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「新聞を生きた教材として」 

 今や政治、経済、金融、環境、食糧、科学技術、人口問題等々に関わる国内事情や

国際情勢は、国の垣根を越えてグローバル化しています。しかも、情報化社会におい

てはそれぞれの変化や影響のスピードは増す一方です。このような世界の潮流や社会

の変化に対応できる力を、子どもたちにも身に付けさせなければなりません。 

 そのためには地域や国内は元より世界の今を知り、自分との関わりを認識しこれか

ら何をどうしたらよいのか思い巡らし自分の考えを発信していくことが大事なこと

となります。 

 新学習指導要領の全面実施は、小学校は平成２３年度から、中学校は平成２４年度

からとなります。どちらにおいても言語活動の充実によって思考力、判断力、表現力

の向上を図ること、情報活用能力の向上、学習意欲の高まりを重視することが明記さ

れています。ここに時代の要請、社会の要請を受けた教育が求められていると思いま

す。 

そして、具体的な教材・資料として、小学校の新教科書には全教科にわたって「新

聞」が取り上げられているのです。（出版社によっては取り上げていないところもあ

る。） 

また、小学校からのキャリア教育が教育課程に位置づけられ、社会との接点を持っ

た勤労観や職業観を育てる必要性が高まっています。直接体験ができないものについ

ては新聞を通して社会の今を知れば、自分の置かれている現状を見つめ将来の自分を

見据えることができるのではないかと考えます。 

 以上のような状況下で、新聞は教科書と今をつなぐ、あるいは自分と世界をつなぐ

身近にある最適の教材であると捉えました。 

 そこで、大津町教育委員会では「大津町 NIE 推進協議会」を平成 22 年 6 月 21

日に設置し、町挙げて NIE 推進を図ることとした次第です。その目的は、「新聞を生

きた教材として活用することによって言語活動を活発にし、読解力、思考力、判断力、

表現力等の学力向上を図るとともに社会に関心を持った幅広い人間形成をめざすこ

と」であります。 

 以上のような必要性や目的を踏まえて、町内全小・中学校でそれぞれの実態や計画

に基づいて１年目の取組をお願いしました。そして、年度末に実践の足跡の一端を事

例として提出していただき、実践事例集として冊子にしたものが本誌であります。 

 本冊子によって NIE 実践をとおして見えてきた成果と課題を学校・町として共有し、

点としての取組が線となり面となって町全体へ広がり、目的達成に向けた NIE 推進が

強化されていくことを期待しています。 

 最後になりましたが、年度末の多用な時期に自校の実践事例をまとめて提出してい

ただきましたことに感謝申し上げますとともに、本冊子が今後の実践に生かされるこ

とを願っています。 

 

平成２３年３月３１日 

大津町教育長 那 須 雪 子 
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１ はじめに 

 今、生徒たちが毎日の習慣として新聞を読む

にはいろいろな課題がある。下に箇条書きで記

す。 

 ①なかなか時間がとれない。 

 ②ネットの方が手軽で、情報量も多い。 

 ③読んで理解する語彙力が不足している。 

 ④購読していない家庭が多い。 

 ＮＩＥの実践によって解消する課題、実践の

前に解決すべき課題があるが、とにかく今、生

徒が新聞を活用する状況が十分ではない。今回

の実践にあたって実態調査を行った結果は以

下のようになっている。 

（調査対象は本校第２学年１９９名） 

 

 

 

 
毎日新聞を読む生徒が１２．８％もいるという

のは思ったよりも多い。（グラフ①参照）しか

し、どのように読むかは生徒の感覚による判断

なので、こちらが期待したような新聞の読み方

をしている生徒はもっと少ないだろう。逆に

「ほとんどなし」「まったくなし」が半数を占

めることが課題であるだろう。（グラフ①参照）

加えて、週に数回読む生徒であっても、そのほ

とんどがテレビ欄だとしたら（グラフ④参照）、

新聞を読むことによって知識の幅を広げたり、

多様な文章表現力を身につけたり、文章を読む

力を身につけたりというような効果を充分に

期待できる状況にはない。しかし、グラフ③か

新聞に親しもう、新聞を活用しよう 

～大津町ＮＩＥの実践～ 

                      大津町立大津中学校 田中宏和 
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ら分かるように、生徒たちの新聞に対する期待

は大きい。 

 以上の実態をふまえ、生徒に新聞を「効果的

に」読ませるには以下の点が必要であると考え

た。 

ア 語彙力、漢字の読みの力を身につけさせる。

（グラフ②より） 

イ 記事の面白さという視点をもって新聞を

読む。 

ウ 新聞に興味をもち、新聞を読む機会・時間

を増やす。 

 上記３点のうち、アについては国語科として

日常的に取り組み、力をつけていくべき点であ

り、すでに取組を重ねているので、今後も継続

していく。よって、今年度はイ・ウについて重

点的に取り組んでいこうと考えた。 

 

２ 実践の概要 

（１） 記事のスクラップ作り（授業実践） 

  ○取組の内容 

「面白い」「伝えたい」「ためになる」と

いう三つの視点で平成２２年１月～８月ま

での新聞を読み、切り抜く記事を選ぶ。事

実のみの新聞記事に選んだ理由や自分なり

の感想や思いを付け加えたり、選んだ記事

の面白さをお互いに伝えあう活動を通して、

視点をもって新聞を読むことの有用性を知

ること、記事を選ぶ場面で仲間と情報を共

有する楽しさを味わうこと、また、できあ

がったスクラップ集を見て他の生徒たちも

新聞に関心をもつこと、などの三つのねら

いをこの題材で追求していった。 

   ○取組の手立て 

・関心・意欲・態度を高めるために、班活

動を主な学習形態とし、共有した情報につ

いて語り合うことの楽しさや、新聞等の文

字情報に接することの楽しさを味わわせ

る。 

・言語活動について、習得段階では三つの

視点のどれか一つに応じて記事のよさを伝

えあわせることによって、情報を共有した

話し合いの面白さを味わわせたい。活用段

階では、「面白い」「伝えたい」「ために

なる」の三つの全ての視点での説明や、初

めに選んだ視点を掘り下げた説明を、スク

ラップに添付するコメントとして書く活動

を通して表現する力を伸ばす。 

・目的や手段に応じた文章表現力を育むため

に、自分が記事を選んだ理由や良さを、読み手

を意識して書かせる。 

・授業アンケートの結果から、指示を明確

に伝えていくことや話の聞き方、発表の仕

方を細やかに指導することを心がける。 

 

 

 

（２）ＮＩＥコーナーの設置 

  ○取組の内容 

校内にＮＩＥコーナーを設け、新聞の読

み方についての啓発や、授業実践で作成し

た新聞記事のスクラップを掲示した。 
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３ 成果と課題 

(１) 成果 

授業実践においては、「面白い」「伝えたい」

「ためになる」の三つの視点において、それ

ぞれの感覚で自分が担当する日の新聞記事

を読み込んで記事選びができた。スクラップ

にする記事を選んでから、班でその良さを伝

え合う場面のみならず、スクラップの記事を

選ぶ過程においても、「これ見て見て！」と、

それぞれがそれと意識することなく面白さ

を伝え合い、新聞を楽しんで読む姿があった。

そこから、新聞を読む面白さの一つは人と情

報を共有することにあるのではないかと思

った。事実を知り、それについてどう思うか

という情報を共有する中で考えを述べ合う

ことが生徒たちにとって非常に楽しいので

はないだろうか。 

また、ＮＩＥコーナーの掲示物を読む様子

もあり、そこではその記事の話題に花が咲い

ていた。 

 

(２）課題 

 当初の重点目標の中のウについて、授業実

践時以外に、新聞を読む機会を作ることがで

きなかった。加えて、図書室にある新聞を手

に取るような呼びかけや、手に取るための記

事の紹介もできていない。 

 ＮＩＥの実践によって、知識の幅を広げる

こと、表現力・読解力の向上、等の期待され

る効果は、日常的に新聞に触れることによっ

て高まる場合が多い。その点における高まり

がなかった。その対策を考えていかねばなら

ない。 

 

４ おわりに 

ＮＩＥを実践していくにあたって、気をつける

べき点がいくつかある。今年度の取組から感じ

たことをまとめる。 

○各教科の教科書を中心とした教育内容を効

果的に教えるための手段として活用すべきで

あること。 

○ＮＩＥでは、知識的な学習（記事の内容に学

ぶ）と技術習得的な学習（記事の表現に学ぶ）

が期待できること。 

○「これだ」という記事に出会ったときの思い

つきも大事だが、新聞を使う目的・方法を明確

にして記事を見ていく必要があること。 

○各教科・領域で、計画的かつ柔軟に実践して

いく必要があること。 

 以上の４点である。動画や画像、本の引用、

図表など、教科書以外の教具を用いて授業を行

うことは多々あり、それがあるからこそ生徒に

とって授業が面白く生きたものになると思う。

私の中では新聞はそれらの教具の一つである

という位置づけであるととらえている。ＮＩＥ

の取組は新聞が他の教具以上の効果が期待で

きるという前提のもとで行われているのかと

いう疑問がある。今後の取組によって、さらな

る新聞の可能性を見いだし、活用できるように

していきたい。 
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１ はじめに 

 

大津町でのＮＩＥの取り組みを受け、本校でも本格的にＮＩＥに取り組むこととなった。

正直なとこほとんどの職員が授業で新聞を使うことに対して積極的ではなく、本格的に新

聞を使ったことがない状態であった。そのなかで、ＮＩＥの担当として、どのような取り

組みをしていくのかが焦点となった。 

 

 

２ 実践の概要 

(1)授業での活用 

本校では新聞で授業をするのではなく、普段の授業の中にいかに新聞を入れ込んでいく

のかという視点で取り組むこととした。特に社会科では授業の始めに、その日の新聞記事

についての話題や、その日の授業に関連する新聞記事を配布するなど、新聞記事に興味を

持つような働きかけを行った。そのために、熊日新聞のデータベースにアクセスできるよ

うにして頂いたのは大変有り難かった。また長期休業の宿題として、新聞記事の切り抜き

とそのレポートの作成を出題した。この課題については新聞を取っていない家庭の生徒へ

の配慮が必要であったが、選んだ記事に対して、しっかりと自分の考えを書いている様子

が見られた。 

 

（2年生の作品） 

 

ＮＩＥ実践レポート 

～ＮＩＥの実践とその課題～ 

大津町立大津北中学校 教諭 喜納政直 
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（3年生の作品） 

 

 

 

 

 

