 

    問題解決（個人、ペア、グループ） 

    作 成（個人） 

５ 

（１） 

（１） 

（１） 

（２） 

 

  

 

ペーパー新聞から課題分析・把握          「週刊まなぶん」から問題解決    個人新聞作成 

                          （平成３０.９.２２号） 

③ 社会科（６年生） 

 

社会科の授業で、新聞記事を読み意見交流している。世界の国々のことについて書かれている記

事の中から興味のある国についてタブレット端末等を活用し、見出しや割り付けを工夫しながら個

人新聞にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

   タブレット端末を活用し情報収集       個人新聞作成            作品掲示 

 

古舞小学校教育課程「社会科」〔６年生〕より 

月 題材名 配当時間 

４月 （省 略）  

９月 世界の国々を知る 

 ・知ってる国について交流する 

 ・興味のある国について調べる 

 ・新聞を作成する（個人） 

 ・発表 

１０ 

（１） 

（５） 

（３） 

（１） 
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④ 校内 NIE 環境整備 

 

ア 新聞掲示板の活用 

 

 

 

 

 

 

 

    新聞を読んでいる児童         毎日写真ニュースの写真を説明している児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図書室新聞閲覧の様子 

 

イ 新聞記事紹介              新聞係による学級での取組 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

ウ「朝の打ち合わせ」の教頭による新聞紹介  エ 養護教諭による健康紹介 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０．９．２道新  

 

本校の高学年は登校後すぐに小学生新聞を読んで

いる。その日の日直が朝の会で気になる記事を紹介

している。記事の内容から疑問に感じたことをクラ

ス全体で考え交流する等の活動を行っている。 
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⑤ 校内研修 

 

  校内研修の研究活動の充実のために昨年度から全体計画に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、仮説検証を行う。その一つとしてＮＩＥ活動にも着目し有用性の有

無を検証する。 

 

 

 

 

 

 

２．発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          （古舞小学校研修全体計画の一部抜粋） 

 

 

⑥ 成果と課題 

 

  本校は、ＮＩＥ実践校として職員全員が「一人一取組」を行っている。新しいことを一から実践

するのではなく、今まで取り組んでいる実践を NIE 活動 と結びつけることで負担感をできるだけ

少なくすることができた。 

  今後は子どもたちが NIE 活動からどのような深まりを見せたのかを分析・交流し、次年度に活か

していきたい。 

平成３０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」 

授業活用 

○場の設定と判断力の向上 

（判断力） 

「ペア学習」 

「グループ学習」 

「集会での体験等の発表」   

 

「新聞コーナー」の設置、

新聞記事の学級紹介 等 

児童による情報分析や

課題解決学習 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 
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２０１８年度 ＮＩＥ実践報告 

実践テーマ 
「新聞７紙を読んで社会に興味・関心をもとう」 

函館市立臼尻中学校 平沼 和彦 
１．はじめに 

函館市には２１の公立中学校があり、その中で、南茅部地区（旧南茅部町）には２つの中学校があり

ます。本校（臼尻中学校）には、全校生徒３０名が在籍しています。生徒は、明るく素直で、学ぼうと

する意欲が旺盛です。また保護者の教育に対する意識もとても高いです。 
 
２．実践の概要 

ＮＩＥの実践については、今年度は「実践１年目」になります。新聞７紙（函館新聞を含む）が学校

に入る４カ月間は、玄関ホールに長机を置き、毎朝、生徒の登校前に新聞を替え、新聞７紙の「１面記

事」を観てもらう取り組みを続けています。 
社会科の授業では、新聞の一面記事をみせることや、身近な話題の記事・授業に関係のある記事を配

布し、授業への理解を深めようと実践してきました。 
以下の指導案は、中学３年生で行った「新聞記事を使った民事裁判の損害賠償に関する授業の指導案」

です。 
 

社会科学習指導案（３学年） 
 

実施日時：平成 30（2018）年 12 月 18 日 
学校名 ： 函館市立臼尻中学校 
学 級：3 年 A 組 男子 3 名・女子 6 名 
授業者 ：平沼 和彦 

 
１．題材名 新聞記事から『民事裁判の損害賠償訴訟について考える』 
 
２．ＮＩＥの観点から 

今年度は、ＮＩＥ実践の１年目になります。１年目のテーマ（ねらい）としては、新聞に親しみ「社会の

中で起きていることに関心をもつ」ことにしました。普段の授業では“どうしん電子版”（2014 年 6 月スタ

ート）を利用し、生徒に新聞記事のプリントを配布しています。身近な社会の出来事に興味・関心を高めて

もらう試みを実施しています。 
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３．本時案 
○題材名：新聞に掲載された『民事裁判の損害賠償訴訟について考える』 
○本時の目標 
・損害賠償の裁判について意欲的に進んで学ぼうとしている。（関心・意欲・態度） 
・事故の起こった状況を踏まえ損害賠償訴訟について考えることができる。（思考・判断・表現） 
 
○本時の展開 
 学習活動 教師のはたらきかけ 評価と手立て 

導

入 
・本時の学習内容を確認する 
・資料ビデオを観る 

・学習内容を説明する 
・資料ビデオを観る 

 

    
    
展

開 
・イメージ写真の提示 
・新聞記事を読む 
・ワークシートの配布 
・なぜ、事故が起きてしまったのかを考え、

記入する 

 
・新聞記事（一部抜粋）の配布 
・ワークシートの配布 
・事故が起きた理由を考えてい 
るか 

 
新聞記事を参考にしな

がら、ワークシートに

記入しているか 

 ↓ 記入の確認  
 ・個人発表１ 

 
・なぜ、民事裁判になったのかを考える 

↓ 
・個人発表２ 
 
・グループになり３つの立場（被害者・加害

者・裁判官）で話し合う 
 
 

・発表をきちんと聴いているか 
 
・裁判になった理由を考えてい 
るか 

 
 
・３つの立場になり考える 

・関心意欲態度 
大きな声で発表してい

るか 
 
発表を、聴いているか 
 
・関心意欲態度 
グループで話し合いを

しているか 

 ↓ 
・グループ発表 
考えたことを発表する 

 
・実物投影機を使って生徒が発

表する 

 
・意欲態度 
発表をきちんとしてい

るか。 

終

末 
・発表した考えが適切かどうか確かめる。 
 
 
 
 
・感想の記入と発表 

・確かめる 
 
 
 
 
・感想発表 

 
 
 
 
 
・感想を聴いているか 

 次時の連絡   

スポーツ中に起きた事故を例に民事裁判の損害賠償訴訟について考えよう 

基礎基本 

コミュニケーション能力 

基礎基本 

まとめ：民事裁判の損害賠償について考え、理解することができたか 

基礎基本 

49



 
 

４．資料など 
2018/10/29 北海道新聞【電子版】より 

バド負傷訴訟、ペア女性に全責任 東京高裁、プレー中の事故 
2018/10/29 17:47 北海道新聞電子版より 

バドミントンのプレー中に、ダブルスのペアのラケットが目に当たり大けがをしたとして、東京都の４０

代の女性が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁（八木一洋裁判長）がペアの女性に全ての責任

があると認め、約１３００万円の支払いを命じていたことが２９日、分かった。責任を一部のみ認めて約７

８０万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を変更した。判決は９月１２日付で、既に確定している。 
原告側代理人によると、スポーツの事故でチームメートに全責任があると認定した司法判断は珍しいという。 
判決によると、２０１４年１２月、バドミントン教室の仲間４人が都内の体育館でプレー中、ペアの女性が

シャトルを打ち返そうとラケットを振ったところ、前にいた原告の左目に当たった。原告は、目が見えづら

くなり生活に支障が出たとして提訴した。 
今年２月の一審東京地裁判決は、原告にも一定の過失があると判断。一方、八木裁判長は、ボクシングな

どと異なり「他の競技者の故意や過失による一定の危険を当然に引き受けているとは言えない」と指摘、原

告に過失はないと結論付けた。 
さらに「スポーツであることを理由に加害者の責任が否定されるのであれば、国民が安心してスポーツを

楽しむことができなくなる」とした一審の判断を支持した。 
原告側代理人の合田雄治郎弁護士は「スポーツ中の選手同士の事故では、被害者が泣き寝入りすることが

多かった。加害者に注意義務違反がある場合は相応の責任を取るべきで、被害者の救済につながる画期的な

判決だ」と話した。 （2018/10/29 北海道新聞電子版） 
資料：ワークシート  ◎掲示について 

〇ホールに新聞７紙を置き、いつでも新聞を読める環 
境づくりをしています。↓ 
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新聞を活用した授業の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．成果と課題 
○廊下に置いてある新聞を生徒達は、楽しそうに関心をもって読んでいました。本校は、小規模校です。

生徒数が年々減少の傾向にあるため、４年後には統合することが決まっています。今回のＮＩＥ授業

の内容では、新聞記事（電子版）をじっくり読んでいました。 
 
○新聞７紙が、学校に入っている間は、朝の登校時に１面記事のタイトルを見て、新聞社ごとの違いを

確かめていました。休み時間や昼休みに新聞を手に取って読んでいる生徒もいました。生徒に関わり

がある内容は、授業の最初に新聞をみせて関心をもってもらうよう説明してきました。新聞を通して

社会のできごとに興味・関心をもつ機会が増えたことは大きな成果です。 
生徒も、「北海道新聞以外の新聞を読むことができてとてもよかった」と話していました。また、「新

聞の種類が、こんなにも多くある（北海道新聞、函館新聞、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経

済新聞、産経新聞の７紙）とは、知りませんでした」という驚きの声と、ＮＩＥ実践指定校になると

無料で新聞を４カ月読むことができることへの喜びの声が出ていました。 
 
○学習（社会科）に新聞を用いることで、教科書や資料集などで学んだ知識と、社会で起こっている出

来事とを結び付けて学習することができたのは、成果だと思います。 
子どもたちの学習意欲の向上や社会に興味・関心を高めることにつながる新聞記事を、もっと授業に

取り入れていこうと思っています。次年度は、新聞をじっくり読む時間をつくり興味をさらに高めて

いきたいと考えています。 
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１．はじめに 

北野中学校特別支援学級（校内名称５組）には、１年生５名・２年生５名・３年生３名

の計１３名（知的障がい学級５名、自閉症・情緒障がい学級８名）が在籍している。 
今年度から NIE 実践校の指定を受けたが、取り組み開始当初は生徒の発達段階や理解力

のばらつきや、様々な家庭環境によって新聞に対する興味・関心の差があり、良い学習が

できるのか不安が大きかった。実際、ルビがついた文章でもしっかり読み内容を正しく理

解できる生徒は少なく、また、これまで新聞を手にとって読んだ経験がない生徒も多かっ

た。このような中で、新聞に慣れ親しむということに重点を置き、新聞を読むというより

は触れてみること、見てみることを中心とした授業から始め、少しずつ新聞の内容を読み

取ることに発展するような実践を行った。 
 
２．取り組みについて 
① 朝の会で新聞紹介 
新聞配達が開始されてから、朝の会で新聞記事の紹介を行った。生徒が読んで報告する

のではなく、一面の記事を中心に教師が読み、わかりやすい言葉にして紹介した。また、

新聞を教卓に置いていつでも自由に見られるような環境も整えた。初めは新聞に対する興

味・関心の薄さが感じられたが、毎日繰り返し行うことで、「新聞記事の紹介を聞く」こと

「新聞をいつでも手に取れる」ことが日常化され、徐々に新聞を自ら手に取る生徒が増え

てきたと感じられた。 
 
② プリント学習 

読売新聞東京本社教育ネットワーク事務局が制作・発行している『よみうり新聞たんけ

ん隊』を使い、プリント学習を行った。 
使用したページは、以下の通り。 
１回目 P47 「活字を楽しもう」 
２回目 P29 「ステキな笑顔を探そう」 
３回目 P27 「写真の喜怒哀楽を見つけよう」 
４回目 P1 「新聞をめくろう」 
５回目 P5 「天気欄を読もう」 

 

２０１８年度 NIE 実践報告 

特別支援学級における新聞学習 
札幌市立北野中学校 教諭 髙橋 双葉 
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↑プリント学習「活字を楽しもう」、「ステキな笑顔を探そう」、「写真の喜怒哀楽を見つけよ

う」 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑プリント学習に取り組む様子。北海道新聞朝刊を使用。 
知的障がいの程度が比較的重いとされる生徒たちには、「活字を楽しもう」の中で、自分

の名前（ひらがな）の文字を新聞の中から見つけるという学習に意欲を持って取り組む姿

が見られた。実際この冊子の中では「あなたが挑戦してみたいこと」を文字を切り貼りし

て表現するという指示だったが、これは、まず挑戦してみたいことを考え、それを文章に

し、さらに新聞の中の文字を探すという何重もの段階を踏まなくてはならず、生徒の実態

に即さないと考え、単純に自分の名前を探すということに変更した。このように、生徒の

実態に応じて課題内容を変えたり、ハードルを下げたりしながらスモールステップを心が

けて学習を進めたのも今回の実践の特徴である。 
また、知的障がいの程度が比較的軽いとされる生徒たちには、「新聞をめくろう」の中で、

新聞をめくりながらページ数や分野の名称を書く学習が好評だった。「少し難しいことをし

てみたい」という欲求をもつ生徒にとって、「経済」や「政治」の中身はわからないものの、

そのような文字を書いたり、記事を眺めたりすることがモチベーションの向上ややりがい

につながったのではないかと推測する。 
 
③スクラップ 

上記①と②で、新聞に慣れてきた頃からスクラップを始めた。ただ、文章を集中して読

み正しく理解してそれをまとめるという作業を行うには難易度が高いため、写真や見出し
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に注目して興味のある記事を選び、それを読む人にわかりやすく切り貼りしてまとめ直す

ことからはじめ、徐々に記事の内容を読み自分の字でまとめて書き加える作業を加えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

←スクラップ１回目：記事をマーカーで囲み切り 
貼りする作業のみ 

↑スクラップ２回目：記事の内容をまとめ直し、自 
分の字で書き込んだ 

１人で作業を進めることが難しい生徒には、教師が一緒になって記事を選んだり、配置

を考えたりすることで、新聞に対する苦手意識をもたせないように努めた。 
 
④まわしよみ新聞 

今回の学習のまとめとして、まわしよみ新聞の作成を行った。自分が気になった記事を

見つけて切り、それを持ち寄ってグループの中で共有する。そしてグループの中で新聞の

タイトルを決め、トップ記事を選ぶ。見やすく配置を考えたり、なぜこの記事を選んだの

か発表し合ったり、グループワークが活発にできた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↑４人～５人のグループ(能力別ではない)に分かれて作成した。右下は完成したもの。 
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新聞完成後は、それぞれが記事を選んだ理由とトップ記事に選んだ理由などをまとめ、発

表会を行った。様々な特性のある生徒が多い中、グループで話し合いながら、それぞれが

意欲的に取り組み、非常によくできたまわしよみ新聞の取り組みになったと思われる。そ

れは、スモールステップで新聞に少しずつ慣れさせ、生徒一人一人の中に新聞が自然と浸

透し、学級全体も新聞を使った学習に前向きな雰囲気になっていたからこその結果だと感

じた。 
 
 
 
 
 
 
↑発表の様子。一人一人が自信をもって、堂々と発表できた。 
 
３．おわりに 
～生徒の感想から～ 
・最初はあまり新聞に興味がなかったけど、勉強しているうちに色々なことが知れて、と

っても楽しくなってきました。新聞は今まで見たことがなかったけど、毎日見たいです。 
・はじめてたくさん新聞を見ました。写真や絵もたくさんあって楽しかったです。 
・あまり新聞を読んだことがなかったけど、楽しかったです。またやりたいです。 
・だんだん新聞のことがわかってきました。 
・新聞を見て、色々なものを見つけて楽しかったです。 
 
実践開始当初は、正直なところ、生徒の実態を考えると、新聞を教材としてどのように使

い、何を学ばせたらよいものか頭を悩ませていた。だが、重点を「新聞に慣れ親しむ」こ

とに置き、新聞をめくる楽しさを感じさせることから始めることによって、少しずつ生徒

に新聞に興味をもたせることができた。そして、学級に新聞が毎朝届けられ、それをみん

なでめくることがごく日常の風景になってきた。新聞が身近なものになり、新聞をめくる

ことが楽しくなってきた生徒たちにとって、当初は難易度が高いであろうと断念を考えて

いたスクラップやまわしよみ新聞の取り組みも、「楽しい」と感じる取り組みになっていた。

実際、文章を読み内容を正しく理解できているのかと言うと、そうではない生徒が大半で

はあるが、この期間、毎日新聞に触れたりめくったりできたこと、見出しや写真を見て自

分の関心のある記事を見つけ、それを仲間とともに共有できたことは、彼らの世界を広げ

るきっかけになったのではないかと感じている。そして、何より、上記にある感想のよう

に、新聞に興味をもち、楽しい学習ができたこと、もっと新聞を使った学習をしたいとい

う意欲につなげられたことが今回の実践の大きな結果だと感じている。 
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２０１８年度 ＮＩＥ実践報告 