(2)ＮＩＥコーナーの立ち上げ 

新聞を読むことの啓発のため、生徒昇降口横に記事の切り抜きを掲示するＮＩＥコーナ

ーを設置した。これは生徒への啓発のためだけではなく、各教科ごとにコーナーを設ける

ことで、教師側が意識して新聞を見るように仕向けたものである。社会科では毎週日曜日

の熊日新聞に連載されている、社会の出来事を分かりやすく開設したものを使用し、同じ

く国語も漢字の成り立ちなどを分かりやすく解説してあるものを使用している。それ以外

にも本校に関連のある記事が掲載された場合にも積極的に掲示をすることで、自宅に帰っ

てからその記事を探すなどの効果が得られるであろうと考えている。 

 

 
（ＮＩＥコーナーの掲示） 
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３  成果と課題 

(1)成果 

本校でのＮＩＥの取り組みは、始まったばかりでまだまだ十分な取り組みが為されてい

るとは言い難い。しかし、少しずつではあるが意識を持ち始めているのもまた事実である。

授業のはじめに記事について語ることで、今の世の中で何が起きているのか興味を持つよ

うになった生徒が増えてきた。定期テストにおける時事問題の出題についての正答率も上

がっている。 

 

(2)課題 

本校では新聞を購読していない家庭の割合が高いと感じている。これは本校だけに限っ

たことではないのだろうが、新聞記事についての課題を出す際には配慮を要する。 

また、ＮＩＥの取り組みは教師側が意識をもって、継続して取り組んでいくことに課題

が見られた。授業への活用やＮＩＥコーナーの掲示にしても、教科ごとでの差が見られ、

ＮＩＥ担当としてあまり啓発ができていなかったと反省をしている。 

 

 

 

４ おわりに 

ＮＩＥの推進には職員室で新聞を読むことができる環境作りも必要でないかと考える。

職員室内で、新聞に目を通すことでお互いに「これが授業に使える」というような声かけ

ができるようになると活用の頻度も上がるのではないだろうか。新聞を授業に活かすこと

は敷居が高いと感じる教師も多く、もっと気軽に授業の導入やまとめに使用できるような

アイディアを出して行かなければならない。また、来年度に向けて、各教科においてどの

ように新聞を活用していくのかという視点を入れながら、年間計画の作成や授業作りをし

ていかなければならない。 
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新聞を生きた教材として活用した実践 
大津町立大津小学校 教諭 小嶌 雄二   

１ はじめに 

(1) 本校ＮＩＥのねらい 

・新聞を生きた教材として活用することによ

って言語活動を活発し、読解力・思考力・判

断力・表現力等の学力の向上をめざす。 

・社会に関心を向けた児童の育成をめざす。 

２ 実践の概要 

６年生の実践：新聞を「平和学習」（総合的

な学習の時間）の導入に用いた例 

(1) 本校の実態 

本校では、例年、全学年で「平和」について

考える時間（学習や集会）を設けている。 

そして、６年生では、総合的な学習の時間に

「ナガサキに学ぶ」の単元を設定している。

また、修学旅行では、被爆地・長崎を訪れて

いる。 

(2) 本年度の６年生の取組 

 本年度、６年生では総合的案学習の時間に

「ナガサキに学ぶ」という平和学習の単元を

設定し、学習の流れを次のように設定した。 

 ①導入 

 ②戦争や原子爆弾について調べよう。 

 ③修学旅行に行き、話を聞いたりフィール

ドワークをしたりしよう。 

 ④学習したことをまとめ、発表しよう。 

 （学習発表会） 

 学習に入る前に、取組の詳細について学年

会で話し合いをもった。その際に、一人の担

任から「私を最後の被爆者に」（朝日新聞、

平成２２年５月９日、要旨：国連本部で開か

れた核不拡散条約再検討会議で、被爆者の谷

口稜曄さんが被爆体験を語り、「核兵器がな

くなるのを見届けなければ、安心して死んで

いけません。」と訴えた。）の新聞記事を導

入で用いようと言うことが提案された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【導入で使用した新聞記事】 

 記事には「被爆半年後の自分の写真を掲げ

ながら演説する谷口稜曄さん」の写真が掲載

されていた。 

 授業でこの記事と写真を見た子どもたち

は，戦争と原子爆弾の悲惨さを痛感したよう

だった。 

 このあと、子どもたちは戦争や原子爆弾に

ついて調べたり、長崎への修学旅行では、語

り部の奥村アヤ子さんの話を聞いたり、平和

公園で平和集会【資料①】を行ったり、グル

ープごとにフィールドワーク（爆心地公園・

浦上天主堂・如己堂・山里小・原爆資料館）

をしたりして、戦争と原子爆弾の悲惨さにつ

いて，深く学ぶことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平和公園で案内人の方の話を聞く６年生】 
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【修学旅行を終えての児童の作文・抜粋】 

 奥村さんが伝えたかったこと。命を大切

にしてほしい。人間は一人では生きていけ

ないため、支え合って生きてほしい。平和

を広げていってほしいということだと思い

ます。 

「平和は歩いてこない。」という言葉は心

に響きました。今、日本に戦争がないのは、

みんなのぎせいがあるからだと言っていま

した。「長崎を最後の被爆地に。」という

願いは、みんなの願いです。自分に負けて

はいけない。この言葉をしっかりと覚えて

起きたいです。 

私に核兵器を世界からなくすことはでき

ません。でも、一歩近づけることならでき

ます。それが大きくなると核兵器がなくな

ることにつながるのではないかと思いま

す。 

 そして、その学習の成果を構成詩【資料②】

にまとめ、「折り鶴」の歌とあわせて、学習

発表会で発表した。 

 １５３名の６年生が、一人、またはグルー

プや学級、全員で言うところと役割を分担し

て、発表した。 

 １年生～５年生までの下級生、保護者、そ

して地域の方々など、１０００名以上の人た

ちを前に、「平和の大切さ」と「自分たちに

できること」を堂々と発表することができた。 

構成詩の最後は、１５３名全員による「日本

国憲法 第９条」の発表であったが、発表の

あと、一瞬シーンと静まりかえり、そのあと

に会場全員の人たちから，大きな拍手が６年

生に送られた。 

３ 成果と課題 

・１枚の新聞から入った平和学習であるが、

途中途中の子どもたちの真剣な取組、学習発

表会での発表は、１枚の新聞と修学旅行での

奥村アヤ子さんのお話を、子どもたちが自分

たちのことと真剣に受け止めた表れだと思

う。 

このように，新聞には生きた教材としての価

値があり、今回はその価値を十分に生かすこ

とができた。 

・本校のＮＩＥのねらいの一つ「社会に関心

を向けた児童の育成をめざす」ことに，つな

がった。また、自分も社会の一員であるとい

う意識も高まった。 

・新聞の記事が、いつも学習にすぐ活用でき

るわけではない。しかし、教師は効果的に学

習を進めていくために、どう工夫するか考え

ておかなければならない。そのための普段か

らの情報の収集の大切さをあらためて感じ

た。 

・新学習指導要領にそった教育活動ができる

よう教科等との関連を図った記事の収集、活

用方法の工夫等を進めていかなければなら

ない。 

４ おわりに 

ＮＩＥの取組を始めて、半年あまりであるが、

一つ一つの取組に対して、何らかの成果を上

げることができている。 

「新聞を生きた教材として活用すること

によって言語活動を活発し、読解力・思考

力・判断力・表現力等の学力の向上をめざ

す。」「社会に関心を向けた児童の育成をめざ

す。」の本校ＮＩＥのねらいを達成できるよ

う学校あげての取組を更に進めていきたい。 
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平和集会 構成詩 

①（１組    ） １９４５年８月９日 午前１１時２分 

②（２組    ） 長崎に落とされた原子爆弾は 

③（３組    ） たくさんの人の命をうばっていった 

④（４組    ） 人間が人間として死ぬことも 

⑤（１組    ） 人間が人間として生きることもできなかった 

⑥（２組    ） 傷ついた体を引きずりながら 

⑦（３組    ） 家族をさがす子どもたち 

⑧（４組    ） 大切な人とも引き離された 

⑨（１組    ） わたしたちは知った 

⑩（２組    ） 核兵器の恐ろしさを 

⑪（３組    ） 世界でたった一つの被爆国の人間として 

⑫（４組    ） あの戦争で 苦しみ続けている人がいる 

⑬（１組    ） 傷をいやし続けている人がいる 

⑭（２組    ） その怒り 

⑮（３組    ） 苦しみ 

⑯（４組    ） 悲しみを 

⑰（ 全 員  ） わたしたちは忘れない 

⑱（１組    ） わたしたちは知っている 

⑲（２組    ） 戦争がどれだけ意味のないことか 

⑳（３組    ） 人の心を鬼にしてしまう戦争 

21（４組    ） 戦争は人の心も体も傷つける暴力だ 

22（１組    ） 戦争に関係のない人々の命までもが奪われる 

23（２組    ） そして、今でも起こっている戦争 

24（３組    ） この瞬間にも、爆弾やさまざまな兵器が 

25（４組    ） 人間の頭上に落とされている 

26（１組    ） 一人に一つしかない尊い命を 

27（２組    ） 戦争で簡単になくしていいはずがない 

28（３組    ） わたしたちはこの長崎で学びたい 

29（４組    ） わたしたちは、どんなことをしていけばいいのだろう 

30（１組    ） 人間が生きていく中で大切なことって 何だろう 

31（２組    ） 安心できるくらしを守るため 

32（３組    ） わたしたちの手で平和な世界をつくるため 

33（４組    ） 戦争というあやまちを二度と起こさないため 

34（１・２組全員） わたしたちの身の回りにあるいじめや差別をなくしていきます 

35（３・４組全員） おかしいことはおかしいと言葉で伝えていきます 

36（ 全 員  ） わたしたちは、これからも学び続けていきます 

     歌「折り鶴」     

【資料①】（平和集会の構成詩）  
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【プロローグ】 

1（1   ）「戦争」という言葉を聞いて 思うこと 

2（2   ）それは 

3（3   ）爆弾・銃 

4（4   ）何万人もの人の命を奪うもの 

5（1   ）住んでいた所は焼け野原になった。 

6（2   ）家もなくなった。 

7（3   ）食べ物もなくなった。 

8（4   ）人の心を鬼にしてしまう 戦争。       

9（1   ）戦争は、人の心も体も傷つける暴力だ。 

10（2   ）戦争をしても 何も残ることはない。 

11（3   ）何かを取り戻すこともできない。 

12（4   ）意味のない戦争。 

13（1   ）傷つけあいをしても何も伝わらない。 

14（2   ）一人に一つしかない尊い命を  

15（3   ）戦争で簡単になくしていいはずはない。 

16（1   ）１９４５年８月９日 午前１１時２分 

17（4   ）長崎に 原子爆弾が落とされた。 

18（2   ）一瞬で多くの人々が亡くなった。          

19（3   ）長崎の人々は、どんな苦しみの中にいたのだろうか。 

20（4組全）私たちは、長崎で多くのことを学びました。 

 

【奥村アヤ子さんからの学び】 

21（1   ）被爆者である 奥村アヤ子さんから聞いた話 

22（2   ）あの日、 

23（3   ）８月９日、 

24（4   ）私はいつものように過ごしていた。 

25（1   ）家族みんなで 朝ご飯を食べていた。 

26（2   ）お父さんやお兄ちゃんは「行ってきます」と言い、仕事に出かけていった。 

27（3   ）それが、家族との最後だった。            

28（4   ）私は友だちと遊んでいた。                           

29（1   ）午前１１時２分、空がピカッと光り、 

30（2   ）ドーンと、耳の鼓膜が破れるほどの音がした。 

31（3   ）私は、地面に伏せて、爆弾の勢いから逃れた。 

32（4   ）一瞬にして、目の前から友だちが消えた。 

33（1   ）周りが、まるで火の海だった。 

34（2   ）私の家も、ペチャンコにつぶれていた。 

35（3   ）４歳の弟を見つけた。 

36（4   ）全身やけどで泣いていた。 

【資料②】（学習発表会の構成詩）  
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37（1   ）私は、お母さんを必死に探した。 

38（2   ）防空壕の前で、弟と、お母さんを待ち続けた。 

39（3   ）待っても待っても、誰も帰ってこなかった。 

40（4   ）…ここまでしか覚えていない。 

41（1   ）記憶を失ってしまった。 

42（2   ）その後、弟は２ヶ月余りで亡くなった。 

43（3   ）それでも、苦しみに耐え抜いて、生きてきた強さ。 

44（4   ）自分に負けなかったから、生きることができた。 

45（1組全）奥村さんが、私たちに伝えたこと。 

46（2組全）「人の痛みが分かる心を持ってほしい。」 

47（3組全）それが、平和の原点であること。 

48（4組全）「人間は、一人では生きていけない。」 

49（1組全）支え合いが大切であること。 

50（2組全）「平和は歩いてこない。」 

51（3組全）「平和を守り、 

52（4組全） 平和をつくり、 

53（1組全） 平和を伝える人になってほしい。」 

54（2   ）私たちが立っている地面の下には、被爆した多くの人たちの命が眠っている。 

55（3   ）後遺症で苦しんでいる人が 今でもいる            

56（4   ）私たちは 戦争の悲惨さと 生きようとする力強さを奥村さんから学びました。 

 

【平和】 

57（1   ）戦争が終わって65年 

58（2   ）原爆の恐ろしさを訴える物 

59（3   ）戦争の事実や悲惨さを語り継ぐ人が 

60（4   ）尐なくなってきている 今 

61（1組全）私たちにできること  

62（2組全）自分の命を守ること 

63（3組全）友達の命を大切にすること 

64（4組全）いじめをしないこと 

65（1組全）差別に気づき 許さないこと 

66（2   ）そして 

67（全 員）平和を作っていく一人になることを ここに誓います。 

 

【歌 「折り鶴」】 

 

【日本国憲法 第9条】 

68（3   ）日本国憲法 第9条    

69（全 員）日本国民は、正義と秩序にたつ国際平和を心から願って、戦争や武力を用いることは、国々

の間の争いを解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 
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新聞に親しもう、新聞を活用しよう 

～大津町 NIE の実践～ 

大津町立室小学校 松永隆弘 

 

１ はじめに 

本校は旧大津小学校が分離し、その母体

校として歴史を受け継ぎ、室小学校と校名

を改め、今年で２１年目を迎えている。 

平成９年度に文部省指定「読書指導研究

会」の発表、平成１４年度から１６年度に

かけて文部科学省指定学力向上フロンティ

アスクール推進校として研究発表会等の歩

みを積み重ねてきた。さらに、平成２０年

度・２１年度には、大津町教育委員会の研

究指定を受け、研究主題を「生涯にわたる

学力の基盤を自ら獲得する児童の育成」～

思考力や表現力を高める国語科・算数科の

授業づくり～と設定し、研究発表会を行っ

た。 

NIEに関しては、初年度ということで、「で

きることから始めよう」を教職員の合言葉

にしながら、尐しずつ取組が始まった。本

校は、熊本日日新聞と朝日小学生新聞を 1

部ずつ購読している。その新聞を使った本

年度の取組を大まかにまとめてみた。 

２ 実践の概要 

(1)教職員の意識の高揚 

 新聞を具体的にどのように活用できるの

か教職員で話し合った。教科・領域との関

連や朝自習・家庭学習での活用、掲示の仕

方など様々な視点から効果的な使い方につ

いてのアイデアを出し合い、それを整理す

ることで新聞活用の意識が高まった。 

(2)学年の目標の設定 

1年生～3年生：新聞に親しもう 

4年生～6年生：新聞を効果的に使おう        

新聞等を上手に作ろう 

    

(3)取り組めそうな活動の整理  

①新聞に親しむ活動 

○ＮＩＥコーナーの設置(図書室前) 

○新聞コーナーの設置(各教室) 

○新聞クイズ 

○漢字さがし 

○写真の紹介 

○４コマまんが 

○童話の読み聞かせ 

②新聞を効果的に使う活動 

○国語科の授業｢アップとルーズ｣｢新聞

記者になろう｣｢要約｣｢比較｣｢見出し｣

｢事実と意見｣ 

○算数科の授業｢大きな数をさがそう｣ 

○社会科の授業 

・４年生｢熊本県や大津町のこと｣ 

・５年生｢情報社会のしくみ｣｢農業・林

業・水産業｣｢工業｣｢環境｣ 

・６年生｢歴史｣｢政治｣｢世界の国々｣ 

○理科の授業｢天気の変化｣｢はやぶさ帰

球｣ 

○子ども新聞の学習欄(教科の問題) 

○総合的な学習の時間｢環境｣｢平和｣｢人

権｣｢国際理解｣など 

○道徳の授業(投書や写真を使って) 

○図やグラフ、表を読む(読解力) 

○記事を使ったスピーチ(朝の会・帰り

の会) 

○ファミリーフォーカス(家庭で新聞を

読みコミュニケーションを深める活動) 

③新聞をつくる活動 

○新聞づくり(壁新聞・学習のまとめ) 

○観察シートづくり 
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(4)実践例 

①新聞に親しむ活動 

｢ＮＩＥコーナー・新聞コーナーの設置｣ 

 

（図書室前のＮＩＥコーナー） 

まずは新聞に触れる機会を増やすことを

目標に取り組み始めた。ＮＩＥの担当者と

図書担当者で協力しながら進めている。主

な内容は、｢今日の小学生新聞｣｢今日の熊日

新聞の 1面｣｢大津町に関する記事のコーナ

ー｣｢特集｣などである。また、子どもが自分

で以前の新聞を見ることができるように、

各月ごとにまとめたり、｢大津町｣｢環境｣｢平

和｣｢人権｣｢国際理解｣などのテーマごとに

スクラップファイルを作成したりしている。 

 
(スクラップファイル) 

また教室にも新聞コーナーを作り、子ど

もの実態に応じた取組が行われている。 

 
(４年生の教室｢新聞でスタディー｣) 

 

②新聞を効果的に使う活動 

｢小学生新聞を使った取組｣ 

 高学年では、家庭学習や朝学習の時間 

を利用して、社会の情報を知ることや記 

事を要約したり意見文を書いたりするこ 

と、気になる記事について話すこと等を 

主な目標として取り組んでいる。 

 

（学校で購読している小学生新聞） 

 
(気になる記事についてのスピーチ) 

また、別社の小学生新聞と比較読みを

させることで、共通することや異なるこ

と(記事の内容や見出しのつけ方・表記の

仕方など)にも気付くことができ、情報を

広く捉える力もついてきた。

 

(2 社の記事を読み比べ) 

  

18



｢新聞を使った取組｣ 

6年生では、総合的な学習の時間の中で、

平和・人権の学習に取り組んでいる。新聞

に掲載された平和宣言などを参考にして、

自分たちの平和宣言や人権宣言を作った。 

 

(８／７の新聞に掲載された平和宣言の一部) 

人はなぜ、同じ人間なのに傷つけ合うのでしょうか。なぜ今も、

争いや差別がなくならないのでしょうか。争いからは、憎しみ

しか生まれません。人は憎しみ合うために生まれてきたのでは

ないのです。人と人が傷つけ合う世の中ではいけません。それ

を変えていくのは、ぼく達なのです。私たちは隣にいる人を大

切にできているでしょうか。思いやりのない言葉が出たり、自

分勝手な行動をしたりしていないでしょうか。まわりに流され

ず、自分の意志で、正しいと思う行動がとれているでしょうか。

私たちが争いや攻撃の心を捨て、思いやり認め合う心をもち続

けることでみんなが安心して過ごせるのです。それが差別のな

い世の中へつながっていくと信じています。 2010・12・4 

(自分たちで作った平和宣言) 

③新聞をつくる活動 

 ４年生では、国語科の学習で新聞を使い

ながらグループごとに壁新聞を作成した。 

 

(４年生の壁新聞) 

３ 成果と課題 

(1)成果 

①子どもについた力 

 ・社会の動きや情報への関心が高まった。 

  ・読む力や書く力が高まった。 

②教職員についた力 

・新聞についての関心が高まった。 

・新聞を読むことで多くの知識を得た。 

〈子どもの声から〉 

○新聞を通して家族との会話が増えた。 

○小学生新聞は分かりやすく書いてある。

大人用の新聞も読んでみようと思う。 

○｢事実を書いて意見を書く｣というスタ

イルの文章が書けるようになった。 

○新聞が好き。理由はたくさんの事が分か

るから。短くまとめてあることもいい。 

〈保護者の声から〉 

○小学生新聞は、時事問題やミニ知識など

内容も幅広く、知識も広がり、自分の意

見を考えることができると思います。こ

れからも続けてほしい。 

○国語力をつけるには最適な教材と思う。 

○小学生新聞を私も読んでいる。分かりや

すくて面白い。(新聞は尐し難しい) 