 

新聞記事を積極的に活用した教育実践 
 

美瑛町立美馬牛中学校 教諭 難 波 広 寿 

 
 

１ はじめに 

 

本校は小規模校（全校生徒２２名）ですが、自然環境に恵まれた中で、生徒たちは、心豊かに成

長しています。今年度、初めて実践指定校として「新聞記事を積極的に活用した教育実践」に職場

の理解を得、学校全体で取り組んできました。ＮＩＥの教育活動が、本校の生徒のさらなる成長に

役立てればと考え、日々実践に取り組んでいます。

 

２ 実践内容 

（１）「第８回道北小中学生 新聞スクラップコンクール」

に応募（社会科）

本校では、昨年から「道北小中学生新聞スクラップ 
コンクール」に取り組んでいます。今年度も、社会科 
の夏休みの課題として提示しました。実践指定校とい 
うことで、新聞６紙を学校で購読しているので、生徒 
は１学期のうちから思い思いのテーマを設定し、新聞 
記事を切り抜いて保存しておくことができました。 
 
今年は、夏休みの学習会の時間にも、スクラップづ 

くりを行ったことで、すべての教師に活動の様子が見 
える状態で取り組むことができました。学習会に担当 
教師が向かうたびに、作成中の生徒に声をかけてくだ 
さるので、生徒にとってとてもよい励みになったと思 
います。 
 
結果として、全生徒２２名の作品の中で、４名の生 

徒が入賞しました。入賞した生徒は、地元の新聞に掲 
載されたことで、保護者や地域にも広く周知され、生 
徒にとって大変喜ばしいものになりました。 

 
 
 
 
 
 
 

成果は地元の「美瑛新聞」２０１８年１１月３日号に 
大きく掲載された。（右） 
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（２）新聞閲覧スペースの設置

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レイアウト等を工夫して作られた入賞生徒の作品。→ 
（右写真） 

← 夏休みの学習会の時間を利用して記事を収集。 
（左写真） 

今年度も、全校生徒が毎日必ず通る、階段を上が

ってすぐの場所に「新聞閲覧スペース」を設置。  
実践指定校としていただいた６紙の新聞を並べ、

生徒がいつでも自由に新聞を読めるようにした。

（右写真） 
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（３）朝の１分間スピーチの

取組

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

閲覧台には、毎日、最新号を掲示。 
生徒のみならず、先生方も、自宅で購読していな

い種類の新聞に興味津々。 
昼休みには、新聞を囲んで生徒たちが集まってい

ることも。（右写真） 
 

生徒にもわかりやすくニュースを解説した、道新

の「週間まなぶん」が大人気。 
バックナンバーも取りそろえ、社会科では授業の

導入にも活用した。（左写真） 
 

日直の生徒は、朝、「新聞閲覧スペース」の新聞

を読み、気になるニュースを選んで、その内容や感

想を朝の会の「１分間スピーチ」として、他の生徒

たちに伝える。（右写真） 
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３ まとめ  

 
新聞は教材の宝庫です。どの授業でも、どん 

な時間でも、担任でも教科担任でも、時間・場 
所・人を問わず、教育活動に活用できる優れた 
教材です。新聞を扱った授業には、「読む、考え 
る、書く、発表する」という学習活動が必ず含 
まれます。まさしく、「主体的・対話的で深い学 
び」そのものと言えます。 
ＮＩＥは、生徒の社会への興味・関心も高め 

ます。美馬牛中学校では、２年間、新聞スクラ 
ップ作りに取り組んでいます。昨年度の作品と 
今年度の作品を比較してみると、学年を追うご 
とにテーマの決め方に社会的な視野が広がり、 
生徒の成長を感じることができました。 
新聞の取組は、保護者にとってもわかりやす 

いものです。保護者から「親子の会話にニュー 
スが登場するようになりました」という嬉しい 
話を聞くこともありました。 
私たちは、常に生徒の学力向上、自身の授業 

力改善を目指しています。その中に、ＮＩＥ活 
動をしっかりと位置付けるとともに、ＮＩＥ活 
動自体に少しでも役に立てれば嬉しく思います。 

 
 
 
 
 
 

 

ある程度「１分間スピーチ」で紹介した記事がた

まると、教室の後ろのスペースにまとめて掲示し、

振り返ることができるように、工夫している。 
（左写真） 
 

本校では、地元の新聞に載った本校生徒の活躍の

記事を、廊下に掲示しています。 
来校者の方々にも、とても好評です。 

（右上写真） 
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２０１８年度 NIE実践報告

新聞に親しむ環境作り

旭川市立嵐山（小）中学校 小笠原 豊

１ はじめに
本校は、旭川市の郊外に位置し、児童生徒数16名の小規模・小中併置校である。

今年度、NIEを進めるにあたり、各家庭で新聞を定期購読しているかを調べると未購読が多

く、新聞もほとんど読んだことがないことがわかった。

そこで、NIE実践指定校の機会を得られたことを受け、児童生徒が新聞に親しむにはどうし

たら良いのか、特に「環境作り」をテーマに取り組むことにした。

２ 今年度の実践

（１）共有スペースに新聞コーナーを設置することから。

学校の１日の中で、1番、人が多く集まる玄関ホールに新聞

コーナーを設け、閲覧できるようにした。

→購読計画では、小中学生向け新聞を３社盛り込んだ。

イラストや図が多く、視覚的な情報が得られる資料が多い。

インパクトもある。図書資料とは異なり、新しい情報を気軽に

読めるので好評。小中むけの中には、応募できるものもあって、

小学生に紹介。

平成３０年８月２７日付け 平成３０年９月２３日付け 平成３１年１月１７日付け

毎日小学生新聞より 朝日中高生新聞より 読売KODOMO新聞より
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→ルールの確認。

教員に許可を得れば持ち出しや切り出しを可能とした。

→読売新聞社から提供

いただいた新聞ラック。

（２）NIEを進めていく中で…。

→６学級の内、スクラップ新聞に取り組んだ学級が２つ。

担任と児童・生徒がコーナーで新聞を探している姿も見ら

れるようになってきた。

→小学校棟にもNIEコーナーがつくられ、NIEが広がってき

ている。

→中学生は朝の短学活で行っ

ているスピーチのため、新聞

を読んでいた。

→登校後よりも昼休みや下校

前に読んでいる姿が見られる。

→図書支援員と新聞コーナーのコラボ

本校は毎週水曜日に図書館司書の先生が来校。

掲示している記事に合わせて、司書の先生が図書資料を展示。
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→新聞を置くだけでなく

衝立にも掲示。小中併置

校のため、担当が小学生

向け、中学生向けに記事

を選ぶ。

→予備の時間割用教科カードを使

い、教科毎に記事を掲載。新聞記

事に大きな小見出しをつけること

で、興味を引くようにした。

→日本経済新聞や産経新聞は社会科の時事ネタの宝

庫。教科書と関連ある記事のページを同時に掲示。

公民の教科書と新聞記事をタイアップ

学んだことがニュースに。

→男子は戦国武将特集の反応がよい。

毎日小学生新聞

・日本武将名鑑

・楠木誠一郎の日本史人物インタビューマイ＆ショウ

より

→５月１日の改元に合わせた記事な

ど、新聞会社の特集も、歴史の学習

の一助になった。

平成３１年１月１日付け

北海道新聞より「元号一覧」

中1国語の学習とも。
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→シール表を作成し、新聞に触れた日は、貼ってもらう。

どの子がどのくらい興味を持っているのかがわかる。

（３）職員室のNIE～働き方改革・北海道アクションプランの推進～

本校の小林教頭によるNIEの実践

・昨今の働き方改革は、教職員の勤務時間の削減を謳っている。管理職として、定時退勤日を

設けたり、教職員の負担の平均化など策を練るが、本活動に長年携わってきた者として、「職

員室のNIE」と題し、紙面上の教育情報を打合せ時の資料として配付啓発し、情報を共有し、

研修や教材開発の軽減に繋げていった。

【平成30年３月24日道新より】

（１）北海道新聞紙面から

４月６日道新

時代が教育に注目しています。

風が吹いている今がチャンス。

誠意をもって、計画的な取組を。

（２）北海道通信紙面から

３ おわりに
実践校認定を受け、新聞が子どもたちの生活の一部になりつつある

ことをうれしく思う。さまざまな新聞を活用することで、少人数の弱

点を補填する世界観の広がりや社会性の育成に有用なものとなった。

また、小林教頭先生が職員室のNIEを取り組んでくださったおかげ

で、職員にもNIEの良さが広まってきた。本校では教職員の共通理解

のもと、組織的に取り組めたことが何よりもの宝となった。

下

段

注

目

！
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2018年度 NIE実践報告

新聞に親しむ環境づくり
札幌市立あいの里東中学校 教諭 佐藤 航

１．はじめに

本校は開校24年、学級数21（特別支援２含）生徒数650超の学校である。校区内に北海

道教育大学札幌校があり、少しずつ人口も増え今後学級数も増える見込みがある。

その中で、今年度NIE実践指定校として取り組んだのはまず「新聞に親しむ」ことである。

新聞活用を求めて様々な実践を行うことができるが、1年目はまず生徒が新聞に親しむ環境を

作ることから始めようと考えた。教科のみならず、校内掲示板や図書館も新聞を目にする・手

に取ることができるようにしてみた。

２．新聞の提示

①札幌市内の小中学校には寄贈された新聞台がある。2紙が置けるので、2階3年生のホー

ルに設置した。休み時間に新聞をめくる生徒が1年を通すと増えてきたと感じられる。

②生徒が多く通る廊下の掲示板に新聞記事を定期的に掲示していった。

新聞台にはもとも

と足元ににもないの

で、新聞を積んでい

けるようベニヤ板を

取りつけた。

あいの里の地名は

「藍の里」からきて

いるという記事（左

上）

受験に向けてのアド

バイス（左下）

サラリーマン川柳で

流行語をチェックで

きるようにした（右

上）

センター試験の国語

の問題に中学生まで

に習った漢字が出て

いることを知らせる

（右下）
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５．まとめと今後の課題

今年度は実践指定１年目ということもあり、まずは新聞に親しむ環境づくりを考え、取り組

んできた。図書館司書の協力もあり、おおむね計画していたことを実践することができた。欲

を言えば新聞閲覧台が各フロアにあれば、もっと多くの生徒が新聞を手にすることができるよ

うに思う。

２年目は「新聞に親しむ」からレベルアップして「新聞を使って考える」ことに取り組んで

みたい。新聞には学習内容を関連する記事が多く掲載される。教科書とは違った新しい内容も

学ぶことができる。この素晴らしい教材を見て終わり、読んで終わりではなく生徒の新たな思

考につなげて行く必要がある。そのためには、教師の実践力も問われることになるのでNIEに

関する情報を入手して取り組んでいきたい。

天皇の歴史につい

てさまざまな資料か

ら調べまとめたもの

（左）や紫式部の代

表作源氏物語だけで

はなく、式部の人物

にもスポットをあて

て調べたもの（右）

など、予想以上に素

晴らしい作品が多く

見られた。
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１，はじめに

本校（東川町立東川中学校）は，１９４７年５月１日に開校した，東川町内ただ一校の中

学校です。東川町には，小学校４校，中学校１校，高等学校１校があり，それぞれの教育実

践の中で，校種を越えた交流・連携をはかり，子どもたちの成長について長期的な視点で考

える取組を行っています。

また，文部科学省の指定を受け，新教科「Ｇｌｏｂｅ」の研究実践についても進めてお

り，東川町としての特徴的な取組が多いことがあげられます。

ＮＩＥの実践指定校を受けての取組については，今年度が１年目であり，学校図書館運

営の中での活用や国語科の教科学習の中での活用を進める中で反省し，来年度の展望につ

いても考えていく１年となりました。

２，学校図書館運営におけるＮＩＥの活用

①日常の取組から

東川中学校学校図書館では，生徒や教職員がいつでも新聞

を手に取ることができるよう，図書室の一角に新聞コーナー

が設けられており，ＮＩＥ実践指定校の期間以外であって

も，毎日新聞と朝日中高生新聞を手に取って読むことができ

るようにしています。

また，日数の経過した新聞については，閉架図書とともに

別室に置かれ，学習での活用場面に向けて，スクラップされ

たり，そのままの形で置かれたりと授業者の意図に応じた展

開ができるよう，種類別に保管されています。

←図書館掲示

に新聞が使わ

れることもあ

ります。

２０１８年度 ＮＩＥ 実践報告

実践テーマ 学校図書館運営における

ＮＩＥの活用について

東川町立東川中学校 教諭 菊池 杏子 学校図書館司書 大友 由美

←授業内容に応じて，図書館資料（本・新

聞）を教室まで持っていって使うこともあ

ります。
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また，学習と新聞，学校図書館の取組をつ

なげるための活動についても積極的に進め

ており，図書館入り口近くには

○朝日中高生新聞を使った１週間分の

ニュース振り返り

○注目記事の載った新聞の掲示

コーナーがあります。

↑「今日は何の日？」の掲示についても，新

聞と関わりのあるものについては，新聞の掲

示が追加され，何かと新聞を手に取りやすく，

目にするよう，学校図書館の至るところに工

夫が凝らされています。

←学校図書館の奥には，漫画や進路資料の置

かれた棚があり，そこに雑誌の一つとして

「 がわかる」「朝日新聞号外集」が置か

れ，手に取りやすくなるよう，レイアウトを

工夫しています。

②授業での取組から～国語科における資料活用としてのＮＩＥを考える～

本校では，秋に行われる行事である学校祭

の「東中祭」において，学年代表による意見

文の発表を行っています。

学年代表を選出するための学級予選が夏

休み明けに行われることもあり，今年度は早

い段階から学校図書館での掲示にも工夫を

し，生徒が意見文の題材選びでつまずくこと

のないよう，学習センターとしての学校図書

館を最大限活用しながら意見文の学習を進

めました。

←こちらは，学校図書館司書が生徒のために

準備した書き方指南のプリントです。「テー

マの設定」にとても手厚いのが特徴です。
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←意見文テーマ素材です。

（全４枚に７５個の素材

を提示しました。掲載は１

枚目のみ）

これを見ながら，生徒は

意見文のテーマについて

自分の書きたいものを考

えます。

こちらの資料も，意見文

の学習で学校図書館を利

用したいという２学年国

語科からの要望に応える

形で学校図書館司書が準

備・作成したものです。

生徒は，教科書の学習進

度に沿って学習を進めな

がら，学校図書館司書の作

成した資料や新聞のスク

ラップ等を活用し，意見文

のテーマ設定に役立てて

いました。

↑朝日新聞（２０１６／１０／５）

意見文のテーマ素材については，社説や読者投稿を中心に，時事的なもの，生徒の興味

関心があるもの，中学生にとって身近なものを中心に学校図書館司書が集めています。
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また，学校図書館のもつ学習・情報センターとしての役割から，新聞記事の資料では準備

していないテーマについても，生徒の要望に応じ，調べ方の指導，資料の集め方についての

支援を行いました。

北海道新聞→

（２０１８／４／７）

←北海道新聞

（２０１８／５／２０）

↓北海道新聞（２０１８／６／２５）

意見文での資料活用については，他の学年においても

収集した資料が役立つよう，学校図書館の中に意見文作

成コーナーを作ってもらい，意見文のテーマ設定で全校

生徒が困ることのないようにさり気ない形での支援を意識しました。かなり多くの生徒に

活用され，意見文作成に役立てられていました。

来年度の活用についても，どんな工夫ができるか，学校図書館司書と連携し，新たな展開

について考えたいと思います。

３，おわりに

ＮＩＥ実践指定校１年目の取組として，地道な取組を続けた１年でした。

今年度の成果としては，学校図書館司書との連携により，多くの面で新聞資料の活用が

生徒にとって役立つものとなりました。「新聞には役立つ情報が載っている。」という気づ

きを生徒に大きく示せたことがとても有意義な取組でした。しかし，反省点として，その活

用場面がまだ限られていることが挙げられます。学校図書館運営におけるＮＩＥの活用に

ついて，じっくりと考え，今後も取組を深めたいと考えます。
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２０１８年度 ＮＩＥ実践報告 

新聞は学校の学びを社会へとつなげる役割 
日高町立門別中学校 教諭 川上 知子 

 
 