○我が家でも小学生新聞をとるようにな

った。自主学習にも活用している。 

 (2)課題 

○新聞に親しむ活動では、小学生新聞など

を活用しながらさらに楽しく取り組める工

夫をしていきたい。 

○新聞を効果的に活用するためには、まず

記事を知らなければならない。新聞を読む

時間を確保したりＮＩＥコーナーやスクラ

ップの仕方などを工夫したりすることも必

要である。 

４ おわりに 

 新聞を活用することのよさに気付いた１

年間だった。今後、子どもにとっても教職

員にとってもさらに有意義な新聞の活用が

できるように計画を立て実践していきたい。 
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児童の発達段階を踏まえ、新聞に親しむための実践 
大津町立大津南小学校  教諭 津田 敏秋 

１ はじめに 

(1)本校ＮＩＥのねらい 

・新聞に興味・関心を持つともとに、新聞

に親しむ態度を身につけさせる。 

・児童の発達段階に応じた、新聞活用に取

り組み児童の読解力や思考力・判断力の

向上をめざす。 

(2)活用方法 

・新聞に掲載された南小に関する記事を読

んだり、新聞への投書を行ったりする。 

・大津町や熊本の出来事など身の回りの出

来事と教科との関連付けた指導を行う。 

・ＮＩＥコーナーの活用し、さらに新聞活

用への意欲付けを行う。 

・新聞活用方法を学び、さらに家庭学習の

場として発展させる。 

２ 実践の概要 

(1)新聞に親しむための環境づくり 

①－１ 新聞への投書 

～新聞の中心に子どもを置く～ 

熊日新聞に『たから箱』というタイトル

の四行詩が掲載されている。このコーナー

に掲載さている詩は、元県国語教育研究会

会長の選考で掲載されるものであり、子ど

もらしい表現の中に光る言葉が数多く見

ることができる。それらの作品を参考にし

て、四行詩とはどんなものか、どんな表現

がいいものかなどを考える場に活用する

ことができる。これらを参考に楽しかった

思い出や夢を四行詩に書いたり、書いた作

品を紹介し合う。できあがった作品を清書

し。熊日新聞社に発送する。掲載されたみ

んなの作品を拡大し掲示する。 

①－２ 考察 

 「たから箱」には全学年で取り組んでい

る。四行詩というものは決して簡単なもの

ではないが、熊日新聞に友達の作品が掲載

されたということで、どの子も大変興味を

持ち、積極的に作品を作るようになった。

それと同時に、子ども達の作品に魅力的な

言葉が多く見られるようになった。 

②－１ 新聞記事へ 

～子ども達を発信する場に～ 

  自分のことや学校のことが新聞記事に

なったら子どもたちはどんな気持ちにな

るだろうか。おそらく、子どもたちは新聞

を読むことで自尊感情を高め、新聞に興味

を示し、そして、それをもとに新たな学習

へとつなげて行くことであろう。そこで、

本校では情報を積極的に新聞社に提供し

ている。すなわち、新聞から情報を得るだ

けでなく、情報を与える場に子どもを置く。

このとき、学校行事等を児童、もしくは担

当者が新聞社へ連絡したり、取材に可能な

限り子ども達が答える。新聞記者と子ども

達の交流の場を持つ。記事になったものは

拡大し、掲示する。また記事になった内容

を地域に伝える。 

本年度記事になったものは以下の通り

である。 

『塘井手清掃』『麦迷路』『風の子塾』 

『カーネーション摘み』『田植え』 

『エコたま隊』『ひみつ基地づくり』  

『安全教室（建設業組合主催）』など 

②－２ 考察 

 ・環境教育など自分達が取り組んだことが
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新聞記事となり、それが子ども達の自信

や誇りにつながっている。また、自分の

学校のことなので、低学年もその記事を

読んでいる。 

・子どもたちの学習発表の場として新聞を

活用した結果、表現力の向上だけでなく、

自尊感情の向上にもつながった。 

 ③NIEコーナーの設置 

 ・       自分たちの学校に関する記事を読むこと

で新聞がより身近になったことをきっか

けとして、さらに新聞に関心をもたせるた

めに NIEコーナーを各学年に設置した。ま

た、児童の新聞活用方法の紹介の場とした。 

３年生の実践（ＮＩＥコーナー） 

 

(2)新聞を活用した授業実践   

～第４学年の実践～ 

  ①教科  国語科 

  ②単元名 

      伝えたいことをはっきりさせて書こう 

      「新聞記者になろう」 

  ③活用のねらい 

   新聞の特徴を知り、相手や目的に合わせ

た新聞を作る。 

  ④活用の目的 

   児童の経験の中から伝えたいことを選

び、それを新聞の形にして読んでもらう。

また、身近な新聞を持ち寄り、新聞そのも

のを知るところから、学習を深める。 

  ⑤活用方法 

   新聞は、事実が正確に書かれているこ

と、見出しによって、読者を引きつけてい

ること、写真など文字以外の情報も有効に

使われていること、わかりやすくする工夫

がなされていること、「いつ、どこで、だ

れが、何を、どうした」を書かなければな

らないということなど文章の基本を学ぶ。 

⑥考察 

  ・小学生新聞や他の新聞から、記事を選び、

記事の種類、記事の書き方、レイアウト、   

写真や絵などの活用の仕方を学んだこ

とから、新聞の良さを実感していた。 

 ・伝える相手を意識し、発信することを考

えて、作成する新聞の目的や収集すべき

情報が明確になっていった。 

 ・グループでの話し合いから、新聞名、取

り上げる話題、分担、割り付けなどを決

定していく過程から、情報収集の具体的

な活動が明確になり、活動が充実した。 

・記事の下書きを書くときに大切なことを

各グループに確認しながら手順を進め

ることができた。（５Ｗ１Ｈを落とさず

に書く。事実を正確に書く。事実と意見

を区別して書く。組み立てを考えて書

く。など） 

・割り付けの確認で、確認事項を決めたこ

とで、新聞づくりの目的がさらに明確に

なった。（新聞名や場所・大きさ、見出

しは目立つか、記事の場所や向き、全体

のバランス、記事の組み方は見やすい

か、絵や写真の場所や大きさは、見やす

いかなど） 

・新聞づくりが初めてであり、推敲するこ

との大切さを理解させ、お互いの良さや

改善点について伝え合いながら、活動し

た。 

（伝えたい中心は何か、字体をどのように

するのか、レイアウトなど） 

  ・できあがった新聞を読みあい、展示して、

感想を交換し合うことができた。 
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～第５学年の実践～ 

  ①教科   総合的な学習の時間 

  ②単元名 「学ぼう 守ろう 白川を 

 ～歴史・自然・農業～」 

  ③活用のねらい 

   新聞記事を使って、学習したことをもと

にさらに視野を広げ、身の回りへと目を向

けさせる。 

  ④活用の目的 

   身近な新聞を持ち寄り、環境学習への取

組への意欲付けとする。また、知識だけに

とどまらず、実践化につなげる。さらに、

新聞を活用し、環境問題について学習を深

め、身近な問題であることを意識付ける。 

  ⑤活用方法 

      ・新聞活用にあたっては、以下のような手  

       順で進める。 

→１ 新聞記事を読む 

→２ 印象に残ったところに棒線を引く。 

→３ 意味の分からない言葉を調べる。 

→４ 事の内容を要約する。 

→５ 自分の考え等を書く。 

・新聞活用方法に 

ついて、学習した

ことを生かして、

家庭学習へとつ

なげる。家庭で学

習してきたもの

はＮＩＥコーナ

ーに掲示し、さら

に新聞活用への

意欲付けを行う。  

⑥考察 

   ・環境学習と関連させ、身近にある新聞を

活用したことにより、環境への取り組む

意欲が高まり、自分たちの身近な問題で

あると捉えることができた。 

 ・家庭学習でさらに色々な新聞を切り抜き、

学習の幅が広がった。 

 ・新聞の表現方法を学んだことで、自分の

考えを他の人に伝える力の育成へとつ

ながっている。 

     ～第６学年の実践～ 

  ①教科   総合的な学習の時間 

  ②単元名 「平和について考えよう」 

  ③活用のねらい 

夏休みを利用し、戦争や原爆、平和に関

する新聞記事を集めることで、関心を高め、

修学旅行の取組への意識づけとする。 

  ④活用の目的 

夏休み中、平和式典や戦争・原爆に関す

る特集が組まれる。長崎への修学旅行を前

に、新聞やニュースから、意識を高め、い

ろいろな考えに接し、戦争や被爆体験の記

事から、自分の考えを持つきっかけとする。 

  ⑤活用方法 

・目にとまった新      

聞記事をノート

にスクラップし

ていく。その際、

新聞を読んで感

じたことを書い  

ておく。 

 ・夏休み明けに、それぞれの集めた記事を

班で見せ合い、自分の感じたことや疑問、

もっと知りたいこと等を出し合う。それを

学級全体で出し合って、その後の学習課題

へとつなげる。 
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⑥考察 

    ・夏休み期間中は原爆や戦争関連の記事

や特集も多く、写真や見出し「○○特

集」というところから、たくさんの記

事を集めることができた。 

・班でそれぞれの記事を見合った時、自

分が気づかなかった記事を一生懸命に

読んだり、お互いの感想を自分と比べ

ながら聞き合う様子が見られた。 

・平和式典の記事や他国からの参列の記

事、または被爆された方々の体験記事、

戦争終戦特集等、広い分野で関心を持

つことができた。そのことが、修学旅

行の事前学習への意欲につながり、も

っと知りたいこと調べたいことへ広が

っていた。 

・新聞を見る機会ができたことで、日常

の活用（日直の朝の気になった新聞ス

ピーチ）につながっていった。子ども

達が選ぶニュースの内容も、いろいろ

な旬の内容を選びスピーチできるよう

になった。 
(3)日常的取り組み 

～低学年の実践例～ 

２年生の実践（ＮＩＥコーナー） 

①活用時間 

・朝の会や帰りの会の５分間を利用し、新

聞を紹介する。 

・日常的に１分間スピーチを取り入れ、新

聞記事を紹介する。 

②活用のねらい 

        ・身近な記事を読み、ニュースに関心を持 

てるようにする。 

・南小学校に関する記事や子どもの作品      

を見せ、新聞を読むことで南小に対する  

誇りを持つことができる。 

③活用目的 

               ・子どもたちの興味のある話題や夢に関す 

る記事を掲示する。 

・南小に関する記事や子どもの作品を読む。 

  ④活用方法 

・南小に関する記事を読んだり、新聞に掲

載された子どもの作品を紹介する。 

⑤考察 

・子どもたちは、大雨の記事やバレー、サ

ッカー、野球の記事、インフルエンザの

記事を出すことで、自分が知っているこ

とや家の人が話していたことなど、思っ

たことを伝え合うことができた。特にス

ポーツに関する記事は夢につながるもの

で、選手の苦労や思いを考えることがで

きた。 

・新聞のたから箱に載った作品を紹介する

ことで、友達の作品を知ることができた。

また、書いて良かったという思いを持ち、

新聞を身近に感じることができた。 

・南小の記事（井手掃除や４R白川など）    

を見る中で、「南小ってすごいね。」とい  

誇りを持つことができた。            

１年生の実践（ＮＩＥコーナー） 

３  成果と課題 

(1)成果 

・身に回りのことや社会事象への興味・関心 

が高まってきた。 

・家庭学習をはじめ新聞を多様に活用するこ 

とができ、新聞活用の日常化を図ることが

できた。 

・自分の考え持ち自分の言葉で書く力が身に 
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付いてきた。回を重ねるごとに内容が充実

してきた。 

(2)課題 

・低・中・高学年の発達段階に応じた取組を 

今後考えていかなければならない。 

・新聞をとっていない家庭への配慮・準備に

ついて工夫が必要である。 

・系統的・計画的・組織的なＮＩＥコーナー

の効果的な活用について、考えて行く必要

がある。 

・保護者へ新聞活用についての理解を得ると

ともに保護者と連携した取組を進めてい

かなければならない。 

・教科等との関連を図った教材の工夫が必要

である。 

・必要な情報を取り出し活用するために具体

的な学びの視点を提示する必要がある。 

４ おわりに 

 小学校においては、平成２３年度より新学

習指導要領が完全実施となる。新学習指導要

領では言語活動の充実と情報活用能力の向

上が求められており、教科書にも新聞が取り

上げられている。また、新聞を生きた教材と

して活用することは、言語活動を活発にし、

読解力・思考力・判断力・表現力等の学力向

上の一役を担うであろう。 
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１ はじめに 

本校は、本年度より NIE 実践指定校として

取組を始めた。本校区は、過疎化の進行により

地域社会の連帯感が希薄化している。その結果、

地域社会の教育力も低下しつつある。本年度よ

り複式学級も生まれ、児童が年々減尐傾向にあ

る。 

 小規模校の長所として考えられることは、 

① 人数を生かしたきめ細かな指導ができる。

個人作業など時間をかけて丁寧に指導する

ことができる。 

② 係活動、学校行事で一人一人の果たす役割

が大きく、その活動を通して、責任感を高

めることができる。 

③ 子ども一人一人を把握しやすく、個性や特

性に応じた教育活動ができる。 

また、欠点としては、          

① 学級対抗がなく、切磋琢磨する機会が尐な

い。競争意欲が乏しい。 

② お互いの気持ちを気遣うことがあり、自分

の意見をはっきりと言えないことがある。         

③ 家庭が学校に期待しすぎてしまい、地域や

家庭での役割を学校に任せすぎる傾向が出

てくる。 

ということが考えられる。子ども達の豊か 

な人間性と確かな学力を育てるためには学校

だけでの教育では限りがある。家庭や地域と連

携し、新聞を通して多様なものの考え方を育て、

バランスのとれた人間に育成することが大切

と考えた。新聞を媒介とし、家庭・学校・地域

が連携した教育活動を積極的に推進すること

で、地域に存在感のある信頼される学校づくり

につながると考えたのである。 

○児童や家庭の実態 

本校の子ども達や家庭の実態を探ると、 

・自分の思いや考えを自分の言葉で表現し、相

手に伝えることが苦手な子どもが多い。 

・新聞に対しては全く関心がなく、家で新聞を

読む習慣は殆どない。上学年の子どもの中には

時々スポーツ記事に目を通す子どもがいる。 

・学年が上がるに連れて、家庭内で子どもと会

話する時間が尐なくなってきている。 

・新聞を購読している家庭が、全学年の８０％

で，新聞を通して子どもと会話することは殆ど

ない。 

 という結果が分かった。そこで、本校のNIE

で期待する力として次の３点を考えた。 

① 家族や地域でのコミュニケーションの場を

増やすこと。 

② 広く社会のできごとに関心を持つこと。 

③ 新聞に親しみを持ち、活字に触れることで

言葉に関心を持ち、読むことへの幅を広げ

ること。 

こうして、本年度のNIEの取組の方向性を 

次のように定めて全学年で共通理解を図った。

    

 

 
本年度のNIE取組方向 

子ども達にとって新聞は身近なものになり得

ていない 

新聞でつなごう「『家庭』と『地域』」 

～ファミリーフォーカスの実践を通して～ 

                      大津町立大津東小学校 教職員一同 
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２ 実践の概要 

（１）日常的な取組 

①NIE教室の設置 

  本校には、空き教室が一室ある。子ども達

が、いつでも自由に新聞を見れるように整備

することが大切と思い、NIE室を設けた。低 

  学年の部屋は、１階に階段の下の空きスペ

ースを利用し，簡易に作った。    

 

   高学年用としては、テーブルとソファー

を配置し、リラックスして子ども達が談笑

しながら、新聞を読めるような環境に整え

た。 

 
 ②全学年で「自分に興味のある記事コーナー」

の設置     

  自分に関心のある新聞切り抜きを用紙に

貼り、記事の内容や感想を記入した作品をス

トックするファイルを全児童に配布してい

る。そのファイルを各学年の教室や廊下に掲

示し、誰でも見れるようにしている。   

 
      【４年生の作品を掲示】 

ていない。現在、新聞を活用してるのは、５年生

の水俣学習で「水俣病」に関する切り抜きと、６

年生の平和学習で「戦争」や「平和」に関する記

事の切り抜きである。現地での学習をするまでの

事前学習の一つとして取り組んでいる。 

 このような問題が，日々の新聞記事に掲載され

ているということは，過去のできごとではなく、

現在の問題として受け止めていかねばならない。

子ども達にとっては、学習課題としてとらえさせ

ることができる。そこで、教科学習で生かす価値

がある。 

 また、各学年の取組として考えているのは、各

学年の実態に応じて記事に関心を持たせること

である。新聞に触れたり、読んだりする中で、思

考力、判断力、表現力を高めていきたい。新聞を

通して、家庭や地域の人と交流し、コミニュケー

ション能力の育成も図っていきたい。 

 本校は、祖父母との同居家族が多い。また、一

人暮らしのお年寄りの人との交流も得やすい状

況にある。一人暮らしのお年寄りの人とは、昨年

度学校田で作った餅米を餅にして届けたことで、

つながりもできている。自分が関心を持った記事

や一人暮らしの人に役立つ記事を、自分の言葉で

まとめて、届けることも考えられる。 

 このような取組を通して、地域の方とのつなが

りを深めたい。低学年では、新聞の写真や気にと

まった見出しを家に人に読んでもらい内容を知

るだけでもよい。子ども達が、関心を持って新聞

に目を通す習慣を尐しでも身に付くよう、ファミ

リーフォーカスに取り組んでいきたい。ファミリ

ーフォーカスとは、「親子で新聞を読んで意見を

出し合い、コミュニケーションを深める活動」の

ことである。 
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③新聞スクラップファイル 

  ４年生以上の学年では、それぞれ NIEスク 

 ラップファイルを持っている。そのファイル

には自分が新聞で学習した記事を貼り、分か

ったことや感想、また家族の人の感想も記入

している。つまり、これがファミリーフォー

カスの実践である。本校では、次のような順

序で取り組んだ。  

 ・家族で新聞に触れる。 

 ・それぞれ自分が好きな記事を探す。 

 ・家族でその記事を読み、内容を出し合う。 

 ・スクラップファイルにそれらの記事を貼り、

感想を書き合う。 

（２）授業参観で NIE 

  １０月１日（金）本校で授業参観を実施し

た。４年生以上は、NIEの授業「親子で NIE」

に取り組んだ。講師として、熊本日々新聞社

の NIE推進室長の越地真一郎氏を招き、９０

分の授業を計画した。 

   

    【体育館で NIE親子授業】 

【新聞で親子の対話を広げる】 

 

  当日の授業のタイトルは「ビンゴ！！新聞

で遊び、学び、考えよう」親子で新聞を楽し

く読む方法を示してもらった。新聞を使った

親子でのゲームやクイズがあり、とても和や

かな時間であった。新聞の持つ内容の豊かさ

と情報の力の大きさを実感した一時であっ

た。児童と保護者の感想がある。 

 僕は今日の授業参観で初めて親子で新聞を

読んだと思います。お父さんは毎日新聞を読ん

でいるけど、僕はほとんど新聞を見ません。見

たとしても修学旅行のことを調べる時や、その

時にスポーツの記事を見るぐらいです。だか

ら、今日初めてお父さんと新聞を読みました。 

 今日の授業参観は、新聞の全部の面を足した

らどれぐらいの長さになるかや、自分が割り当

てられた面にはどんな内容が書いてあるかな

どの発表があったから楽しかったです。特に楽

しかったのはクイズです。飛行機を鳥だと思っ

て、矢を向ける人たちや，借金取りに行く時に

ハイエナを連れて行く男性がいたからおもし

ろかったし、一面の広告で３３０万円かかるな

どのことがたくさん知れたからよかったです。  

 

 授業参観楽しかったですね。２時間があっと

いう間でした。子ども達も尐しは新聞の見方が

変わると思います。私も、広告カラー１ページ

見かけたら、この会社もうかっているんだなあ

と、これから思うでしょう。キムタクと一緒に

その日、、B３（ビースリー）も丸１ページカラ

ーで載っていたので、やっぱり商品が高いわけ

だと納得しました。・・・・・ 

（３）各学年の実践 

 ①２年生の実践 

   ２年生の子ども達にとって新聞はなじ

みのないものであった。そこで、「新聞に

親しもう」を目標に取組を始めた。 

   ８月、新聞を使った授業を初めて取り組

んでみた。新聞記事から「夏を探そう」と

いう授業を行った。お祭りの写真、花火の      

写真、プールや海の写真などたくさんの夏 
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に関係ある写真を見つけることができた。 

    
   また、１０月は「秋探し」を行った。新

聞を隅々まで探し、紅葉の写真、松茸の写

真、秋の料理の写真などたくさん見つける

ことができた。更に、国語では「自分のす

きな記事を切り抜こう」を行った。 

 ②３年生の実践 

   ３年生も新聞に親しませる取組として

「自分に興味のある記事を見つけよう」を

実践した。 

 