１ はじめに 

本校は、北海道の太平洋に面した日高管内西部に位置する場所にある。人口約 12000 人の町で、軽

種馬業や漁業を基幹産業としている。本校のすぐ裏にも牧場が広がっており、のどかな風景のなかで生

徒はのびのびと育っている。昭和４０年に開校した本校は年々生徒数が減ってきており、現在の生徒数

は６６名である。 
今年度よりＮＩＥ実践校に指定され、半年間にわたって毎日無料で届けられる新聞を、どのように

有効活用していけばよいのか試行錯誤しながら取組を進めてきた。ＮＩＥ実践指定校２年目の同町厚

賀中学校の担当の先生やＮＩＥアドバイザーに活用の仕方を教えていただいたり、過去の実践報告書

を参考にさせていただくこともしばしばあった。本校のＮＩＥの取組は、実践者を中心にまだ始まった

ばかりであるが、ＮＩＥの良さや実践手法を校内で共有し、教科横断的な取組の一つとして少しずつ根

付き始めた取組の一部を紹介する。 
 
２ 実践紹介 
（１）生徒玄関での新聞紹介 

生徒が登下校で必ず通る生徒玄関で、提供された新聞を閲覧 
できるようにしている。テレビのニュース番組で見た内容を新聞 
から探して友達に教えようとする生徒や、下校バスの待ち時間に 
読んでいる生徒の様子が見られる。特に３年生は朝の会で新聞を 
使うので、普段新聞をあまり読まなそうな生徒が読んでいると、 
通りすがりの教職員にほめられることがあった。 
 

 
（２）朝の会での１分間スピーチ 
 
（２）

 
 
 
 

毎朝、３年生の学級全員で取り組んでいる１分間スピーチで

は、その日の発表者が興味を持った新聞記事の紹介をしている。

生徒は事前に記事を選び、読めない漢字をチェックするなど読む

練習をして、コメント原稿を作る準備を自主的にしている。その

積み重ねにより主体的な取組に進化し、生徒の読む力、書く力、

聞く力が向上し、充実した時間になっている。 
やり始めた当初は抵抗感があったようだが、いまでは社会科で

の学習に関連した記事も選ぶようになり、「控訴」「違憲」などの

用語もスムーズに読めるようになった。朝、学級で新聞を読むと いうことが習慣になり大変嬉しく思う。 
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（３）社会科での実践 
① ＮＩＥアドバイザーの協力を得て、京都新聞を取り寄せて活用 

地理的分野 近畿地方の実践 
 

 
（2007 年 2 月 5 日 京都新聞） 

 
② 公民的分野 「安心して暮らせる社会」で活用 

 
（2019 年 1 月 14 日 北海道新聞） 

 
京都新聞の連載記事から、伝統的な街並みの保存と

都市の開発という二つの問題における対立と調和につ

いて、桝本京都市長などさまざまな立場からの意見を

知ることができた。生徒は「何もしなければ町家が消

え、京都が全国どこにでもあるような街になる。」と日

本を代表する古都の未来の眺望について考え、理解を

深めた授業になった。 

私たちが安心して暮らし

ていけるよう、よりよい社

会をつくっていくために望

ましいあり方を考えていく

学習。民間企業では供給す

ることが難しい「社会資本」

「公共サービス」について、

その充実のためにどのよう

な考え方ややり方があるの

かを、フードバンク事業を

始めたＮＰＯ法人の取組を

新聞記事から学んだ。 
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③ 新聞に触れる機会づくり（３分野） 
 
まずは楽しみながら新聞に親しませるため、長期休業中の課題として 

「いっしょに読もう新聞コンクール」に取り組ませた。新聞から興味を 
持った記事を切り抜き、家族や友達にも見せて意見を聞いたり話し合う 

 ことで、自分の考えを深める様子が見られた。学習に関連のある新聞記 
事でクイズを作り、紹介し合う学習活動も行った。 

 
（４）他教科での実践（数学科） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2019 年 1 月 18 日 北海道新聞） 
 

 
 
 
 
（５）「ぶんぶん time」への投稿 

「新聞に載ってみたい！」という生

徒の純粋な思いから、２、３年生全員

で投稿に取り組んだ。掲載記事から多

様な考え方を受け止め、自分自身の表

現力を磨いた。本校生徒の作文が北海

道新聞朝刊 2018 年 5 月 21 日と、

2018 年 12 月 5 日に掲載された。 

３年生数学科の「標本調査」の学習において、北海道新聞一面「統計委員会、全数調査要請へ」の記事

を活用。担当教諭が、その記事を配布し、スライド上でも指し示しながら問題点などを簡単に説明した。

生徒が学習している内容と関連した記事がタイムリーに提供され、より理解を深める授業になった。 
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（６）職場訪問学習での新聞社社内見学 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

（７） 壁新聞の制作（総合的な学習の時間） 
 

 
 

2018 年度学校祭 3 年生壁新聞 
 
３ 次年度に向けて 

「本紙の過去の記事に注目していただき、遠く離れた北海道の中学生の皆さんの学習のお役に

立てることを光栄に思います。」これは、授業で使いたい資料として新聞記事を集めるために、そ

の新聞社の担当者と実際に連絡を取らせていただいたときに頂戴したありがたいお言葉である。

ＮＩＥとの関わりがなければこのような貴重な経験や機会はいただけなかった。また、新聞社と

の間を取り次いでくださるＮＩＥアドバイザーにも大変感謝している。

新聞を有効に活用することで、生徒にとって興味や関心を持ちにくい難しい学習課題であって

も生徒を「主体的・対話的で深い学び」に導くことができる資料になると実感した一年になった。

「学級」から「学校」へ、ＮＩＥの輪を少しずつ広げられるように、引き続き取組を進めてい 
きたい。ＮＩＥ実践指定校のお話をくださった北海道新聞社ＮＩＥ推進センターの皆さま、本当 
にありがとうございました。 

本校２年生は札幌の企業を訪問し研修をしている。研修を受け入

れてくださった北海道新聞社では実際に使用している望遠カメラを

触らせてもらうなど、新聞づくりの現場で有意義な学びができた。 
北海道新聞社の方々がとにかく親切で優しくしてくれたと、生徒

は大変喜んで帰ってきていた。 

本校の学校祭では、学級の作品づくりの一つに壁新聞

がある。新聞記事の取材活動を通して「コミュニケーシ

ョン能力」、「情報を選び取る力」を、記事の執筆を通し

て「書く・表現する力」、「相手の状況を考えて伝える力」

を、そして紙面を構成することで「チームで協力して目

標達成する力」など、社会人として将来役に立つさまざ

まな能力を伸ばしていると感じる。また、職場訪問研修

のまとめの学習として、生徒に個人新聞を作成させた。

その際、北海道新聞社ＮＩＥ推進センターから提供して

いただいたＢ３版のレイアウト用紙（12 字組み・６段）

を使用し「探検新聞の作り方」を参考に取り組ませた。 
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１ はじめに

本校は札幌市豊平区に位置し、徒歩 15 分ほどの距離に札幌ドームがあること、地下鉄東

豊線の終点である福住駅が校区内にあることから、豊平区内では人口が多く、生徒数も 600

名程度を維持している、市内では大きな規模の学校になっている。

今年度、NIE 実践校の指定をいただいたが、これまでは教員が個人的に新聞を活用する

ことはあったものの、学校として新聞教育に取り組んではいなかった。今年度の実践指定

を受けて、どのように新聞を活用していくかを検討し、「学校図書館を中心とした情報発信

としての活用」と「各教科による授業素材としての活用」の二つを構想した。

２ 各教科による授業素材としての活用

新聞を教科等の授業に活用する上で、メリットとなることを以下のように考えている。

①起きた出来事の詳細を記事から全員が共有できる。

→１時間の授業において、記事の速報性は十分である。

②「記事を読む」という行為によって、生徒の学習ペースに応じた理解が達成される。

→「読むこと」を個々のペースに応じて進めることで、確実に記事の理解がなされる。

③教材としての資料の印象的な提示が可能となる。

→図・カラー写真により、視覚的で内容を把握するのに効果的な資料提示がなされる。

④保存資料として、蓄積が可能となる。

→即時性のある記事だけではなく、一般性のある記事は定点観測が可能となる。

⑤教師の情報活用能力の向上につながる。

→教科と新聞記事を照らし、日常的に教科性のアンテナを張ることが可能となる。

資料をもとにした話し合いから考えを深める力を育てることが可能となる。

⑥リアルタイムの記事にふれることで、分析力・予測力の育成を図ることができる。

→現在から今後を予測し、検証し、さらに予測することを継続することで、論理的に社会の

つながりや事象の因果関係をつかむ力を育てることが可能となる。

⑦日常的に新聞に触れようとする生徒が増えている。

→進路情報なども、生徒の関心は高く、生徒間の話題提供の役割を果たしている。

２０１８年度 NIE 実践報告

学校図書館を情報の中心とした新聞活用の取組

札幌市立羊丘中学校

教諭 仲 和彦

教頭 太田 和幸
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本校は全学級と特別教室に実物投影機を設置しているので、新聞そのものをだけでなく、

タブレットＰＣに画像として取り込んだものを提示するなど、各教科で工夫して授業素材

として活用していた。特に、国語科・社会科・理科での活用頻度が多かったようだが、道

徳の時間の資料として、また特別支援学級でも見出しの部分の読み込みから内容を丁寧に

読み取っていく授業にも活用されていた。同じ内容を複数の新聞で比較するなど、生徒の

学習活動に厚みをもたせることができたことが、共通して聞こえる新聞活用のメリットと

なった。各教科の授業素材としての新聞活用については、すでに多くの優れた実践があり

活用のメリットが大きいことも自明である。実践経験の少ない本校は活用の入口に立った

のみであり、今後も活用を通して授業改善に取り組んでいく必要を感じている。

３ 学校図書館を中心とした情報発信としての活用

今年度の NIE 実践校の指定を受ける段階で、配信期間を通して活用できることは何かを

考えた。前述したように、教科等では教員が新聞に目を通して、教材としての有効性を感

じた記事を用いていたが、多忙な日々の中では教員自体も新聞全てに目を通す余裕がない

こと、また教材としての有効性のある記事が必ずしも毎日あるわけではないこともあり、

断片的な実践になる様子もみられた。

そこで、本校としては、生徒玄関を入ったところに学校図書館があり、情報発信として

有効な位置にあることから、生徒会活動（図書局）の中に新聞活用を組み込み、図書館司

書の協力も得ながら、配信期間を通して新聞に生徒が広く触れられる活用を進めた。本校

は図書館司書の協力もあり、登校時・昼休み・放課後と三つの時間帯に学校図書館を開館

できている。登校時（＝朝の時間帯）に開館している学校は多くなく、図書館の利用には

大きな役割を果たしている。

学校図書館の利活用については、『平成 30 年度 札幌市学校教育の重点』において、「札

幌らしい特色ある学校教育」の中核をなすテーマの一つである【読書】でも強調されてい

るものである。この中で、知的好奇心をふくらませ、一生涯にわたり学び続けようとする

心を培うこと。学校図書館の「読書センター」としての機能に加えて、課題探究的な学び

を効果的に進める基盤としての「学習センター」「情報センター」としての機能の充実を図

ることが述べられている。

本校では、今年度の NIE の実践を通して、「札幌らしい特色ある学校教育」の具現化につ

ながると考え、実践の中心に設定することとした。

（１）本校生徒の新聞活用の実態

本校の２・３年生（362 名）に、日常の新聞との関わりについてリサーチをした。「家

庭で新聞を購読しているか」という問いに対しては、59.9%の生徒が購読していると回答

した。ただし、生徒自身が家庭の新聞に毎日目を通していることは少ないようで、テレ
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ビやインターネット、スマートフォンなどからの情報入手の方が手軽である様子であっ

た。新聞については、ＴＶ番組欄しか見ていない生徒が多く、ついでスポーツ欄を見る

という生徒が多かった。

学校図書館に、右の写真のような新聞閲

覧台が寄贈され、入口すぐのところに設置

している。「図書館にある新聞を見たことが

あるか」という問いに対しては、24.3%の生

徒が見たことがあると回答した。家庭の購

読率については、全国的な新聞購読率の減

少が本校にも反映されているのだろうが、

それよりも生徒の図書館の新聞閲覧台の利

用は、予想よりも少ないと感じた。

（２）図書局による新聞活用の取組

図書局では、図書館司書と協力して図書

の紹介や「図書館からの脱出」という生徒

参加型のゲームを企画・実施など、図書館

利用の向上に向けた工夫を続けている。

今年度は、新聞を閲覧台に置くだけでな

く、局員が気になった記事をピックアップ

して、再構成したものを掲示物として作成

する取組を続けた。

右の写真は、掲示物のレイアウトの案を

出し合い、完成イメージを練っているところである。関心のある記事が生徒によって違

うこと、毎日来る新聞の量が多いことから、記事選びにかなりの時間がかかっていた。

特に、新聞記事を選んで、スクラップするという作業は最近の生徒にはなじみのない作

業でもあったようで、切り取り方や再配置などにはかなり苦労していた。
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下の写真は完成した掲示物である。「HAPPY NEWS」のアイディアを参考にしながら、新

聞記事の中から、できるだけ前向きな内容を選び出し、学校図書館の前を取りすがりに

目を止めてもらえるような分量とし、選んだ記事が多くなると新しいものに更新した。

（３）取り組んだ生徒の成長

この取組を終えた

生徒に率直な感想を

書かせてみた。

右の二人の生徒と

もに、活動を通して

新聞に触れることで

自分の視野や知的好

奇心の広がりについ

て触れている。これ以外にも、「ニュースについての交流ができてよかった。」「日本や

世界で起きていることを知ることができてよかった。」など、活動の効果を読み取ること

ができ、活動に取り組んだ生徒の成長につながったことを感じることができた。

４ 実践を終えて

本校の実践は、新聞を活用することとともに、生徒の情報活用能力をどのようにして伸

ばしていくかを模索しながらのものであった。教職員も図書局の作成した掲示物を見て、

活動を評価してくれていた。新聞活用には様々な可能性があることを、教職員が認識する

ことができたことが本校としての大きな成果である。今後もまた、新たな実践を構想して

取り組んで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１４７名の中規模校である。昨年度まで１５年に渡る文部科学省の研究開発学

校としての指定を受けてきた実績を今年度からも継承しながら、新たな幼小中高一貫教育を推進してい

る。

保護者の学校教育に対する関心は高く、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。

２ 成果と課題

【成果】

・１年を通して様々な新聞が届き、廊下掲示や学級活動、授業に活用することができた。

・新聞を読むことやニュースを観ることへの興味関心が高まった。

【課題】

・全教職員との連携をより一層強め、各教科や学級活動、道徳などの指導に役立てる。

・複数の全国紙を同時期に購読し、記事の比較などを行う。

２０１８年度 ＮＩＥ実践報告

「生徒の学びと社会をつなげるための媒体として」
鹿追町立鹿追中学校 教諭 三浦 昂介

学校図書館前の掲示板です。各社新聞を生徒会図書委員会が朝や昼休みに掲示

し、生徒たちが閲覧しやすいようにしています。

掲載されている記事を話題にして、休み時間に会話している様子も見られるよう

になりました。
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３ 本校の実践について

（１）理科の学習での実践

① 生徒の実態から

本校の生徒は、与えられたことに対して熱心に取り組み、自分自身の目標に向かって進もうとい

う気持ちが大きい。しかし一方で、自ら計画して考えて行動する力が弱い。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や、社会との接点に対する感覚が弱く、世間一般の常識も薄

い部分がある。これは、教員やその他大人との会話の中だけでなく、進路学習における面接練習な

どにも現れている。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 理科ニュースに活用できる記事の豊富さ 
新聞記事には、理科の「物理・科学・生物・地学分野」だけでなく、「防災」に関する情報が多数

掲載されている。また、十勝にかかわる話題も多く生徒の興味関心を喚起することにつながる。  
また、授業内で扱った理科ニュースを、学年のレベルに応じて単元テストや定期テストに出題し、

理科に関する「関心・意欲・態度」の観点で評価している。（次ページ掲載） 
理科の授業で学習したことが実際に世の中でどのように役立っているのか、理科の教科書に載っ

ている専門用語がどれだけ日常的に使われているのか、どこまで理解できて、何を理解できないの

かなど、学校教育と社会とをつなげる役割があると考えたためである。 
 

③ 実践内容 
ア．毎週始めの理科の時間に、新聞を実物投影機を用いてテレビに映す。 
イ．記事の内容が難しいときは、他の映像や書籍等を用いて補足説明を行う。 
ウ．記事を読んだ感想や自分の考えを書く 
エ．定期テストや単元テストの中で出題し、理科への関心意欲態度を図る。 
オ．授業アンケート内で、「理科ニュース」についての感想を問う。 

 
 
 
 

理科室前の掲示板です。 
各学年の理科の学習進度に合

わせて、新聞記事を精選して掲示

しています。 
学習内容の定着だけでなく、学

習内容が実際の社会でどのよう

に利用されているのかを知る機

会になっています。 
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（生徒の感想より） 

 
２０１８年９月８日「十勝毎日新聞」 
 
（２０１８年１２月に理科の授業内で行った生徒の授業アンケートより） 
 

 
 