   興味ある記事と写真を切り抜き、B4用紙

に貼り付け、選んだ理由と感想を書く授業

である。子ども達は、多方面にわたって記

事を切り取っていた。新聞に掲載された多

くの情報の中から、一つ選ぶことの難しさ

に苦しんでいた。 

 ③４・5年生の実践 

   ４・５年生の複式学級では、社会科の学

習で新聞を活用した。4年生は「ゴミをへ

らす記事を見つけて、どんな取り組みをし

ているか紹介しよう」を目標に授業を展開

した。ゴミの再利用に関する記事を新聞か

ら探し、切り抜こうという学習である。 

 

   5年生は「自動車づくりにたずさわる人

たちの工夫・苦労を見つけよう」の授業で

ある。これからの自動車づくりは，環境に

優しい車、安全性を求めている車づくり等

がある。そのような自動車づくりに関する

記事を探して、それに対する自分の考えを

まとめる学習である。 

 

   また、４・５年の学級では、9月から家

庭学習の一つとして、新聞の中から一つ記

事を選び親子で読み合い、感想を書くとい

う取組を始めた。ファミリーフォーカスで

ある。なかなか日常的に親子で触れ合った

り、話し合うことがなかっただけに、この

取組で親子のつながりを感じることがで

きたように思う。 

   そして、感想を綴ることで自分の考えを

持つことができ、親の考えも知ることがで

きたようである。 

 ④6年生の実践 

   6年生は、ファミリーフォーカスを発展

させた取組を行った。新聞記事を読み、そ

れを自分の言葉で要約し、地域に住む一人

暮らしのお年寄りに届けるという取組で
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ある。子ども達が新聞記事を通して，地域

の人に尐しでも役に立っているという喜

びを実感することができた。 

   

   大体月 1回のペースで届けた。確かに自

分の文章が読まれているということが分

かり、子ども達は更にじっくり新聞記事に

目を通し、記事をまとめる文章が丁寧にな

った。地域の人との交流に温もりを感じて

いる。 

  地域の人からの返事（ハガキ） 

 この度はまた、ニュースをわかりやすく解説

されたプリントをいただきまして、ありがとう

ございました。優しい心遣いのできるお子たち

が育つことでございましょう。ありがとうござ

いました。内牧地区の中村様から御配布いただ

きました。皆々様に感謝申し上げます。 

   6年生は、スクラップ帳も各自持ってお

り、関心ある記事を切り抜き、親子で読み

合い感想を書くという取組も行っている。 

 ⑤保護者の感想 

   今までは、子どもが新聞を自分から進ん

で読むことはなかった。最近は尐し新聞を

読む習慣ができてきた。「朝、ゆっくり新

聞を見る時間がとれるようになるといい

ね」と、子どもに言っている。また、子ど

もとの会話で親が知らないことまで言う

ようになった。「何で知っていると」と聞

くと、「新聞に書いてあった」と言う。そ

のような会話ができるようになった。 

 

 

３ 成果と課題 

(１)成果 

  本年度の 9月からの取組である。成果とし

て報告できるものではないが，ほんの一歩前

進したと思っている。 

 ・子ども達が、新聞を身近なものとして親し

みを持って気軽に触れるようになった。 

 ・新聞の記事に対し、興味・関心が高まり、

読解力が身に付きつつある。記事のタイトル

から想像力を広げることができるようにな

った。 

 ・写真や記事から自分の感想を素直に表現で

きるようになり、書く力が育ちつつある。 

 (２）課題 

 ・新聞を取っていない子どもへの配慮を十分

に取りながら、家庭での取組を進めていくべ

きである。 

 ・低・中・高学年の発達段階や教科の学習内

容を、しっかり踏まえた新聞活用法を全職員

で考えていくべきである。 

 ・NIE環境づくりとして NIE教室を設置した

ものの，子ども達が興味を持って活用できる

教室設営になっていない。今後、工夫が必要

である。 

４ おわりに 

 この地域には、小学校として本校が１校ある。

そして中学校も菊阿中学校が以前存在してい

た。しかし、生徒数の減尐で平成１８年３月で

廃校になった。地域から学校がなくなるという

ことは「文化の灯火」が消えるに等しい寂しさ

がある。学校が、地域のコミュニティーづくり

の拠点になっている部分がある。そこで、地域

では本校の存続を強く望んでいる。 

地域のネットワークが減尐すると、人との関

わり合いも減り、自然と地域性が減退する心配

がある。地域に根ざした学校づくりをと考えて

いる。 

 NIEを通して、親子と地域をつないでいく実

践を更に積み重ねていきたい。 
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１ はじめに 

本年度より始まった、大津町による町ぐるみ

のＮＩＥの取組。大津町の教職員の多くが、新

聞報道でこの取組を実感したことであろう。

“教育に新聞を”ＮＩＥの取組は、これまで、

新聞各社の推進のもと、全国各地で様々な実践

が行われ、その成果と課題が報告されてきた。   

大津町でも、大津東小が、ＮＩＥ推進校とし

ての指定を受け、先進的な取組を進めていると

ころである。本校では、当然のことながら、本

年度校内研修計画に、ＮＩＥの取組は入ってお

らず、新聞発表を受けて、どのように進めてい

ったらよいのか、全職員、当惑した感があった

のは事実である。本校では、本年度の校内研修

テーマ「確かな学力を身につけ、生き生きと活

動する児童の育成を目指して～国語科におけ

る『読む能力』を高める言語活動の工夫～」に

沿って、ＮＩＥの取組を、児童の読む能力を高

める方法の一つととらえ、今年できることを着

実に積み重ね、次年度につなごう、ということ

で、無理なく、ＮＩＥ実践を進めていこうとい

うことになった。大津町のＮＩＥ講演会及び、

全国ＮＩＥ熊本大会で、ＮＩＥに関する情報を

集め、本年度は、各学級で、各教科・領域で様々

な視点から実践を試み、アイデア等を蓄積、次

年度に具体的な計画を作成する足場作りの年

と位置付けた。以下に報告する実践を通して、

ＮＩＥ実践の成果及び課題が明らかとなった。 

２ 実践の概要 

(１)各学級のアイデア及び取組例 

 図１は、６年生が平和学習の取組として、新

聞から学んでいった実践例である。新聞記事は、

２０１０年７月２９日の毎日新聞より取り上

げた。１０月の修学旅行で児童が出会う「被爆

クスノキ」のことが、写真とともに紹介されて

いる。記事中の黄色い着色部分は、児童が大事

なキーワードとして着色した部分である。この

児童は、まず、原爆によって焼け焦げたはずの

クスノキから、２ヶ月後、新たな芽が出てきた

ことに驚きと疑問を感じている。なぜなら、７

５年は草木も生えないと言われていたことを、

この新聞記事から読み取っていたからである。 

また、このクスノキの命をつなぐために、樹木

医が懸命な治療を行ったことや、当時の写真が

残っていることに関心を示している。他の児童

も、この記事に対して、自分なりの感想を持っ

た。その後、新聞等を通して学習を積み重ねた

６年生は、実際の修学旅行で、新聞が伝えた“事

実”と出会い、様々な思いを学校に持ち帰った。

学習発表会では、会場の感動を誘う児童の創作

劇として、その思いを下級生や教師、地域の

方々に伝えることができた。新聞で“事実”と

出会い、現地での学習の視点が明確になったこ

とで、平和学習が更に深まったと言える。 

新聞に親しもう、新聞を活用しよう 

～大津町ＮＩＥの実践～ 

                      大津町立大津北小学校 澤本 徹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 新聞から学ぶ平和学習 
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 図２及び図３は、５年生の実践例である。５

年生では、熊日夕刊に掲載されていた「野生動

物の減尐」というタイトルの記事に着目した。

図２のように、新聞記事の気になる所にサイド

ラインをひき、それぞれがコメントを加えた上

で意見交流を行っている。この児童は、この記

事から、人間が環境を破壊したことと同時に、

人間が森を放っておいたことにも触れ、その解

決方法が難しいとしている。５年生ではまた、

この記事をもとに、図３のような算数の問題を

作成し、記事にある各数値を円グラフで表すと

いう取組を行っている。新しい学習指導要領で

目指している「読解力」を育むために、一つの

新聞記事を読み取り、さらに、数値をグラフ化

して、意見交流を図るという試みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図４は、４年生で作成した「新聞スクラップ

ブック」である。４年生では、火曜日と木曜日

の朝自習時（通常は、火曜日は学級の時間及び

児童集会、全校朝会の時間であり、木曜日は読

書の時間である）、各曜日とも月１～２回のサ

イクルで、新聞スクラップ作りを行ってきた。  

まず、学校で定期購読している新聞や各家庭

から持ち寄った新聞から、それぞれが気になる

記事を切り抜き、記事中の気になる部分にサイ

ドラインを引く。次に、切り抜いた記事の余白

に、感想を書き、スクラップブックに貼ってい

くというやり方である。各児童のスクラップブ

ックの内容は、それぞれ異なる。自分だけのオ

リジナルスクラップブックというわけである。 

 また、４年生では、学年行事の一環として、

熊日大津支局及び販売店の方をお招きして、図

５のように、新聞を使って「親子新聞エコバッ

グ作り」を行い、保護者の方から好評であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 新聞から学ぶ環境問題 

 

図３ 新聞記事を算数の問題へ 

 

図４ 新聞スクラップブック 

 

図５ 新聞エコバッグ作り 
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(２)全校的な取組例 

図６は、学力充実タイムで行った取組の一例

（中学年）である。新聞の興味があるところに

付箋を貼ったり、分からない語句を国語辞典で

調べたりして、グループで話題にしたい記事に

ついて話し合っている様子である。高学年でも

同様の形で行った。低学年は、主に、新聞に使

われている写真や習った漢字等を題材に取り

組んでもらった。この時は、朝日新聞「ののち

ゃんの自由研究」（小学生版月刊紙の無料サン

プル版を取り寄せた）を使って行った。どの学

年の児童も、楽しそうに新聞記事を探したり、

自分の考えを述べたりしていた。これらの取組

は、熊日「コーヒータイム（菊陽大津販売エリ

アの地域情報紙）で、図７のように紹介された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)掲示板の活用 

 本校では、図８のように、掲示板を通して、

ＮＩＥの取組の紹介及び啓発を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本校の掲示板によるＮＩＥ活動の取組は、次