 
 

平成３１年 第３学年 後期期末テスト より一部抜粋 

 
 

（記事に対する感想） 
すぐに復旧すると思ってい

たいから、意外と長くてびっく

りした。 
自宅の発電機があったから

不便さはあまり感じなかった

けど怖かった。 
毎日の電気のありがたみが

わかった。 
コンビニに行ったら行列に

なっていて驚いた。 
節電についてさらに考える

ようになった。 
 

授業で扱った理科に関する時事ニュースについて、次の問いに答えよ。

（１） 比較的暖かいリビングからまだ冷たい浴室、脱衣室、トイレなど、温度差の大きいところ

へ移動すると、身体が急激な温度変化にさらされて血圧が急変し、脳卒中や心筋梗塞などを

引き起こすおそれがあり、高齢者は特に注意が必要とされる。この現象を何というか。

（２） 昨年１１月１６日、パリ郊外で国際会議「国際度量衡総会」において、１８８９年から分

銅で定義されていた単位を、原器が汚れや摩耗などによりわずかに変化した可能性が出てき

たことから、１３０年ぶりに見直されることになった。その単位を記号で書け。

（３） インドネシアで昨年１２月２２日夜に発生した自然災害について、何が起こったかを２つ

の出来事にふれて説明せよ。

（４） 今年１月３日、午後６時１０分ごろに九州地方を震源とする地震があった。

これについて、①県 ②最大震度 ③震源の深さあるいはマグニチュード（整数）を答えよ。

（５） 今年１月３日、 ① の探査機「嫦娥（ ② ） 号」が、これまで人間も無人探査機も

足を踏み入れたことのない月の ③ に着陸した。月の世界に住むとされる仙女にちなんで

名づけられた嫦娥 号は、 年 月 日に打ち上げられた。

①は国名、②は嫦娥の読み方をひらがなで、③はどんな場所か、をそれぞれ答えよ。

・理科ニュースをもっと増やしてほしい 
・週の始めに理科ニュースを紹介するのは面白いと思います。これからも続けてほしいです。 
・最近のニュースを紹介してくれて結構頭に残っていて良いです。 
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（２）学級活動のおける実践

朝学活の時間に、２年 組で新聞記事を活用して生徒とともに考える時間をとった。以下に示す

のは２０１９年１月２０日の十勝毎日新聞の記事である。２０２０年度から「大学入試センター試

験」が「大学入学共通テスト」へと名を変え、各教科の試験方法が従来と変わるという内容である。

中学２年生は来年度受験生となり、人生の中でも大きな試験を受けることになる。その先にある

「大学入試」をイメージさせ、今取り組んでいる学習がつながっていることを意識させるために行

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（生徒の反応） 
・大学受験をしようかどうかまだ考えていない。 
・兄がセンター試験を受けているので、自分のこととして考えたい。 
・英語が苦手なので、英検を頑張りたい。 
・勉強が続くのはちょっと大変だなぁ。 

 
また、３学年では「進路」を意識し、日常的にニュースを観ようという意欲が高く、進路指導につ 

ながる良い機会であると考えている。 
 
４ 生徒の変容 

自主的に世の中のニュースについて自分で調べたり、ニュースで報道されていたことを話題にし

て友人同士で会話することも少しずつ増えてきたように感じる。 
さらに、教員に「○○のニュースのことなんですけど…」と、質問に来る生徒も増えたことから、

生徒の自ら考えたり、調べようとする資質能力の向上がうかがえる。 

５ おわりに 
本実践はあくまでごく少数の教員の取組に過ぎない部分があるので、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が課題である。

新聞の有用性は、「最新の情報が掲載されること」と、「保管できること」そして、「自身の見聞を広げ

られること」であると考えている。特に今回は、理科や学級活動での取組を通して、新聞を活用し、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。また、新聞を活用していくことで、新聞に

慣れ親しんだり、文章を要約してまとめる力がつくことも期待できる。

今後も、新聞の有用性を職員に広く周知することから始め、学校として一貫性をもった取組のもと、

中学校３年間を通しての計画を考えるとともに、さらに新聞を活用した教育に取り組んでいきたい。

２０１９年１月２０日 
「十勝毎日新聞」 
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２０１８年度 ＮＩＥ実践報告

新聞による情報収集能力と表現力の育成

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４０３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

道委員が中心となって年２回学級新聞を発行し，教科や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。昨年度に続きＮＩ

Ｅ実践校の指定を受け、新聞提供事業を継続して受けることで，新聞を活用したスクラップ帳の作成や

新聞の閲覧コーナー、掲示による情報提供など充実した活動を行うことができた。

今回の実践報告では、新聞スクラップ帳や新聞にかかわる生徒会活動などについて紹介したい。

２ 実践報告

（１）新聞スクラップ帳の作成（特別支援学級） スクラップ帳の仕上げとして表紙裏に

【もくじ】をまとめました。

記事を読んで要

約や感想をまと

めました。

今回は地元や中

学生が関わるで

きごとをテーマ

に記事を集めま

した。

最後は取り

組んでの感

想をまとめ

ました。 
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①記事さがし＆マーク

②切り取り＆貼り付け

③記事の要約＆感想

④スクラップ帳の仕上げ

まずは新聞から

記事さがし。テ

ーマに沿って気

になる記事を見

つけます。 

見つけた記事の

範囲を、後で切

りやすいように

マーカーでふち

どりします。 

新 聞 は 紙 が 薄

く、紙面の中央

部の記事などは

慣れないと切り

取ることも苦戦

します。 

記事さがしとあ

わせて、切り取

りや貼り付けの

作業も数を重ね

ることで手早く

なります。

選んだ記事を読み込み、いつ・どこで・何が起きたかを

中心に記事の要約をします。その後、その記事について

自分が気づいたことや思ったことを感想としてまとめま

す。これを繰り返してスクラップ帳を作ります。 

最後はスクラップ帳の仕上げです。スクラップ帳づくり

の感想として、印象に残った記事や難しかったこと、勉

強になったことをまとめます。また各ページにページ数

を書き込み、一日一日のページを確認して、どんな見出

しの記事がスクラップされているのかをまとめ目次を作

ります。 

完成
十勝のコンクー

ルで努力賞を頂

きました。
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（２）新聞閲覧コーナーの整備（図書委員会の活動）

昨年度から新聞提供事業を受け、図書室の新聞コーナーが充実している。この新聞コー

ナーは図書委員が曜日ごとに担当を決め、昼休みの図書室開館時にあわせて新しい新聞展

示し、古い新聞を整理

整頓するなど工夫して

いて、特に図書室入り

口には新聞の閲覧台が

あり、とても読みやす

く、新聞に親しみやす

い環境になっている。

（３）年 回の学級新聞の作成（報道委員会の活動）

各学級の報道

委員が中心とな

って前期と後期

で１号ずつ学級

新聞を発行して

いる。

特に３年生は

これまでの経験

から、レイアウト

や配色に工夫が

見られるとともに、修学旅行や部活動、体育祭・文化祭、進路実現に向けた受験勉強など、

記事の内容にも力が入った表現豊かな作品になっている。

（４）学習新聞の作成（各教科や総合的な学習の時間の活動）

社会科では「国調べ」「都道府県調べ」「歴史

新聞」などの学習新聞の作成を行っている。新

聞を作るため必要な資料を集め、「何を記事にし

たらよいのか」「どの資料を載せたらよいのか」

など考えを深めることで、情報収集能力や思考

力・判断力を育成している。この他にも修学旅

行のまとめとして、一人一人で学習新聞として

まとめたり、特別支援学級では授業の中ではが

き新聞の作成にも取り組んだ。
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（５）進路に向けた新聞の掲示

受験情報誌に掲載されている各高校の合

格ライン。北海道全体の多くの合格ライン

となるランクや入試点、その他の情報が出

ている。その中で特に進学先として考えら

れる十勝管内分を拡大コピーしマーカー

も入れて掲示している。その掲示に合わせ

て、新聞に掲載された十勝管内の高校の新

聞記事を掲示することで受験にかかわる

情報と各高校の特色や活躍がわかりやす

くまとめられている。

地元の高校の記事では、本校の卒業生が写真や記事で掲載されていることも多く、中学

生にとって高校が身近でより現実的なものになっている。

３ まとめ

新聞スクラップでは、記事の要約を行うことで、文章を書くことが苦手だった生徒が、

記事の中の言葉を使いながら少しずつ文章を書くことに慣れていく姿が見られた。生徒の

感想に「記事が全部大切なことを書いているので要約が難しかった」「要約をうまくまとめ

るにはどうしたらいいか考えることができた」とあり、一人一人がこの学習を通して多面

的多角的に考えを持つことができたと思う。

各教科などでは、個人で学習新聞を制作し、生徒会活動では新聞閲覧コーナーを整備す

る図書委員会や学級新聞を制作する報道委員会など、本校は新聞にかかわる取組みが積極

的に取り入れられている。

新聞が様々な場面で活用されている本校では、今後も情報収集能力や思考力や表現力の

育成のために新聞を活用し、生徒一人一人の能力を引き出したい。
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１．はじめに

本校は、昭和３６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４３年には最大２２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６、特別支援学級４、全校生徒数

は１７９名となっている。

新聞を購読していない家庭は多く、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、

平成３０年度は７７．８％とほぼ４名中３名となっており、昨年度

同様高い割合であった。これに対して、３０年度３学年のテレビや

インターネットによるニュースの視聴の割合が８８．９％と新聞よ

りテレビやスマホ等で情報を得ていることがわかる。その影響のた

め、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問題の正答率が低く

なっていると考えられる。

実践指定２年目の平成３０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」が日常的に成長するよう取り組んだ。

２．実践の概要

新聞を有効活用する雰囲気の醸成

① 素材発見できる職員室での閲覧スペースの設置

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」を育

て伸ばすためには「どのように学ばせるのか」が教

師の工夫のしどころである。

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」を積極的に発見する姿勢を

職員に醸成することを目標にした取組を行ってい

る。 平成２９年度より継続した取組

そのため、学校に届いた新聞は、まず職員室にス

ペースを設けて置き、自由に閲覧し、必要に応じて

コピーすることができる。社会科や国語、理科などで単元計画に沿った内容や一般

常識として伝えたい内容を教職員が知り、気軽に教材として活用できる。

２０１８年度 実践報告

新聞をツールとして論理的思考力を伸ばす
根室市立柏陵中学校 教諭 高根澤 孔明

年度

年度

年度

年度

年度

年度 ％

★新聞を「ほとんど、全

く読まない」中 の割合
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② 知的好奇心を刺激する図書室での閲覧スペースの設置

子どもたちが新聞を手にとって読みやすい環境

を図書室に設置した。昼休みの時間を利用して図書

室を開放している。図書室担当教諭が積極的に新聞

を読み、周囲の生徒に面白い記事を勧めることで、

新聞を読む機会を少しでも増やすよう試みている。

また、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っているが、この時間講師が授

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。時間講師は、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てい

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。放課後学習で

は、生徒が自習を行っているが、その中で新聞を手に取り、興味のある記事や学習

に関することなどを時間講師に質問したり、友人と情報を交流したりすることで新

聞に慣れ親しむようになってきている。 平成２９年度より継続した取組

③ 興味のあることから入る等身大の進路指導

生徒にとって、進路決定は重要であり、興味関

心が高い。教室前の廊下には、生徒が興味を持ち

そうな進路指導に関する内容を掲示し、誰もがこ

の記事を読むことができるようにしている。教師

が行う進路指導より、芸能人や先輩の高校生の言

葉を通して、自然な形で進路について考えを深め

ることができるようになっている。ぼんやりとした将来を客観的な内容に触れる

ことで、論理的な思考力を育むことをねらいとしている。

④ 生徒の頑張りを「見える化」した自己肯定＆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。 平成２９年度

から継続した取組 新聞記事には、本校独自の取組

も記事になるよう、新聞社にも働きかけて取材して

もらい、本校の生徒の活躍を知らしめている。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。

89



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 火 から３時間にかけて行われた 学年公

民 終章「私たちにできること」では、核兵器の脅威

にふれた戦争防止に対する自分の意見をもつための

授業に取り組んだ。この章では、単純に戦争や紛争の

防止に努めなければならないという解釈ではなく、国際社会における我が国の

役割を多面的・多角的に考察することを通して、平和を目指す使命をもってい

ることを自覚し表現することが求められる。そのため、新聞記事平成 年８

月６日中日新聞夕刊「テニアンも鎮魂の祈り」や平成 年８月６日毎日新聞

「広島原爆の日 決して過去のものではない 平和宣言全文」等を活用するこ

とで一つの事象についても様々な意見があることを学んだ。様々な意見を取り

入れることを通して、生徒たちの思考はゆさぶられ、世界平和を目指すための

考えを醸成することができた。

② 国語科における日常的な活用

新聞記事は、文章構成がしっかりして

おり、優れた表現や語句を多用して書か

れている。客観的な「事実」の部分と取

材を受けた方々の「意見」の部分を明確

に分けられており、また、限られた字数

の中で、伝えるべき内容を端的に書かれ

ているなど生徒に身につけさせたい要

素が数多くある。２学年国語科「新聞の

投稿記事を書く①～記事に対する意見文～」では、「「序本結」の文章校正に気

を付けて意見文を書こう」という課題で、まずは朝日新聞の「授賞式でサーロ

さんら演説 ＩＣＡＮにノーベル平和賞」を配布し、内容を理解させてから、

それに対する中３の意見文の段落構成を分析することから「序本結」の構成で

文章を書くと説得力があることを確認した。
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この単元では、各自で与えられた

北海道新聞社の新聞記事の中から、

興味のある記事を選び、その内容を

要約する。この要約が「序」に当て

はまることになり、問題の部分とな

る。要約は２文でまとめることで、

簡潔にその内容を伝えることがで

きるように工夫されている。その後

自分の言いたいこと 主張 とその

理由をメモし、最後にそれを文章化していく。最後に書かれた意見文を北海道

新聞社の「ぶんぶんタイム」欄に投稿し、新聞に対する興味関心を高めるよう

に単元内容が工夫されていた。

３．成果と課題

インターネットやスマホの普及により、「新聞を読まない若者」が確実に増えている。

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２年目の平成３０年度は昨年度の成果を生かし、「学力の三要素」をバランス

良く育成するために、学校において日常的に新聞に触れさせるように工夫し、「論理的思

考力」が伸びるよう取り組んだが、昨年度同様新聞に触れる機会は増加している。

しかし、一方でスマホ依存している生徒も着実に増えてきており、電子媒体の活用の仕

方も指導する必要がある。電子媒体は素早く情報を手に入れる場合には有用であるが、じ

っくりと読み込み、考えを深める場合には適さない場合も少なくない。また、読みたいも

のや知りたいもの以外を選択することが少ない電子媒体に対して、新聞は多種多様な情報

をバランスよく収集するためには有効なツールである。
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２０１８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４６７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。

旭川市の学校図書館には学校司書が配置されている。授業で活用できる各種の資料を揃

えるために、学校司書は日々仕事をしている。新聞が学校図書館に欠くべからざる資料で

あることから、本校では新聞を学校図書館で管理している。報告の前半で、学校全体で新

聞を活用する工夫について、後半に教科での本格的な新聞の活用について述べたい。

《新聞を“学校生活で気軽に利用できる資料”として位置づけるための工夫》

上記の通り、学校図書館の資料として新聞を管理しており、司書教諭・学校司書で連携

して新聞の資料を全校の先生方に提供している。打合せでＰＲするほか、積極的に新聞活

用の場面を作るよう活動した。

（１） 特別支援学級の日誌を書くために「天気欄」

を活用する。

特別支援学級で一人一人の生徒が毎朝記入する

学級日誌に、「天気」「最高気温」「最低気温」を

記入する欄を作った。旭川の天気予報がどの位置

にあるか見るときに、他の地域の地名を見ること

になり、毎日の学習の中で自然に学ぶことが出来

る。

ＮＩＥで配達される新聞は月替わりなので、色

々な新聞の天気の欄を見なければならず、「新聞

ごとに天気欄の位置が異なる。」ということも学

習内容になった。

また、毎朝必ず記事を探すので、自ずと同じページの記事

が目に入ってくることになり、「こんな記事が載っているよ。」

「こんなことがあったんだね。」ということが教室の話題なる。

広く社会に興味を持つ一助となった。
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（２） 地域に関係する記事を提示して興味を引く工夫をする。