の３つの柱から成り立っている。 

①みんなのＮＩＥコーナー（各学級の取組） 

 本校では、「みんなのＮＩＥコーナー」とし

て、各学級の取組を紹介し合い、実践を蓄積し

ているところである。図９は、先ほど述べた、

５年生の取組についての紹介である。このよう

に、各学級の取組を紹介し合い、お互いに見合

ったり、学級の取組の参考にしたりしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域情報コーナー 

 本校区や大津町の情報については、次ページ

に示した図 10 のような「みてみて！わが町地

域情報コーナー」を設け、紹介している。図 10

は、主に、熊日大津菊販売エリアで、毎月第３

日曜日に発行されている「コーヒータイム」を

活用している。この中で、特に本校に関係ある

記事については、オレンジ等のマーカーで囲み、

特に目立つようにして、児童に紹介している。 

 

図６ 学力充実タイムの取組 

 

図７ 熊日「コーヒータイム」 

 

図８ 掲示板の活用（ＮＩＥコーナー） 

 

図９ みんなのNIE ｺｰﾅｰ（学級の取組） 
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③校長先生の視線「みてはいよ」コーナー 

 本校の特色として、図 11 のように、校長が

気になる記事を児童に紹介するコーナーも設

けている。これは、児童集会等で校長が児童に

向けて、考えてもらいたいことや、知ってもら

いたいこと等を話されるように、新聞を通して、

児童に考えてもらいたいことや、知ってもらい

たいことを啓発するというねらいがある。いわ

ば、新聞記事による「校長講話」である。図 11

では、若田さんが宇宙基地船長に選ばれた記事

が紹介されている。日本人として、児童の夢が

広がるような記事である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)取組のひろがり 

 本校では、今年の１月より、「朝日小学生新

聞」を無料で期間限定で取り寄せている。３年

生以上の学級と校長室、及び図書室に各一部ず

つ、毎日配付している。児童は、まず、連載物

の漫画を楽しみに読み始めたようであったが、

次第に、周りの記事にも注目するようになって

きている。この新聞のいいところは、小学生が

読みやすいように、文体を工夫してあるところ

や、漢字にふりがなが付けてあるところである。

今のところ、５月までの購読予定であるが、予

算が確保できれば、定期購読も視野にいれてい 

きたいと考えている。 

３ 成果と課題 

(１)成果 

○児童が、尐しずつ新聞記事に興味関心を示す

ようになってきた。 

○新聞記事から多様な語彙等を尐しずつ獲得

し、それを日常生活で活用できる力の基礎が

身についてきた。 

(２）課題 

●次年度に向けて、他教科・領域との関連をも

たせたＮＩＥ活動の年間計画の作成を進め

る事が課題である。（時間確保も含めて） 

●新聞購読に対する予算獲得が急務である。 

４ おわりに 

先日、東日本を襲った未曾有の大地震、それ

に伴う、これまでだれも経験したことのない大

津波。福島原発の危機的な状況…。日本中が震

撼し、これからのことにそれぞれの立場で不安

を抱えたことだろう。かくいう私もその一人で

ある。児童にとっても、非常に衝撃的な出来事

となった。図 12 は、深刻な被害の状況を伝え

る朝日小学生新聞トップ記事を、食い入るよう

に見る児童の様子である。いつもの休み明けと

は明らかに違う児童の様子が感じられた。新聞

記事は、事実を、児童に伝えたい部分を精選し

て綴られていて、児童にとっても、何か自分に

できることはないか、そのためにも、もっと情

報を知りたい、と強く感じたことであろう。こ 

 

図10 地域情報コーナー 

 

図11 校長先生コーナー 
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れに先立ち、１月１７日に道徳の授業を行い、

阪神淡路大震災を教材に扱った。私は、児童に、

当時初任だったクラスの教え子の一人が、やは

り新聞記事やテレビ報道で惨状を目の当たり

にし、朝の会で、自分たちにできることがある

と、泣きながらクラスメイトに訴え、その結果、

クラスが動いたことを話した。今回、本校でも

新聞記事を目の当たりにした６年生が、同じよ

うに「自分たちにできる」行動を直ちに起こし

た。翌日、図 13 のようなチラシを手に持ち、

各学級に出向いて募金のお願いをする６年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の姿があった。チラシには、出典を明らかにし

た新聞写真が載せられていた。下級生の児童も

そんな６年生に対して、その翌日から募金をど

んどん持ってきてくれた。さらに、ＮＩＥコー

ナーには、いつの間にか、６年生が節電を呼び

かけるポスターを作成し、掲示していたのであ

る（図８左下及び図 14）。加えて、５年生も、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童玄関横の「ボランティアコーナー」に、新

聞記事を通して感じたことや、自分たちに出来

ること等を詳しく綴り、掲示していた（図 15）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校のＮＩＥ活動の取組は、まだ始まったばか

りである。しかし児童は、自ら新聞に働きかけ、

そこから得た情報を基に、以上のように、自ら

考え、発信し、行動している。この姿こそ、本

年度の一番の成果であると考える。児童が主体

的に、無理なく取り組むことができる、持続可

能な、生きたＮＩＥ活動を、今後も展開し、そ

こから、児童の更なる読解力向上を目指したい。 

 

図12 東日本大地震の記事を見る児童 

 

図13 東日本大地震の記事を見る児童 

 

図14 NIE ｺｰﾅｰに掲示された節電の呼びかけ 

 

図15 東日本大地震に対する５年生の発信 
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１ はじめに 

  平成２２年６月に本町のＮＩＥ推進協 

議会が設立され、本校でも具体的な実践 

がスタートした。今年度はとにかく新聞 

を活用してみようということで取り組ん 

できた。 

  各学年等の取組について報告する。 

 

２ 実践の概要 

（１）朝自習 ～５年生の実践～ 

①目的・・新聞に慣れ親しみ、新聞には 

有益な情報があることを知る。 

②時期・・６月から月２回（第２，４週） 

③時間・・・８：２０～８：４０ 

④方法 

   ア手順 

・月の第２、４週の月曜日の朝に毎回 

子ども新聞を配布する。 

・休み時間や家庭で新聞を読む。 

・火曜日の朝自習にスクラップブックに 

気に入った記事を貼る。 

・記事の感想や意見を書く。 

 ・月１回、 

班でスク 

ラップブ 

ックを読 

み合う。 

・心に残っ 

た記事や感想を全体に報告する。 

イ学年に応じた手立て 

・漢字が苦手な子どもたちのためにルビ 

打ちしてある子ども新聞を使う。 

・記事を読んで、感じたこと、考えたこ 

とを書かせる。 

 

 

 

 

 

 

⑤成果（○）と課題（●） 

○これまでの読書指導に比べ、最新記事 

を楽しみにするなど、子どもたちの意欲 

は大変高い。 

○興味があることや新しい情報がわかる 

ために、より深い知識や思考力が増し、 

言語能力も高まった。 

●できれば毎日､新聞をとり、読ませたい 

が費用がかかるのでできていない。 

 

 

 

 

 

 

（２）各教科等 

①１年生の実践              

ア 教科等名（生活科）  

イ 単元名（冬がきたよ） 

ウ 本時のねらい 

・身近な自然や人とのかかわり、冬の

到来に気付くことができる。 

エ 新聞利用（活用）の目的 

・導入において、冬の自然の様子を知

り、興味をもつきっかけとする。 

オ 方法 

・滝が凍って、つながり、氷の柱にな

っている写真の記事を見せる。 

カ 成果（○）と課題（●） 

○「うわっ～！」「すごい！」「きれい！」

などと感嘆の声を上げた。バケツの氷

や水たまりなどと違って、そのスケー

ルの大きさから、自然の力、冬の厳し

さをより感じることができた。 

新聞を活用しよう 

～NIE１年目の実践～ 

大津町立護川小学校  教職員  
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●記事をそのまま見せたので、順番に回

していった。電子黒板などの機器が使え

るとより関心を持たせることができたの

ではないかと思う。 

②２年生の実践 

ア ねらい(教師) 

・パンダについて、知っていること、知

らなかったことをまとめる。 

イ 新聞利用（活用）等の目的 

・新聞の中に低学年児童でも楽しく読む

ことができる記事があることを知らせ、

新聞への興味・関心を持たせる。 

ウ 方法 

・新聞記事を人数分印刷し、パンダにつ

いて初めて知ったことにマークし、み

んなで伝え合う。 

エ 成果(○)と課題（●） 

○印刷は白黒だったが、新聞はカラー刷

りであることを伝えたら、家で見てみよ

うとつぶやき、より関心が高まった。 

●新聞をとっておられない家庭もあり、

普段新聞に触れる機会が尐ない児童も

多い。どう配慮していくか、学校全体で

の検討事項である。 

③３年生の実践 

ア 教科名等 国語 

イ 単元名等 大事なことをたしかめよう 

ウ 本時のねらい 

・調べたこと、知ったことを選択し、書

こうとする中心を明確にしながら書く。 

エ 新聞利用（活用）等の目的 

・知ったことの中から選択し、書きたい

ことを明確にしながら書くための参考

資料として利用する。 

オ 方法 

・記事を読んで紹介したり、図を見せた

りして、感想を出させたあと作文にま

とめさせる。 

カ 成果（○）と課題（●） 

○書きたいことの中心がはっきりして

いる記事を読み、めざす姿が分かったこ

とで自分の感想を書く意識が高まった。 

●感想を十分もてない児童がおり個別の

配慮が必要だった。 

④４年生の実践 

ア 教科名等 学活 

イ 単元名等 今年の目標を立てよう 

ウ 本時のねらい 

・今の自分を見つめて、今年の自分の目

標を考え、よりよい生活を志す。 

エ 新聞利用（活用）等の目的 

・一字にこめた先輩の思いを読み、自分

の今年の目標を具体的に思いえがくこ

とができる。 

オ 方法 

・１／１０、熊日「私の１年、この１字」

の記事を全員分印刷し、みんなで読み合

う。自分にとって今年どんなことを目標

にするか、考えた。 

カ 成果(○)と課題（●） 

○新聞使用することで、児童が本時のめ

あてを具体的にとらえることができ効

果的であった。 

●一人一人にしっかり見せるための視

聴覚機器等の充実が必要。 

⑤６年生の実践 

ア 教科名等 体育 

イ 単元名等 飲酒・喫煙の害 

ウ 本時のねらい 

・飲酒と喫煙が心身の健康にどのように

影響するのかを知り、発育期の飲酒と喫

煙が特に危険である理由と受動喫煙の

害を知り、これからの生活を考える。 

エ 新聞利用（活用）等の目的 

・教科書にはない具体的な受動喫煙の被

害人数を数値で見せることにより、自分

の家族の生活を今一度見直し、行動に結

びつけさせたい。 

オ 方法 

・参考資料として一緒に記事を読み、教
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師から解説をする。そして、感じたこと