平成３０年８月６日の夏の甲子園に、旭川大学高等学校が出場した。惜しくも敗れた

が、北海道新聞ではその健闘がたたえられる記事が掲載された。たまたま、司書教諭が

長野県に旅行に行っており、同日の「信濃毎日新聞」を購入することが出来た。

旭川大学高等学校野球部の対戦相手は長野県の佐久長聖高等学校であった。

見出しの言葉も当然違い、生徒にとってリアルタイムで視点の違う記事を読む機会が

できた。

２学年の国語の先生に依頼し、国語の授業で記事を紹介してもらった。その後、学校

図書館前の廊下に掲示した。

今後もタイムリーで生徒にとって興味関心のある記事を見つけて紹介し、新聞に親し

みを持たせたい。

（３）社会科の先生に資料提供する。

１年生の社会科で、「世界の諸地域」の単元の学習の中の、～結合を強めるヨーロッ

パの国々～の指導に関連して新聞を用意してほしいと要望があった。

授業の課題はは「ＥＵは必要だろうか。」というもので、イギリスがＥＵを離脱した際

の児童生徒向け新聞を探してほしい、ということであった。授業の導入で利用し、生徒の

興味を喚起するための資料である。2016 年の記事探しとなり、色々な人に協力してもら

った。

札幌のＮＩＥコーディネーターにも相談した。また、学校司書が司書仲間の人的ネット

ワークでも探した。最終的には『読売こども新聞』（2016 年 6 月 30 日）、『道新こども新

聞まなぶん』（2016年 7月 9日）の資料を提供することが出来た。

（４）成果と課題

授業で必要とするときに、速やかに資料を提供できる工夫をしたいと考える。今後

は新聞のデータベースなども有効に活用したい。

北海道新聞 ８月７日 20ページ

信濃毎日新聞 ８月７日 １ページ
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２ 実践の概要

（１）総合的な学習の時間での取り組み
本校では、１学年の総合的な学習の時間

で、「福祉」についての学習を行い、実際

に特別養護老人ホームや点字図書館などの

福祉施設を訪問する。その学習に合わせて

１年生にフロアの廊下に福祉に関する記事

の展示を行った。

記事については、事前に本校の学校司書

に依頼をし、「福祉」に関する記事を集め

ていただいた。その記事の中から、「高齢

者福祉」や「障がいのある方への福祉」な

どテーマを決めて準備を行った。

生徒にとって、特に参考になったと思う

のは、子ども向けにわかりやすく「福祉」

について解説した記事であった。「福祉」

について基本的なことがまとまっていたの

で、わかりやすく基本的な知識を得ること

ができた。

次年度も１学年で「福祉」に関する学習

を行うので、今回使った資料をもとに来年度も記事を加えて展示を行いたい。

（２）道徳の授業での取り組み
道徳の時間でより良い中学

校生活にについて学習した際

に、ネット依存について生徒

に伝えるための資料として、

ネット依存を説明した記事を

使用した。

ネット依存については、近

年特に話題になっている問題

であり、年々その問題は深刻

化している。一方で、学校現

場での取り扱いの薄さが指摘

されている問題でもあるの

で、新聞記事を使い、その深

刻さを生徒に知らせることが

できた。

（北海道新聞 ２０１８年９月１日）
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（３）国語科での取組

①古典単元の導入での取組
１学年で学習する竹取物語の導入として、「竹取物語」の内容を利用した北海道新聞の

卓上四季と、「かぐや姫」をモチーフとした劇やファッションショーの記事を紹介した。

古典的なモチーフが現代でも使われていることを知ることで、古典を学ぶ意義について伝

えることができた。

②物語単元の導入での取組
光村図書出版の教材であ

る戦時中を舞台とした「大

人になれなかった弟たちに

……」の学習の導入として、

終戦の日の新聞記事を資料

として提示した。

戦争のことについて、生

徒はぼんやりとしか知って

いない。また、過去の出来

事として、縁遠く捉える生

徒も多いため、現代とのつ

ながりがわかる新聞記事を

使うことで、興味をもって

学習させることができた。

右（日本経済新聞 ２０１８年８月１５日）

左（毎日新聞 ２０１８年８月１５日）

②ワークシートを利用した日常的な取組
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

課題として出している。

左（朝日新聞 平成３０年５月３０日）

答えを線で結ぶ問題。国語が苦手な生徒でも取り組みやすいように工夫した。

右（朝日新聞夕刊 平成３０年１０月３０日）

基本的な主述の対応を扱った問題を出した。
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１ はじめに

本校は、全校生徒２８名の小規模校である。そしてＮＩＥ実践指定校をいただき２年目である。今年度

は、国語科の授業で昨年度行った実践を再び行った。今年度行った実践は、教科書に載っている新聞を使

って学習を行う単元が中心であるが、報告させていただく。 
 

２ 実践の概要

(１)自分でテーマを決めて主張文を書く 
①指導事項と指導計画 
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題材を決め、材料を集めた材料を整理し、伝えたいことを明

確にすること」 
• 第２学年では「…社会生活の中から題材を決め、多様な方法で集めた材料を整理し、伝えたいこと

を明確にすること」 
• 第３学年では「…社会生活の中から題材を決め、集めた材料の客観性や信頼性を確認し、伝えたい

ことを明確にすること」 
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。日高町で開催される町内主張大

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。 
そのことを踏まえながら、本校では毎年「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。 

時 指導事項 学習内容

１～２
題材の設定、情報の収

集、内容の検討

構成の検討

・参考作品の読み合いと主題の読み取り

３～５

・テーマを決める

・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 考えの形成、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 共有 ・学級で発表会

２０１８年度 ＮＩＥ実践報告

新聞から書き方を学ぶ
日高町立厚賀中学校 教諭 田倉有紀
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②新聞記事の要約を通して社会に目を向ける。 
毎年生徒が悩むのが【題材の設定】の段階に当たる「主

張文のテーマ決め」である。日常生活だけで書く材料を

集めようとすると、発想に広がりがうまれづらく、社会

性にとんだ内容にすることも難しくなる。社会性を含ん

だ、広い視野からの提言は説得力を増すことを理解させ

ながら、新聞記事を要約する学習を行った。社会に目を

向けさせ、視野を広げられればと考え取り組んだ。ここ

から主張文のテーマを決定させた生徒もいた。 
 
（２）投書を書く 

２年生の教科書に「投書を書く」という書くことの単元がある。文章に説得力を持たせる書き方を学

ぶために、新聞の投書記事を用いて学習する単元である。 
 
①指導計画【３時間】 

 
②用いたワークシート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この他にも、「小中高生の文で作る新聞 ぶんぶん time」を読んで、自分達と同じ世代の人がどんなこ

とを書いているのかを、参考にしながら取り組んだ。 

時 指導事項 学習内容

１

題材の設定、情報の収

集、内容の検討

構成の検討

実際に新聞を読んで、どのような投書があるか見てみ

る。

序論・本論・結論という本教材での構成の型を確認する。

２ 考えの形成、記述 テーマを決め、自分の立場と根拠を書き出す。

３ 推敲

書いた文章を読み合い、他者に伝わる構成になっている

かどうか、改善点や良い点を付箋に書き出す。

付箋をもとに推敲する。
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（３）四コマ漫画から意見文を書く 
同じく２年生の教科書に「四コマ漫画から意見文を書く」という単元がある。根拠が明確な文章を書

くための材料として、四コマ漫画を活用するという学習である。 
 

①指導計画（４時間） 

 
②課題を決める 

四コマ漫画は、起承転結がはっきりしているものが多い。そ

れに加えて、新聞掲載の四コマ漫画では、生活の中で出会う「複

数の考え方や感じ方ができる問題」を漫画化ていることがあ

る。 
この単元では、四コマ漫画の内容から「手書きと活字ではど

ちらが良いだろう」という複数の立場が想定できる課題を設定

して、自分の立場を決めて文章を書く学習を行った。 
新聞にある四コマ漫画から、自分で課題を設定できるような

ものを選び、それをもとに作文を生徒は書いた。 
四コマ漫画を探す中で、その他の紙面にも目を向け新聞とは

どんなものかを改めて考える生徒の姿もあった。 
 

 
（４）メディアと表現 
三年生の教科書に、新聞記事を活用し文章を読み比べることで、構成を学ぶ単元がある。２００９年に

話題となった「皆既日食」という出来事を題材に、自分ならどのような構成にするかを考えながら、記事

や写真を選ぶ学習である。生徒が構成を考えた後に実際の新聞記事を見ることで、新聞がどのような工

夫で書かれているか、自分が伝えたいことをより読み手に伝えるためにはどうすれば良いか、というこ

とを生徒は学ぶことができたと考える。 
 
 

時 指導事項 学習内容

１

題材の設定、情報の収

集、内容の検討

構成の検討

四コマ漫画を読んで、自分の課題をつくる。

２～３ 考えの形成、記述
根拠をもとに、主張を明確にする。

自分の決めた立場と構成で、文章を書く。

３ 推敲 文章を読み返し、推敲する。
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１．はじめに

ＮＩＥの実践指定校３年目となるが、職員の転勤や校務の編成で担当者が変わり、継続の難しさを実感しなが

らの実践となった。しかし、生徒は公務補さんが用意してくださった台の上に新聞が毎日用意されている生活が

日常となっており、朝、登校すると新聞に目を通してから教室に向かう生徒や昼休みを利用して複数社の新聞を

眺める生徒の様子がうかがえた。

そんな早来中学校の日常が、９月６日の胆振東部地震によって大きく揺らいでしまった。校舎が使用できなく

なったのである。２週間ほどの臨時休校、その後３か月間は町民センターを間借りしながら授業を行った。１月

になり、プレハブの仮校舎に移動し学校生活を再開できているが、今もなお体育館や図書室、パソコン室がなく

体育や情報の授業は近くの小学校まで歩いて行って、授業を行っている。

このような学校生活の中でも、先生方の協力のもとＮＩＥの実践を継続することができた。町民センターでも

「ＮＩＥコーナー」を設置し、新聞を読むことができる環境を作った。仮設校舎でも、すぐに新聞台を用意した

り、新たな実践に挑戦したりしている。先生方や職員の理解と協力があってこその取り組みで、本当に感謝して

いる。

２．国語科の実践

１．学習のトレーニングとして
各紙のコラム記事を写し書きしている人も多いだろう。本校でも、学習の基礎となる「読む」「書く」のトレ

ーニングにこれを用いている。読むのが遅い、板書に時間がかかることは学習全般にわたり影響を及ぼしている。

また、先日公表された全国学力・学習状況調査の結果でも触れられていたように、文章問題の読み取りができ

ない、理科などの条件把握ができない生徒がいるのも実態である。

実施にあたり気をつけている点は２点である。一つは２０分以上かかるときは途中であってもやめること。二

つ目は、気付きや感想を一行書くことである。継続することで時間は短縮され、正確に書けるようになり、感想

だけでなく、自分の意見を記述するようになってくる。

特に受験生には、社会の動きについて把握することもできるので面接時に役立つことも言い添えている。

いつでもだれでも取り組めるように、ホールの棚に数日分置き、新しいものを補充している。

２０１８年度 ＮＩＥ実践報告 

新聞を身近に感じることで、「読む力」や 

「社会を知り、考える力」を育てる。 
    安平町立早来中学校  

教諭 高橋 孝平・清水 陽子 
石川 明子 
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２．立場を明確にして書く取り組み

自分の考えを明確にし、そのことについて意見を述べることができる力が求められている。国語の学習内容に

も話し合いや意見文などの教材で登場している。ここで取り上げた記事は、読者の投稿に対して寄せられた賛否

を紹介したものである。投稿者が高校１年生で中学生と年齢が近いこと、自分たちの周りにもいそうな人のこと

が述べられているので、イメージしやすいことが取り上げた理由である。

まず内容を確かめ、書く条件を示した。これは、「自分勝手にふるまう人であっても、それを個性として認め

て受け入れるかどうか。」ということについて「どう思いますか」というも

のだ。各自が「受け入れるか否かの立場を示し意見をまとめる」がこの作

文の条件である。

各自立場に基づいて理由を述べたり、反論したり、あるいは疑問を呈し

たりしながら書き進めていた。書き終えてから、そのことについて寄せら

れた意見を読み、自分の考えと比較した。最後に「公共哲学の先生」の記

述を読み、考えを深めることができた。年齢や個人によって異なる意見を

知り、「公共哲学」という学問があることもわかった。

国語の学習目標には、「教材の学習をとおして社会に対して自分の考えを

持つ」「自分の考えを深める」という項目が必ずある。教科書だけではなく

様々な視野や論点で学ぶことができるのも、新聞の魅力である。生活に活か

すことができる国語のためにも、取り組みを工夫していきたい。

３．中学３年社会科の実践 『新聞記事から「？」を見つけよう。』

中学校３年生の社会科は，歴史的分野の学習を終了後，公民的分野の学習に入る。生徒が，本格的に現代社会，

法，政治，経済，国際社会について学ぶことになる。自分たちの暮らしから感覚的に理解を深めることのできる

内容もあれば，国家規模・世界規模での問題も考えていかなければならない。このどちらの内容にも有効な学習

方法がある。それは新聞記事の利用である。

各教科の基礎学習プリントと一緒に棚

に並んでいる朝日新聞「天声人語」。 

朝日新聞６月６日（水）「声 Voice」 

「どう思いますか」より 
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７月，公民の学習が始まって間もない時期に，「新聞トレーニング」と題して，７月１２日付の北海道新聞の

記事を利用した授業を行った。

授業の構成は，以下の通りである。

全員が同じ記事を読んでいるので，各班からクイズを発表する際は盛り上がった。今回利用した記事は，「道

内人口２０年連続減」という，総務省が住民基本台帳に基づく人口動態を発表したというニュースで，日本国内

および北海道の減少に関する話題が報じられているものである。

授業のねらいとして，以下のことを想定した。

生徒が作ったクイズの例を挙げる。

以上のクイズを考える中で，「総務省」「住民基本台帳」「自然減・

自然増」「社会減・社会増」「道内人口の減少」「外国人の人口増加」

などのキーワード・キー概念を知ることができる。
今後は，この生徒の気づき（＝「？」クイズの作成）から，課題

や発問に生かすことのできる授業づくりを考えてみたい。

今回は，人口に関する新聞記事であったが，この学習方法はほか

にも応用できそうである。たとえば，政治の単元の導入で，選挙や

国政に関する記事から「？」を見つけて，その「？」を解決するた

①３～４人ずつの班に一面の新聞記事（コピー）を渡す。

②全員でその記事を読む。

③記事の内容からクイズを作る。ほかの班に出題したい

「？」を三問考える。

④クイズはミニホワイトボードに記入する。模範解答も

作成して，別に配る画用紙に記入する。

①現代社会の諸問題について，人口減少・外国人の増加

という観点から考える機会とする。

②新聞記事に親しんで，読み方を全員で確認する機会と

し，今後の公民の学習につなげる。

「現在，日本に住民登録をしている外国人の数は何人か？」

「死亡者数が出生者数を上回ることを何というか？また，転出者が転入者を上回ることを何というか？」

「道内の市町村のうち，人口減少数が最多だったのは○○市である。どこの市か？」

「新聞では道内の人口減少による影響を『二重苦』と表現しているが，それは具体的に何を示

している？」
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めに学習していこうと意欲づけをしたり，また，経済の単元を学ぶ

中で，日本経済や社会保障の記事から「？」を見つけて，その解決

策を授業で学んだことをふまえて考えさせたり，などを構想している。

身近な話題から規模の大きい問題まで，新聞記事は授業づくりに

有効に生かせると感じた。

 

４．朝読書の時間を利用して、全校生徒で「コラム読み」に挑戦

北海道新聞（６月２５日）の『四季の実践』に掲載されていた「コラ

ム読み」を全校生徒で取り組んだ。毎朝設定されている朝読書の時間の

５分間を使い、毎週金曜日、まずは５週間続けることにした。

目的は、「正しく読み取り」「考え」「表現する」こと。活字を読むこと

を苦手としている生徒もいるので、まずは５分間で読み切ること、大事

だと思う文に線を引くことまでにした。「表現する」ところまで取り組め

る生徒は、川柳だったり自分の考えだったりを記入してもらっている。

記入後は、担当が集めどこに線を引いているかを調べ、廊下に拡大したコラムを掲示し紹介している。様々な

部分に線が引かれているが、多くの生徒がコラムの核心に触れるような個所に引いていることがわかる。また、

川柳を書く生徒は、回数を重ねるごとに増えており、そちらも一緒に掲示している。

本来ならば、２学期から始めたい

と思っていた取り組みではあった

が、震災の影響で、３学期になりや

っと始めることができた。今後も継

続し、成果を探っていきたい。

５．おわりに

冒頭にも述べたが、今年度、本校は胆振東部地震で被災し大変な年となった。多くの新聞やテレビなどで報道

され、生徒たちも実際にたくさんの取材を受けた。自分たち自身のことがどのように報道され、世の中に伝わっ

ているのか、取材される側の当事者としても学ぶことが多かったと思う。

多忙な学校生活の中でＮＩＥ教育を進めるためには、気軽さと継続が大事だと考える。難しく考えて、大きな

ことやろうとなると準備も大変で、継続が難しい。気になる記事があればちょっと紹介してみようか、行事のま

とめは新聞形式にしてみようかなど、できることから、多くの先生方が挑戦していければと思う。
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年度 ＮＩＥ実践報告

北海道豊富高等学校 教諭 市川 晃義（地理歴史・公民科）

教諭 小川原 香織（国語科）

教諭 遠藤 謙太（商業・情報科）

１．学校概要

本校は北海道宗谷地方に位置する全日制普通科一間口校である。冷涼な気候を生かして酪農業が主産業で

牛乳の生産・加工が盛んな町の唯一の高校として、一人ひとりを大切にする少人数教育を掲げている。各学

年の生徒数は以下の表のとおりである。

地域や国、世界といった「社会」に

なかなか目が向かない生徒に対して、

少しでも広い視野とよき社会人になるための教養を育む一つのツ

ールとして「新聞」が有効になりえるのではないか、とのねらいが

あり、本事業を活用した。今年度、指定１年目として３人の実践者

がそれぞれの担当科目で新聞を活用した。以下ではそれぞれの担当

者の実践について報告する。

２．地理歴史・公民科における 実践（実践者：市川 晃

義）

（１）公民科 学校設定科目「社会基礎」における 実践

本校の３学年ビジネスコースに設置されている学校設定科目で

あり、今年度は２名の生徒が選択した。この科目における目標は「社

会に対する広範な基礎的な知識を身につけ、さまざまな社会問題を思考・判断し、他者に伝わるように自ら

の考えを表現できるようになる」であり、 の理念と親和性が高い科目である。また、その学習の過程で

「ニュース能力時事検定」の３級の取得を目指している。特にビジネスコース選択者の進路は就職が主であ

ることから、就職試験に活きるスキルかつ卒業後にも社会人として主体的に社会へ目を向け、主権者として

社会に参画する力の育成を目指してきた。

① ニュース記事の読み解きと掘り下げ

まず、複数の新聞を見ることができる届く利点

を最大限活用し、新聞を自由に読みその中で興味

を持った記事を記録し感想や考察を記入するこ

とを、毎回の授業の冒頭 ～ 分を使って行っ

た。当初は選択する記事に制限をかけなかったた

め、スポーツ欄などに目が行き、「難しい」と口

にしながら社会面や国際面には苦手意識を示し

た生徒であったが、回を追うごとに徐々にそのよ

うな紙面にもチャレンジしていった。終いには

生徒数
１年 ２年 ３年 計

名 名 名 名

【写真：新聞に目を通す生徒の様子】
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「もっと時間をかけて読みたい」との要望があり、授業の始まる前から自主的に新聞を読むようになった。

最終的には受講者が２名という授業でもあるため、授業者の私を含めて３人で話題のニュースに関する活発

な意見交流が図られるようになり、「新聞を活用した社会に対する関心を高める」ことができたと感じてい

る。

② 新聞記事を活用した身近な問題に対する考察レポートの作成

実践テーマの後半「新聞を活用した社会を考察する態度の育成」については、レポートの作成という活動

を通して行った。生徒にはワードソフトを活用させ、身近な地域社会に関する時事的な内容を自ら新聞を活

用し情報を集め、自身の考察を加えたレポートを作成するという課題を与えた。２名の生徒が自ら選んだテ

ーマは以下の通りである。

テーマ①：「豊富町の大規模蓄電設備建設の現状と課題」

テーマ②：「宗谷本線の存続について」

どちらも課題を含んだタイムリーかつ生徒の生活に直結する地域社会の内容である。この紙面の分量の関係

上、生徒の作成したレポートの内容を詳しく紹介することは割愛させていただくが、両名共に苦労しながら

も関連する新聞記事を見つけ、自身の考察をまとめることができた。テーマ①を作成した生徒は建設が予定

される蓄電施設が北海道の電力供給に与える影響に着目しながら、宗谷地域の雇用創出、再生可能エネルギ

ーの普及、防災など複眼

的にかつ丁寧に考察を

行っていた。テーマ②を

作成した生徒は、自身が

毎日 を使って稚内市

から登校していること

もあり、この問題につい

て取り組んだ。厳しい

線の収支に驚きなが

らも、宗谷本線の利用状

況や存廃問題に関する

意見について、全校生徒

にアンケート調査を実

施し、記事と合わせてレ

ポートにまとめた。

（２）公民科 「政治・経済」における 実践

本校では３学年において「政治・経済」を履修する。この科目は文科省から研究開発学校の指定事業を受

け「遠隔授業」が実施されている。遠隔授業とはテレビ会議システムを活用して遠隔地をつなぎ授業をする

ことで小規模校でのカリキュラムの充実を図るものである。この授業においても授業配信側の北海道有朋高

校の担当教諭に、教科の特性を鑑み積極的な新聞記事の活用をお願いしている。政治・経済の学習内容を実

際の新聞記事を活用して落とし込むことでリアリティのある授業となりえている。 が遠隔授業でも効果

を発揮するのは、新聞記事は社会の記録であり、どんな場所であっても、どんな世代でも普遍的な価値を有

し、それ自体が即生きた教材になるからである。それはどんな授業の形態であっても変わらぬものであり、

地歴・公民科にとって今までもこれからも欠かせないツールである。

【資料：テーマ②に取り組んだ生徒が引用した新聞記事】

（北海道新聞 年 月 日㈮）
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３．国語科における 実践（実践者：小川原 香織）

・２学年「現代文」における 実践

本校２学年「現代文」において、「様々な形式の文章を、自分の力で読み、理解することができるように

なる」ことを学習目標としており、その教材の一つとして新聞社説を扱っている。新聞社説を採用した理由

は、教科書で扱う文章に比べて、最近の時事を扱った内容であるため生徒が興味を持ちやすいということと、

文章の量が授業１時間で扱うのに適当であるということである。

授業内容としては、社説を読み、見出しを考えるという活動を行っている。見出しを考える際には、まず

文中にどのような主張が書かれているかを読み取る必要があり、そのためには、まず事実と意見を読み分け

る必要がある。次に、論理の展開に従って読み、本文全体を通して特に筆者が伝えようとしていることを読

み取る必要がある。生徒には、事実ではなく意見が書かれている部分に線を引くこと、線が引かれた意見を

見比べ、どこに一番言いたいことが書いてあるのか考えること、この二つを課題として取り組ませている。

日常的に新聞を読む生徒は少なく、

社説まで目を通している生徒はほとん

どいないため、初回の授業では難しい

と感じる生徒が多いようである。しか

し、回数を重ねれば、多くの生徒が本

文の中に書かれている主張を見つけ出

し、見出しを考えるようになる。ただ

し、題材を選ぶ必要があり、生徒にと

って身近ではないニュースを扱った社

説については、なかなか読むことは難

しい。授業の時間の大半を時事問題の

解説に使ってしまうという失敗もあっ

た。

また、この活動の発展として、社説

を読んで小論文を書くという「書く力」

を育成する単元においても、社説を採

用している。本校では、進学の際に小

論文試験対策が必要になる生徒もいる

ことから、社説を題材にして作文を書

く活動は必要不可欠であると考えてい

る。

４．商業科における 実践（実践者：遠藤 謙太）

・２学年ビジネスコース「ビジネス基礎」における実践

１５名いる生徒のほとんどが新聞を読む習慣が身についてない。これまで読む機会も少なかったことから、

まずは新聞記事を読むことから慣れていくことを考えて以下の２点に取り組んだ。

① ビジネス関連の新聞記事を授業はじめに読む

教員がピックアップしたビジネス関連の新聞記事を授業の初めに黙読し、読む習慣を身につけることから

始めた。読み終わった後は、生徒からの感想を答えてもらい、教員側からも説明を行った。はじめは読むス

ピードも遅く、理解内容も浅かったが、回数を重ねるごとに早く読むことができ、より内容を理解すること

【資料：現代文Ｂの授業において使用したプリント教材】

（北海道新聞 年 月 日㈯の社説）
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ができるようになってきた。

② 自分で興味のある記事を読む

ある程度読むことになれてきた時期には、授業の開始１０分間に各自が新聞を読む時間を設けた。それぞ

れの興味のある記事を読むことで、新聞に対する興味関心を高めることができた。

５．ＨＲ活動における 実践（実践者：小川原 香織）

・学級日誌における時事作文

本校３学年では、学級日誌の裏面に作文を書くスペースをつくり、ＨＲ活動においても作文を書く機会を

設けてきた。１年次はテーマ制の作文、２年次は新聞記事を読んだ感想文、３年次は新聞記事の要約とそれ

に対する意見文と、２、３年次において新聞記事を用いた活動を行った。

学級日誌の作文において、新聞記事を題材にした意図は次の２点である。１点目は、最新の時事について

の作文を書く機会をもつことである。教科で扱う場合は、生徒がテレビのニュースなどでその時事に興味を

持ったタイミングと記事を扱うタイミングを合わせることが難しい。しかし、日誌などのＨＲ活動であれば

可能である。２点目は、「時事を語る」行為そのも

のを楽しむということである。教科で扱う場合は、

新聞記事という教材を通して教科の目指す学力を

つけることを目標とするが、日誌の作文の場合は

単純に「時事を語る」ことに重きが置かれる。そ

のため、「時事を語る」ことへの楽しみを覚えるこ

とができるのではないかと考えている。

また、学級日誌という媒体を用いることで、一

人が書いた作文をクラス全体に回覧することにな

る。そうすることで最新の時事について作文を書

くのは一人でも、他者に情報を拡散することがで

きるし、作文の書き手と読み手で意見の交流があ

れば、時事を語る楽しみを覚えることにつながる

と考えている。

生徒の中には「評価もつかないのであれば真面

目に書く必要はない」「なぜ書かなければならない

のかわからない」という意見の者もいるのが事実

である。しかし、多くの生徒は時間をかけて考え

て取り組み、自分なりの意見を書こうとしていた。

このことから、ほとんどの生徒が「時事を語る」

行為に魅力や必要性を感じているのではないかと

感じている。

６．１年目のまとめ（文責：市川 晃義）

実践指定校１年目として、３人の実践者を中心として教科の特性を活かした実践を積み重ねることができ

た。実践者の共通の認識として、本校の生徒の伸ばしたい力として「読解力」「時事力」「記述力」を挙げて

いる。これらについて、新聞は教材の宝庫であり活用しない手はない。２年目に向けては、実践テーマはそ

のままにさらにブラッシュアップを重ね、より新聞を生かした実践を模索していきたい。そして、生徒には

で身に付けた力を発揮し、卒業しても社会に目を向け続け、主権者として次世代を担ってほしい。

【資料：２０１８年度３学年学級日誌】
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２ 授業内容

○ 英字新聞の現物に触れ、英字新聞のイメージをつかむ。

○ 新聞記事のタイトルの形式を確認する。

○ 辞書を活用し、タイトルと記事の内容を把握する。

○ 英字新聞の記事についてワークシートを用いて理解する。

○ 理解した内容について討議し、発表する。

○ 一連の授業活動はグループで行う。

３ 成果と課題

生徒たちの様子

○ 実物の英字新聞に初めて触れた生徒がほとんどだった。英字新聞の中にわかる単語や表現を
見つけながら嬉々として読む生徒もいた。

○ 進んで辞書を活用できる者を中心にして内容を予測しながらに取り込んで内容を把握しよう
とするグループもあった。

記事のタイトルの形式

○ タイトル独特の表現を体験できた。
○ 教科書的な英文とは異なる表現特に現在形で過去の内容を示すことは、日本語の場合との比較

からスムーズに理解できていた。

記事の内容

○ 英文記事理解の練習用に『トーストでモナリザ』と、『本庶先生のノーベル賞』の２つ、本
番用に『市議会でのど飴』の記事を利用したが、予想よりも生徒の興味、関心を惹きつけ
られなかった。

読解・討議

○ 英字新聞の英語は単語も文法も限定されておらず、記事を読み進めるには、相応の語彙力、
文法力が必要であり、スラスラと楽しく英語を味わうところまでは行けなかった。堅苦し
くない内容の記事にワークシートを用意することで、調べ、考え、推測しながら読むこと
はでき、内容に関する討議はしやすかった。事前ワークシートで時間をかけて上手に予備
知識や文法力を持たせておけば本番はもう少し討議に深みが出たかもしれない。

○ 記事内容についての討議、発表では、グループ内でも違う意見があり、英語の勉強から更
に進んで人それぞれの価値観の多様性を感じることができた。話し合う観点を幾つも提示
してやれば、盛り上がる討議ができたかもしれない。

今後

○ 今回は単発の試みとなったが、今後は他教科との連携や新聞の継続的な活用方法を検討し
なくてはならない。

英 字 新 聞 の 記 事 の タ イ ト ル

自 発 的 に 読 み 進 む 生 徒 協 力 して 読 み 進 む グ ル ー プ
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実践事例の紹介

ＮＩＥ実践事例の報告  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 山本 哲章

実践事例

実施時期 平成３０年９月～１1月 実施学年 ３学年

実施教科・領域 現代社会研究 単 元 名

１ 授業のねらい

○ 新聞の記事から生徒自身が興味関心を持てる記事を探すことでを新聞に接するきっかけを作る。

○ インターネットと図書館を利用した調査・情報収集技術の習得および技術の向上を図る。

○ 調べた内容についてのプレゼンテーションを通じて、情報をまとめる技術、わかりやすく提示
する技術、わかりやすく表現し伝える技術の習得を図る。

２ 授業の流れ

① 新聞から興味関心を持った記事を選択する。
（１～２時間程度）

② 選択した新聞記事に関する事項をインターネット、学校図書館等を利用して調べる。
（３～５時間程度）

③ 調べた内容についてパワーポイントを利用してまとめ、発表原稿を制作する。
（２時間程度）

④ 発表を相互評価し、次の発表の改善に向けてのアドバイスを生徒同士で行う。
（２時間程度）

３ 成果と課題

生徒の選択した新聞記事と発表テーマ

○ 第 1 回
・2018 年 9 月 8 日朝日新聞「捨て犬にこそ活躍の場を」

→動物愛護の取り組みと動物実験
・2018 年 9 月 19 日毎日新聞「パワハラ セクハラ 日本甘い」

→職場でのハラスメントはなぜ起こる
・2018 年 9 月 28 日毎日新聞「子どもの糖尿病キャンプ」

→糖尿病キャンプの取り組み
・2018 年 9 月 3 日北海道新聞「MOX 燃料 再処理断念」

→ MOX 燃料とプルサーマル
・2018 年 9 月 2 日産経新聞「北、アップル基本ソフト攻撃」

→サイバー攻撃の現状
・2018 年 9 月 1 日朝日新聞「中高生ネット依存７人に１人」

→ネット依存で何が起こる
・2018 年 9 月 1 日北海道新聞「６火山避難計画進まず」

→火山と避難
・2018 年 9 月 1 日北海道新聞「運転卒業証書を発行」

→高齢者運転免許自主返納制度について
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○ 第 2 回
・2018 年 10 月 2 日毎日新聞「本庶佑氏ノーベル賞」

→最新のがん治療法とがんの予防
・2018 年 10 月 5 日北海道新聞「コンビニに軽減税率」

→消費税の 10 ％増税の課題
・2018 年 10 月 16 日産経新聞「AI 描く近未来生活」

→ AI で変わる私たちの生活
・2018 年 10 月 23 日朝日新聞「性別の変更不可 トランプ政権検討」

→ LGBT と日本の現状
・2018 年 10 月 23 日毎日新聞「重大いじめ最多 474 件」

→いじめの何が問題か
・2018 年 10 月 26 日毎日新聞「ユダヤ教会乱射 11 人死亡」

→アメリカの銃規制問題
・2018 年 10 月 31 日毎日新聞「MIRAI 人に優しく」

→自動運転技術が作る未来

取り組みから見えてきたもの

○ 新聞を普段読まない生徒であってもきっかけさえあれば新聞を読み、様々な情報に興味を持つ
ようになる。実際に取り組み以降、授業を受けた生徒が新聞を読む姿が何度か見受けられた。

○ 本科目は選択授業で履修生とが少ないこともあり、個別指導がしやすく、発表とその後のアド
バイスタイムも十分に取ることができたが、人数が多くなった場合には取り組み方法に改善の余
地がある。

○ 各社の新聞を読み比べる中でそれぞれの社の報道姿勢について一定意識して考える生徒も出てき
た。

○ テーマ設定や発表内容の作成の段階で政治的にシビアな問題（安倍総理批判など）を生徒が入
れようとしてきた場合には指導者として判断が難しい場面も想定できる。
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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」として開校した。その後