や考えたことを書かせる。 

カ 成果（○）と課題（●） 

○数値を見て受動喫煙の危険性に気づ

き、自分の生活を考えていこうとする考

えが見られた。また、公共の場などにも

目を向ける児童もいた。 

●「体に悪影響があるタバコをなぜつく

ったのか。」と疑問をもった児童が多か

った。「タバコを吸う人が悪い。」という

だけの思いをもたせないような、指導が

必要である。 

（３）その他 

①学校長の実践 

ア 教科名等 家庭学習 

イ 新聞利用（活用）等の目的 

・発達段階に応じて、新聞に慣れ親し

む｡ 

・家庭学習の習慣化 

ウ 方法 

・まず、緒方が読んで、心に残った記

事を選ぶ。（選択基準：多様な考え方

ができること 偏った考え方ではな

いこと 人権上課題が感じられない

こと 自分の生き方につなぐことが

できること 心を揺さぶることがで

きること） 

・校長問題に挑戦している子どもたち

に配布する。 

・子どもたちが手立てに応じて挑戦。

校長へ提出。 

・校長が評価、コメント記入後、次の

校長問題を貼り付けて返却。 

【学年に応じた手立て】 

・低学年：習った漢字を○で囲みまし

ょう。 

・中高学年：記事を読んで、感じたこ

と、考えたことを書きましょう。 

エ 成果（○）と課題（●） 

○これまでの漢字や計算の挑戦問題に

比べ、次の記事を楽しみにするなど、子

どもたちの意欲は大変高い。 

○くり返し提出しながら、更に深い思考

を要求していくことができるため、回を

重ねるごとに、気づきの質が高まってい

る。 

●全校での取組に至っていない。一度、

全児童に説明、呼びかける必要がある。 

②ＮＩＥコーナー（校内掲示）の実践 

ア 掲示時期 ３ヶ月毎 

イ 新聞利用（活用）等の目的 

  ･新聞記事を利用した掲示物を貼ること

で子どもたちの新聞を見る、読む等の機

会とする。 

ウ 方法 

･ＮＩＥ掲示担当者による掲示物の作成。 

(選択基準：大津町関連の記事、スポー

ツ、記事小見出し数字あて等) 

エ 成果（○）と課題（●） 

○身近な大津町関連記事の多さを知り、

驚くと同時に自分の町についての再発

見の機会となった。 

●現在、教師側で掲示物を作成している。

今後、児童会活動と連携し、子どもたち

が主体的に作成する場を設定したい。 

 

 

 

 

 

 

３ 成果と課題 

（１）成果 

  ･教師の工夫とアイディア次第で学校の

諸教育活動に生かすことができること

が分かった。 

・タイムリーな時期での新聞記事提示は

は子どもたちの意欲向上につながる。 

 ・継続したＮＩＥの実践は、子どもたち

の言葉でまとめる力を伸ばす一因にな
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る。（５年生の実践） 

（２）課題 

 ・読む力の個人差が大きいので個々の児

童の実態を配慮した提示方法が必要で

ある。 

・ＮＩＥ推進における予算獲得 

（実物投影機等の機器の充実、複数新聞

購読の可等） 

・教育諸計画の中に、ＮＩＥを位置づけ

る。 

・ＮＩＥのに実践力向上をめざした職員

研修の実施。 

 

４ 終わりに 

   本年度、新聞を活用した取り組みをとに

かく行った。そのことで、我々教師が新

聞との出会い直しをすることができた。 

   新聞には、本当に多くの情報が載せら

れていることを改めて気付かされた。 

  いつ、どこで、何を、子どもたちに提示

し、何の力をつけさせるのか等、我々の

教師力向上をめざし、今後も歩んでいき

たい。 
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１ はじめに 

平成２２年度、大津町教育基本構想の施策の

一つに、言語活動を通した思考力・判断力・表

現力の育成を実践事項としてＮＩＥに関する

取組を行うことを掲げた。これは新聞を生きた

教材として活用することによって言語活動を

活発にし、学力向上を目指す。また、社会に関

心を向けた人材を育成するとともに幅広い人

現形成に役立たせることを目的としている。 

これにより、平成２２年６月に「大津町ＮＩ

Ｅ推進協議会」を設立し、町ぐるみでＮＩＥを

推進することとなった。 

 

２ 実践の概要 

７月２３日に教職員等を対象とした「教育実

践発表会・教育講演会」で、県ＮＩＥ推進協議

会の越地真一郎事務局長（当時）を講師に招き、

「新聞のチカラとＮＩＥ」のテーマで講演会を

開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、７月に熊本市で開かれた第１５回ＮＩ

Ｅ全国大会にも各学校等をはじめ、教育委員会

からも多く参加し、全国のＮＩＥに関する取組

への示唆を得た。 

子どもたちへの取組は、夏休みに教育委員会

主催で開催した「夏の集中学習会」の中で、主

に小学生（約８０名）を対象にＮＩＥ講座を実

施した。３日間（１日３コマ）の中の１コマ（５

０分間）を使い、教育委員会担当者の指導のも

とで低・中・高学年に応じた内容で行った。 

主な内容は新聞を実際に開き、まずは“新聞

を知る”というところから始め、その後、下記

の項目について課題を提供した。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

小学生向けへの課題プリント 

 子どもたち一人一人が、イラストや記事にあ

ったコメントなどを考え、みんなの前で発表し、

楽しみながらの講座を実施することができた。 

 

３ 成果と課題 

(１)成果 

教育講演会はＮＩＥ推進初年度ということ

もあり、教職員等の関心も大きく、みな真剣に

講師の話を聞き入っていた。これから各自が学

校・クラスで新聞を活用するうえでも大きな糧

になったと思われる。 

また、子ども向けのＮＩＥ講座についても、

新聞に親しもう、新聞を活用しよう 

～大津町ＮＩＥの実践～ 

                         大津町教育委員会  

 

 

・ どんな写真が載っているか。 

・ 興味を持った写真 

・ ひらがな、漢字探し（自分の名前など） 

・ 四コマ漫画の吹き出し入れ 
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新聞を使った授業を受けるのが初めてという

子どもがほとんどで、関心を持つ子が多く見ら

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２）課題 

今回の学習会に参加した子どもの中にも、新

聞をとっていない家庭が約半数おり、実際に新

聞に何が書かれているのかを初めて知る子ど

もも見受けられた。今後、各学校や町ぐるみで

ＮＩＥを推進していう中で、それぞれの家庭環

境を配慮したうえで、新聞を活用した教育に取

り組まなくてはならないと感じた。 

 

４ おわりに 

 まだＮＩＥに関する取り組みは始まったば

かりである。教育委員会としてこれを根付かせ

目的を達するためには、県推進協議会等の支援

が必要であり、連携のあり方を考えていきたい。 

 ＮＩＥで高まる夢の実現を願いながら、今後

本町のＮＩＥ推進を確かなものにしていきた

い。 

 

 

 

 

 

 

（夏休み集中学習会 感想文から一部抜粋） 

・新聞に読める漢字がありました。（１年女子） 

・新聞紙で自分の名前を見つけることが楽しか

ったです。（２年女子） 

・家で新聞を読みたいと思いました。「たくさん

の物がのってすごいなあ」と思った。（５年女

子） 

・新聞紙を使った勉強が楽しかったです。（６年

男子） 
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                             平成２２年１１月１０日 熊本日日新聞 
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○ 大津町ＮＩＥ推進協議会規約 

 

平成２２年 ６月２１日 

 

(名称) 

第 1 条 この協議会は、大津町ＮＩＥ推進協議会（ Newspeper in Education＝教育に新

聞を）推進協議会（以下「協議会」という。)と称する。 

 

(目的) 

第 2 条 本協議会は、新聞を生きた教材として活用することによって言語活動を活発にし、読

解力・思考力・判断力・表現力等の学力向上をめざすとともに、社会に関心を向けた人材を育

成するとともに幅広い人間形成に役立たせることを目的とする。 

 

(事業) 

第 3 条 この協議会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1) ＮＩＥの実践と公開 

(2) ＮＩＥに関する研修会の開催 

(3) ＮＩＥ実践事例集の作成 

(4) その他ＮＩＥ活動推進に必要な事業 

 

(組織) 

第 4 条 この協議会は、次の者を委員に充て組織する。 

(1) 教育長、教育部長、学校教育課長、教育指導主事、生涯学習課長、図書館長 

(2) 各小中学校の校長 

(3) その他、本協議会で必要と認める団体 

 

(委員の任期) 

第 5 条 委員の任期は 2 年とする。ただし、再任をさまたげない。 

2 各種団体の役員の中から選任された委員は、その団体の役員を辞したときは委員の職を失う。

ただし、前記団体の役員の補充に伴う委員の任期はその残任期間とする。 

 

(役員) 

第 6 条 この協議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長は教育長をもって充て会務を総理し、会議の議長となる。 

3 会長に事故あるときは教育部長が副会長として、その職務を代理する。 

4 この協議会に顧問を置くことができる。 
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平成２２年度 協議会委員 担当者 名簿 

番 

号 
区 分 園・学校名 

協議会委員 担当者 
備考 

職名 氏名 氏名 

1 

行政 

大津町教育委員会 教育長 那須雪子   
協議会 

会長 

2 教育部、子育て支援課 部長兼課長 松永高春   
協議会 

副会長 

3 学校教育課 課長 荒木政雄     

4 生涯学習課 課長 高本淳一     

5 図書館 館長 府内隆一     

6 学校教育課 審議員 渡辺能行     

7 顧問 熊本県立大津高等学校 校長 白濱 裕   
ＮＩＥﾈｯﾄﾜｰｸ熊本

代表 

8 

小学校 

大津小学校 校長 前川嘉宏 小嶌雄二   

9 室小学校 校長 吉田廣和 松永隆弘   

10 大津南小学校 校長 中﨑公夫 津田敏秋   

11 大津東小学校 校長 熊谷和信 緒方郁子   

12 大津北小学校 校長 松本拓也 澤本 徹   

13 護川小学校 校長 緒方登志子 三神幸一郎   

14 

中学校 

大津中学校 校長 池頭 俊 田中宏和   

15 大津北中学校 校長 豊岡秀敏 喜納政直   

 事務局 学校教育課：矢野、高橋 
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