1948（昭和 23）年「札幌北斗高等学校」に改称し、

平成 11 年に男女共学となり、今年度は開学 90 周年

を迎えた。 
2019 年２月現在は男女共学の全日制普通科、３

学年 25 クラス、計 853 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の環境

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 
平成28年度より図書局顧問を任命されたものの、

本校図書室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。

しかし、３年生になると面接対策などに新聞を読み

たがる生徒が増える。新聞を購読していない家庭も

増えているので、図書室に新聞はないですか？と、

受験シーズンには何人もの生徒が訪れる。 
このような環境の中で、彼らの新聞を読みたいと

いう思いに応えたいと気をもんでいたところ、元新

聞記者の友人によりＮＩＥを教えてもらい、実践指

定校として本年２年目を迎えた。 
 
 
３．２０１８年度実践指定校としての実践より 
 
⑴活用方法 

NIE よりいただける新聞は図書室を拠点に、全校 

 
 

生徒が自由に閲覧出来るように配架している。 
図書室を拠点とするため、１・２・３年生合計 14 
名の図書局員が中心となって新聞整理にあたる。局 
員は昼休みの開室業務の一環として、守衛さんから

新聞をいただき、図書室へ配架している。 

 
↑ 図書室内新聞閲覧スペース（通称ラウンジと呼び、

他の場所よりリラックス出来るスペースとなってい

る。） 
 
図書室内で配架し出来るスペースに限りがある

ため、古くなった新聞は書架に移動し、整理・保管

している。 

２０１８年度 ＮＩＥ実践報告 
 

図書室を拠点とする展開２ 
 

札幌北斗高等学校 教諭 中井一江 
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↑ 昨年の保管の様子

 
いただける新聞は大切に書架に保管している。以

下の写真は今年、２年目の様子である。 

 
↑ NIE２年目の書庫 
 

NIE よりいただいた２年にも及ぶ新聞はストッ

クしていくと膨大な量になった。NIE では複数の新

聞をいただけるので、局員が新聞社のタイトルロゴ

を真似て整理用の札を作成し、各社の雰囲気など違

いを楽しんで整理していた。 
課題は写真のように膨大な資料となってしまい、

今後どうしていくべきか、処分のタイミングが見え

ないことだった。 
また、授業の調べ学習において、古い新聞を出し

て欲しいとのリクエストには、この新聞の山から探

して目的物を出してあげるのは局員にとっても大変

な仕事であった。 
実は図書局顧問を命じられるまで私は図書に知

識がなかった。また、本校は司書も不在のため、図

書で困ったことは他校の司書のかたに伺っていた。

他校では書庫がなくストック場所がないので、新聞

の縮刷版が入荷したら日刊の新聞は廃棄しているら

しい。しかし前述の通り、本校では定期刊行物は消

耗品と扱うため、新聞の縮刷版が購入できないのだ。 
ところが、NIE２年目となり新聞のストック量も

膨大になってきたため、今年度は初めて縮刷版の購

入が出来るようになった。新聞を使った授業などに

一定の評価が認められれば、本校での新聞の定期購

読も夢ではないように感じている。 
 
⑵展開：図書局員による自由な発想・展開 
本校図書室においては図書室の運営は生徒の自主

管理運営により、教師はそれをサポートする形を目

標に据えている。局員のミーティングでも自由な発

想と活発な議論を重視している。 
局員の間で話題になったのは、多くの生徒に新聞

を読んでもらいたい。そのためには来室した生徒に

新聞を触ってもらうこと・・目標達成のために配架

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、目を引く工夫をした。 

↑ NIE コーナー（ラウンジ内） 
 
この NIE コーナーでは大きなトピックを扱うこ

とを常設にした。生徒はここで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。 
局員達は、新聞がどのように作られているか、ど

のように自分たちの手元に届くのか、寒空のもとで

の配達のご苦労などを配達員の方に伺った。 
校内でもっと活用されるにはどうしたらよいの

か、さらなる紹介のための活動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
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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ＮＩＥ

を良く知らない者もいた。また、校外展なので一般

の方も来場するが、恐らく一般の方の中にも知らな

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、NIE の活動紹介パネルと動画を作成した。 

 
↑ 動画の一部 

↑ 展示会場設営の様子 
 
展示内容に自信を持った局員達はある新聞社に取

材を依頼した。幸運にも会場に取材に来られること

になった。早速本校でも大騒ぎになり、図書局局員

全員に緊急招集がかけられ、教頭より局員は全員公

欠として会場に向かうことになった。全校の期待を

背負っての取材であった。 
当日は再度訪問時間確認の電話をいただき、全員

で喜び勇んで会場で待機していた。ところが、突然

会場に電話が入り、まさにドラマのように土壇場で

キャンセルされた。キャンセルの理由は冬季オリン

ピックの紙面により、本校を取材しても掲載出来な

いから、とのことであった。 
局員の落胆は相当なもので、学校に戻った局員は

皆から取材ってどんな感じだったのかなどの質問攻

めにあい、さらに落ち込んでいた。 
この経験から、思春期の子供らしくしばらくの間

は新聞から遠ざかってしまった。だがそのうち紙面

割りに興味を持ち、記事の取捨選択を調べる者も現

れた。新聞紙面を研究する動きが活発になったのは

この経験があったからで、その意味では取材のドタ

キャンがもたらしてくれた効果の一つといえるかも

しれない。 
 
 
４．昨年度の課題克服 
実践の初年度は図書室は活性化されたが、全校に

は至らなかった部分も多い。 
次年度は、日々の授業で活用してもらうことを模

索したいと考えていた。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、また各教室への

持参など検討していた。では、私が授業の実演をす

ることで他の教員に検討してもらい、さらに展開し

てもらおうと考えた。また、他の教員からアドバイ

スもいただきたく、校内教員向け公開研究授業とし

た。 
 
 
５．公開授業 
公開授業の内容： 
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公開授業は１年生１クラス政治経済の授業を４

時間使用した。図書室に移動しグループに分かれ、

新聞を読んで気になるニュースを調べて分かったこ

と、初めて知ったことを皆で共有するという内容で

ある。 
事前に生徒にアンケートを取った。 

 
質問１ 家庭で新聞を購読していますか？ 
はい・・・・・４５％ 
いいえ・・・・５５％ 
 
質問２ 購読している新聞社名は？ 
Ｈ社・・・・・５５％ 
Ｙ社・・・・・１０％ 
Ｎ社・・・・・ ５％ 
分からない・・３０％ 
 
質問３ ニュースなどの情報は主にどの媒体から得

ていますか？ 
ＴＶ・・・・・・・・・・・５６％ 
インターネット（スマホ）・・２４％ 
TV・スマホの両方・・・・・２０％ 
 
やはり今どきの調査結果である。 
図書室では最近の新聞から読み解いていくが、ほ

とんど触ることのなかった生徒は、紙面が大きくて

扱いにくいなどと言っていた。 

 
 

↑授業風景 
 
以前の記事に遡って調べる者など、時間が足りず

放課後や自宅でも積極的に活動したようで、どのグ

ループも素晴らしい発表をしていた。また、高校生

が気になる記事が多岐にわたり、情報提供の重要性

を改めて感じた。 
 
以下は授業や新聞を読んでの生徒の感想である。 

・ＴＶと違い音声が無いから読むのが面倒だった。 
（現代の生徒は視覚と聴覚の同時活動が発達してい

るようだ。） 
・紙面の文字が小さいから読むのが億劫だったが、

内容は分かり易かった。 
（私の幼い時代からするとびっくりするほどの文字

の大きさだが、それでも現代の生徒は小さく感じて

いるようである。文字サイズは複数の生徒が挙げて

いる。） 
・他の媒体より情報の内容が信頼できる。 
・永久に記事が残るところはネットと違い、良い面

と悪い面を考えるところがある。 
・検索に慣れているので、紙面で目当ての記事にた

どり着くのが大変だった。 
 
また、見学した教師からの感想は、「司書が不在の

本校で過去の新聞を探すのは大変」「部活や講習など

により教材研究に割ける時間に限りがある中で、新

聞は時間がかかりすぎる」「新聞の整理や授業後の片

づけなど、時間的に難しい。理想ではあるものの、

授業カリキュラムがある中では現実的ではない」 
なかなか厳しい現実であった。実際私もこの授業を

１年の受け持ちクラス５クラス全てで行うのは難し

いかもしれない。 
次年度は図書室・授業以外の場面で活路を見いだ

すことが課題となった２年目のＮＩＥであった。 
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１．はじめに

本校は明治３７年開校、今年で創立１１４年を迎える生徒数３９８名の全日制普通科高校である。函

館港を一望できる坂の上にあり、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の実践は３年目になった。 
 
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割程度おり、進路多様校といえる。生徒たちは、２学年から３学年に進級する際に理系

と文系に分かれ、それぞれの進路実現を目指して学校生活を送っている。 
 

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。日常的に新聞を読む生徒が減っている中、授業として取り組むことで少しでも社会的な出来

事に興味を持ってもらいたいと考えている。また、記事を読むことにより速読の訓練、読解力・語彙

力・情報リテラシーの向上、プレゼンテーション能力の育成にもつなげたいと考えている。 
 
 

２．実践報告

実践は１学年国語総合（３クラス）の授業内で行った。購読計画は以下のとおり。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

３紙 ３紙 ３紙 ３紙 ４紙 ４紙 ４紙 ４紙

２０１８年度 NIE 実践報告 

社会を知る、世界を知る
北海道函館西高等学校 教諭 小牧 陽二郎 
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留意した点

・入学当初の慌ただしい時期は避けた。

・各教室に１紙ずつ配布し、誰でも読める状態にした。

※５月の段階では｢ただ置いてあるだけ｣であるが、朝読書の時間に読むことを認めた。

・６月以降無理のない形で授業に取り入れ、段階を踏んでレベルを上げていった。

以下、実際に行った取組みを紹介する。

１）「今日のニュース」（６月～８月） 資料１ 授業開始時に配布したプリント

５月から教室に１紙ずつ配布し、まずは手にとって

自由に読めるようにした。１ヶ月程度時間を置いてか

ら、「今日のニュース」と題して、日直を中心として複

数名に、気になったニュースを発表させた。留意事項は

以下の通り。

・新聞を読んで、気になったニュースをただ発表する

だけ。

・着席したままでＯＫ。

・最後に、教員もニュースを紹介する。

とにかく新聞を読んでもらう、新聞に興味を持って

もらうのが目的である。ハードルはなるべく低く、あま

り緊張することなく取り組めるようにした。生徒側の

準備は、ただ新聞を読むだけである。

また、生徒には、新聞は「硬い」記事だけが載ってい

ると思っている者も多く、記事の多様性を知るきっか

けにもなったようだ。

２）「２分間スピーチ」（９月～１１月）

３年目の取り組みとなった、教室での２分間スピーチである。当初は資料１にもあるように、１学年

ということを考慮して「１分間」に設定していたのだが、授業中の雰囲気を見て、昨年３学年で実施し

たのと同じ２分間で取り組んでみた。

資料２

スピーチ評価表

・昨年度と内容は同じ。

・生徒同士で相互評価。

・成績には入れないが、

評価結果は教員のコ

メントとともに返却。
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資料３ スピーチ開始時に配布したプリント

実施方法について昨年度までと変わった点はな

かったのだが、実際にスピーチを実施してみると

内容は大きく変化した。相違点は以下の通り。

・事前準備として原稿を用意するものがほとんど。

・記事の内容を掘り下げて発表する生徒も多い。

・質問形式や、語り口調など、話し方に工夫がみら

れた。

実施が１学年ということで、「まじめ」というか、

不安からか、きちんとスピーチ準備をしてきてい

たようだ。また、おそらく中学校で指導されている

のだろう、人前でのスピーチに抵抗感のない生徒

も多く、話し慣れていると感じた。主体的な授業の

取り組み成果だろうか。

スピーチの様子１ スピーチの様子２

相違点もあったが、昨年度と同様の状況も見られた。実施当初こそ２分間話しきれるか不安を感じて

いた生徒たちだったが、自宅等で練習でもしたのであろう、「２分では足りない」という声が出始めたの

である。スピーチをする生徒の性格にもよるが、質疑応答の時間が大いに盛り上がることもしばしばあ

った。

○参考

月のある週に、生徒が選んだ記事の内容

・「新種 日本から続々報告」朝日新聞

・「来春 連休 歓迎と不安」朝日新聞

・「子ども 体を動かす遊び減」読売新聞

・「宇宙に『ゴジラ座』」読売新聞

・「魚を食べない人 病気のリスク高く」毎日新聞
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３）「希望者スピーチ」（１１月）

資料４ 希望者スピーチ配布プリント

今年度もまずまずの盛り上がりで新

聞スピーチを終えたのだが、購読計画

ではさらに一ヶ月ほど新聞が届くこと

になっていた。教室に配布するだけで

はもったいないと思い、希望者には再

チャレンジの機会を与えることにし

た。スピーチ生徒については評価を上

げることを明示し、希望者を募ったと

ころ、各クラスとも複数名が名乗り出

てくれた。生徒の意欲を高めることが

でき、授業者としてはうれしく思って

いる。

３ 最後に

新聞記事を使ったスピーチ発表も今年度で３年目となった。新聞を通して、生徒たちが社会とのつ

ながりを意識できればなによりである。今年度では、生徒が｢リコーダー寄贈プロジェクト｣の記事を

取り上げて発表した数日後、プロジェクト実行委員から学校に協力依頼の電話がくるという出来事が

あった。当然ながら、その

ことを生徒たちに伝える

と、大きな反応が起きた。

新聞と社会、自分たちがつ

ながっていることを実感で

きたのだと思う。

なお、偶然ではあるが、

プロジェクトの実行委員長

が本校ＯＢであったこと

も、生徒の興味関心を引く

こととなった。リコーダー

回収箱は職員室前に設置

し、現在のところ２０本弱

が入れられている。

北海道新聞夕刊 みなみ風（道南版）11.13 
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（２）特別支援学級における新聞を活用した社会科授業の実践

今年度、３年生の社会の授業の中で新聞を活用した学習を試みた。支援学級に在籍する生徒は知

的障がいがあるが、語彙力は高く、コミュニケーションもとれる。

しかし、文章を読んで内容を読み取ることやまとめることが困難な

場面もあり、新聞を活用しながらの支援を行った。

使用した新聞は、北海道新聞週刊「まなぶん」である。生徒が興

味関心をもてること、漢字や文章表現など比較的読みやすいことも

あって教材に選んだ。

以下、学習の手順を示す。

①新聞を提示し、紙面を一通り見せる。

②興味をもった記事を一つ選ぶ。

③声に出して記事を読む。必要な時は一緒に読む。

④記事にどんな内容が書かれていたのかを発表させる。

このパターンで進めた。時間にして１５分くらいである。社会の

授業のスタート時に行った。まず、「新聞を読むこと」に親しむこ

とを大切にし、習慣づけることを心がけた。この活動を通して、生

徒は新聞に興味を持ち、一般紙にも目を向けるようになった。

今後はさらにテーマを決めて、調べ学習などにも発展させていけれ

ばと思っている。

（３）新聞を活用した図書コーナーの充実

平昌オリンピック特集

メダルの獲得に合わせて、メダル表示も更新

し、記事も併せて掲示しました。

図
書
コ
ー
ナ
ー
の
一
番
目
立
つ

場
所
に
平
昌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

コ
ー
ナ
ー
を
作
り
ま
し
た
。

北海道新聞の元旦特集記事を平昌オリンピック開

催直前から掲示をはじめ、オリンピック期間中は北海

道ゆかりの選手を中心に記事をピックアップして掲

示しました。

新聞記事そのままを掲示するために職員の協力を得

て、新聞を切り抜きをカラーで掲示することができま

した。
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（４）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。生徒たちは記事を読み，そこから感じたことを文章やイ

ラストを用いてアウトプットしているため，社会とつながるという意味

でのよい学びとなっている。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そのほとんどが冬にも提出して

いる。この取組も４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。

（５）英語科での授業実践

①英語科での実践

■本日の学習（ ）

目標：タイトルと写真から内容を予想しながら本文を読む。（理解）

英字新聞から自分の知っている英語を探して内容理解につなげる。（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

□前時の復習

□課題確認

□本時に関する内容確認

英字新聞の見出しと写真を見

て、どんな内容が書かれてい

ると思うか３択問題に答え

る。

□前時の文法を確認

□課題提示

□題材導入

・英字新聞記事（見出し・写真）を見

せて、どんな内容が書かれていると思

うか考えさせる。

展開

□本文読解

・教科書の英字新聞の見出し

と写真を見せて、本文の内容

を検討する。

□新出単語確認

□文法確認・本文解説

□本文Ｑ＆Ａ

□本文読解

・教科書の英字新聞の見出しと写真を

見せて、本文の内容を検討させる。

□新出単語確認

□文法確認・本文解説

□本文Ｑ＆Ａ

終末

□音読

□全体を通しての振り返り

□音読

□全体を通しての振り返り

タイトルから内容を予想して、本文を読んでみよう。
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■授業を行った感想

３．５年間の 活動を通して

新聞は教材の宝庫である。特認校２年目を終え、多くの教員が への実践を試み、「新聞は教材

の宝庫である」ということを実感している。来年度からは特認校の指定は終了し、毎日のように新

聞が届くことがなくなるが、生徒・教師共に新聞への意識が薄くならないような工夫をしていきた

い。実践指定校３年、特認校２年で得られた経験を生かして、生徒に確かな学力をつけるために新

聞を活用した実践を今後もしていきたい。

今回は教科書本文の中で、英字新聞の記事と表した題材が用いられていた。そのため、導入で実際

の英字新聞の記事を取り扱った。

教科書の題材は「見出し・写真・短い英文」であったため、それに合わせて見出しと写真の紹介を

行った。記事内容については、文章が長く、中学生にとってやや読み取りが難しいものであったため、

３択問題を設置し記事内容の予想を行った。羽生結弦選手のような身近なテーマや自分たちの近い将

来について書かれた新聞記事を採用したため、生徒は興味をもって授業に参加している様子であっ

た。また、タイトルやイラストから本文を予想することによって、内容が自分の予想したものと合っ

ているかどうかなど、普段よりも英語を読もうという姿勢が高まった。

今回の取組で、中学生にとっても身近なテーマであったり、読みやすい英文にしてあったりと、活

用しやすい記事が多いことに気づくことができた。今後も新聞記事の利用を検討していきたい。
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２０１８年度 ＮＩＥ実践報告

社会に目を向け、多様な資質・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４５年目を迎える、１年次８学級（計２４学級）、全

校生徒９５７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 実践の経緯

本校は４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２年目にあたる一昨年度から、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きた。したがって公民科では３年目の取り組みとな

る。ただし今年度は、情報担当教諭が転出して不在となったため、公民科教諭３名での実践とな

った。今回の実践報告は、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。 
また、昨年の４月には、北海道ＮＩＥ推進協議会において 2017 年度の本校の実践が認められ、

「2017 年度実践報告表彰」に選ばれ、５月１２日の総会の場で表彰された。本校での取り組みを

認めていただいたことを非常にうれしく思い、感謝申し上げたい。 
ちなみに、今年度については、ＮＩＥ実践指定校（独自枠）として認定のうえ、１年間の実践

を行った。 
 
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において、１年次全８クラスで実施している。この取り組みも、１年

次全体で行うのは今年で３年目になる。生徒は各自、自分で気になった新聞記事を一つ選び、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前で発表する。生徒にはあらかじめワー

クシートを配布しておき、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
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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。 
毎回の授業の最初に、１回の授業につき２

名ずつ、前に出て発表する。発表が終わるご

とに、聞いている生徒は拍手をし、授業者が

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。２単位の授業なので、年

間に必ず全員が２回発表するまで続けてい

る。 
この３年間で、ワークシートの内容について毎年改善を図った。 

１年目は、①「新聞記事のテーマ」、②「この記事を選んだ理由」、③「記事の要約」、④「感想、

自分の意見」という４項目で構成した。２年目は、前年度まであった②「この記事を選んだ理由」

の欄をなくし、代わりに③「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、

④「解決策、自分の意見、感想」で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。 
３年目の今年度は、さらに見直しを加え、③「記事の内容に関する疑問点」の欄をなくし、③

「読んで理解できたことは何か」、④「読んでわからない言葉を書き出し、辞書やネットで調べて

 
「３分間スピーチのようす」

 
「３分間スピーチ」ワークシート１年目（左）・２年目（右）
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書き写す」の欄を新たに設けた。

記事に対する理解を重視すると

ともに、発表を聞いている生徒に

もわかりやすくなるよう考え、さ

らに授業者の解説やコメントが

最小限ですむようにして、時間短

縮を狙った。何といっても、現代

社会の授業の中での実践なので、

「３分間スピーチ」の時間が長引

くと、教科書の進度に影響するた

めだ。 
 
（２）「ＮＩＥコーナー」

今年度も、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

ペースを設けた。毎月、記事の比

較ができるように、年間を通して

複数紙配達してもらい、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、現代社会の授業で、メデ

ィアリテラシーについて扱った

際には、「なぜ、水飲み場に新聞が

複数社置かれているのか」を考え

させた。 
「３分間スピーチ」で新聞記事

の発表をさせているが、生徒によ

っては、自宅で新聞を取っていな

い家庭も少なくない。そういった

生徒については、ＮＩＥコーナー

の新聞をコピーして活用させて

いる。 

（３）「プリント一週間の出来事」

１・２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、配布している。これは、

 
今年度の「３分間スピーチ」ワークシート

ＮＩＥコーナー
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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１～３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 その他の新聞の活用

各年次の朝学習の取り組みとして、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、年次ごとに社会テーマに目を向けさせ、読解力や要約力を育成する言語活動に取り組

んでいる。 
 
５ 成果と課題

（１）１年間を通しての活動 授業評価アンケートで、「新聞やニュースなどを、意味を理解して

読むことができるようになった」といった記述があった。「３分間スピーチ」では、生徒１人の発

表は年にたった２回だが、クラスでは年間約８０回の発表を聞くことになる。１年を通して考え

れば、新聞記事に触れる貴重な時間であり、また、記事に対してクラスメートがもつ意見や感想

を聞くことも、多様な視点に触れるよい機会になっていると考える。 
（２）さまざまな能力の育成 また、「３分間スピーチ」では、記事を読んで内容を要約し、その

記事から理解したことをまとめ、さらにわからない言葉を調べて説明するという言語活動によっ

て、読解力や思考力・判断力・表現力が育成されるとともに、人前で発表し、拍手をもらうとい

う体験の積み重ねによって、自己肯定感や達成感を味わう機会ともなっていると考える。小さな

経験の積み重ねであるが、この一連の活動が、「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 「３分間スピーチ」は現代社会の授業の中で行っており、多くの時間を割くこと

ができない。今年度は内容を工夫して時間短縮を図るとともに、授業の展開も工夫して進度を確

保するよう心がけた。 
②新聞を読ませる工夫 「ＮＩＥコーナー」で常時、新聞を閲覧できるようにしているが、実際

に閲覧している生徒は限られているのが現状である。展示の仕方を工夫したり、図書局や新聞局

と連携するなど、新聞に興味を持ってもらう取り組みが必要である。 
 
６ おわりに

本校公民科におけるＮＩＥの実践も３年目を迎え、継続した取り組みが定着しつつある。まだ

まだ不十分な点があるが、できる範囲で改善・充実をはかりながら、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。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」にもつなげられるような実践も工夫したい。本校での取り組みが、少しでも他校の先生

方の実践に役立てば幸いである。 
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２０１８年度 NIE 実践報告 

保育者・小学校教員養成課程における多様な新聞活用教育（ ）の取り組み

北翔大学短期大学部こども学科 菊地 達夫・高橋 さおり・保田 真希 
 

 
１ はじめに 

学校教育では、学習の基盤として各教科において言語活動が重視されている。例えば、新小学校学習指

導要領における言語能力の育成に関する改善では、各学校において言語環境を整えることが示されてい

る。具体的には、語彙や表現を豊かにするための教材を適切に取り上げることや教育活動全体の読書活

動の推進することを挙げている。また、学校図書館の利用環境の整備、言語能力を高めるため実践例等の

交流・蓄積も重要と考えられている。 
教員養成課程を有する大学等では、言語活動の充実を目指し、個々の授業で工夫・改善を積み重ねてい

る。他方、教員養成課程全体を通じた組織的な動きはまだまだ少ない。 
さて、言語活動には、多様な教材があるものの、その一つとして新聞がある。本報告は、保育者・小学

校教員養成課程におけるいくつかの授業での新聞活用を紹介しつつ、その目的と効果の期待（可能性）に

ついて述べていきたい。 
 
２ NIE 活動の概要と取り組みの目的 

2018 年度は、10 月から 1 月までの 4 ヶ月間実施した。新聞は 6 紙（道新・読売・毎日・日経・産経）

で、他一つを朝日小学生新聞とした。新聞の設置は、自由に閲覧、貸出もできるようにした。そのため、

上記の取り組み担当者以外でも、実践できるようにした。これまで、担当者らは、すでに NIE 活動を実

践し、一定の成果を挙げている。他方、受講者は、授業での活用を終えると、その後、継続的に閲覧・利

用しなくなるといった課題があった。今回、この解決を目指し、多様な授業科目・機会での実施を呼びか

け、工夫・改善を図った。その目的は、多様な授業科目・機会を通じて新聞活用の有用性を深めることで

ある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 保育者・小学校教員養成課程の授業科目における新聞活用（授業内外）の構造 

保育者養成課程 
【授業内活用】 

小学校教員養成課程 
【授業内活用】 

保育者養成課程 
【授業外課題】 

小学校教員養成課程 
【授業外課題】 

新聞 
活用 活用の積み重ね 

活用の積み重ね 
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３ 小学校教員養成課程における授業内活用（小学校教育教材研究・授業研究）の例 
授業内活用の一例として、１・２年次後学期に実施する小学校教育教材研究（ 学年）および小学校

教育授業研究（ 学年）での取り組みを挙げる。本授業は、国語、社会、算数、理科の担当者によるオ

ムニバス形式である。この授業では、各教科の担当者の判断にて、学習指導案の作成、それを用いての

模擬授業や省察を実施している。

さて、社会の場合、新聞とりわけ小学生新聞を活用した実践を試みた。その小学生新聞の特色は、ふ

りがな（ルビ）の使用、行間の広さ、文字量の少なさ、地図、写真、グラフ、表といった視覚的資料の

多用といった点にある。他方、紙面構成は、一般紙と変わらない。

授業課題（社会）は、小学生新聞（ 年に生じた自然災害の様子／朝日小学生新聞記事 年

月 日 頁）を活用しての学習課題、展開、評価基準を思考・判断し、ワークシートに書かせるものであ

った。その手順は 時間目に①授業（社会科分）のねらい、②関係する学習指導要領の内容、③小学生新

聞の特色と内容の確認、④授業課題の内容の提示をした。 時間目に、提出内容の講評と若干の解説を行

った。学習課題では、記事内容全体を含むものと部分的な内容のものを例示した。評価基準の場合、標準

評価は、この授業として最低限確保してほしい知識等を示すよう強調した。また、高評価と標準評価の差

異は、語句や文章の数をもって区別する手法を例示（標準評価は重要語句 つ、高評価は重要語句 つ

以上）した。

授業成果（図２）として、学習課題設定の場合、 つの内容（特色）に分けることができた。他方、

評価基準設定の場合、基準の曖昧さといった課題が浮き彫りとなった。

受講者は、授業課題を通して、言語活動（情報の読み取り）を不得手とする児童に、有効な教材（小

学生新聞）であると認識を深めた。

学
習
課
題
設
定
の
思
考
の
深
ま
り 

評価基準設定の思考の深まり 

小学生新聞の

活用 基準の曖昧さ 
（課題） 

【事実の読取】 
自然現象⇒被害 

【地域間比較】 
被害（類似点・相違点） 

【自分事】 
災害から学ぶ事 

図２ 授業実践（授業課題＝新聞活用）の成果と課題の構造 
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４ 小学校教員養成課程における授業内活用（国語）の例

授業内課題の一例として、１年次後学期に実施する「国語（書写を含む）」での取り組みを挙げる。

この科目は幼稚園教諭免許および小学校教諭免許取得のための選択科目の一つとして設置していること

から、授業のねらいに「保育者・教育者を目指す上でのコミュニケーション能力の必要性について理解

すること」を含んでいる。そこで、専門職としてのコミュニケーション能力の育成の一環としてディベ

ートを実践した。これは、ある課題に対して多様な物の見方や考え方ができる思考を育むことをねらっ

ており、その前段階の学びとして新聞を活用した下記の学習を実施した。

使用記事：北海道新聞 年（平成 年） 月 日「水曜討論」

「「ｅスポーツ」はスポーツなのか」 ※有識者の真鍋氏と原田氏の見解が示されている。

学習課題：新聞記事を読み、以下①～⑦に取り組む（Ａ３横置きプリント１枚）。

①真鍋さんが伝えていることを簡単にまとめよう。

②テキストを読む前と比べて、新たに気づいたことはありますか？

③原田さんが伝えていることを簡単にまとめよう。

④テキストを読む前と比べて新たに気づいたことはありますか？

⑤学生同士で交流：それぞれ①と②の記述を比較してください。共通点・相違点はありますか？

⑥「ｅスポーツはスポーツなのか？」スポーツだ／スポーツではない（どちらかに〇を）

⑦なぜ「スポーツだ」／「スポーツではない」と考えますか？理由を答えてください。

この課題では、次の力を養うことをねらいとした。①・③→読み取る力と要点をまとめて記述する

力、②・④→他者の考えを踏まえ自分の考えを持ち示す力、⑤→自分の考えを基盤に他者へ話すことで

伝え、相互に共通点・相違点を見いだす力、⑥・⑦→①～⑤までの段階を経て自分の考えをまとめる

力。

ここでは、コミュニケーションを図るうえで基盤となる「話す・聞く」「読む」「書く」能力の育成は

もとより、いわゆる正解のない課題に対してどのような考えを持ち、多様な他者との関係をどう築いて

いくか、ということも見据えながら学習課題を設定した。成果としては、ディベート実践の前に行うこ

とで、多様な立場からの物の見方や考え方、さらには根拠を明確にしてその立場を示していく方法を学

ぶことができ、言語化することの難しさだけではなくその重要性にも気づくことができたと考えられ

る。言語活動の充実が求められる中で、保育者・教育者養成に携わる立場として、多様な物の見方や考

え方、思考力を養っていくことの充実を図っていきたい。

５ 保育者養成課程における授業外課題（乳児保育）の例

授業外課題の例として、 年次後期に実施する「乳児保育」での取り組みを挙げる。「乳児保育」は、

保育士資格を目指す演習科目である。授業内容は、乳児が安心し心地よい中で生活していくために必要

な環境や保育内容の理解を目指すようになっている。また、乳児保育の歴史を取り上げつつ、現代の乳

児保育の現状と課題も学ぶようになっている。

新聞活用は、現代の子育てや子どもを取り巻く環境を理解することを目的としたものである。とりわ

け、視野を常に広く持つことの重要性に気付くことを期待した。
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図３ 保育者養成課程「乳児保育」における学習記録の様子

６ 保育者養成課程における授業内活用（保育内容環境）の例

授業外課題の例として、 年次後期に実施する「保育内容環境」での取り組み挙げる。保育内容環境

は、 領域の つを構成するものであり、主として保育施設内外の環境設定や効果的な利用について体

験的に学ぶものである。今回、安心・安全の確保という学習内容の補完として、新聞記事（送迎バスに

園児放置／ 年 月 日 頁）を活用した。授業では、園（送迎）バスにおける安心・安全の確

保という視点で場面設定課題として実施した。新聞は、その課題学習を終えた後に、内容を読み、それ

についての感想等を書かせたものである。

７ おわりに

年度の 活動は、保育者養成課程及び小学校教員養成課程のいくつかの授業科目において、授

業内活用または授業外課題という形で自主的な広がりをみせた。今回、ある授業で取り上げた新聞記事

が、別の授業の課題（授業外課題）の活用へつながった事例がある。受講者は、新聞記事を通じて、授

業科目間の関係性に気付くことができた。また、 紙の公開設置（学内短期大学部共同研究室前）が、

他学科教員の興味関心を生み、授業外課題の活用につながった。具体的には、授業内容外の調べ学習と

して新聞活用の指示をしたものである。

以上から、少しずつではあるが、多様な教員（授業科目）の活用を通じて、受講者が、自主的かつ持

続的な新聞の閲覧・活用する期待が芽生えつつある。
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編集を終えて

　NIE実践報告書「第22集（2018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。
2018年度は、大学を含め36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。今後の実践にも参考になる取組も多く、また、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組の一つとしてさらに重要視されたこ
とと理解できます。このような全国的な要請を踏まえながら、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。具体的には、NIEの取組が教育課程に位置づけ
られ、学校課題の解決に向けた取組の一つになっており、しかも、学校図書館の学習
センターや情報センターとしての役割とリンクした取組もありました。実践指定を切
り口に、小中一貫校・コミュニティスクールなどの流れの中で、地域と一体となって
進められる教育活動の中にNIEが位置づけられたなど、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。
　また、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
ている中、特別支援学級における実践もありました。実態に合わせた取組は、通常学
級にも大いに参考になると思われます。
　このように、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が多数
あり、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も多くなっ
てきたように感じます。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。
　最後に、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
大事です。そのために、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
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